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キワイフルーツ新品種「甘ういJの育成

朝隈英昭*・藤島宏之 1) ・村本晃司・矢羽田第二郎・牛島孝策・松本和紀・粟村光男

「甘うい」は，中国系キウイフルーツ「ゴールデンキング」の自然交雑実生の中から選抜した品種である。育成地

(福岡県筑紫野市)における開花盛期は 5月中旬，収穫適期は 10月下旬であり，いずれも「へイワード」より早い。

果皮色は明褐色で，果肉色は黄~黄緑色である。果形は長楕円形で，果実重は 150g 程度と大果である。糖度は 17~18

度と高く，良食味である。 5
0
Cで 3ヶH程度貯蔵できる。

[キーワード:キウイフルーツ，中国系，自然交雑実生，大果，良食味]

A New Kiwifruit Cultivar ‘Amawi'. ASAKUMA Hideaki， Hiroyuki FUJISHIMA， Koji MURAMOTO， Daijiro Y必IATA， Kosaku 

USHIJIMA， Kazunori MATSUMOTO， MItsuo A w品1URA(Fukuoka Agricultural Research Center， Chikushino， Fukuoka 818・8549，

Japan) Bull. Fukuoka Agric. Res. Cent. 33: 24-28 (2014) 

‘Amawi' is a new yellow-f1eshed kiwifruit (Actinidia chinensis Planch) cultivar selected from open-pollinated population of a 

Chinese cultivar ‘Golden King'. The time of full bloom is mid-May， and that of optimum harvest is late October at Chikushino City， 

Fukuoka， Japan with earlier than those of ‘Hayward'. The skin is light brown， and the outer pericarp is yellow to greenish yellow in 

color. The fruit shape is oblong and the fruit size is large with about 150g・Solublesolids concentration is 17同 18%.The storage life 

is about 3 months at 5
0
C. 

[Key words: kiwifruit， A.chinensis， open-pollination， large fruit， high quality] 

緒言

本県におけるキウイフルーツの栽培は1980年以降八女

地域を中心に急速に進められ(福岡県果樹振興協議会

1991) ， 2011年の栽培面積は301haで全国第 2位であり

(農林水産省 2012) ，主要品種は「へイワードj であ

る。全国的な品種構成においても「へイワードj が主体

であるが，近年の消費者噌好の多様化や，収穫期拡大に

よる労力分散の観点から特色のある新品種の導入が望ま

れている(本橋 1989，真子 1994，福田・末津 2006)。

ニュージーランドでは，糖度が高く酸味が少なく果肉色

が黄色の「ホート 16AJ などの新品種が育成され，生産

量の拡大に伴い日本への出荷量は年々増加している(末

津 2009)。国内においても，香川県の「さぬきゴール

ドJ (末津 1992，福田ら 2006，福田 2009)や，神奈

川県の「片浦イエローJ (鈴木ら 2010) など，独自の

黄色系品種の育成と産地化が進められている。

福岡県の八女地域では，果実は小さいものの早熟で糖

度が高く良食味で，果心部周辺が赤色を呈する「レイン

ボーレッド」が2003年に導入され，栽培が拡大している

が，知的財産権の関係から地域限定の導入に留まってい

る(藤島ら 2012)。

そこで，本県では2005年より独自のキワイフルーツ育

種に取り組み， 2013年に果肉色が黄色で収穫時期が「へ

イワードj より早い新品種「甘ういJを育成した。本報

告では， r甘うい」の育成経過と特性について述べる。

「甘うい」の育成にあたり，多大な協力を頂いた歴代職

員諸氏に深謝の意を表します。

*連絡責任者(果樹部:asakuma@farc. pref. fukuoka. jp) 

1) 現福岡県筑後農林事務所八女普及指導センター

材料および方法

1 育成経過

農業総合試験場果樹部のほ場において2005年に「ゴー

ルデンキング」の果実から自然交雑種子を獲得した。

2006年 1月に播種し，約1000個体の実生を育成した。そ

の中で生育良好なもの11個体をポットで育苗し， 2007年

にほ場に定植した。 2008~2010年に，本実生集団につい

て果実品質を中心に特性調査した結果，果肉色が黄色で

果実が大きく，糖度も高い有望系統「福岡Q1号」を選抜

した。 2011~2012年に種子親である「ゴールデンキングJ

とわが国の主要品種である「へイワード」を対照品種と

して，農林水産植物種類別審査基準(農林水産省 2011)

に準じて特性調査を行い，優秀性，均一性および安定性

が認められたので， 2013年 4月に「甘うい」と命名して

種苗法に基づき品種登録を出願し，同年 8月に出願公表

された。

2 生育および果実品質特性

2011 ~2012年に， r甘ういJ (2011年時 2年生) ， 

fレインボーレッドJ (同 9年生)， rへイワード」

(同 9年生)の各 3樹を供試した。各品種とも開花前に

側花を摘菅し，開花期に購入花粉を増量剤(商品名:マ

リッジパウダー)で 8倍に希釈して人工受粉を行い， 6 

月末に葉果比 5となるように摘果した。

生育特性は，発芽期，展葉期および開花期(始期，盛

期，終期)を調査した。発芽期は側枝先端の芽の20%が

動き始めて毛じが出現した時，展葉期は側枝先端の芽の

20%の第 l葉が展葉した時とした。開花期は，始期は全

体の20%，盛期は全体の80%の花がそれぞれ開花した

時，終期は全体の20%の花弁が散った時とした。

受付2013年 7月31日;受理2013年11月14日
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「レインボーレッド」は 10月上中旬 r甘うい」は 10

月下旬 rへイワード」は 11月上中旬に各品種 30果収

穫し収穫時の果実横径，縦径，果実重および追熟後の

硬度，糖度，酸含量を調査した。追熟は，甘熟パック

(白石カルシワム社製)を用いて， 20
0Cで「甘うい」お

よび「へイワードJは約 10 日間 rレインボーレッ

ドJは 7日間処理した。硬度はユニバーサル硬度計(円

錐形プランジャー装着)を，糖度はデ、ジタル糖度計(ア

タゴ社製， PAL-1) を用いて測定した。酸含量は O.1N 

NaOHによる滴定を行いクエン酸換算値として示した。

2012年には 3品種とも追熟後の果汁に含まれるグルコ

ース，フノレクトースおよびスクロースの含量を HPLC (島

津製作所， LC一10A) により定量した。 HPLC分析は，サン

プル液を脱イオン水で、 5倍に希釈後 0.45μmのメンブラ

ンフィルターでろ過したものについて行い，カラムは

SCR -101N (島津製作所) ，検出器は示差屈折計(島津

製作所， RID -10A) ，移動相は水を使用し，流量

1.0札 /min，カラム温度 60
0

Cの条件で行った。全糖含量

は上記の分析によって得られた各糖組成含量の総和とし，

各糖組成含量は果汁 1mL当たりのmgで、示した。糖組成比

は全糖含量に対する各糖組成含量の割合を百分率(%)

で示した。

「甘うい」の収穫適期を把握するために， 2011年およ

び2012年に 10月 1 日から 5~10 日ごとに果実を 10果収穫

し，収穫時および追熟後の糖度を調査した。貯蔵性に関

しては， 2012年10月29日に採取した果実をエチレン吸着

第 1表 「甘うい」と対照品種の樹体特性1)

特性 甘うい ゴールデン ヘイワード
キンZ

花性 雌 雌 雌

樹勢 中 中 中

熟梢の太さ 五回 中 中

熟梢の色 明褐色 赤褐色 黄褐色

成葉の大きさ やや大 極大 大

葉柄の長さ やや長 やや短 中

花穂の着生数 中 やや多 やや少

(花/新梢) (5.4) (6.4) (4.8) 

側花の数 やや多 やや多 少

(花/花穂) (2. 0) (1. 9) (0.8) 

果実の形 長楕円形 倒卵形 楕円形

果皮色
明褐色 明褐色 褐色

(可食時期)
果実の毛じの

粗 粗 中
粗密

果実表面の
短い軟毛 短い軟毛 長い柔毛

毛じの種類
果実重(g) 149.4 121. 2 115.4 

果肉色 黄~黄緑色 黄色 緑色

糖度 (Brix) 17.3 15. 0 16.5 

クエン酸
O. 92 O. 95 1. 38 

(g/100mL) 
1)農林水産植物種類別審査基準(キウイフルーツ)による

果実品質は， 2011~2012年の平均

剤 (CSパック，白石カルシウム社製)を用いて 50Cで貯

蔵し， 30日， 60日， 90日後に果実を貯蔵庫から取り出

し，追熟前後の硬度，糖度および酸含量を調査した。

結果

1 特性の概要

「甘うい」の主な特性を第 l表に，着果状況を第 l図

に示した。花性は雌で，樹勢は中である。熟梢は明褐色

を呈しており，太さは中である。成葉の大きさはやや大

で rゴールデンキング」および「へイワード」より小

さい。葉柄の長さはやや長で「ゴールデンキングJおよ

び「へイワード」より長い。新梢当たり花穂着生数は

5. 4で「へイワード」並であるが，花穂当たり側花着生

数は 2.0で「ヘイワード」より多い。可食時期の果皮色

は明褐色，果実の毛じの密度は「へイワード」より組く，

長さは短い。果実の形は長楕円形で，果実重は 150g程

度と大果で「ゴールデ、ンキング」および「へイワード」

よりも大きい。果実着生部位の新梢の節間長は短く，果

梗も短い(第 l図)。果肉色は黄~黄緑色である(第 2

図)。糖度は 17.3度と「ゴールデンキング」に比べて

2. 3度 rへイワード」に比べて 0.8度高い。

第2図 『甘うい」と『へイワード」の果実横断面
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2 生育及び果実品質

生育調査結果を第 2表に示した。 I甘うい」の育成地

である筑紫野市における発芽期は 3月10日，展葉期は 4

月 2日であった。開花盛期は 5月11日であり， Iレイン

ボーレッド」より 5日遅く， Iへイワードj より 12日早

かった。

果実品質調査結果を第 3表に示した。 I甘ういj の果

径は横径56.9凹，縦径74.0皿，果実重は149gで， Iレ

インボーレッド」や「へイワードJと比較して大きかっ

た。追熟後の果実の糖度は17.3度で「へイワード」より

高く，クエン酸含量は0.92g/100mLと「へイワード」よ

り低かった。追熟後の果実の糖組成を第 4表に示した。

「甘ういJ果汁の単位容量当たり糖含量は，スクロース

含量が88.8mg/mLと「レインボーレッド」並みで「へイ

ワード」より有意に高く，フルクトース含量が31.6四

/mLと「レインボーレッドJおよび「へイワードJより

有意に低かった。組成比でも「甘ういJはスクロース割

合が55.9%と「レインボーレッド」および「へイワー

ド」と比べて有意に高く，フルクトース割合が19.9%有

意に低かった。

「甘ういJの収穫時および追熟後の果実糖度の経時変化

を第 3図に示した。収穫時の糖度は 10月中旬までは 6

-----7度で推移したが， 10月下旬以降急速に高まった。

追熟後の糖度は 10月下旬までは収穫時期が遅いほど高

い傾向があったが， 10月下旬収穫で 17度に達して以降

はほぼ一定となった。収穫時の硬度は 10月上旬から 11

月上旬まで 3kg以上あり，大きな変化はみられなかった

(データ略)。

2012年における「甘うぃ」の貯蔵中の果実品質の変化

を第 5表に示した。追熟前の果実では， 30-----90 日の貯

蔵により収穫時と比較して有意な硬度の低下および糖度

の上昇がみられた。クエン酸含量は収穫時と比較して貯

蔵 60日までは有意な低下が認められたが，貯蔵 60日と

90日の聞には差はみられなかった。追熟後の果実は，貯

蔵 60日および 90日で収穫時より糖度が有意に低下した

が貯蔵 90日後でも 16.4度であった。追熟後の硬度やク

エン酸含量は貯蔵中の変化が小さかった。

第2表 『甘うい」と対照品種の発芽.展葉，開花期

(2011.....2012年)

(月/日)

品種 発芽期 展葉期
開花期

始期 盛期 終期

甘うい 3/10 4/2 5/9 5/11 5/14 
レインボーレッド 3/5 3/30 5/4 5/6 5/7 

へイワード 3/31 4/8 5/20 5/23 5/25 
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『甘うい」果実の収穫時および追熟後糖度の

経時変化 (2011.....2012年)

第3表 『甘うい』と対照品種の果実品質 (2011.....2012年)

収穫日
果径(mm)

果実重
追熟果1)

品種 (月/日) 横径 縦経 (g) 硬度2) 糖度 クエン酸

(kg) (Brix) (g/100mL) 

甘うい 10/25 56. 9 74.0 149.4 1. 40 17.3 0.92 

レインボーレッド 10/11 46.4 59. 3 79.6 1. 43 19. 1 0.45 

へイワード 11/11 52. 9 68. 9 115.4 1. 30 16.5 1. 38 

1)追熟は甘熟ノ4ックを用い20"Cで「レインボーレッド」は約7日間 r甘ういJ rへイワード」は約10日間処理

2)硬度はユニバーサル果実硬度計(円錐形プランジャー)を用いて測定

第4表 『甘うい」と対照品種の糖組成 (2012年)

品種
含量 (mg/mL) 組成比(出)

スクロース グルコース 71レクトース i仁コk 呈ロ~ム スクロース ク辛jレコース 71レクトス

甘うい 88. 8 a2) 38.4 31. 6 b 158.9 ab 55.9 a 24.2 b 19.9 c 

レインボーレッド 88.4 a 54.3 51. 0 a 193. 7 a 45.6 b 28.0 b 26.3 b 

へイワード 30.8 b 55.4 53.3 a 139. 5 b 22. 1 c 39.7 a 38.2 a 
有意性1)

** ns ** * ** ** ** 
1)分散分析により，料はl百， *は5出水準で有意差あり
2) Tukeyの多重検定lとより異文字聞に脱水準で有意差あり
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第5表 「甘うい」果実の貯蔵期聞が追熟前後の果実品質に及ぼす影響1) (2012年)

貯蔵期間

0日

30日

60日

90日

主主出J

硬度2) (kg) 

追熟前 追熟後3)

3. 72 a5) 1. 73 a 

2.09 b 1. 30 b 

2.07 b 1.68 a 

1. 95 b 1.68 a 

** ** 
1)収穫は2012年10月29日， csパックを用し、50

Cで貯蔵

糖度 (Brix) クエン酸(亘/100mL)

追熟前 追熟後 追熟前 追熟後

10.4 b 17.2 a 1. 45 a 0.29 b 

15.7 a 16.7 ab 0.52 b 0.26 b 

16.0 a 16.4 b 0.34 c 0.40 a 

16.0 a 16.4 b 0.38 c 0.32 ab 

** * ** ** 

2)硬度はユニバーサル果実硬度計(円錐形プランジャー)を用いて測定

3)追熟は甘熟パックを用い200Cで約10日間処理

4)分散分析により， **は1帖，*は5%水準で有意差あり

5) Tukeyの多重検定により異文字問に5唱水準で有意差あり

考察

「甘うぃ」の開花期は 5月中旬であり， 5月上旬の

「レインボーレッドJと 5月下旬の「へイワード」の聞

となる。園内に導入されている代表的な雄品種である

「トムリ」や「マツア」の開花期よりも早いため，人工

受粉により結実を安定させるためには，開花期が揃う雄

品種の導入や，貯蔵花粉や購入花粉の確保が必要であ

る。これまで福岡県農業総合試験場では， rへイワー

ド」用購入花粉により人工受粉を行っているが結実は十

分確保できている。

「甘うぃ」は，花穂の着生数と側花の数が多いことか

ら，養分の消耗を防ぎ大玉果を生産するためには，摘

昔・摘果作業が必須である。 rへイワード」や「レイン

ボーレッド」では，摘昔・摘果以外にも果実肥大促進の

ため植物生育調節剤の利用(二宮 1991)や，主幹部や

側枝への環状はく皮(森口ら 2002，村上 2012) などの

処理が実施されている。しかし， r甘うぃ」は摘膏・摘

果のみで、も果実重が150g程度となるため，これらの果実

肥大促進処理は不要である。本研究では「甘ういJの結

実量は「へイワードj と同様，葉果比 5として調整して

おり， r甘うぃ」の収量性は「へイワード」よりも高い

と考えられる。

キウイフルーツの収穫適期は，品質や貯蔵力と密接な

関係があり，追熟後の果実品質が最大限に達し，かっ貯

蔵性が損なわれない時期である(福井 1984) 。実際に

は，追熟を前提に未熟果を収穫することから，収穫適期

の判定が難しく(吉田ら 1989) ， rへイワード」など

緑色系品種では，収穫時(追熟前)の糖度が 6.5~ 7度

を示す時期や降霜日などを指標に収穫期を判断している

(福井 1984)。黄色系品種では，緑色系品種より生育

期間中の糖度が高く，糖度が10度を超えると急激にデン

プンの糖化が始まることから，糖度 9~10度程度が収穫

適期であるとしている(末津・福田 2008) 0 r甘う

いj では，収穫時の糖度は10月中旬から11月上旬にかけ

て急速に上昇することから，この時期にデンプンの糖化

が進んでいると考えられる。 10月下旬の収穫時糖度 9~

10度の果実で追熟後の糖度が17度に達して以降，収穫時

期を遅らせても追熟後の糖度上昇は見られない。これら

のことから r甘うい」の収穫適期も他の黄色系品種と

同様，収穫時糖度が 6~ 7度の微増の時期を過ぎ，急激

に上昇し始める 9~10度の頃である。時期は平年であれ

ば10月下旬頃であり， 9月下旬~10月上旬収穫の「レイ

ンボーレッドJより遅く， 11月上中旬収穫の「へイワー

ドj より早い。キウイフルーツでは人工受粉や収穫作業

が短期間に集中することが規模拡大の妨げになってい

る。 r甘うぃ」は開花期や収穫期が既存品種と異なるた

め，規模拡大を図る際に人工受粉や収穫作業の労力分散

が図れる品種として有望である。出荷時期も， 10月出荷

の「レインボーレッドJと12月下旬からが本格出荷の

「へイワード」との間である 11~12月が主体となるた

め，販売面でも既存品種との競合が避けられるなど経営

的なメリットも大きいと考えられる。

果実類の食味に最も重要な構成要素は糖と有機酸の含

量とその組成であるとされており(杉浦 1991) ，糖度

が「へイワードJより高く，クエン酸含量は「へイワー

ドj より低い「甘うい」の食味は極めて良好である。キ

ワイフルーツ果実に含まれる糖についてNishiyamaら

(2008) は，Actinidia deJiciosa種で、は主要な糖がグ

ルコースとフルクトースであること ，A. chin四 sis種で、

は品種によりその組成ノfターンが異なることを報告し

ている。本研究における糖組成はA.deJiciosa種の「へ

イワードj ではこの報告と一致した結果が得られたが，

A. chinensis種の「レインボーレッド」ではスクロース

の割合が既報よりやや高かった。 A.chinensis種では，

貯蔵とともにスクロースの割合が低下する傾向がみられ

ることから(朝隈未発表) ，両試験における収穫から

分析までの期間の違いが糖組成に影響を与えた可能性が

示唆される。このような分析条件の違いを考慮、しでも，

「甘うい」は「へイワードj に比べて全糖含量が多く，

スクロース含量や割合が有意に高かった。 r甘うい」の

種子親である「ゴールデンキング」はスクロース含量が

高い品種であり (Nishiyamaら 2008) ， r甘ういJのス

クロース含量の高さは「ゴールデンキング」に由来する

ものと考えられる。イチゴではスクロース/有機酸比率

が高いほど品種の食味官能評点が優れることがら(曽根
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ら 2000) ，キウイフルーツにおける糖組成と食味の関

係についても今後明らかにする必要がある。また，キワ

イフルーツは，果実中にシステインプロテアーゼである

アクチニジンを含み (Arcus1959) ，その品種間差異に

ついても報告されている (Boyesら 1997，西山・太田

2002，山中ら 2004)。アクチニジンはタンパク質分解

作用による消化促進効果等の食品機能性が期待される一

方，生食時の口腔刺激の原因となっており (Boyesら

1997) ，果実中のアクチニジン含量は，食味に大きく影

響すると考えられている(西山ら 2004) 0 I甘うい」

のアクチニジン含量は「へイワード」よりも少なく(藤

島未発表) ，生食時の口腔刺激も少ないと推察され

る。

中国系キウイフルーツは一般に「へイワードj よりも

貯蔵性が低く，中国系キウイフルーツから選抜された

「レインボーレッド」の貯蔵期間は 1""-'2ヶ月である。

「甘ういJは 5
0

C貯蔵90日後でも果実硬度 2kg程度を保

っており，適期収穫した果実では 3ヶ月程度の貯蔵性を

有すると考えられる。

「甘ういJの適地条件は既存品種並みと推定され，福

岡県内であればほぼ全域で導入可能である。但し， Iへ

イワード」より発芽および展葉が早い「レインボーレッ

ド」では，晩霜による被害を受けやすいことが指摘され

ている(末浬・福田 2008，藤島ら 2012) 0 I甘ういj

も発芽および展葉期が「へイワードj より早いため，晩

霜害の恐れのある地域では，スプリンクラーによる散

水， トンネル被覆(藤島ら 2012) などの対策が必要で

ある Q
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