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ジ ョージア大学のブルーペリー育種プログラムと新品種

玉田孝人*

〔キーワードアメリカ，ラビットアイ，サザ

ンハイブッシュ，育種沼標，品種特性

はじ め に

ラビットアイブルーペリーの品種改良は， 1940 

年，アメリカ・ジョージア州沿岸平原試験場(ジョー

ジア大学)の脊種フ。ログラムから始まった.その活

動は現在まで継続しており，同試験場で育成された

品種はこれまでに 20以上にもおよび，多数の品種

が日本も含め世界各国のブタルーペリー生産を支え

ている.

このように，ジョージア大学育成の品種を抜きに

してラビットアイの生産を語れない状況のもとで¥

筆者は同大学におけるブルーペリーの育種目標に

強い関心をもっていた.育種目標を知ることによっ

て，新品種の特性を正しく理解できるとともに，今

後のブルーペリ一生産の発展方向を推察できると

考えるからである.幸いにも， 2008年 6月と 2009

年 2月，園芸学部・グリフインキャンパスに育種研

究者のネスミス教授 (D.S. NeSmith，写真 1) を訪

ねる機会を得た.問教授にジョージア大学における

ブルーペリーの育種プログラムについて伺い，また，

関連施設，グリフィンとアラパファの 2カ所にある

ブルーペリー品種比較試験農場を案内していただ

いた.

そこで本稿では，ジョージア州立大学における育

種プログラムのうち，とくに同大学における品種改

良の麗史および育種目標について，また， 21 世紀に

なってから発表されている品種の特性について紹

介したい.なお，関連して，はじめにジョージア州

におけるブルーペリ一生産の概要について，最後に，

現在選抜中の系統のうちで，近い将来，新品種とし

て発表が予定されている系統の形質について述べ

た.

写真 l ジョージア大学闘芸学部
ネスミス (D.S. NeSmith)教授

1 .ジョージア州における

ブルーペリー生産

(1)地理・気候の概要

ジョージア州はアメリカ大陸の南東部に位置

東部は大西洋に箇し，西はアラパマ，南はフロリダ¥

北はサウスカロライナ，ノースカロライナ州などと

隣接している

地形は，北部州境地域はアパラチア山献の南麗に

あたり， 1，000 m程度の低い山地で，そこから連な

るなだらかなピードモント台地技 2)が州北部を形成

している.州の南東部は海岸平野で¥一部，湿地帯

もある(外務省北米局 2002). 

アトランタ市の年平均気温は 16.20C，年降水量は

し290mmである. 日本の都市と比較すると，平均

気温は徳島市や下関市が近く，降水量は松山市のそ

れがほぼ同量である.

ジョージア州の南東部に位置し，代表的なブ、ノレー

ペリー産地に近いティフトン市における気混およ

び降水量の月別平年値を表 lに示した.

注 2)The Pied-mont.アメヲカ大西洋岸の海洋平野とアパラチ

注1)同什lの北西部にある州都・アトランタ市は北緯 33039'線上 ア山脈の高原地帯で，ニュージャージー州からアラパマ州にい

にある.わが障では福間市がほぼ陪繰m'. たる.

市本ブルーベヲー協会 (TakatoTamada) 0369-5247/09/干500/1論文/JCLS
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表 1 ジョージアチ1'1ティフトン市ネの気温および降水量の月 jjlJ平年鑑特

月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年

気温(OC) 9.2 10.9 14.9 18.5 22.6 25.9 27.3 26.9 24.8 19.5 14.8 10.8 18.8 

降水釜(mm) 134.4 12.5 131.3 88.6 86.9 102.6 116.1 111.2 79.5 68.o 77.5 93.0 1201.6 

キ緯度目。 30'に位置する.日本では鹿児島市がほぼ問緯度にある.

**: Grey House Publishing 2001. Weather America. Grey House Publishing. p.766. Lakeville， CT. 

(2)ブルーペリ一生産の概要

ジョージアチトiはアメリカ第 3位(栽培面積)のブ

ノレーペリー栽培州で，ラビットアイとサザンハイ

ブッシュブルーペリーの2タイプが栽培されている

(以下，ラビットアイ，サザンハイブッシュという)• 

主な栽情地帯は同州南東部の砂質土壌で，有機物含

量が適切な地域である.

栽培面積は， 2003年には約 2，430haで、あったが

2008年には 3，240 haに達し， 5年間で実質 800ha 

も増加(1.34倍)している.

近年，ラビットアイおよびサザンハイブッ、ンュの

有機栽培が普及している.間タイプのもつ広い土壌

適応性，サザンハイブッシュのもつ成熟期が早し

加害病害虫が比較的少ない地域の特徴などを活

かせる栽培法とされている.

2. 品種改農の歴史

( 1)ラピットアイ 野 生 株 の 栽 埼 化

ラビットアイは，アメリカ南東部諸外lに分布する

野生株からの選抜，改良種である.

野生株の栽培化は， 1887年，サップ (M.A. Sapp) 

によってフロリダ州北商部で始められた.製材会社

の森林伐採人で、あったサップは， 1893年，里子生株の

中から果実形質の良いものを選抜し，約1.5 haに

移植して盤地を作った.このような栽培化は他の州

にも広がり，一時は南部諸州全体で 1，400haを超

えていた.しかし，果実は小さく，果色は黒く，そ

のうえ風味に欠けていたため，多くの栽培地はしだ

いに放棄されるようになったといわれる(玉岡

2008) 

(2)品種改良の歴史

ラどットアイの育種プログラムは， 1940年，

ジョージア州沿岸平原試験場(同州南東部のティフ

トン市)のウッダード (0. Woodard) ，ノースカ

ロライナ州農業試験場のモロー (E.B. Morrow) ， 

アメリカ農務省 (USDA)のダロー (0.M. Darrow) 

の3者の共同によって開始された.交雑は主として

USDAで行い，実生はジョージアチト!沿岸平原試験場

で育て，選抜するという役割で、あった.

野生株からの選抜系統を用いた初期のプログラ

ムのうち，‘マイヤーズラと‘ブラックジャイアント'

との交雑から， 1949年に‘キャラウェ-'.!:::'コースタ

ル'が育成された.それ以降，今日まで数多くの品

種が育成されているが，中でも‘ティフブ、/レー， (1950 

年ウッダード， (1960) ，クライマックス'

(1974) ，‘ブライトウェル， (1981)などは現在でも

世界各国で栽培され，主要品種の地位を占めている.

サザンハイブッシュの育種プログラムは， 1970 

年の初期には始められていたようである.ジョージ

ア大学初の育成である‘ジョージアジェム'について

みると，交雑は 1972年，選抜が 1977年，発表が 1987

年である.交雑から発表まで 15年を要している.

その後，ジョージア大学の育穣フ。ログラムからの発

表は， 2003年の‘パルメットー'までなかった.

(3)育種ブログラム担当者の系譜

ジョージア大学の育種フ。ログラムは，基礎を築い

た初代のウッダード(1944年まで)からブライト

ウエノレ (W.T. Brightwel1， 1974年まで)に，そし

て3代目はオーシチン (M.E. Austin， 1993年まで)

写真 2 アラパファ (A1apaha)ブルーペリー試験
農場の一角 (2008年 6月)
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に引き継がれている.4代践のハノレ (M.Hall)は，

l年半の任期であった.育種プログラムの本拠地は，

長年の関，テフィトン市にあるジョージア州沿岸平

原試験場と，テフィトン市から東へおよそ 40km 

の地にあるアラパファ (Alapaha) ブツレーペリー試

験農場であった(写真 2) . 

1996年からは5代目となる現在のネスミス (D.S. 

NeSmith) が担当し，ラビ、ットアイおよび、サザンハ

イブツ、ンュの品種改良を進めている.

なお，ラビットアイの品種名である‘ウッダー

ド¥‘ブライトウェノレ九 ιオーシチン'は，各氏の在任

中の功績を讃えて付与されたといわれる.

3 膏種 目 標

(1)ブルーペ 1) 全体の育種目標

初期における育種目標は，ハイブッシュおよびラ

ビットアイともに，果実が大きい，果色が明青色で

ある，果柄痕が小さい，果実が硬い，風味が良い，

収量性が高い，ことなどであった (EckanChilders 

編 1966，Eck 1988) . 

1960年代以降は，育種目標はさらに多様になった.

初期における育穣目標に加えて，栽培地域を広げる

視点から冬期の耐寒性および酎乾性の形質が加わ

り，生果の生産期間を長くするために成熟期がより

早生の，あるいはより晩生の形質が加わった.また，

収穫作業を容易にし，大規模栽培を可能とするため

に機械収穫に適した樹高，樹姿など，および成熟期

の揃い，果皮が硬いなどの果実形質が加わった.さ

らには，総合的病害虫管理の観点から病害虫抵抗性

(とくに根腐れ病，モニリア病，果実腐敗病，ウイ

ノレス病)品種の育成も隠擦となった.

1990年代の後半からは，果実形質では無核性の形

質，日持ち性(貯蔵性)，抗酸化作用が高いアント

シアニン色素およびポリフェノーノレ含量が多い形

費などが目標に加わった.すなわち，生果として食

する際の風味，収穫後の品質劣化を抑える貯蔵性が

重視されるようになり，さらには，より高い健康機

能性成分を含有する品種の育成が目標になった.

樹の形質では土壌適応性，常給性などが目標に加

わっている.これらの内容は非常に広範闘である.

土壌適応性の場合，現在の品種よりも比較的粘質な

土，土壌反応が pH4.3~4. 8の範囲を越えた土，有

機物含量が 3%以下の土などでもよく成長すると

いった内容が含まれる.また，植え付け後は，有機

物マルチや濯水の必要性が低いなどの特性も含ま

れる

常繰性の場合，現在のラビットアイおよびサザ、ン

ハイブッシュ品種よりもさらに低温要求量が少な

く，より温暖な所でも栽培可能な品種の育成が目標

となる.常緑性品種の出現によって，ブルーペリー

栽培は亜熱帯地方にまで拡大すると予想されてい

る.

(2)ジョージア大学における湾種目標

前述したように，ブルーペリーの育種潤擦は時代

の進展とともに多様になっている.また，同時代で

あっても，大学や試験場などの育種機関，ブ、ノレーペ

リーのタイプによっても特徴がある.

ジョージア大学の育種プログラムでは，現夜， 7 

つの形質を主要な育種目標とし，各形質は評点法で

評価されている.

いずれの形賓についても 1~10点までの評点法で，

1は「最も劣る，あるいは最も望ましくなし¥J， 10 

は「最も優れている，あるいは最も望ましい場合J

である.このうち，評点が 6~7 のものが消費者に

受け入れられる最小値であるとしている.すなわち，

6~7 以上の評点を得たものが選抜されている.

関連して，上記の評点評価を秀・優・良の評価に

対置すると，評点 10は秀(excellent) 評点 8~9

は優 (verygood) ，評点 6~7 は良 (good) に相当

するとしてもよいようである.

1)果実の大きさ

評点 6 は果径(横径)が 13~14 mm，評点 7は

15~16 mm，評点 8 は 17~18 mm，評点 9 は 19~

20 mm，評点 10は 21mm以上の横筏としている.

ブルーペリーは，消費者にはもちろん，生産者に

も大きいものが望まれている.そのため，より大き

い果実の育成が目標で，評点 7以上のものを選抜対

象としている.

2)果柄痕

果柄痕は，小さくて完全に乾し、ている状態が望ま

しい.評点 6以下のものは果柄痕から水滴がしみ出

る状態であるため，収穫後の品質劣化が激しく，市

場に受け入れられない.評点 6は，一部の果実に時

折，水滴がしみ出る状態である.

評点、7は果柄痕が大きくても乾;燥する傾向が強い

場合で，評点が 8~10 までは果柄痕がしだいに小さ
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くなり，乾きの状態はさらに良くなる.

3)果色

ブルーペリーの果皮は，通常，果粉に覆われて青

色 (bluecolor) であるため，育種目標では果色の

判断基準を果粉においている.

評点 6以下は果粉が少なく，果皮が暗色を呈して

いるため市場に受容されない.評点が 7~10 までは

明青色の彩度がしだいに高まる.最も望ましい果色

はスカイブ、ノレー (skyblue) である.

4)巣実 の 硬 産

ブルーペリーの硬度は，収穫作業中および収穫後

の取扱いの聞でとくに重姿である.果実が軟らかい

場合には，潰れたり，押し傷がついて高品価値がな

くなる.また，軟らかい果実は，一般的にお持ち性

(貯蔵性)が悪い.

硬疫の評価は，親指と人指し指との間で果実を軽

く転がすように回した持の感覚で，果実に食い込む

指の感触によっている.

評点 6以下は非常に軟らかく，市場に受け入れら

れない状態である.評点が 6~10 までは，果実硬度

がしだいに高まり，評点 8.5~9. 0のものは機械収

穫ができる優れた硬度である.

5)果実の風味

風味は，いろいろな揮発性成分，駿，糖が複雑に

結合したも'のである.評点 6以下のものは風味が悪

く，市場に受け入れられない.

評点が 6~10 までは，評点が高まるとともに果実

が1:1くなり，芳香が増し，風味が良くなる.

6)収量性

収量性の比較は，結実率の測定値から I樹の収量

をパーセント(%)で示したものとしている.評点

lは 10%，2は 20%の収量を示し，評点が高くなる

と収量が多くなる.

7)樹勢

樹勢の強弱は，最終的には樹の強健性と耐用年数

に集約されるが，視覚上の判定で評価する.

評点、 lはほとんど枯死状態にあるものを示し，評

点 10は非常に健全で旺盛な状態を示す.

4. 21世紀になってから

膏成された 品種

ジョージア大学と USDAとの共同育成で， 2000 

年以降に発表されているラどットアイおよびサザ

ンハイブッシュ品種のうち，今後，有望品種として

期待され，さらに日本に導入されているものについ

て，その特性を概説した (NeSmithら 2002，2003， 

2004， 2005， 2007， NeSmith 2008，農林水産省品種

登録ホームページ 2009，玉1332008) . 

品種によっては，すでに市叛されているものもあ

るが，一部は現在高木養成中のため，販売は数年先

になる品手重もある.

(1)ラビットアイ

1)アラパファ (Alapaha)

アメリカ植物パテント品種.ジョージア大学と

USDAとの共同育成.系統番号 T-65 と‘ブライト

ウェル'との交雑.2001 年発表.低温要求量は 450~

500時間(休眠打破のために必要な 7.2
0
C以下の低

温に遭遇する時間数，以下向じ).成熟期は槌晩生

の前期(成熟盛期は関東南部で 8月上旬)で，‘クラ

イマックス'と同時期.

樹姿は関張性.樹勢は強い.収量性は安定して高

い 果実は中市立(写真 3) .巣色，果肉の硬さおよ

び風味は秀でる.果柄痕は小さくて乾く.日持ち性

も優れる.

栽培上の寵意点:受粉樹には‘オースチン'が勧めら

れる.小枝の枯れ込みがやや多い.

2)オクラッカニー(Ochlockonee) 

アメリカ植物パテント品種.ジョージア大学と

USDA との共同育成ティフブルー'と‘メンディ

ト-'~の交雑. 2002年発表.

低温要求量は 650~700 時間.成熟期は櫨晩生の

後期(成熟盛期は関東南部で 8月下旬)でJティフ

写真 3 ラピットアイ品種‘アラパファ， (Alapahal 
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ブルー'より遅い.

樹姿は直立性.栂形は中位.樹勢は強.収量性は

‘ティフブノレー'より高い.果実は中粒~大粒(写真

4) .果皮は明青色.果肉は硬い.果柄痕は小さく

て乾く.風味は優れる. 日持ち性は良い.

栽培上の留意点:受粉樹には‘ブライトウェル¥‘パ

ウダーブノレー'が勧められる.

3)バーノン (Vemon)

アメリカ横物パテント品種.ジョージア大学と

じSDAとの共同育成.系統番号T-23とT-260との

交雑. 2004年発表.

低混要求量は 500~550 時間.成熟期は極晩生の

前期(成熟盛期は関東南部で 8月上旬)でJクライ

マックス'と陪時期.

樹勢は強い.収量性は高い.果実は大粒(写真 5)

果色，硬さ，風味はいずれも秀でる.果柄痕は小さ

写真4 ラビットアイ品種‘オクラッカニー'
( Ochlockonee) 

写真5 ラビットアイ品穣‘パーノン， (Vemon) 
ネスミス際IEI

写真6 サザンハイブッシュ品種‘パルメットー'
(Palmetto) ネスミス原IEI

い. 日持ち性も優れる.

栽培上の留意点:受粉樹には‘ブライトウェルア

ラパフア'が勧められる.

(2)サザンハイブッシュ

1)パルメットー (Palmetto)

アメリカ縞物パテント品種 ジョージア大学と

じSDAとの共同育成.系統番号じS-158とじS-157

との交雑. 2003年発表.

低温要求量は 500~550 時間.成熟期は平生(関

東南部では 6 月上旬)でJスタ~'.!::同時期.成熟期

の揃いが良く，成熟期に入って 2週間で収量全体の

75%を収穫できる.

樹勢は強い.1設姿は半直立性で，樹冠は狭い.果

実の大きさは小粒~中粒(写真 6).果柄痕の状態，

果実の硬さ，風味は秀でる.

栽培上の留意点:受粉樹には‘スターに‘オニール'が

勧められる.

2)カメリア (Camellia)

アメリカ植物パテント品穣.ジョージア大学と

USDAとの共同育成.系統番号MS-122とMS-6と

の交雑. 2005年発表

低温要求量は 450~500 時間.成熟期は早生から

中生(関東南部で 6月上~中旬)でJスター'よりも

遅い.

樹勢は強い.樹姿は半腹立性で樹冠は狭い.

性は‘スタ~'.!::向じくらい.果実は大粒(写真7).

果皮は非常に明るい明青色巣柄痕は小さくて乾く

果実は硬い.底味は秀でる.
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写真 7 サザンハイブッシュ品穣‘カメリア'
(Camellia) ネスミス原図

写真8 サザンハイブッシュ品種‘レベル， (Rebe!) 
ネスミス原悶

栽培上の留意点:受粉樹には‘スターに‘オニーノγが

勧められる.

3)レベル (RebeI)

アメリカ横物パテント品種.ジョージア大学と

USDAとの共同育成.系統番号 FL92-84 (オニー

ノレと系統番号FL87-286との交雑)の自然受粉実生.

2005年発表.

低温要求量は 400~450 時間.成熟期は櫨早生(関

東南部で 6 月上旬)で‘スター'よりも 6~9 日も早い.

樹勢は強い.樹姿は開張性.樹冠は中位の大きさ.

収量性は‘スター'と同じかそれ以上.

果実は大粒(写真 8) .果皮は中位の明青色.果

柄痕は小さくて乾く.硬さは良.風味は普通.

栽培上の留意点:受粉樹には‘エメラルド‘スター'

が勧められる.

5. 現在，選抜中の有望系統

現在，ジョージア大学アラパファ試験農場で、選抜

中のラピットアイおよびサザンハイブッシュの系

統のうちから，優れた形質を持ち，新品種として発

表が期待されている，いわゆる有望系統の特徴を紹

介する (NeSmith2009) . 

なお，比較対象品種(標準品種)として，ラビッ

トアイでは‘クライマックスラが，サザンハイブッ

シュでは‘スター'が用いられている.

(1)成熟期の竿晩 (20-50%収穫 B) 

前述した育種重点目標のなかには成熟期の早晩

は含まれてはいなかったが，現在選抜中の系統のな

かに，より早生のものが晃られる.

ラビットアイでは，‘クライマックス， (成熟盛期は，

アラパブァ試験農場で、は 6月 4日，日本では 8月上

旬)と比べ，成熟盛期が 10日も早い系統が多数あ

る.

サザンハイブッシュの場合，‘スター， (5 sI 6日.

日本では成熟盛期は 6月上~中旬)と比べて 14日

も平く成熟する系統もある.

(2)果実の大きさ

果実の大きさは，重点目標の一つである.

ラビットアイで、は，‘クライマックス， (訴長 6.5，

横径が 13~16 mm の関)と比べ，果実が 2~3 段階

以上も大きい評点 10(横径が 21mm以上)，評点

8.8 (横筏が 17~18 mm) の系統が，複数生み出さ

れている.

サザンハイブッシュでは，‘スター， (評点 7.8，横

径が 15~16 mm) と比べ，横径が 2回りも大きい

評点 9.5~9. 8 (横径が 19~20mm) のものがある.

(3)果色

ラビットアイおよび、サザンハイブッシュともに，

標準の‘クライマックス， (評点 7.0) ，‘スターラ(評

点 7.3) と比較し果色が 1段階上の評点 8.0~8. 5 

の系統が生まれている.すなわち，果色がさらに明

青色を呈する系統である.

(4)果実の硬さ

サザンハイブッシュについてみると，‘スター， (評

点 7.5)よりもさらに段階が高い評点 8.8~9. 5の系

統がある.

(5)果実の風昧

ラビットアイではJクライマックス， (評点 7.7)
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と比べて風味が一段とよい評点 8.8の系統が，複数

作り出されている.

サザンハイブッ、ンュでは，‘スター， (評点 7.2) と

比べ，風味の評点が一段措高い 8.4~8. 8のものが

ある.

(6)全体的に

以上， (1) ~ (5) に述べたように，現在，選抜

過程中の系統のもののうちに，今日，広く栽培され

果実が生産されている品種と比較して，成熟期が早

いもの，果実が大きいもの，果色は鮮やかで明青色

なもの，そして風味がよいものなどがある.これら

の箆れた系統が新品種として発表される日が待た

れる.

おわ り に

日本のブミルーペリー生産は，栽培の基本である品

種のほとんどをアメリカの育成品種に依存してい

る.そこで本稿では，ラビットアイおよびサザンハ

イブッシュの品種改良の中心地であるジョージア

大学における計画プログラムを紹介した.

計画プログラムのうち，育種目標，新品種の特性，

現在選抜中のものにみられる優れた形質をもっ系

統の紹介にカ点をおいた.とくに，育種目標と選抜

中の有望系統の形質について知ることによって，や

がて発表され，栽培されるであろう品種の特徴がわ

かり，今後の生産技術の発展方向，果実消費の動向

を予測できると考えたからである.

新品種の栽培によって，また，これから発表され

るであろう品種の導入によって，現在抱えている生

産上および流通過程上の諸課題が軽減，あるいは解

決されると考えられる.果実は，優れた風味やB持

ち性から，消費者に広く歓迎されると思われる.こ

のような状況から，アメリカの育成品種に依存する

姿に変りはないものの“日本のブ、ルーペリー産業の

未来は明るく，継続して発展する"と筆者はかたく

{言じている.
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