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モモの遺伝資源の保存と利用

八重垣英明＊

〔キーワード〕：モモ・遺伝資源・品種育種・鑑賞

用・台木用

1. はじめに

モモは中国原産の落葉樹である．遺跡から核が出

土することから，我が国には縄文時代晩期には渡来

してきたと考えられ，栽培の歴史は長い．しかし現

在，食用として流通しているモモは明治時代以降に

中国や欧米から導入されたものに由来している．一

方で，台木用や鑑賞用として栽培されている品種に

は江戸時代以前に我が国に伝来してきたものを由

来とするものも多い．本稿では農研機構 果樹茶業

研究部門におけるモモ遺伝資源の保存と育種の概

要を紹介する．

2. 農研機構におけるモモ遺伝資源の保存

農研機構果樹茶業研究部門では農業生物資源

ジーンバンク事業の植物部門サブバンクとして表 l

に示した遺伝資源を保存している．ここで野生モモ

としたのは，果実が小さく食味が不十分で，鑑賞ま

たは台木としても利用されていないものである．導

入した遺伝資源については特性を調査し，優れた特

性を持つものは交雑親として利用している．保存し

ている遺伝資源について試験研究または教育用と

して配布希望があった場合は保存樹から穂木を採

取して送付している．

本来，モモは多くの質的形質があるため多様性が

表 l 研機構果樹茶業研究部門で保存
しているモモ遺伝資源

分類 品種・系統数

国内育成食用品種 140 

海外育成食用品種 155 

農研機構育成選抜系統 53 

鑑賞用品種 30 

台木用品種 20 

国内収集野生モモ 32 

海外導入野生モモ 68 

合計 498 

＊農研機構果樹茶業研究部門 (HideakiYaegaki) 

非常に高い．果実だけでも表 2に示す質的形質があ

り，その組合せによっては 100以上のタイプが可能

となる．しかし，我が国で栽培されているモモのほ

とんどは，果形が円形で果皮に毛じがあり，太陽光

が当たると赤く着色し，白く軟化する溶質の肉質を

持ち，酸味が少なく核と果肉が離れにくい（粘核）

タイプである．

今後，これまでとは異なるモモ品種を育成するた

めに必要となる多彩な遺伝資源を保存していくこ

とは非常に重要である．

3. 農研機構における食用モモ育種

(1) 缶詰用品種

昭和 10年頃から園芸試験場（当時）で組織的な

モモ育種が開始された．当初は缶詰加工用品種の育

成が中心であった．生食用として流通している品種

は溶質という収穫後速やかに軟化する肉質を持っ

ている．これに対して，缶詰加工には軟化が緩やか

で，加熱しても煮崩れない不溶質（ゴム質）の肉質

を持つ品種が適している．大正末から昭和初めにか

けて欧米から不溶質の品種が導入された． しかし，．

降雨の多い我が国の気象条件では炭疸病の発生が

多く，十分な果実の生産ができなかった．そこで，

炭疸病に強い「金桃」などの東洋系の溶質品種と

ヨーロッパ系の不溶質の品種を交雑し，我が国の気

象条件に遮する不溶質品種を育成した．交雑世代を

進め「缶桃 5号」など合計 9品種の黄肉の缶詰用品

表 2 モモ果実における質的形質

果形型竺

果皮の毛じ

果皮の赤着色

果肉色
果肉の軟化

肉質
酸味の多少

核の粘離

優性

扁平（蝠桃）

有

有

白

有

溶質

少

離核

0369-5247 /19/¥500/1論文/JCOPY

劣性

円

無（ネクタリン）

無

黄

無（硬肉）

不溶質

多

粘核
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種を育成したが（梶浦， 1958;梶浦ら， 1966;金戸

ら， 1982;吉田ら， 1982), 海外から輸入される安

価な加工品に押されて現在では栽培はかなり限定

的である．

世界的に缶詰用品種は黄肉がほとんどであるが，

我が国では離核で白肉の溶質品種である「大久保」

を缶詰に加工していた．しかし，遮光できる果実袋

をかけないと成熟期の果肉に紅色素が入り製品が

変色するという問題があったそこで，アメリカか

ら導入した系統 (C2R19T182)の花粉を交雑に用い

て，果実袋をかけなくても果皮および果肉に紅色素

が入らない不溶質の白肉品種「もちづき」を育成し

た（山口ら， 2001). 山形県で栽培され，加工製品

も販売されている．

(2)生食用品種

江戸時代以前に我が国で栽培されていたモモは

果実が 100g未満と小さく，廿味や果汁の少ないも

のばかりであった．明治時代となり中国や欧米から

導入された品種を基に生食用の品種改良が始まっ

た．

園芸試験場でも戦後本格的に生食用品種の育種

研究を開始した．最初に育成した生食用品種は，「白

桃」と「白鳳」を交雑して得られた実生から選抜し

図l 農研機構育成生食用モモ品種の系統図

た「あかつき」である（金戸ら， 1980;図 I).神奈

川県農事試験場で育成された「白鳳」も「白桃」の

子であるが（富樫.JI I口， 1936), 農研機構以外で

育成・選抜された現在の主要品種のほとんども「白

桃」の後代であると考えられる．多くの果樹では近

親の交雑を行うと近交弱勢が発生するが，モモにお

いては明確な近交弱勢は認められていない．「白桃」

の片親は DNA鑑定の結果，「上海水蜜桃」であるこ

とが明らかとなっている (Yamamotoet al., 2003). 

よって，我が国の生食用モモの源流となった遺伝資

源は「上海水蜜桃」だと言えるが，雨の多い上海か

ら導入された品種が雨の少ない地域から導入され

た品種よりも我が国の気象条件に適したといえる．

「上海水蜜桃」および「白桃」ば満開後 130日頃

に収穫できる晩生である．その後代で満開後 100日

頃に収穫できる中生の優良品種「白鳳」や「あかつ

き」が育成されたしかし，昭和 50年代までの早

生の主要品種である「砂子早生」，「倉方早生」，「布

目早生」はいずれも早生品種としては果実肥大が良

好であったが，品質は不安定であった．さらに「砂

子早生」と「倉方早生」は雄性不稔性で結実性にも

問題があった．モモの早生品種は種子の発芽率が極

めて低いため種子親には使いにくい．そのため，「布

太線で囲っている品種・系統（番号の個体）が農研機構育成．
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目早生」や「橘早生」を花粉親に用いた交雑を行っ

たが優良な早生品種を選抜することができなかっ

た．

そこで，アメリカから導入した極早生品種

「Robin」を「白鳳」に交雑して，満開後 70日頃に

収穫できる極早生品種「さおとめ」を育成した（吉

田ら， 1984). さらに「高陽白桃」に「さおとめ」

を交雑して，「ちよひめ」を育成した（吉田ら， 1987;

図 I).「ちよひめ」は現在の極早生の主要品種となっ

ている．さらに交雑を進めて，「上海水蜜桃」の成

熟期間の半分以下である満開後 60日頃に収穫でき

る黄肉の「ひめこなつ」も育成している（末貞ら，

2012). 

農研機構育成の生食用品種は「あかつき」など白

肉が中心であったが，近年では「つきあかり」や「つ

きかがみ」などの黄肉品種も育成している．

4. 低温要求量の少ない品種の育成

モモなどの落葉果樹は，冬の休眠から覚醒するた

めには一定時間の低温に遭遇する必要があり，我が

国のモモの主要品種では 7.2℃以下で 1,000~1,200 

時間が必要とされている．現在，この休眠から覚醒

するために必要な低温遭遇が不足する鹿児島県南

部より南の地域ではモモの露地栽培は困難である．

今後，気候温暖化が進行した場合，現在の主要品種

が栽培できない地域が増加する可能性がある．一方

海外では，オーストラリア，アメリカ，ブラジルな

どの亜熱帯地域でも栽培可能な低温要求量の少な

い品種が育成されている．これらの品種の一部は導

入されているものの，我が国で栽培すると主要品種

よりも果実品質が劣る．そこで，低温要求量の少な

いブラジルからの導入品種「Coral」を用いた交雑を

行い，果実品質が優れ，低温要求量が主要品種の約

半分の 550CH程度の早生品種「さくひめ」を育成

した (Sawamuraet al., 2017; 八重垣ら， 2017;図 I).

香川大学においても，低温要求量の少ない

「KU-PPI」と「KU-PP2」が育成されている（別府

ら， 2014;真鍋ら， 2015). こちらはアメリカから

導入された低温要求量の少ない品種を交雑に用い

ている．世界的にも低温要求量の少ない品種の育成

が増えており (Sansaviniet al., 2006), わが国にお

いても今後増えてくると思われる．また，低温要求

量の少ない特性を活かした早期に加温開始する施

設栽培による，従来よりも早い出荷も期待される．

5. 野生モモの台木利用

江戸時代以前に栽培されていた在来種も含めて，

果実が小さく品質の良くないモモを野生モモと呼

んでいる．古くは自生の野生モモから採取した種子

から養成した実生を台木として用いていたしかし，

里山などの開発が進み種子の入手が徐々に困難と

なってきた．さらに連作障害が問題となってきたた

め，特性が明らかとなった優良な台木用品種が求め

られる様になった．

そのため 1967年から園芸試験場（当時）では野

生モモを用いた台木用品種育種を開始した．長野県

から収集した野生モモについて樹性やネコブセン

チュウ抵抗性を調査し，サツマイモネコブセンチュ

ウに抵抗性を持つ「おはつもも」と「モモ台木筑波

7号」から「モモ台木筑波 10号」を選抜した（吉田，

1981b). 「おはつもも」は，果実が小さく離核のた

め核を取り出し易く，種子の貯蔵性が高いため取り

扱いが容易である．実生苗は生育が揃い，接ぎ木後

の穂品種の生育も旺盛で揃うことから広く利用さ

れてきたしかし近年，「おはつもも」台木樹は幼

木時に凍害による樹勢の低下や枯死の発生が多い

と指摘されている（神尾ら， 2006).

また，台木と穂品種の葉色が異なれば芽接ぎの際

に識別が容易である．そこで赤葉の「赤芽」を種子

親とし，ネコブセンチュウ抵抗性を持つ「オキナワ」

と「寿星桃」を花粉親とした用いた交雑を行った．

赤葉が緑葉に，ネコブセンチュウ抵抗性は感受性に

対してそれぞれ優性を示すので， F2世代で赤葉およ

びサツマイモ，ジャワ，およびリンゴネコブセン

チュウ抵抗性をホモに持つ「モモ台木筑波 1号」か

ら「モモ台木筑波 6号」を選抜した（吉田， 1981a).

このうち「モモ台木筑波 4号」と「モモ台木筑波 5

号」が穂品種の生育がやや抑制されることなどから

普及している．

加温する施設栽培では，低温要求量を満たしたと

想定される時期以降に加温を開始している．しかし，

そのような場合でも開花の不揃いなどが発生する

ことがある．これは，気温よりも地温が高いため，

地上部は低温要求量を満たしていても，地下部がま

だ休眠から十分に覚醒していないのではないかと

考えられる．そこで低温要求量の少ない「オキナワ」
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n
 

写真 l 「舞飛天」（左）と「白楽天J(右）

およびその後代である「モモ台木筑波 1号」を台木

に使用することでこの問題を解決することが検討

されている．今後，低温要求徽の少ない穂品種との

組合せの適応性も検討されると思われる．

また，近年発生が増加しているモモの凍害に対し

て，岐阜県で鑑賞用モモから選抜された「ひだ国府

紅しだれ」実生を台木に用いることで発生を抑制さ

れることが明らかとなっており（神尾ら， 2006;宮

本ら，2011; 八重垣ら， 2016), 普及が期待されて

vヽる．

6. 鑑賞用品種

モモの樹姿には一般的な立（普通）性のほかに，

新梢の伸びが短く節間が詰まったわい性，新梢の分

岐角度が狭くほうき状に直立するほうき性，新梢の

分岐角度が広く下向きに伸びる枝垂れ性があるい

ずれも立性に対して劣性である (LanllTlerts, 1945 ; 

山崎ら， 1987a).花では花弁色は桃色が一般的だが，

白色，赤色，咲き分けも存在する．花弁数は 5枚の

一重咲きが一般的だが， 20枚から 40枚となる八重

咲きもあるまた，花弁が長軸にそって湾曲するこ

とにより花弁の幅が狭い菊咲き性というものもあ

る．このように多様なタイプの樹姿と花を組み合わ

せた様々な鑑賞用品種は江戸時代には各地で植栽

されていたとされる（宮澤， 1940).

近年の交雑育種によって新たな鑑賞用品種も育

成されている神奈川県ではほうき性で花弁色の異

なる「照手紅」，「照手桃」，「照手白」，「照手姫」を

（山崎ら， 1987b;堀越ら， 1992),東京農工大学で

はわい性で白色の菊咲き性である「幸ホワイト」を

写真 2 「ひなのたき」開花状況

“ 
写真 3 蝠桃の果実

育成している．農研機構においても東京農業大学と

の共同で，ほうき性で菊咲き性を併せ持つ「舞飛天」

と「白楽天」を育成している（山口ら， 2015;写真

I) . 

鑑賞用品種の果実は小さく甘味が少ない．さらに

酸味，渋味，苦味があるものが多く食用には適さな

い神奈川県では「源平枝垂桃」に「白鳳」を交雑

した F2世代から食用の枝垂れ性品種「照手水蜜」

を育成している（佐野ら， 1991). 農研機構におい

ても「残雪しだれ」の後代より鑑賞・食用兼用の八

重咲きの枝垂れ性品種「ひなのたき」を育成してい

る（土師ら， 2015;写真 2).

7 今後の展望

農研機構では，果皮に毛じのないネクタリンや円

盤形の果形となる蝠桃（写真 3) など外観に特徴の
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あるタイプや樹上および収穫後の軟化が起こらな

い硬肉および生食用の不溶質など日持ち性の向上

や新たな食感を得られるタイプの育成も行ってい

る．この様な多彩なタイプの品種が増えることがモ

モの消費拡大につながることを期待している．

新たに育成された品種達も遺伝資源であり，さら

に将来の新品種の礎となっていくものと思われる．
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