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トウガラシ台木品種‘チャガマラン'の育成

細美祐子・山田美保江・津田博正*・岡田昌久・松本満夫**

A New Rootstock Variety for Pepper， 'Chagamaran' 

Yuko HOSOMI， Mihoe YAMADA， Hiromasa SAWADA， Masahisa OKADA and 

Mitsuo MATSUMOTO 

要 約

青枯病およびPo型トパモウイルスに抵抗性をもっトウガラシ台木町品種‘チャガマラン'を育

成した.この品種の青枯病抵抗性は，ミャンマーで収集したトウガラシ遺伝資源 'Myr29アント」の

約培養系統 'Myr29H19-1 Jに由来し，トパモウイルス抵抗性L1a遺伝子はシシトウガラシ(シシトウ)

固定系統 'TMVR4-1 J に由来する.

1 . ‘チャガマラン'は市販品種‘台助'と同程度の青枯病抵抗性を示す.

2. トパモウイルス抵抗性L1a遺伝子をもっシシトウ，ピーマンおよび小型パフ。リカ品種などが接木

できる.

3.生産力検定試験および現地試験において，穂、木の収量性，生育，果実品質および青枯病抵抗性は

実用レベルと示されたことから有望と判断され， 2013年に品種登録申請をした.

キーワード:トウガラシ台木，青枯病抵抗性， トパモウイルス抵抗性， Fl品種

はじめに

シシトウおよびピーマンは高知県の主要園芸品目

であり，その作付面積は143ha，生産量は12，570t

である (2011年)3). しかし，難防除病害である青枯

病やトパモウイルスなどの発生により，生産量や果

実品質の低下が引き起こされている. 2011年度，高

知県のシシトウおよびピーマン促成栽培での青枯病

発生面積は13.4ha(発生面積率12.4%)，モザイク

病発生面積は12.4ha(同率11.5%)であった.また，

露地栽培での青枯病発生面積は 10.7ha(同率

26.0%) ，モザイク病発生面積は1.0ha(同率2.5%)

であった4) これらの被害は，土壌くん蒸剤等によ

り最小限に抑えられていると推定されるが， 2013年

の臭化メチル全廃に伴い被害が顕在化する可能性が

高い.このため，生産現場からはこれらの土壌病害

に複合抵抗性をもっ台木品種の育成が強く望まれて

いた.

高知県で普及しているトウガラシ台木品種‘台

助， (園芸植物育種研究所)は，青枯病強度抵抗性お

よびトパモウイルス抵抗性 L3遺伝子を有してお

り，シシトウ品種‘土佐じしスリム，8)や‘土佐じ

しピ、ユーティー'7)，ピーマン品干重‘みおぎ， (園

芸植物育種研究所)や‘トサミドリ， 2)などを穂、木

として多く栽培されている(17.8ha，2012年 9月現

在). しかし， トパモウイルス抵抗性L1a遺伝子を

もっシシトウ品種‘葵ししとう ，(ナント種苗)や

‘つばきグリーン， (武蔵野種苗園)，ピーマン品種

‘京波'や‘京ゆたか， (共にタキイ種苗)，小型パ

プリカ品種‘やまぶき'や‘にしきおり， (共にエ

ンザ社)などと接木した場合，台木と穂木のトパモ

ウイルス抵抗性が一致せず，穂、木がPeppermild 

mottle virus (P1.2) (PMMoV (P1.2))に感染すると台

木の抵抗性遺伝子による過敏感反応により枯死する

ことがあるため，これらの品種に対して‘台助'を

*高知県立農業大学校
2013年 7月31日受理

**高知県農業技術センタ一 元所長
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台木とすることはできない.そこで， トパモウイル

ス抵抗性L1a遺伝子をもっ穏木品種に適合する台木

の育種に着手し，今回，青枯病およびトパモウイル

ス抵抗性L1a遺伝子をもっ台木Fl品種が育成でき

たので報告する.

本課題を遂行するにあたって，高知県農業技術セ

ンターの邑田園男，前田健一郎，竹若智子，筒井

文，鎌倉貞夫，松岡順一，岡本早苗，光江綾子，堀

野政隆，寺内紀夫，高瀬敏幸， )11崎益美の各氏は栽

培管理や調査に従事した.当センター病理担当およ

び山間試験室の方々には，検定に多くの助言を頂い

た.また，中央東農業振興センター嶺北農業改良普

及所，須崎農業振興センター高南農業改良普及所お

よび可番多農業振興センターの担当職員および生産農

家の方々には現地適応性を検定していただいた.こ

こに記してこれらの方々に感謝の意を表する.

育成の経過

2001年度， トウガラシ属遺伝資源をミャンマーか

ら導入し5)，2002年度に特性を調査， 2003年度に青

枯病強度抵抗性系統 'Myr29アント」を選抜した.

2004~2007年度に Chabonnet1 ) の方法に従い 'Myr29

アント」を約培養後，固定系統を作出し， 2008年度

に青枯病強度抵抗性蔚培養系統'Myr29H19-1 jを選

抜した.2010年度，シシトウ固定系統'TMVR4 -1 j 

を種子親に， 'Myr29H19-1 jを花粉親とする台木

町系統「高育交 5号」を育成した(図 1). '高育交 5

号」は，青枯病に強度の抵抗性を示し， トパモウイ

ルス抵抗性L1a遺伝子をもっ台木Fl系統である.

2009~2010年度に当センター内ビニルハウスで生

産力検定を行い，穂木の収量と果実形質が実用水準

であることから有望と判断した. 2011~2012年度に

現地試作を行った結果，青枯病抵抗性，生育および

果実形質は実用レベルであると示されたことから，

同年をもって育成を完了した.2013年，「高育交5号」

を‘チャガマラン'と命名し，品種登録出願した.

1974年

材料および方法

1 .親系統の青枯病および卜パモウイルス抵抗性検定

1 )青枯病抵抗性検定

供試系統として 'Myr29H19-1 j，抵抗性品種と

して‘台助'，感受性品種として‘カリフォルニ

ア・ワンダー， (‘ C.W.' )を用いた.試験規模は

1 区13~25株で、行った. 2008年4月17日， 6月25日

および7月30日に50穴セルトレイ(市販培土:土太

郎)に播種し，ガラス温室で育苗した.各5月16日，

7月18日および8月22日に浸根接種・養液栽培法で

接種し， 26
0

C恒温， 16時間日長のインキュベーター

内で管理した.調査は各6月15日， 8月22日および

9月12日に行った.判定は， 5段階(0:健全， 1 

:軽微なしおれ， 2 : 2 -3枚しおれ， 3 :全葉し

おれ， 4 枯死)で行い，平均値で評価した.

2 ) トパモウイルス抵抗性検定

( 1 )種子親系統の検定

f共試系統として 'TMVR4 -1 j， トパモウイル

ス抵抗性L1a遺伝子型系統として'MK18-3 -1 }) ， 

同抵抗性L1遺伝子型品種として‘VerbeterdeGlas'， 

同抵抗性L十遺伝子型系統として「昌介」を用いた.

試験規模は 1区3株で行った. 2002年4月 1日に50

穴セルトレイ(市販培土:土太郎)に播種し，ガラス

温室で育苗した.Paprikαmild mottle virus Japanese 

strain (P1) (PaMMV-J)を10μg/mLに調整し，検定

植物の本葉 2枚にカーボランダム法で4月25日に接

種した.接種後は260C恒温， 16時間日長のインキュ

ベーター内で管理し，病微を肉眼観察した.また，

5月16日に Dotimmunobinding assay (DIBA) 9)に

よってウイルス検出を行い，接種葉は感染の有無を，

非接種上位葉では全身感染の有無を調査した.

( 2 )花粉親系統の検定

供試系統として 'Myr29H19-1 j， トパモウイル

ス抵抗性L3遺伝子型品種として‘台助'，同抵抗

性L十遺伝子型系統として「昌介」を用いた.試験

規模は 1区5株で行った. 2011年11月9日に50穴セ

ルトレイ(市販培土:土太郎)に播種し，ガラス温室

「ししとう(中型系)J -， 

「高園単1号J _j 

I TMVR4-1 J -， 
2010年 2013年

2001年
「高育交5号」 一‘チャガマラン'

IMyr29アント」
蔚培養

IMyr29H19-1J _j 

ミャンマーから導入
図1 育成経過
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で育苗した Tabaccomild green mosaic virus (Po) 

何MGMV)およびPMMoV (P1.2)を10μg/mLに調

整し，検定植物の本葉 2枚にカーボランダム法で11

月29日に接種した.接種後は24
0C恒温， 16時間日長

のインキュベーター内で管理し，病徴を肉眼観察し

た.また， 12月7日に DIBAによってウイルスの検:

出を行った.

2. ‘チャガマラン'の青枯病および卜パモウイル

ス抵抗性検定

1 )青枯病抵抗性検定

供試品種として‘チャガマラン'，抵抗性品種と

して‘台助，感受性品種として‘ C.W.' を用

いた.試験規模は 1区19-32株で行った. 2012年 6

月21日， 9月10日および11月 8Bに50穴セルトレイ

(市販培土:土太郎)に播種し，ガラス温室で育苗し

た.各2012年 7月11日， 10月5日および12月5日に

浸根接種・養液栽培法で接種し， 26
0C恒温， 16時間

日長のインキュベーター内で管理した.調査は各

2012年 7月30日， 10月17日および12月27日に行った.

判定は， 5段階(0:健全一 4:枯死)で行い，平均

値で評価した.

2 ) トパモウイルス抵抗性検定

イ共試品種として‘チャガマラン'， トパモウイル

ス抵抗性L3遺伝子型品種として‘台助'，同抵抗

性 L1a遺伝子型系統として 'MK18-3 -1 J，同抵

抗性L+遺伝子型系統として「昌介」を用いた.試

験規模は 1区5株で行った. 2012年 6月29日に50穴

セルトレイ(市販培土:土太郎)に播種し，ガラス温

室で育苗した. TMGMVおよびPMMoV(P1.2)を50

μg/mLに調整し，検定植物の本葉 2枚にカーボラ

ンダム法で 7月19日に接種した.接種後は24
0

C恒温，

16時間日長のインキュベーター内で管理し，病徴を

肉眼観察した.また， 7月26日に DIBAによってウ

イルスの検出を行った.

3. ‘チャガマラン'の生産力検定

‘チャガマラン'に接木した‘トサミドリ'の生

育特性，果実特性および収量性などの諸形質を， 2009

年度および2010年度にハウス促成栽培条件で当セン

ター内ピニルハウスで調査した.台木の対照品種と

して‘台助'，穂木品種としてピーマン‘トサミド

リ'を供試した.調査基準は，農林水産省品種登録

審査基準および高知県園芸農業協同組合連合会の出

荷規格に従った.

2009年度:試験規模は， 1区5株反復無しとした.

8月20日に播種し， 9月17日接木後， 10月13臼に定

植した.栽植様式は，うね幅175cm，株間50cmの

1条植え， 4本仕立てとした.圃場は基肥として

1a当たり，ケイントッフ。120kg，苦土石灰15kg，

配合肥料(商品名:CRスミカエース，ニューミッ

クス784)を用いて N，P205， K20をそれぞれ3.2，

3.5， 2.4kg施用し，蒸気消毒で土壌殺菌した.ハ

ウス内最低夜温は18
0

C，換気開始温度は25-280

Cで

管理した.

2010年度:試験規模は， 1区5株， 2反復とした.

8月3日に台木， 8月6日に穂木を播種し， 8月22

日接木後， 9月28日に定植した。栽植様式は，うね

幅168cm，株間46cmのl条植え， 4本仕立てとした.

圃場は基肥として 1a当たり，ケイントッフ。120kg，

苦土石灰15kg，配合肥料(商品名:CRスミカエー

ス，ニューミックス784)を用いて N， P205， K20 

をそれぞれ3.2，3.5， 2.4kg施用し，蒸気消毒で土

壌殺菌した.ハウス内最低夜温は17SC，換気開始

温度は25-28
0

Cで管理した.

4. ‘チャガマラン'の特性調査

‘チャガマラン'の特性調査を， 2012年度に夏秋

栽培条件において当センター内ガラス温室で調査し

た.対照品種として‘台助'を供試した.試験規模

は， 1区5株反復無しとした. 2012年 2月3日に播

種し， 4月11日に定植した。栽植様式は，うね幅

163cm，株間50cmの1条植え， 4本仕立てとした.

圃場は基肥として 1a当たり，ケイントッフ。120kg，

苦土石灰15kg，配合肥料(商品名:CRスミカエー

ス，ニューミックス784)を用いて N，P205， K20 

をそれぞれ3.2，3.5， 2.4kg施用し，蒸気消毒で土

壌殺菌した.ハウス内最低夜温は17"C，換気開始温

度は25-28
0

Cで管理した.調査基準は，農林水産省

品種登録審査基準に従った.

5. ‘チャガマラン'の現地試験

‘チャガマラン'の現地試験を， 2011年度は土佐

町，本山町および四万十町で， 2012年度は土佐町，

本山町，四万十町，大月町および土佐清水市で実施

し，適応性を調査した.供試材料，試験規模および

耕種概要は表12に示した.
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表 l 親系統の青枯病抵抗性検定

品種・系統

2008年5月z)

発病
供試

個体率
個体数

(%) 

発病

平均
指数y)

2008年 7月。

発病 発病
供試

個体率 平均
個体数 】(%) 指数列

Myr29 H19-1 18 33.3 1.3 23 30.4 1.1 

台助(抵抗性対照) 24 50.0 2.0 24 48.0 1.8 

C.W.X
) (感受性対照) 22 81.8 3.3 13 100.0 4.0 

z) 2008年4月17日播種， 5月16日接種， 6月15日調査.

2008年6月25日播種， 7月18日接種 8月22日調査.

2008年7月30日播種 8月22日接種， 9月12日調査.

y)発病平均指数:ヱ(発病指数×個体数)/全個体数，発病指数 o健全一 4 枯死.

香美1-1菌接種，浸根接種・養液培養法による.

x) カリフォルニア・ワンダー.

表 2 種子親系統のトパモウイルス抵抗性検定z)

2008年 8月z)

発病
供試 一個体率

個体数
(%) 

病
均
炉
一
7

↑

2

0

発
平
田
一
2
一2

4

キ
寸
J

一
68.0 

56.0 

100.。

表 3 花粉親系統のトパモウイルス抵抗性検定z)

品種・系統

Pal¥仏瓜/-J(P1) トパモウ
接種後の症状Y) イルス

非接種 抵抗性

接種葉上位葉遺伝子型

TMVR4-1 VN/+ SN/+ L1a 

MK18-3-1 (L1a遺伝子型) VN/十 SN/+ L1a 

Verbeterde Glas (L 1遺伝子型)SL/+ M/十 L1 

昌介(L十遺伝子型) SL/+ M/+ L十

z) 2002年4月1日嬬種， 4月25日接種， 5月16日調査.
y) VN:葉脈えそ， SN:全身えそ， M:モザイク， SL:無病徴.

/+ :ウイルス検出， /ー:ウイルス非検出(DIBAによるに

TMGMV 
接PM種M後oVの(症P1

状
3)

Y) 
トバモウ

接種後の症状" イルス
品種・系統

抵抗性
接種葉非接種 接種葉

非接種

上位葉 上位葉 遺伝子型

Myr29 H19-1 SL/+ M/+ SL/+ M/十 L+ 

台助 (L3遺伝子型) LL/+ SL/ー LL/+ SL/ L3 

昌介(L十遺伝子型) SL/十 M/十 SL/+ M/+ L+ 

z) 20日年11月9日播種， 11月29日接種， 12月7日調査.

y) LL:局部病班， M:モザイク， SL:無病徴.

/+ :ウイJレス検出/-:ウイルス非検出(DIBMこよる)

品種・系統

表4 ‘チャガマラン'

2012年7月z)

発病 発病

個体率 平均

(%) 指数
y)

供試
個体数

の青枯病抵抗性検定

2012年10月z)

発病
供試

個体率
個体数

(%) 

病
均
炉

発
平
闘

牛
寸
d

2012年12月z)

発病 発病
供試

個体率 平均
個体数 1 (%) 指数

y)

チャガマラン 30 53 2.1 25 0 0.0 

台助(抵抗性対照) 32 56 2.3 25 12 0.5 

C.W.
X) 

(感受性対照) 28 100 4.0 19 100 4.0 

z) 2012年 6月21日播種， 7月11日接種 7月30日調査.

2012年9月10日播種， 10月 5日接種， 10月17日調査.

2012年11月8日播種， 12月5日接種， 12月27日調査.
y)発病平均指数:三(発病指数×個体数)/全個体数，発病指数 o健全一 4，枯死

香美1-1菌接種，浸根接種・養液培養法による.

x) カリフォルニア・ワンダー.

結果および考察

1.親系統の青枯病およびトバモウイルス抵抗性検定

青枯病抵抗性検定の結果， 'Myr29 H19-1 J の発

病個体率および発病平均指数は抵抗性対照品種‘台

助'とほぼ同等で，強度の抵抗性を示した(表 1). 

種子親系統のトパモウイルス抵抗性検定の結果，

トパモウイルス抵抗性 L1
遺伝子型品種である

Verbeterde Glas 'および同抵抗性L十遺伝子型系統

である「昌介」の接種葉は無病徴で，上位葉に明確

なモザイク症状を呈した. DIBAによるウイルス検

定の結果，接種葉と上位葉から PaMMV-Jが検出さ

2.1 

3.0 

4.0 

52 

74 

100 

れ全身感染が確認された.一方，同抵抗性L1a
遺伝

子型系統である 'MK18-3 -1 J は、接種葉に葉脈

えそが認められ，上位葉に全身えそ症状が認められ

た. DIBAの結果，接種葉と上位葉から PaMMV-J

が検出され全身感染が確認された. 'TMVR 4 -1 J 

は 'MK18-3 -1 J と同じ症状を示したため， トパ

モウイルス抵抗性遺伝子型は L1a
であると推察され

た(表 2). 

花粉親系統のトパモウイルス抵抗性検定の結果，

トパモウイルス抵抗性L十遺伝子型系統である「昌

介」の接種葉は無病徴で，上位葉に明確なモザイク



細美 ・山田・浮田 ・岡田 ・松本 :トウガラシ台木品種 ‘チャガマラン'の育成 43 

症状を呈した DIBAによるウイルス検定の結果，

接種葉と上位葉から TMGMVおよび PMMoV

(P1，2)が検出され全身感染が確認された.一方，同

抵抗性L3遺伝子型品種である‘台助'は，接種業

すべてに局部病班が認められ落葉し，上位葉に病徴

が認められなかった.DIBAの結果，上位葉でウイ

ルスは検出されなかった.'Myr29 H19-1 J は 「昌

介」と同じ症状を示したため， トパモウイルス抵抗

性遺伝子型は L十であると推察された (表 3). 

2. ‘チャガマラン'の青枯病および卜パモウイル

ス抵抗性検定

青枯病抵抗性検定の結果， ‘チ ャガマラン'の発

病個体率および発病平均指数は抵抗性対照品種 ‘台

助'に比べて低く ，同等以上の抵抗性を示した (写

真 1，表 4). 

トパモウイルス抵抗性検定の結果， TMGMV接

種後，同抵抗性 L1a遺伝子系統である 'MK18-3-

1 Jは，接種葉すべてに局部病班が認められ落葉し，

上位業に病徴が認められなかった DIBAの結果，

上位業 でウイルスは検出されなかった. 一方

表 5 ‘チヤガマラン'のトパモウイルス抵抗性検定z)

TMGMV PMMoV(P1.2) トパモウ

品種 ・系統
按経後の症状y) 1新生後の症状y) イJレス

戸非接種 非接種 抵抗性
按植穿 按輔副

、上位挺 J!主上位葉 巡伝子型

チャガマラン LLI+ SLI- SLI+ M/+ LJa 

台助 (L3遺伝子型) LLI+ SLIー LLI+ SLI- L3 

MK18-3-1 (L1a泣伝子型)LLI+ SLI- SLI+ MI十 L1a 

高介(L十泣伝子型) SLI+ M/+ SLI+ M/+ L+ 

z) 2012年6月29日掃磁， 7月19日接種， 7月261:1iJ:I査

Y) LL 局部病班， ~ l モザイク， SL 鑑病徴

1+ 。ウイルス検出，1ー ウイルス非検山(D1BAによる)

PMMo V (P1，2)接種後， 'MK18-3 -1 J の接種葉は

無病徴で，上位葉に明確なモザイク症状を呈した.

DIBAによるウイルス検定の結果，接種業と上位業

から PMMoV(P1.2)が検出され全身感染が確認され

た 同抵抗性 L3遺伝子品種である ‘台助'は、接

種葉すべてに局部病班が認められ落葉 し，上位葉に

病徴が認められなかった.DIBAの結果，上位業で

ウイルスはf~出 されなかっ た. ‘チヤガマラン'は

'MK18-3 -1 J と同じ症状を示したため， トパモ

ウイルス抵抗性遺伝子型は L1aであると推察された

(表5). 

3. ‘チャガマラン'の生産力検定

1 )植物体特性

‘チ ャガマラン'台の栽培初期の革勢，主茎長，

草丈， 主茎径， 主茎節数および業の大きさは，対照

品種 ‘台助'台とほぼ同じであった(表 6).摘心時

の革勢はやや弱ー 中で，主枝長および草丈は‘台

助'台より短かった. 主校節数， 主茎径および主校

径は‘台助'台とほぼ同じであった.また，第 l花

開花日に差はなかった(表 7). 

車育交5号 一

」三巴2.7.31 _ 

写真 1 青枯病抵抗性検定

左 :‘台助中: ‘チャ ガマラン， (高育交 5号)，

右. ‘カリフ ォルニア・ワンダー，(‘C.W.' ) 

表 6 栽培初期の生育特性z)

年度 品種 ・系統 草勢
主茎長 草丈 主茎径Y)

(cm) (cm) (mm) 

チャガマラン 中 25.6 37.2 5.9 
2009 

台助 (対照) 中 25.0 36.8 6.1 

チャガマラン 中 31.8 47.0 5.9 
2010 

台助 (対照) 中 34.5 48.2 6.4 

z)穂、木品種 ‘トサミドリ， • 2009年度調査株数5株. 2010年度調査株数10株
調査日・2009年10月下旬，2010年10月7日.

y)地上から第 l分校までの中間を測定.
x)最大葉を調査

主茎 手応身長x) 葉幅x) 葉柄長x)

節数 (cm) (cm) (cm) 

12 21. 2 7.2 7.9 

12 20.0 6.7 7.5 

11 12.8 6.5 5.5 

12 13.7 6.5 5.5 
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表 7 tiii心時の生育特性z)

品種 ・系統 革勢
主枝長 草丈 主枝 主茎径y) 主校径x) 第 1花
(cm) (cm) 宣告数 (nun) (mm) 開花日

チャガマラン やや弱~中 107 118 21 14.5 7.9 10月19日

台助 (対照) 中 130 142 22 13.8 7.6 10月20日

z) 穂木品種‘トサミドリ調査株数5株.調査日 :2010年 2月9日

対照品種‘台助'台摘心時調査
y) 地上から第 1分校までの中間を測定
x) 4 -5 i:1iiの中聞を測定

表 8 果実特性z)

品種 ・系統 果色 光沢 しわ 果j前い こうあ部 果頂部
果長 果III~

縦横比
肉厚

(mm) (mm) (mm) 

チャガマラン 緑 中 中 中 やや凹一平 凹一平 78.5 41.9 1.9 1.8 

台助(対照) 正主 中 中 中 やや凹一平 凹一平 74.2 42.3 1.8 1.8 

z)椋木品種‘トサミドリ調査日 :2010年2月8日 20果の平均値.

総収量 可販果収量

16，0∞ 14，027 
(100) 

13，575 

(97) 
12，045 

13，131 

(100) 14，0∞ 

2，000 

14，0∞ 
収 12，0∞
量
~ 10，0∞ 
k 

78，ooo 

; 6000 

a 
~ 4，000 

12，0∞ 

10，0∞ 

8，000 

6，000 

4，000 

2，000 

図 2 生産力検定試験

穂木品種 : ‘トサミドリ '

表 9 台木の生育特性z)

品種 ・系統 革勢
主茎長 草丈 主茎径y) 主茎
(cm) (cm) (mm) 節主主

チャガマラン やや強 38.0 142.4 15.9 16.2 

台助(対照) やや強 50.6 165.6 16.2 15.6 

長
)
一

2
一
3

支

m
一1
7
L

オ
ソ

c-
一2
一Z

キ
+
ム

E

1
』

4

-

1
i

校
数
↑
p
b
一qベ

主
節

一
日
一
日

収量

(収量比)

口5月

四4月

ロ3月

ロ2月

口l月

.12月

第 l花

開花日

4月24日

4月28日

z)調査日 :2012年 6月5日
y) 主茎の第10-15i'iiiの中央部の直径.

表10 台木の葉の特性z)

品種 ・系統
子葉(mm) 最大葉(mm)

禁一の形/ 葉の周縁の 葉の

業身長 葉111品 葉柄長 葉身長 ~qr品 葉柄長 i皮打ち 凸凹

チャガマラン 36.2 11.1 24.5 15.0 5.6 8.0 披主 1 '71~ 』田; 極弱

台助(対照) 30.6 10.7 25.2 18.4 9.5 10.3 。j1 J I~ 耳目

z)調査日 :子葉のみ2012年4月20日，他は 6月5日.
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台木の果実特性z)

胎座の
カプサ

イシン

I果当
たりの
種子数

皆
川

明日

ω

表11

心室数果頂部
こうあ
部

呆柄長
(nun) 

果実
縦横比

果幅
(nun) 

果長

(nun) 
品種・系統

有
2室が
多い

やや凸平 64.5 1.8 4.1 27.9 5.5 14.3 78.1 チャガマラン

有182.8 
3室が
多い

やや凸ー
やや凹

平2.2 5.1 44.1 3.7 31. 5 117.3 台助(対照)

z) 2012年6月5日調査

現地試験での青枯病発生状況表12

枯死また
枯死およ

は萎ちょ
個体数び萎ちょ

う株率
う株数

(%) 

品種・系統，)

考イ曲年度検定場所

穂木

土佐町

高須

2011年 3月13日台木嬬種， 3月20-23日穂木橋種， 4月16日接木，

6月3日試験区定植， 4月10日対照区定植，

栽植様式.うね幅160cm，株間70cm，1条植え， 2本垣根仕立て.

8月 1日調査

。つIfきグリーン

台木

チャガマラン

。葵ししとうチャガマラン

16 

本山町

北山

2011年 3月13日台木播種， 3月20-23日程1木播種， 4月16日接木，

5月30日試験区定植， 4月 7-8日対照区定植

栽植様式:うね幅150cm，株間90cm， 1条植え， 4本仕立て

8月18日調査.

。
。

80 494 つばきグリーン

やまぶき

にしきおり

スケットs(対照)

チャガマラン

チャガマラン

45 63 140 やまぶき自主張(対照)

20日年 3月13日台木播種， 3月20-23日松木播種， 4月16日按木，

6月3日試験区定植， 4月25日対照区定植.

栽植様式:うね幅150cm，株間50cm， 1条植え， 4本仕立て.

8月18日調査.

55 

。
。

86 

。

155 にしきおり白根(対照)

京波

京ゆたか

チャガマラン

チャガマラン
土佐町

伊勢川

2

0

1

1

 
10 15 216 京ゆたか白根(対照)

14 

四万十町

宮城

2011年 5月7日定植.

栽植様式:うね幅180cm，株間80cm，1条植え， 2本垣根仕立て

8月18日調査.

38 

。
。

225 

つばきグリーン

葵ししとう

京波ベルホマレ(対照)

チャガマラン

台助(対照)

。

土佐町

伊勢川

2012年4月14日試験区定植， 5月1日対照区定植.

栽植様式:うね幅160cm，株間70cm， 1条植え， 4本仕立て.

11月2日調査

2012年4月15日定植

栽植様式:うね幅170cm，株間45cm， 1条植え， 4本仕立て.

11月21日調査.

2012年4月13日定植.

栽植様式・うね幅150cm，株間50cm， 1条植え， 4本仕立て.

11月28日調査.

100 

。
。
。
。

。
臼

。

11 

150 

449 

10 

165 

526 

11 

つばきグリーン

にしきおり

葵ししとう

京ゆたか

やまぶき

つばきグリーン白根(対照)

チャガマラン

葵ししとう白根(対照)

チャガマラン

スケットs(対照)

チャガマラン

チャガマラン

土佐町

高須

本山町

北山

。

四万十町

古城

(雨よけ)

2012年2月20日台木播種， 2月19日穂木播種， 4月3日接木，

5月12日定植

栽植様式:うね幅160cm，株間80cm，1条植え， 2本垣根仕立て.

10月25日調査.

。
101 

10 

つばきグリーン

土佐じしビューティー

京ゆたか白根(対照)

チャ方マラン

台助(対照)

2

0

1

2

 

。10 土佐じしスリム台助(対照)

21 

四万十町

古城

(露地)

2012年 2月20日台木播種， 2月19日松木播積， 4月3日按木，

5月11日定植.

栽植様式:うね幅160cm，株間80cm，1条植え， 2本垣根仕立て

10月25日調査.

。
。

14 

90 つばきグリーン

土佐じしビューティー

葵ししとう白根(対照)

チャガマラン

台助(対照)

2012年 4月29日定植

栽植様式:うね幅180cm，株間90cm， 1条植え， 4本仕立て

58 11月2日日調査.

2012年 3月21日定植

栽植様式 うね幅180cm，株間90cm，1条植え， 2本垣根仕立て.
つばきグリーン白根(対照) 122 25 20 12月初日調査

z) ‘スケットs' ・南国育種研究農場， ‘つばきグリーン' 田武蔵町穏苗園， ‘葵ししとうナント種苗，

‘やまぶき'および‘にしきおりエンザ社， ‘京ゆたか'および‘京波タキイ種苗， ‘ベJレホマレ野菜茶業研究所

。。
。14 

土佐じしスリム

葵ししとう白根(対照)など

葵ししとう

台助(対照)

。
58 100 

チャガマラン

葵ししとう白根(対照)

大月町

平山

。10 つばきグリーンチャガマラン
土佐清水市

以布利
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2 )果実特性

‘チャガマラン'台果実の果色，光沢， 果面のし

わ，果揃い，こうあ部，果頂部の形状，果長，果Illjjj，

縦横比および肉厚は， ‘台助'台の果実特性とほぼ

同じであった(表 8). 

3 )収量特性

2009年度と2010年度の生産力検定の結果， ‘チヤ

ガマラン'台の総収量および可販果収量は，対照品

種 ‘台助' 台とほぼ同等であった(図 2). 

4. ‘チャガマラン'の特性調査

‘チャガマラン'の革勢，主茎径，主茎節数，主

校長および子葉の大きさは，対照品種 ‘台助'とほ

ぼ同じであった. ‘台助'と比べ，主茎長および草

丈はやや短く，主枝節数はやや多く，最大葉はやや

小さく，第 l花開花日は 4日早かった ‘チャガマ

ラン'の葉の形はJ皮針形であり，シシトウの業に近

かった.葉の周縁の波打ちは無く，業の凸凹は極弱

であった(表 9，10). ‘チャガマラン 'の果実は

‘台助'と比べ細長く，果柄は短く細かった.果肉

は薄く ，果]頁部はやや尖り，心室は 2室が多く 1

果当たりの種子数は少なかった.こう あ部は ‘台肋

，と同じで平，胎座のカプサイシンは有りで辛みが

認められた(写真 2，表11). 

写真 2 ‘チャガマラン'の果実

5. ‘チャガマラン'の現地試験

2011年度と2012年度の現地試験の結果， ‘チャガ

マラン'を台木にした試験区での青枯病による枯死

および萎ちょう株率は低かった また，開き取り調

査に よれば定植時の苗質および定植後の植物体特性

は対照区と大きな差は無く ，果実品質は対照区並の

品質が得られているという声が多かった 主校長お

よび節数の調査結果より 試験区と対照区の収量は

ほぼ同等で、あると推察した地域が多かった.以上よ

り，青枯病抵抗性台木として有望であると考えられ

た(表12).

6.まとめ

耐病性検定，当センターでの生産力検定および現

地圃場での適応性試験の結果より， ‘チャガマラ

ン'は‘台助'と同等の青枯病抵抗性および収量性

を示すこと が明らかになった トパモウイルス抵抗

性 L1a遺伝子をもつため， ‘葵ししとう ， ‘つば

きグリーン' などの促成および半促成における栽培

面積 :約25hax青枯病発生率 12.4%=約3.1ha，

雨よけおよび露地栽培における栽培面積 :約30ha

×青枯病発生率 26.0%=約7.8ha(2011年度)，約10

万株分の種苗の販売が見込まれる.

‘チャガマラン'は，疫病およびサツマイモネコ

ブセンチュウ抵抗性は有していない.これらの土嬢

病害虫の激発が予想される圃場では，太陽熱利用に

よる土壌消毒や土嬢くん蒸斉IJなどによる土壌消毒を

実施 し，第一次感染源となる病原細菌を減少させる

など対策が必要である.また， トパモウイルス抵抗

性 L1a遺伝子以外(LへL3
， L4遺伝子)の品種に

接木した株が同ウイルスに感染した場合，過敏感反

応により植物体が枯死する可能性があるので使用で

きない.
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Summary 

A rootstock variety for pepper， 'Chagamaran'， which was resistant to bacterial wilt and Tobamovirus pathotype 

O(Po)， was developed at Kochi Agricultural Research Center. 'Chagamaran' is a Fl hybrid of‘TMVR4-1'and 

‘Myr29H19-1' . 

1 . 'Chagamaran' shows bacterial wilt disease resistance as a commercial type of‘Daisuke'. 

2 . The grafting of a pepper with a Tobamovirus-resistant L1a gene into plants， such as Capsicum， can be per-

formed. 

3 . In the yield tests examined and field trial performed， the yield nature， growth， fruit quality， and bacterial wilt 

disease resistance were judged to be promising. They indicated a practical use level， and an application for 

registration was made in 2013. 

Key words: rootstock for pepper， resistance to bacterial wilt， resistance to Tobamovirus Po， Fl hybrid 
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