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トウガラシ在来品種を用いた研究動向と遺伝資源としての保全と利用

松島憲一＊

〔キーワード〕・伝統野菜，ぼたんこしょう，大山

とうがらし，京都万願寺2号，ジー

ンバンク

はじめに

近年，在来の作物や野菜が顧みられるようになり，

各地域において保全や利用が活発に行われるよう

になってきている．これに伴い各都府県もしくは地

域において伝統野菜の認定制度が設けられ，その認

定要件や実施目的・内容には多少の差異はあるもの

の，各地で伝統野菜の保護と生産振興が試みられて

いる．例えば，長野県の「信州の伝統野菜」認定制

度では，来歴として，「地域の気候風土に育まれ，

昭和 30年代以前から栽培されている品種であるこ

とJ，また，食文化として「当該品種に関した信州

の食文化を支える行事食・郷土食が伝承されている

ことんさらには，「当該野菜固有の品種特性が明確

になっていることJが選定の要件として求められ，

これらに合致する在来品種を「信州の伝統野菜Jと

して選定している（表 I).さらに，その生産体制な

どの要件が整った品種については「伝承地栽培j と

表l 「信州の伝統野菜」選定要件

して認定している（表 2）他，漬け物等のこれら野

菜の加工品へ「信州の伝統野菜」伝承地栽培認定票

の使用承認も同制度の中で行っている．

例に示した様な伝統野菜の保護と生産振興が日

本国内の各地で行われている中，トウガラシについ

ても例外ではなく，様々な在来品種がこのような認

定制度の対象品目として扱われるようになってき

ている．表 3に各県，地域の伝統野菜認定制度で認

定・選定されているトウガラシ在来品種を示した．

全 16品種中，「京野菜」として知られる‘伏見とうが

らし’，‘万願寺甘とう’をはじめとした 9品種が辛

味のない野菜用のトウガラシであり， 8品種が辛味

のある品種である．このうち，辛味を持つ品種で

あっても比較的辛味が弱く野菜として利用される

‘かぐらなんぱん’／‘おにこしょう’（新潟県），‘し

しこしょう’（長野県），‘ぼたんこしょう’／‘ぼたご

しょう’（長野県），‘菱野なんぱん’（長野県）から辛味

が強く香辛料として使われる‘内藤トウガラシ’（東

京都），‘鈴ヶ沢南蛮’（長野県），‘あじめこしょう’

（岐阜県），‘弥平とうがらし（滋賀県）’，‘花岡胡槻’

（鹿児島県），までみられ，その辛味強度などをはじ

基準項目 基準

来歴 地域の気候風土に育まれ，昭和 30年代以前から栽培されている品種であること．
食文化 当該品種に関した信州の食文化を支える行事食・郷土食が伝承されていること．
品種特性 当該野菜固有の品種特性が明確になっていること．

「信州の伝統野菜」認定要領第2関係別表 I（長野県）

表2 「信州の伝統野菜」伝承地栽培認定基準

基準項目 基準

地域基準 当該品種及び当該品種に関した信州の食文化を支える行事食・郷土食が伝承されてきた地域として，

生産基準
種子・種苗
栽培方法

委員会が確認した範囲とする．

当該品種，または当該品種内で改良された品種であること．
環境と調和した伝統的な栽培を踏まえつつ，当該品種固有の特性が発揮される方法により栽培され，
安全安心を担保するため生産履歴が明確となっていること．

生産体制 継続的な生産体制が整っていること．
個々の品質規格に基づく出荷が行なわれること．

「信州の伝統野菜」認定要領第5関係別表2（長野県）

＊信州大学学術研究院農学系（KenichMatsushima) 0369-5247 /18/¥500/1論文／JCOPY
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地域名

新宿区

長岡市，魚沼地域，
上越市，小千谷市他

栄村

中野市，信濃町
小諸市
小諸市
阿南町

中津川市

甲賀市，甲南町

湖南市
伏見区
舞鶴市

京都市

京都市
全域

全域

鹿屋市

県名

東京都
新潟県

長野県
長野県
長野県
長野県
長野県

岐阜県

滋賀県
滋賀県
京都府

京都府

京都府
京都府

奈良県

奈良県

鹿児島県

各都府県，各地域の伝統野菜認定制度等で認定されているトウガラシ在来品種

制度・区分

江戸東京野菜
にいがたの伝統野菜・長岡野菜・
上越野菜
信州の伝統野菜
信州の伝統野菜
信州の伝統野菜
信州の伝統野菜
信州の伝統野菜
飛騨美濃伝統野菜
近江の伝統野菜
近江の伝統野菜
京のブランド産品・京の伝統野菜
京のブランド産品・京の伝統野菜
に準じるもの

田中トウガラシ 甘 京の伝統野菜
鷹ヶ峯とうがらし 甘 京の伝統野菜に準じるもの
ひもとうがらし 甘 大和野菜（大和の伝統野菜）
紫とうがらし 甘 大和野菜（大和の伝統野菜）
花岡こしょう 辛 かごしまの伝統野菜

各都府県，各地域の伝統野菜認定制度等で認定されているトウガラシ在来品種

タイプ

辛

辛

品種名

内藤トウガラシ

かぐらなんぱん／おにごしよう

表 3

辛

辛

辛

甘

辛

辛

甘

辛

甘

甘

ししこしょう
ぼたんこしょう／ぼたごしょう
ひしの南蛮

そら南蛮
鈴ヶ沢南蛮
あじめコショウ

杉谷とうがらし
弥平とうがらし
伏見とうがらし
万願寺甘とう（万願寺とうがらし）

保存されている（表4）.このうち，その種類区分が

「在来」となっているトウガラシ属遺伝資源が 15

系統存在する他，種類区分が「不明」となっている

ものがお系統あるが，この区分に保存されている

系統は，その系統名から在来品種であると考えられ

るものが多い．この他に，種類区分が「育成」とし

て保存されている系統は 23系統と「その他」は l

系統あるが，このうち「育成」区分にある品種であっ

ても，‘札幌大長なんぱん’のように，その品種名

から在来品種を元に育成されたと考えられる品種

もある．現在，これら遺伝資源トウガラシはアクセ

スが可能となっており，研究や育種に利用すること

ができる状態にある．本報では，このような在来ト

ウガラシ品種の諸形質を評価した研究例および日

本の在来トウガラシ品種を遺伝解析および育種親

として利用した研究例について紹介する．

2.在来トウガラシ品種の評価研究例

神奈川県農業技術センターの北ら（当時）は神奈

川県伊勢原市子易地区の在来トウガラシ品種‘大山

とうがらし’ 3系統の評価を実施し，地域特産物と

しての利用可能性を検討している（北ら 2010）.こ

の結果，‘大山とうがらし’は 3系統とも開帳度は

やや立，分校・脇芽の発生程度はやや密，葉の大き

めとした果実形質には多様性があり，用途に合った

特性の品種が各地で栽培利用し続けられている．こ

れら品種はそれぞれの生産地において生産組合や

保存会などにより生産振興や品種の維持保存がな

されている他，地域によっては JAがその役割を

担っている場合もある．また，伝統野菜の認定制度

の対象となっている品種以外でも，それぞれの品種

単独で生産組合や保存会などが結成されている場

合もあり，例えば青森県弘前市では青森県特産品セ

ンターが事務局となって弘前大学などの連携によ

り「在来津軽清水森ナンパブランド確立研究会」が

結成され辛味のある在来品種‘清水森ナンパ’の生

産振興が実施されている．この他，香川県の‘香川本

鷹＼鳥取県の‘三宝甘長とうがらし’，静岡県の‘白

糸とうがらし＼石川県の‘剣崎なんば’など，様々

な在来トウガラシが各地で栽培生産されている．

そもそも在来作物，野菜は，地域の食文化を支え

る郷土料理の素材としての文化的な重要性がある

ことや，地域特産品としての経済的な重要性がある

ことに加え，今後の新品種開発や各種研究素材に用

いる遺伝資源としての科学的重要性もある．実際に，

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

遺伝資源センターのジーンパンクには，遺伝資源と

して日本国内収集の Capsicum属遺伝資源が 64系統
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表4 農研機構遺伝資源センタージーンバンク保存の Capsicum属遺伝資源

学名 品種和名 種類区分 原産地名 JP番号

Capsicum annuum L. 貧lj崎なんばん 在来 石川 32556 

本鷹の瓜 在来 近畿（不明） 32558 

栃木三鷹 在来 栃木 32559 

三鷹 在来 愛知 32563 

鷹の爪 在来 日本国内（不明） 82498 

伊良部4 在来 沖縄 88329 

八房 在来 日本国内（不明） 125871 

黄色種 在来 日本国内（不明） 125872 

鷹の爪 在来 日本国内（不明） 125873 

弥平トウガラシB 在来 滋賀 127941 

かぐらなんばん 在来 新潟 137978 

cs 195 在来 長野 210600 

cs 196 在来 長野 210601 

早生上向ピーマン 不明 愛知 32509 

極早生秀緑 不明 埼玉 32510 

さっき 不明 茨城 32512 

大王 不明 茨城 32515 

埼玉ピーマン 不明 埼玉 32516 

三重みどり 不明 三重 32520 

伊勢ピーマン 不明 三重 32521 

明石ピーマン 不明 兵庫 32523 

三重みどり 不明 三重 32524 

八房 不明 日本国内（不明） 32549 

日光 不明 関東東山（不明） 32550 

早生札幌大長 不明 北海道 32551 

佃煮葉取ナンパン 不明 北海道 32552 

札幌大長ナンバン 不明 北海道 32553 

三宝甘太長 不明 日本国内（不明） 32554 

在来 不明 青森 32555 

伏見甘長とうがらし 不明 新潟 32557 

栃木三鷹 不明 栃木 32561 

日光 不明 栃木 32562 

伏見甘（長系） 不明 京都 32564 

伏見甘（短系） 不明 京都 32565 

伏見甘長 不明 京都 32566 

三宝大甘長 不明 鳥取 32567 

昌介 不明 日本国内（不明） 123787 

紫トウガラシ 不明 日本圏内（不明） 124339 

高倉極早生 育成 長野 32508 

札幌大長なんぱん 育成 北海道 32511 

魁 育成 群馬 32513 

石井ピーマン 育成 埼玉 32514 

極早生秀緑 育成 埼玉 32517 

緑光早生 育成 東京 32519 

平安栄光 育成 京都 32522 

石井みどり 育成 兵庫 32525 

しんさんたか 育成 栃木 32560 

立八房 育成 日本国内（不明） 72039 

細八房 育成 日本国内（不明） 72040 

辛八房 育成 日本国内（不明） 72041 
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表 4 農研機構遺伝資源センタージーンパンク保存の Capsicum属遺伝資源（続き）

学名 品種平日名

NO.IO 

CB 11-3 

CB 14-2 

CB 16-1 

CB 17-2 

CB 18-2 

CHl 

CH2 

CH3 

CH4 

TAKANOTSUME 

cs 162 
Capsicum frutescens L. CS 173 

伊良部2

注： 2018年 7月 1日現在．

さは中で葉色は濃く，花弁は白色，蔚色は淡紫を示

すと評価している．また，果実形質をみると果実重

は 12.3～13.5g，果実長は 14.9～16.1cmで，果実径

（首部径）は 1.6～1.8cmと細長い形をしており，

果実表面のしわが多いとしている．辛味成分カプサ

イシノイド含量は比較に用いた ι日光とうがらし’

と同等で，‘札幌大長なんぱん’や‘日本鷹’より

多かったとしている．これら評価結果とあわせて，

この品種は古くより同地域の大山阿夫利神社の門

前町で販売，利用されてきた品種であることからも，

地域特産物として期待できると結論づけている．

筆者らの研究グループでも長野県をはじめとし

た地域の在来品種の果実形質を中心とした諸形質

の評価を実施しており（松島ら 2013，畠山ら 2017),

特に長野県中野市で栽培収穫された在来品種‘ぼた

んこしょう’の果実に含まれる機能性成分（松島ら

2010），呈味成分等（野中ら 2012）の評価を行って

いる．‘ぼたんこしょう’は長野県中野市の中山間

地域で古くから栽培利用されているトウガラシ在

来品種で，ベル型に近い果実形で果実表面に溝があ

りその溝が果実先端で折り重なる様子が牡丹の花

の様であることから‘ぼたんこしょう’の名前が付

いたとされている．このような果実形で比較的大型

の果実の野菜品種であるが，その果実には弱い辛味

を有する独特の品種である．

この‘ぼたんこしょう’の，辛味成分カプサイシ

ノイド，色素成分カロテノイド，総フェノール量，

種類区分 原産地名 JP番号

育成 日本圏内（不明） 123794 

育成 日本圏内（不明） 124230 

育成 日本圏内（不明） 124231 

育成 日本圏内（不明） 124232 

育成 日本圏内（不明） 124233 

育成 広島 124234 

育成 日本圏内（不明） 124235 

育成 日本国内（不明） 124236 

育成 日本国内（不明） 124237 

育成 日本圏内（不明） 124238 

育成 神奈川 196418 

その他 京都 137977 

在来 東京 139703 

在来 沖縄 88328 

抗酸化活性等の機能性成分の評価を行った（表 5,

松島ら 2010）.なお，カプサイシノイド含量はHPLC

で，カロテノイドは分光光度計で，総フェノール量

は， Folin-Ciocalteu法で，さらに抗酸化活性はDPPH

ラジカル消去活性測定法で測定した．この結果，‘ぼ

たんこしょう’のカプサイシノイド含量は緑色果実

で 138～659陪 ・g-1DW，赤色果実ではすべての系

統で 100μg • g-1 DW以下の含量となり，比較に用

いた，日本で一般的に香辛料用として利用されてい

る辛味品種の‘鷹の爪’の赤色果実の含量 1,533μg • 

g-1DWと比較して低くなった．‘ぼたんこしょう’

赤色果実のカロテノイド含量は 2.48～2.77mg・ g-1 

DWで，比較に用いたピーマン品種‘京波’赤色果

実の 3.18mg・g-1 DWと同等かわずかに低くなった．

総フェノール含量をみると‘ぼたんこしょう’の緑

色果実では比較的高く，最も高かった系統では 6.94

mg・ g1 DWで，比較に用いた‘京波’（2.94mg• g I 

DW）や‘ししとう’（3.59mg • g-1 DW）の緑色果

実の約 2倍の量が含まれていた．‘ぼたんこしょう’

赤色果実の総フェノール量は 2.71～3.97mg・g-1 DW  

であり，比較に用いた‘京波’および‘ししとう’

の赤色果実よりも高く，‘鷹の爪’（3.11mg・ g-1 DW) 

と同程度であった．なお，総フェノール量と抗酸

化活性の相関関係が強く見られ，トウガラシ果実中

のフェノール類が抗酸化活性に関与していること

が示唆されている．

次に呈味成分等については果実中のアスコルビ
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表 5 ぼたんこしょう果実の機能性成分等含量

カプサイシノイド カロテノイド 総フェノール 抗酸化活性 GABA 

（陪・ g-1ow) (mg. g-1ow) (mg. g-1ow) (mgTrolox当量g-1ow) (mg・ g-1 DW) 

赤色果実

ぼたんこしょう
BK-1 139.8 5.76 4.98 33.1 

BK-2 138.7 4.99 4.39 41.2 

BK-3 659.4 6.94 7.24 36.3 

BK-4 227.2 5.34 5.80 31.4 

京波 0.0 2.94 3.43 27.6 

ししとう 0.0 3.59 3.75 32.6 

鷹の爪 2497.0 

緑色果実

ぼたんこしょう
BK-1 37.6 2.68 3.24 3.96 31.1 

BK-2 89.4 2.48 2.71 1.85 27.5 

BK-3 43.4 2.66 3.97 3.07 31.9 

BK-4 54.1 2.77 3.25 2.98 42.7 

京波 。。 3.18 2.15 1.84 16.5 

ししとう 0.0 1.98 1.93 1.29 27.4 

鷹の爪 1533.3 1.54 3.11 1.65 45.8 

松島ら（2010）より抜粋して作成．

表6 ぼたんこしょう果実の呈味成分等含量

アスコルビン酸 グ、ルタミン酸 グルコース グルコースおよび Brix 

フルクトース

ぼたんこしょう（緑） 98.9±3.3 48.0±1.2 915±39 2,595± 137 4.63±0.27 

ぼたんこしょう（赤） 134.8±4.3 163.3±4.3 1,670±86 10,650±1,084 8.17±0.08 

京波（緑） 71.5±8.2 19.3±0.9 927±24 1,847± 15 3.93±0.07 

mg・100g・1 FW，平均値土標準誤差（ぼたんこしょう： n=6，京波 n=3). 

野中ら（2013）より抜粋して作成．

ン酸，グルタミン酸，グルコース，グルコースおよ

びフノレクトース総量， Brixを評価した（表6，野中

ら 2012). Brixは野菜用測定糖度計（ATAGO,

RE開 2311-58M）を用いて，それ以外は小型反射式光

度計である RQFlexPluslO (MERCK）を用いて測定

した．この結果をみると，アスコルビン酸含量は比

較に用いた‘京波’の緑色果実の測定値 71.5mg・
100 g-1 FW測定値に対して，‘ぼたんこしょう’の

緑色果実では 98.9mg • 100 g-1 FWと有意に高い値

を示した．また，‘ぼたんこしょう’のアスコルビ

ン酸含量は緑色果実よりも赤色果実の方が有意に

高い値を示した．グツレタミン酸含量についてみると，

比較品種の‘京波’緑色果実は 19.35mg・100g-1 FW 

であり，‘ぼたんこしょう’の縁色果実は 48.0mg・ 

100 g-1 FWと， 2倍以上の高い値を示した．また，

‘ぼたんこしょう’赤色果実は禄色果実よりも約 3

倍高い値を示した．グ、ルコース含量では比較で用い

た‘京波’のが 927mg・100g-1 FWであり，‘ぼた

んこしょう’緑色果実のグルコース含量は，これと

同程度の 915mg・100g-1 FWとなった．成熟度によ

る違いをみると，‘ぼたんこしょう’のグルコース

含量は緑色果実よりも赤色果実の方が高い値を示

した．グノレコースおよびフルクトース総含量の測定

結果によると，比較で用いた‘京波’のグ、ルコース

およびフルクトース総含量は 1,847mg・100g-1 FW 

であり，‘ぼたんこしょう’緑色果実のグルコース

およびフノレクトース総含量は，それよりも約 1.4倍

高かった．さらに成熟度の違いでみると，‘ぼたん

こしょう’の緑色果実よりも赤色果実の方が約 4倍

高い値を示した.Brixについてみると．比較で用い
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た‘京波’緑色果実は 3.93であり，‘ぼたんこしよ

う’の縁色果実（4.63）と比較すると，有意差はみ

られなかった．一方，‘ぼたんこしょう’の Brixは

赤色果実が緑色果実に対して有意に高い値を示し

た．

以上の結果から，在来品種‘ぼたんこしょう’は

ヒ。ーマン品種に比べ機能性成分や呈味成分等につ

いて含有量が高く，伝統的な野菜であるとしサ歴史

的な背景とその独自性だけではなく，健康に対する

効果が期待される他，その味の良さも数値的に裏付

けできるものであることが明らかになった．なお筆

者らの研究グ、ループで、は‘ぼたんこしょう’とほぼ

同ーの品種であり，‘ぼたんこしよう’の産地であ

る長野県中野市と隣接する同県信濃町の在来トウ

ガラシ品種である‘ぼたごしょう’についても呈味

成分等の分析をおこなったところ（岩崎ら 2015),

中野市産の‘ぼたんこしょう’と同様の傾向にある

ことが明らかにしている．

3.在来トウガラシ品種の改良および遺伝解析

在来野菜は歴史的，文化的な優位性，物語性を有

しており，さらに前項で示したような機能性成分，

呈味成分を多く含む例もみられるが，耐病性や収量

性に劣ることや揃いが悪いなどの栽培上，流通上で

問題がある場合も散見される．これに対処するため

に在来野菜自身の改良を試みる例もみられ，例えば

長野県野菜花き試験場では野沢菜に根こぶ病耐病

性を付与した‘ニューシナノ’を 1990年に育成し

ている．

トウガラシ在来品種においても京都府の‘万願

寺’を改良した例がある．‘万願寺’は京都府舞鶴

市在来の野菜用トウガラシ品種であるが，栽培環境

によっては，‘ししとう’でみられるような辛味果

実が発生することが問題になっている．京都府農林

水産技術センタ一生物資源研究センターの南山ら

（当時）は，このイレギュラーな辛味果実が発生し

ない‘万願寺’品種の育成に成功している（南山ら

2012）.南山らは在来系統の中から純系分離により

辛味果実発生が少ない‘京都万願寺 1号’を育成し

ていたが（南山・稲葉 2007），完全に辛味果実の発

生を制御するには至っていなかった．そこで辛味果

実が全く発生しないピーマン品種が持つ，辛味を制

御する単一の劣性遺伝子に連鎖する DNAマーカー

(SCY-800）を開発し，さらにそのマーカーを用い

たマーカー選抜を，ピーマン品種‘とんがり’と前

述の‘京都万願寺 1号’との聞の戻し交雑と組み合

わせて繰り返し実施すことにより，‘万願寺’の主

要な果実特性をそのままでありながら，辛味果実が

全く発生しない新品種‘京都万願寺2号’の育成に

成功している．なお， 2017年に「万願寺甘とう」の

名称が京都府舞鶴市，綾部市，福知山市を生産地と

した地理的表示（GI: Geographical Indication）に登

録されており，この際に「万願寺甘とう」として表

示できるのは‘京都万願寺2号’を用いた場合と指

定されている．

一方，奈良県の在来トウガラシ品種‘ひもとうが

らし’はその名の通り果実長が 10cm程度で果実径

が 5mm程度の極めて細長い果実型の品種で，‘万

願寺’同様に辛味のない野菜用の品種である．

Tanakaら（2010)Iまこの‘て〉もとうがらし’もしく

は‘ひも’と呼ばれる品種の辛味制御がピーマン類

と同じ pun］遺伝子ではなく辛味成分合成経路上で

pun］の一つ上流の遺伝子であるp-amtにより制御さ

れていることを明らかにした．また，これまでに‘ひ

も’と同様にp-amtで辛味が制御されていることが

わかっていた℃H-19甘’とは別の変異によるもの

であることも明らかにしている.p-amtの変異によ

りカプサイシン合成が制御される場合，カプシノイ

ド生合成が促進されることも明らかになっている

が，カプシエイトに代表されるカプシノイドは辛味

強度がカプサイシンの 1/1000と辛味が極めて弱い

ものの，カプサイシン同様の生理活性を有するとさ

れている．このため，‘ひも’もしくは‘ひもとう

がらし’を用いて高カプシノイド含量の非刺激性品

種の育成されることが期待されている．その後，奈

良県農業研究開発センターの西本らは℃H司 19甘’

と保存系統‘ひも’の交配後代からカプシノイドを

安定して含有し，食味の良い‘HC3-6-10-11’を育

成している（西本ら 2018).

おわりに

前述の通り，在来作物は地域の文化財としての重

要性や，地域特産品としての経済的な重要性に加え

遺伝資源としての重要性もある．実際に，表4にも

示した様に農研機構遺伝資源センターのジーンパ

ンクには多くの在来トウガラシ品種が遺伝資源と
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して保存されている．また，地域で伝統野菜の認定

制度などにより生産振興や保全活動が実施されて

いる場合は遺伝資源としての域内保全も可能であ

ると考えられる．しかし，現在，生産振興に至って

いない様な在来品種も多く存在し，それらについて

は多くの場合，品種を維持，生産しているのは高齢

の生産者である．このような高齢の生産者が離農も

しくは死亡した場合には，地域の在来品種も消滅し

てしまう恐れがある．

2014年から農研機構遺伝資源、センターを中心に

アジアの遺伝資源の探索，収集，評価のための「海

外遺伝資源の収集・提供強化（PGRAsia）」が実施

中であり，筆者らも参加してカンボジアやネパール

を中心にトウガラシ遺伝資源の探索，収集，評価を

千子っているところであるが（Nemotoet al. 2016, 

Tanaka et al. 2016, Matsunaga et al. 2015），今後，本

報で紹介したような在来品種を遺伝資源として用

いた研究を進めていくためには，日本国内の在来品

種についても収集を進めることが急務であると考

えられる．
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