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ブドウ新品種‘シャインマスカット’の育成と普及
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Development and Extention of a New Grape Cultivar'Shine Muscat' 
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National Agriculture and Food Research Organization (NARO), Higashihiroshima, Hiroshima 739-2494 

はじめに

ブドウ‘シャインマスカット ＇ は， 2006年に農林水産省

に品種登録された，農研機構（農業 ・食品産業技術総合研

究機構）育成の新品種である（山田ら，2008).農研機構

は， 2001年に農林水産省の多くの農業関係試験研究機関

が独立行政法人と して統合された組織であり ，農林水産省

機関時代からの研究開発を引きついで実施しているその

後さらに関係組織の整理統合が進み，現在は国立研究開発

法人農研機構とな っている． ジャインマスカット＇は

2007年に苗木販売が開始されて以降，急速に普及し（第 l

図）， 2014年には 683ha, 日本で栽培されるブドウ品種の

中で第4位となった（第 2図；農林水産省，2017). 日本

農業新聞は，スーパーマーケット，果実専門店，卸売会

社，生協などを対象に果物売れ筋トレンドを調査した結果

を毎年掲載しているが ‘ ゾャインマスカット ＇ は様々な

果物を含む約 200アイテム中の売れ筋期待値が2011年か

ら2016年まで 6年連続 l位で，他を引き離して期待値が

高いとされた（日本農業新聞 2016). 'ジャインマスカッ

ドは栽培が比較的容易で，強い需要があることから，今

後も栽培面積は大きく拡大していくと見込まれる．

‘シャインマスカット’の特性，育成に至 る経過などは

農研機構の果樹研究所研究報告に原著論文として発表され

ている（山田 ら， 2008). また， ‘ジャインマスカット’の

育成に至る， 日本におけるブドウ育種全体の歴史的進展に

ついては Yamada・Sato (2016)の総説に詳細に示されて

いる．園芸学会より‘ジャイ ンマスカッ ト’育成グルー プ

(13名）に対し， 2016年 3月に園芸功労賞が授賞されたの

に伴い，園芸学研究編集委員会より‘ジャインマスカッ

2017年 2月20日受付. 2017年 3月28日受理
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第1図 プドウ‘ジャインマスカット’の栽培面積の推移（農

林水産省特産果樹生産動態調査による）
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第2図 2014年における日本のプドウ（生食用）品種別栽培
面積割合

農林水産省平成26年産特産果樹生産動態等調査（農林
水産省， 2017)による
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第1表 日本に導入された欧州ブドウ生食用品種と米国ブドウ品種の特性の一般的傾向 (Yamada・Sato,2016) 

果実
果肉特性 果実の香り 果実の裂果性 縮果症の 果実の 果粒の

耐病性耐寒性成熟期 果粒重 甘味 発生 日持ち性 脱粒

米国フ・ドウ 早い 小 噛み切りにくい フォクシー香 高い 低い 無 短い しやすい 強い 強い

生食用
晩い 大 噛み切りやすい

マスカット香
低い 高い 一部の品種 長い しにくい 弱I,ヽ 弱し、

欧州プドウ あるいは無香 であり

卜’ 育成に関する総説の執筆依頼を頂い た ‘シャインマ ア原産の Vitis属種の由来が 30%と推定されている (Goto-

スカッ ト＇は交 配から 29年を経過 し， 育成担当者もほとん

どがブドウ育成グループならびに農研機構を離れて各地に

分散しており ，育成者全員で総説記事に関する十分な検討

を行うことは困難であるそこで，育成当時の研究室責任

者と現在の農研機構ブドウ育種責任者，計 3名による執筆

の総説とし， 日本のブドウ育種の中で，特に農研機構（お

よび旧 農林水産省果樹試験場）のブドウ育種の方向性と，

全国公立試験研究機関との連携 • 協力に焦点を当てて

‘シャ インマス カット’の育成と普及について示す．

ブドウ品種群の特徴と日本における

初期のブドウ育種

1. 欧州プドウおよび米国プドウ品種群の特徴

ブドウには多くの種があるが，世界で主に生産 ・消費さ

れているブ ドウは欧州 ブドウ（ヨ ー ロッパブドウ ；Vitis 

vinifera L.)である（小林，1970).欧州ブドウは西アジア，

特に黒海とカスピ海の間の地域が原産地 とされている

(Einset • Pratt, 1975). 広く醸造用として生産されている

が，生食用ブドウ 品種もあり，その多 くはカスピ海南岸原

産のオリエンタリス群に属し（コズマ， 1970), マスカッ

卜香を持つものもある．欧州ブドウはもともと降雨の少な

い原産地の気候に適応しており， 日本のような降雨の多い

地域では病害や裂果が多発して栽培が難しい

17世紀以降欧州 より北米東部に人々が移住したが，

ブドウネアブラムジによる被害と多雨による病害発生によ

り，さらに北部では低湿のため，欧州ブドウの栽培は失敗

した（菊池， 1948;小林，1970). そこで， 北米原産種の中

からの選抜または北米原産種と欧州ブドウ との交雑により

多くの品種が育成された.V. labrusca L. の血を引 く品種が

多く， V.labruscaあるいはそれに似たものは一括して V.

labruscana Baileyとされた (Bailey・Bailey,1930; 小 林，

1970). 日本ではこの種の品種が広く栽培され，米国ブド

ウと 呼ばれている（小林， 1970).

欧州ブドウは原産地より東方へも分布し， 中国に分布を

広げた 日本では，古く 中国を経由して欧州 ブドウが伝播

し， ‘甲州’ などごく少数の品種が存在するようになった

が，降雨の多い気候のために，明治以前は広 く栽培されな

かった． ‘甲州’ は 1186年に山梨県勝沼，城の乎で発見さ

れたとされ（菊池， 1948), 今日まで栽培が続いている

Yamamotoら，2015).

明治になり，多くの品種が海外から導入されたが，降雨

の多い日本では欧州ブドウの栽培は難しく，全国的に広く

栽培されたのは‘デラウェア,, 'キャ ノ`ベルア ー リー,, 

‘ナイアガラ’などの米国ブドウ品種であった（菊池，

1948). これらの品種は，近年に至るまで， 日本の主要経

済品種となった

日本に導入された欧州ブドウ生食用品種と，米国ブドウ

品種には，かなり特性の差異があった（第 1表）．欧州ブ

ドウ生食用品種は，噛み切りやすい肉質であり ，一部の品

種はマスカット香を持っている (Satoら，1997;Sato・ 

Yamada, 2003). 米国フ｀ドウ品種は噛み切りにくい肉質で，

多くがフォクシー香を持っている．米国ブドウ品種は，欧

州ブドウ 生食用品種と 比べると，一般に小粒で糖度が高

く，早生で， 耐寒性が強いものが多いまた，病害抵抗性

が強く，裂果性の低い品種が多い（上野ら， 2005).

2. 日本における初期のプドウ育種

1930年代では，米国ブドウ品種の栽培が多く ，山梨 ・

大阪など， 比較的降雨の少ない湿暖な地域で‘甲州’ も栽

培された（第 3図）．岡山などでは，欧州ブドウ生食用品

種の ‘マスカットオブアレキサンドリア’がガラス室によ

り栽培されたが，その生産量はごくわずかであった生食

用欧州ブドウの良食味は現在に至るまで注目される米国

ブドウ 以外のブドウ消費需要に応えるには，欧州ブドウの

食味を持ち， 日本で露地栽培できる品種を開発することが

目標となる．

その他

3% 

23% 
甲州

23% 

，_デラウェア
33% 

第3図 1936年における 日本のプドウ品種別栽培面積割合
‘甲州’の持つ DNAは， V.vinifera L. 由来が 70%,東アジ （小林 1970)
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民間の個人育種家による交雑育種が始められ，結果とし

て，広田盛正による‘ネオマスカット＇が 1932年に，川

上善兵衛による‘マスカットベーリー A' など 22品種が

1940年に，大井上康による‘巨峰’が 1945年に発表さ

れた（川上， 1940;山根， 1996).なお， ‘マスカットベー

リー A' を川上 (1940)は‘マスカット ・ベーリ ・エー'

('Muscat Bailey A')と表記しているが，本稿の表記は現

在広く用いられている‘マスカットベーリー A' とする

‘ネオマスカット＇は‘マスカットオプアレキサンドリア'

に‘甲州三尺’を交配して生じた子であり（山根， 1996),

代表的な生食用欧州ブドウ品種と，やや耐病性の優れる日

本在来欧州ブドウ品種との交配により生じた('甲州三尺'

の由来は，正確には不明）． ‘マスカットベーリー A' は，

米国ブドウの‘ベーリー＇に欧州ブドウの‘マスカット

ハンブルグ’を交配して生じた子である（山根， 1996).

‘巨峰は，大粒の品種育成を目指して米国ブドウ‘キャン

ベルアーリー＇の四倍体枝変わり品種の‘石原早生’に欧

州ブドウ‘ロザキ’の四倍体枝変わり品種の‘センテニア

ル ’ を交配して生じた子である Yamada • Sato (2016)は，

これを①欧州ブドウニ倍体交配（二倍体欧州ブドウ間の交

配），②欧米雑種二倍体交配，③欧米雑種四倍体交配， と

いう 3つの戦略で，欧州ブドウ生食用品種の食味を持ち，

日本で栽培容易な品種を育成するという上記の育種目標に

取り組んだ成果ととらえた．なお， ここでは欧米雑種交配

を 「得られる子が欧米雑種である交配」の意で用いている．

また，親が二倍体同士および四倍体同士の交配をそれぞれ

二倍体交配および四倍体交配とした．

果樹品種の普及には年月を要する第二次世界大戦後，

ブドウ生産は大きく拡大した 日本で育成されたこれらの

品種のブドウ生産におけるジェアは徐々に拡大し， 1978

年には，‘巨峰’は全国栽培面積の 15%,'マスカットベー

リー A' および‘ネオマスカット＇はそれぞれ 6%に達し

た （第 4図）．

育種目標を生食用欧州ブドウ品種の 「噛み切りやすく硬

い肉質とマスカット香」の食味に置いた場合，植物成長調

節剤処理を行わない有核栽培ブドウでは， ‘巨峰’は 「肉

質の噛み切りやすさは中間でフォクジー香」， ‘マスカ ット

ベー リー A' は 「肉質はやや噛み切りにくくフォクシー

香」，‘ネオマスカット＇は 「肉質はやや噛み切りにくくマ

スカット香」であり， 目標には到達せず，中間的な達成度

と見ることができる (Yamada・Sato,2016). '巨峰’およ

び‘マスカットベーリー A' の耐病性は，総合的に見て，

米国ブドウほどではないが，かなり強く露地栽培が可能で

ある．耐裂果性も強く，通常栽培ではその発生は問題とな

らない ‘ネオマスカット＇の 耐病性と耐裂果性はやや劣

るが，降雨の少ない湿暖な地域では露地栽培が可能であ

る．果粒重は‘マスカ ットベーリー A' および‘ネオマス

カット’が 5—6g 程度の中粒であり， ‘巨峰’は 12g程度の

大粒品種である．

6% 

リー
23% 

第4図 1978年における日本のプドウ品種別栽培面積割合
(Yamada • Sato, 2016) 

1970年以降の全国のブドウ育種

1. 1978年-2015年に品種登録されたプドウ品種

1978年に種苗法が制定され，育成者権が保護される体

制が確立した種苗法に基づき， 2015年 5月までに 164の

ブドウ品種が農林水産省に品種登録され，その内訳は，交

配による品種が 130品種で 84%を占め，枝変わり品種は

21品種で 16%であ った (Yamada・ Sato,2016). 枝変わり

品種からは，‘甲斐路’の早生枝変わりを除き，広く普及し

た品種は出ていない交配によって生まれた品種を分類

すると，欧米雑種四倍体品種が 39%, 欧州ブドウニ倍体

品種が 36%であったが，欧米雑種二倍体品種は 17%, 米

国プドウニ倍体品種は 3%であった (Yamada • Sato, 2016). 

2. '巨峰’ に類縁の欧米雑種四倍体品種

欧米雑種四倍体品種育成は，民間育種および国公立試験

研究機関の両方で広く取り組まれた. 1980年代以降， ‘巨

峰の生産拡大に伴い，大粒であることが標準となり，小

粒や中粒の品種は育成されても普及度は低くなった．

果樹の育種は，優れた品種が生まれると，それを片親に

他の品種を交配することを繰り返すことにより漸進的に育

種が進行する （山田，2011).'巨峰’もしくはその近縁品

種を親にすることにより ‘巨峰’に似た特性を持つ様々な

四倍体大粒品種が育成された (Yamada・Sato,2016). 2014 

年の全国栽培面積を欧米雑種四倍体品種について見ると，

‘巨峰 4611ha, 'ピオーネ'2343ha, '藤稔'253haであ

り，その他の欧米雑種四倍体品種24品種で 563haとされ

ている （農林水産省， 2017).最近の農研機構育成品種を

除くと，有核栽培されたこれらの品種は，肉質の噛み切り

やすさが中間または噛み切りにくく， フォクジー香を呈す

る．マスカット香の品種はない生食用欧州ブドウの食味

ではなく，先に示した育種目標から見ると中間的な達成度

である (Yamada・Sato,2016). 
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第5図 国立研究機関（農研機構）の交雑育種における都道府県および生産者との連携体制（山田， 2016を一部改変）

2000年代以降植物成長調節剤処理により無核化栽培

されているブドウが多くなり，大粒・種なしという消費

ニーズに応えてきた植物成長調節剤処理を行うと，肉質

が噛み切りやすくなったり，硬くなる場合があり，その場

合生食用欧州ブドウの肉質に近づく (Satoら， 2004).

3. 欧州プドウニ倍体品種

欧州ブドウニ倍体品種問の交配による育種は，主に民間

で取り組まれ，大粒で，噛み切りやすい肉質の品種が育成

された 1977年に育成された‘甲斐路’は，その早生枝変

わり品種とともに，主に山梨県で露地栽培されている（栽

培面積 292ha) (農林水産省， 2017). 1987年および 1989

年に品種登録された‘ロザリオビアンコ’および‘瀬戸

ジャイアンツ＇はそれぞれ 157haおよび73ha栽培されて

いる （農林水産省， 2017).欧州ブドウ同士の交配から生

まれたこれらの品種は，生食用欧州ブドウの食味を持って

いるが，香りのない品種が多い一般に耐病性が弱いた

め，施設栽培あるいは降雨の少ない地方での露地栽培が行

われ，広く栽培されるのには困難がある．

4. 欧米雑種二倍体品種

二倍体米国ブドウは，噛み切りにくい肉質でフォクシー

香があり，小～中粒の品種が多い一般に，欧州ブドウニ

倍体品種の果粒重は‘巨峰’やその近縁品種の欧米雑種四

倍体品種より小さい二倍体欧州ブドウと二倍体米国ブド

ウの交配からは，欧州ブドウより耐病性の向上した個体の

育成は期待できるが，大粒で生食用欧州ブドウの食味を持

つ子を得る可能性は非常に低いこのため，小規模な育種

で早期に普及性のある品種を育成したい場合， この交配は

有利ではなく，農林水産省果樹試験場を除き，多くは取り

組まれなかった

国立機関におけるブドウ育種の経過と

‘シャインマスカット’の育成

1. プドウ育種と普及の過程

国立機関である農林水産省果樹試験場（現 農研機構果

樹茶業研究部門）のブドウ交雑育種では，交雑実生の育成

地 （東広島市安芸津町に所在，現ブドウ ・カキ研究拠点）

で一次選抜する．この後，全国の都道府県立試験研究機関

の協力のもと，特性と普及性を評価する系統適応性検定試

験（系適試験；全国の公立試験研究機関および農研機構に

おける試作試験）を行い，特性が解明され，普及性がある

と判定された系統を二次選抜して新品種とする（第 5図）．

新品種となった時各都道府県の試験研究機関には系適試

験で供試された結果樹があり，これを展示することにより

産地への早期普及が行われるまた，この樹を栽培 ・流通

技術開発に用いることにより，早期の技術開発とその普及

が図られている．

果樹の新品種は，公表しただけで急速に普及していくも

のではないいずれかの過程で生産地における試作が必要

であり， また，生産者が自園の多くを新品種に転換するに

はリスクが大ぎい各都道府県では，生産者のほか，試験

研究機関，普及指導機関，生産者団体などの多大な普及努

カのもとで新品種による産業が形成されていく（第 5図）．

生産者園地の一部が新品種となること により栽培が開始さ

れるが，一般に，果実が高価格で販売され，生産が安定す

るとともに，徐々に栽培面積が拡大していく． これまでの

主要経済果樹品種の場合，普及の開始から全国の栽培面積

がビークに達するのに 20 ~ 40 年程度かかっている （山田，

2016). 系適試験ジステムは全国の国公立試験研究機関の

協力のもとで推進されており，樹体の育成に年月のかかる

果樹では，特性 ・普及性の解明，新品種の早期普及に大き
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く貢献している．

2. ブドウ育種の方向性

1968年に農林省園芸試験場安芸津支場（後に農林水産

省果樹試験場安芸津支場，現 農研機構果樹茶業研究部門

ブドウ・カキ研究拠点）が広島県に設置され，国立機関と

して本格的にブドウ育種を開始した．農林水産省では，露

地栽培の可能な生食ブドウを目標とした育種を安芸津支場

で取り組むこととした．農林水産省果樹試験場（後に農研

機構）では，この目標に対し，欧米雑種交配を中心として，

生食用欧州ブドウの食味を持つ品種，大粒の品種，無核品

種もしくは無核化栽培できる品種，栽培容易な品種などを

目標に育種を進めてきた．

農林水産省では， このほかに， 1950年より山梨県果樹

試験場における醸造用ブドウ育種を， 1975年より福岡県

農業総合試験場における施設用生食ブドウ育種を， 2010

年まで国費を一定程度負担する指定試験として位置づけて

推進した．

1)無核品種の育種

主要品種の‘デラウェア’の無核化栽培では，一斉に花

房にジベレリン処理を行うため，新梢•花房の生育ステー

ジを揃えるとともに処理適期を把握する技術が必要であ

り， 1970年頃はジベレリン処理をせずに種なしとなる品

種（無核品種）に対する要望が強かった．

無核品種の育成を目標の一つと位置づけて育種を行った

が‘ トムソンシードレス’と‘モヌッカ’に由来する無核

品種を父親とし，有核品種を母親とした交配では，無核子

個体の出現率は 5%程度と低く（佐藤ら， 1994), また，

無核親品種は小粒で脱粒性が大きかったことから，脱粒性

の大きい交雑実生が多く生じ，普及性のある無核品種の育

成は容易ではなかった．三倍体による無核品種の開発にも

取り組み，三倍体で中粒の‘ハニーシードレス, (山根ら，

1993)を育成した． この品種は，単為結果性が低いことか

ら，結実のため花穂にジベレリンを 1回処理することが必

要であった．

一方， 1970年代には，ストレプトマイシンとジベレリン

による‘マスカットベーリー A' の無核化生産技術が開発

され， 1980年代にはその無核化生産が一般的となった．

1980年代前半には，大粒品種の‘巨峰,, 'ピオーネ’のジ

ベレリン処理による無核化栽培技術が確立され，特に，

‘巨峰より大粒で花振るい性の強い‘ピオーネ’は有核

生産が難しく，無核化生産された．

そこで，育種の方向は，無核品種の育成から，大粒で食

味の優れる有核系統を選抜し，ジベレリン処理によって無

核化生産を行う戦略に次第に転換した．

2)欧米雑種四倍体交配

生食用欧州ブドウの食味を持つ大粒品種，紫黒色の‘巨

峰’と異なる赤色品種着色しやすい品種，早生の品種

などをめざして欧米雑種四倍体交配を行った．‘安芸

クイーン, (山根ら， 1992a),'ハニービーナス, (山田ら，

2003c), 'サニールージュ'(山田ら， 2003b), 'ダークリッ

ジ'(山田ら， 2003a),'ハニーブラック'(山根ら， 1992b)

を 1990年代に育成した． この交配では，大粒の子は得ら

れやすいしかし，肉質の軟らかい個体が多く生じ，噛み

切りやすくて硬い個体は容易に得られなかった．肉質の硬

い系統として，果皮が赤色の安芸津20号を選抜したが，

裂果しやすく，果肉に渋みがあること，また，着色しにく

いことにより新品種とはならなかった．紫黒色の果皮で

‘巨峰’より着色しやすい‘ダークリッジ＇は肉質が硬かっ

た． このような品種・系統を交配親として世代を進め，無

核化栽培で欧州ブドウ生食用品種と同様の噛み切りやすく

て硬い肉質を持つ品種として， 2009年および2010年にそ

れぞれ赤色大粒の‘クイーンニーナ'(佐藤ら， 2013)およ

び黄緑色大粒の‘サンヴェルデ'(佐藤ら， 2014)を育成し

た． ‘クイーンニーナ＇はフォクシー香を呈し， ‘サンヴェ

ルデ＇は香りのほとんどない品種である．

3)二倍体米国ブドウ間の交配

1980年代は主要品種の‘キャンベルアーリー’が減少し

ていく時代であった． ‘キャンベルアーリー＇は糖度が高

くなかったが，耐病性と耐寒性が優れており，‘巨峰よ

り早生の米国ブドウ品種である．早生で‘キャンベルアー

リー＇に代わる糖度の高い品種育成への要望が，気温が低

く‘巨峰の栽培が困難な北東北以北の地域では高いそ

こで，肉質や大粒性より早生・耐寒性を重点とした選抜も

一部で行った．米国ブドウ同士の交配から耐寒性と糖度の

優れる‘ノースレッド'(山根ら， 1991)と‘ノースブラッ

ク'(山根ら， 1992c)を育成した． これらの品種は，噛み

切りにくい肉質でフォクシー香を呈する. 4-5g程度の果

粒重である．

4)欧米雑種二倍体交配

農研機構は，農林省の研究機関であった時代から，多く

の欧州ブドウ• 米国ブドウ品種を保持している（農林水産

ジーンバンク） • 1965 年~1967 年にはソ連から 74 品種の

欧州ブドウを導入した． これらの特性を調査し，大粒で良

食味の‘リザマート'' 'カッタクルガン’を選抜した（栗

原ら， 1976).

耐病性遺伝子を持たない欧州ブドウ同士の交配では，食

味や大粒性が優れる個体は得られても，耐病性の優れる個

体は得られない．欧米雑種四倍体交配による育種は，大粒

の子を得るには有利であったが，四倍体の収量性と栽培性

は，一般に二倍体と比べて劣った．また，交配における種

子獲得率が低く，二倍体と比べ，多くの実生を育成するの

に困難があり，さらに，母本となる品種が少なく，近親交

配になりやすかった．そこで，欧州ブドウの食味を持ち，

日本で露地栽培できる品種の育成をめざし，欧米雑種二倍

体交配を世代を重ねて進めることを重要な柱と位置づけて

育種を行った．

農林水産省果樹試験場では， 1984年に，肉質の評価法

を噛み切りやすさと硬さの 2要因で評価し，前者を崩壊性
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第2表 無核化栽培を行った‘シャインマスカット’の特性（山田ら， 2008)'

剪定法 樹勢 結実 収穫日
果房重 果粒重

裂果 糖度 酸含量 果肉の 果実の
はく皮性 渋み日持ち性(g) (g) （％） (g• lOOmL-1) 硬さ 香り

長梢 強 良 8月25日 487 11.8 無 19.2 0.29 硬 マスカット 中～難 無 中

短梢 極強 良 8月19日 543 13.0 無 18.0 0.35 硬 マスカット 中～難 無 中

z 2002年に 5年生の樹を用い， 2年間反復した成績 (2002および2003). 各形質の評価方法は，育成系統適応性検定試験• 特
性検定試験調査方法（農林水産省果樹試験場， 1994)による．短梢剪定は新梢長 125cm程度で摘心した．

（噛み切りやすい）と塊状（噛み切りにくい）およびその

中間，後者を硬中および軟と評価することとした（農林

水産省果樹試験場， 1984). 肉質は一般に量的遺伝し，両

者の中間の個体が多く出ることから (Satoら， 2006), 食

味の優れる生食用欧州ブドウ品種の持つ崩壊性で硬い肉質

を持つ子を得ることは容易ではなかった．同様に，多くの

形質が量的遺伝すると考えられ，耐病性，裂果性，はく皮

性，着色性，果実成熟期など，親となった欧州ブドウと米

国ブドウの性質を部分的に持つ個体が多く生じ， 目標を達

成した個体は生じなかった．

その中で，‘スチューベン'X,マスカットオブアレキ

サンドリア’の後代 1個体が，やや大粒で，崩壊性で硬い

肉質を持っていた． これを選抜して安芸津21号とすると

ともに，様々な大粒の欧州ブドウ品種を交配した． また，

後代にマスカット香を持つ個体の出現を期待した． ‘シャ

インマスカット'(山田ら， 2008)が安芸津21号と‘白南’

の交配から， ‘オリエンタルスター'(山田ら， 2010)が安

芸津21号と‘ルビーオクヤマ’の交配から誕生した．い

ずれも崩壊性で硬い肉質を持つ大粒品種である．安芸津

21号は不良な香りを持っていた．肉質を高く評価して選

抜し，系統適応性検定試験に供試して全国で特性を評価し

たが，品種としての普及性は低く，淘汰の結論となった．

なお， ‘白南’は‘カッタクルガン＇と‘甲斐路’の子であ

る（植原• 山本， 2015).

‘シャインマスカット＇の育成経過特性

およびその選抜の方向性

1. 育成経過

ゾャインマスカット＇は，農林水産省果樹試験場安芸

津支場（育成地）で 1988年に交配し， 1993年に予備選抜

および 1997年に一次選抜し， 1999年より 28都道府県 30

か所の国公立試験研究機関で系統適応性検定試験を行い，

2003年に新品種となった（山田ら， 2008). 2003年に，そ

れまでの技術では感染の有無を識別できなかった grape-

vine rupestris stem pitting associated virusを検出することが

可能となり， ‘シャインマスカット’試験樹においても感

染が確認された（山田ら， 2016). そこで， 3年の歳月を

かけて無毒化して母樹を確立し， 2007年に苗木生産者に

穂木が供給されて苗木生産が開始した．

2. 特l生

ゾャインマスカット＇は「生食用欧州ブドウの食味を

持ち，耐病性が比較的強くて栽培しやすく，無核化栽培で

きる大粒の黄緑色品種」である（山田ら， 2008). 肉質は

崩壊性で硬く，マスカット香がある（第2表）．現在，マ

スカット香を持つ品種の栽培面積は非常に少なく，肉質に

加え，マスカット香へのニーズに応えた品種である．果皮

は厚くなく，渋みがないため，皮ごと食べられる．優良な

生食用欧州ブドウと同様の肉質であるが，裂果や縮果症は

一般に発生しない糖度は高く，酸味は低い．‘巨峰’よ

り脱粒しにくく， 日持ちが長い

大粒で，ジベレリン処理により無核化栽培できる．‘シャ

インマスカット＇は植物成長調整剤処理を行わない有核栽

培においても崩壊性で硬い肉質であり，ジベレリン処理に

よる無核化栽培では有核栽培より肉質がやや硬くなる

(Satoら， 2004;山田ら， 2008). 安定して完全に無核とす

るには，開花前にストレプトマイシン剤を散布する．現在

では，着粒安定と大粒化のため，フルメット液剤を処理さ

れることが多い．

べと病および晩腐病抵抗性は‘巨峰’なみに強い

(Shiraishiら， 2007;山田ら， 2008). なお，黒とう病には

強くなく (Konoら， 2013;山田ら， 2008), 降雨の多い地

域ではビニール被覆による雨よけ栽培が望ましい短梢剪

定が可能で，収量性は四倍体の‘巨峰’より高い．

全国の系適試験では， ‘シャインマスカット＇は東北地

方南部以南の‘巨峰’栽培地域で栽培できると評価された

（山田ら， 2008). また，岩手県農業研究センター（北上

市）における試験栽培で‘ジャインマスカット’の耐寒性

は‘巨峰と同程度で‘ネオマスカット’より強いと評価

された．東北地方など冷涼な地域では，温暖な地域と比

ベ， フドウの成熟は遅く，酸含量は高い ‘シャインマス

カット＇の果実成熟期は‘巨峰’とほぼ同時期で，酸含量

は‘巨峰より低いため，冷涼な地域でも‘巨峰’の栽培

地域では栽培可能と見込まれる．

系適試験では，短梢剪定栽培が可能であり，その栽培労

力は‘巨峰の無核化栽培と同程度と評価された．農研機

構では，短梢剪定・摘心栽培が果粒肥大に有効であること

を示したまた，‘シャインマスカット＇は‘巨峰’と同

様花穂へのジベレリン処理だけではわずかに種子が残り

やすい．系適試験において開花前のストレプトマイシン散
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布を加えることにより安定して完全無核化生産ができるこ

とが解明された．

3. 選抜の方向性

耐病性・耐裂果性があり日本で栽培しやすく，生食用欧

州ブドウの食味を持つ品種の育成は， 20世紀初めからの

育種家の目標であった (Yamada・Sato,2016). 1936年か

ら2005年に至るブドウ品種の栽培面積割合の移り変わり

からは，ブドウ生産における「有核から無核化栽培へ，

小• 中粒から大粒へ，米国ブドウの肉質から欧州ブドウの

肉質へ」の変化が見て取れる（山田， 2016).

農林水産省果樹試験場（農研機構）では，生食用欧州ブ

ドウの持つ崩壊性で硬い肉質と芳香を良食味と位置づけ，

この良食味性を持ち，大粒，耐病性で栽培容易， ジベレ

リン処理による無核化栽培できることを主要な育種目標と

した（山田ら， 2008). 芳香についてはマスカット香を持

つことを重視した．多くのブドウ遺伝資源の食味評価を行

い，生食用欧州ブドウの食味には大きな消費ニーズがある

と考え，長期にこの育種目標の下で育種を進めた． また，

裂果しないこと， 日持ち性がよいこと，はく皮しやすいこ

と，脱粒しないこと，渋みのないこと，着色品種について

は容易に着色することも目標として選抜を行った．また，

省力性も重視し，短梢剪定適応性，花穂整形労カ・摘粒労

カの多くない品種の育成も目標とした．結果として， これ

らの育種目標をかなり達成した‘シャインマスカット’が

育成された．

果皮が薄く，皮ごと食べられる欧州ブドウ品種は存在す

るが，裂果性の高い品種が多い． ‘シャインマスカット'

の育成にあたっては裂果性のないことを重要な育種目標の

一つとしており，皮ごと食べられることを目標として育種

を進めたものではないが，結果として，育成した‘シャ

インマスカット’は皮ごと食べられるという評価となっ

た．皮ごと食べられるためには，果皮が厚くなく，渋みの

ないことが必要である．米国ブドウの果皮は一般に厚い．

‘巨峰’の果皮も厚い． ‘シャインマスカット’の育成は，

裂果性がなく皮ごと食べられる品種の育成が可能であるこ

とを実証したといえよう．

相加効果を持つ多くの遺伝子で制御される量的遺伝を仮

定すると，欧州ブドウが耐病性遣伝子を持たないならば，

欧米雑種第 1代の耐病性は親の米国ブドウより劣ることに

なる．従って，親の米国ブドウなみの耐病性品種を育成し

ようとするならば，欧米雑種第 1代同士の交配を行って耐

病性遺伝子の集積を図らねばならない（山田， 2011). 安

芸津21号に大粒の欧州ブドウを交配した場合，得られる

実生の耐病性は親の米国ブドウより劣ることが想定され

る． しかし，早期に品種を育成したい場合， 目標水準を下

げ，食味や大粒性が優れ，普及性の高い品種育成をめざす

ことが得策である（山田， 2011). 'シャインマスカット'

はそのような交配から誕生し，結果として黒とう病抵抗性

は高くなかった．

品種比較のための有核栽培では， ‘シャインマスカット'

の果粒重は‘巨峰’より 3g程度小さい遺伝的な大粒性

という点では， ‘シャインマスカット’は‘巨峰’に到達し

ていないしかし，無核化栽培では植物成長調節剤，摘

心，灌水などの技術により ‘巨峰’を超える大粒生産が可

能である．

‘シャインマスカット’はかなり所期の目標を達成した

が， このような観点からは道半ばの品種ともいえる．さら

に，耐病性の向上，さらなる大粒性，多様な着色や，マス

カット香の強化，多様な香り，光合成能力の向上による多

収性・低コスト生産化，耐虫性の付与などの消費者・生産

者ニーズに応えるための育種は，今後も重要である．

‘シャインマスカット’の栽培・流通技術研究と普及

‘シャインマスカット’が育成されてからのち，農研機

構公立試験研究機関，大学などで，普及に資する多くの

研究が取り組まれた．生理障害発生対策，貯蔵技術，花穂

整形方法による商品性向上技術，大粒化・着粒安定技術，

成熟期判定技術，適正着果量の解明，剪定・仕立て技術，

土壌水分管理技術，施設栽培技術，各地における適応性の

解明，各種加工品の開発と多岐に及んでいる．公立試験研

究機関における研究成果は，成果情報として公表されてい

る．農研機構では，国公立試験研究機関における研究成果

54件を「‘シャインマスカット’の栽培方法」として 2015

年より公表している (http://www.naro.affrc.go.jp/fruit/shine-

muscat/cultivation-method.html). 

商品性の向上をめざした大粒化技術として，植物成長調

節剤の利用と摘心技術の発展が特筆される． ‘ジャインマ

スカット’の日持ち性が長いことから長期貯蔵技術も開発

され，長い期間，販売されるようになった．食味の劣る未

熟果や低糖度果の流通を避けるため，成熟期判定のための

カラーチャートの開発適正着果量の解明が進んだ．

園芸学会文献データベースでも‘シャインマスカット'

に関し，大会発表を中心に44報が記録されている (2016

年 12月）．着果量調節（白石ら， 2012), 植物成長調節

剤（持田ら， 2013), 果皮の生理障害 (Suehiroら， 2014),

貯蔵品質 (Matsumoto• Ikoma, 2016)および貯蔵病害

(Nakauneら， 2016)についても報告された． ‘シャインマ

スカット＇は急速に普及しているが， 日本全国におけるこ

のような研究・普及への取り組みの結果が大きく寄与して

いるといえよう．

おわりに

‘ジャインマスカット＇は，降雨の多い日本で容易に栽

培できなかった生食用欧州ブドウの食味を持ち，皮ごと食

べられ，大粒で無核化栽培できる比較的栽培容易な黄緑色

の二倍体欧米雑種品種である．黒とう病には強くないが，

べと病・晩腐病などに一定の抵抗性があり，裂果や縮果症

は一般に発生しない．崩壊性で硬い肉質でマスカット香を
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呈する． この食味への消費ニーズが大きく， 日本でブドウ

育種が開始されて以来，生食用欧州ブドウの食味を持ち日

本で容易に栽培できる品種の育成が長く育種目標となって

きたが， この目標をかなり達成した品種である．

この品種は，国立研究機関において長期をかけて欧米雑

種二倍体交配を世代を重ねて行うことにより育成したもの

であるが，全国の国公立試験研究機関の協力体制のもと，

特性•普及性の解明，さらに新品種となってからの普及，

栽培・流通技術開発が取り組まれてきた．その結果，急速

に普及が進んでいる． 日本全体の品種開発・普及のため，

このような体制の維持• 発展を期待したい．
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