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雨よけ栽培に適した米ナス「試交 5号」の育成

石井敬子・植田祥平・猪野亜矢*・岡田昌久・松本満夫**

‘Shikou No. 5' ， a Novel Cultivar of Eggplant of the ‘Black Beauty' type， 

Adapted for Fruit Production under Rain Protected幽Cultivation

Yukiko ISHII， Shouhei UETA， Aya INO， Masahisa OKADA and Mitsuwo MATSUMOTO 

要約

雨よけ栽培に適した米ナス系統「試交5号」を育成した. I試交5号Jは，‘くろわし'後代の蔚培養

系統と‘太郎平生'自殖第10世代との日であり，雨よけ栽培において次のような特性を示す.

1.草姿はおおむね‘太郎厚生'に似る.

2. 果実は卵形で，‘太郎早生'および‘くろわし'に比べて庸部の張りがよい.果皮色は黒紫色で，

3に郎早生'と同程度である.へたは‘太郎早生'および‘くろわし'のいずれよりもやや小さ

く，へた下の帯紫程度は.太郎早生'よりも濃い.果皮の硬さは‘くろわし'と河程度である

3. lOaあたりの総収量は‘太郎早生'と向等であるが.A品収量は‘太郎早生'よりもやや多い.

キーワード・米ナス Fl.育種，雨よけ栽培

はじめに

米ナスは本県の主要な園芸品目の一つである.県

内の作付け面積は約32haで，促成，後作，雨よけ，

露地の4作型によって周年生産され，その販売数量

(約3，lOOt)は国内第1位である2) ところが，近年，

栽培期間が高温期にあたる後作・前よけ・露地作型

において収量が低下傾向にある.また，これら3作

型で主に栽培される‘太郎早生'では特に盛夏期に

果皮の着色不良(いわゆる赤果).来面の傷(キズ

果)などによる果実品質の低下が多発している.さ

らに，果実に苦みが発生することがあり，事態を

深刻化させている.これを回避すべく高温期の3作

型に促成作~の主要品種で果実品質の高い‘くろわ

し'の導入が試みられたが， ‘太郎早生'に比べて

低収であったおことから必ずしも有効な対策とはな

らなかった.そのため，生産者からは‘太郎早生'

の多収性と ‘くろわし'の果実特性を兼ね備えた品

種の育成が強く望まれてきた

このたび， ‘太郎早生'および‘くろわし'に由

来する圏定系統を用いた組み合わせ能力検定を実施

* 現 中央西農業振興センター

** 現高知県立牧野植物園
2008年7月30日受理

した結果，雨よけ作型においてA品収量の多い系統

「試交5号Jを育成したので報告する.

本系統の選抜開始当初から現地試験に至るまで，

窪内勉氏，和関裕盛氏(jA土佐れいほく).下元秀

俊氏，伊藤一祐氏(JAi宇野山)をはじめとする米

ナス生産者の方々には惜しみないご協力を賜った.

中央東農業振興センター嶺北農業改良普及所の子光

士啓氏(現園芸流通謀).松岡達憲氏，須崎農業振

興センターの松本育氏には現地試験データの収集や

生産者との連携にご尽力いただいた.中央商，幡

多雨農業振興センターの普及指導員. JA土佐れい

ほくの営農指導員各氏には現地試験の実施にあたっ

て便宜を囲っていただいた.環境農業推進課営農支

援室の高橋昭彦氏，松木宣博氏(現大阪事務所)に

は選抜にあたって数々の有益なご助言をいただいた.

心から感謝の意を表する また，山間試験部(当

時)の山崎教道氏(現牧野植物園)には栽培試験に

ご協力いただいた.当センターにおけるほ場管理や

調査は，呂田園男，坂本保雄，桑原:章，寺村聡，前

田健一郎，竹若智子，筒井文，鎌倉貞夫，松田}I援一，
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岡本早苗，光江綾子，堀野政経，寺内紀夫， JII崎議

美，尾立邦彦，西村昭彦(J眠不問)の各氏のご協力

なくしてはなしえなかった.本報を記すにあたり，

深く感謝の意を表する.

育成経過

2004年に， 1994~1995年に作出した‘くろわし'

後代の蔚培養系統1)のなかから，果皮色が濃い等，

果実品費の良好な8系統をFl親候補として選定した.

また， ‘太郎平生'の自殖第10世代において果形の

良好な1個体を選抜した.同年に， ‘くろわし'後代

の蔚培養系統および‘くろわし'自殖第10世代を

穂子親， ‘太郎早生'自殖第10世代を花粉親とする

Flを9系統作出した(試交1号~同9号).所内ほ場に

おいてこれら9系統について促成作型で検定した果

実特性および落果数をもとに4系統(試交1， 5， 6お

よび8号)を一次選抜した 2005~2007年に生産者

ほ場(土佐町および篠原町)において実施した生産

力調査の結果，総収量およびA品(高知県園芸連出

荷基準に基づく)収量の最も多かった試交5号を選

抜した試交5号は， ‘くろわし'後代の蔚培養系統

(系統名K-90ac94) を種子殺， ‘太郎早生' 自殖

第10世代(系統名03TR-3) を花粉親とするFlで、あ

る(図1)

特性

1.植物体および果実の特性

2007年7月17日に，雨よけハウス(山間試験室，

表l脚注を参照)に槌栽の「試交5号」の特性につい

て農林水産植物特性審査基準(ナス)に従って測定，

観察または官能検査した結果を表1および表2に記す.

定植80日後の草勢は‘太郎早生' と同程度でやや

強い.草丈は‘太郎早生' とは同程度で， ‘くろわ

し' よりも低い.分枝問帳性は‘太郎早生' と向程

度である.葉の大きさは‘太郎早生' と同程度であ

る.節関長は‘太郎早生'同程度で， ‘くろわし'

よりやや短い.

果実は‘太郎早生'および‘くろわし' と同じ卵

形である.両品種に比べて肩部の張りはよい.果皮

色は黒紫色(閤2) で，黒紫程度は‘太郎早生' と
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生産力検定
(2005~2007) 

試交5号一一一一+ 試交5号
(2004) (2007，育成完了)

特性調査
(2007) 

国1 I試交5号Jの育成経過

表1 雨よけ栽培勺こおける「試交5号」の植物体の特性y)

系統・品種名
調査

革勢
草丈 分校

葉の大きさ 節防長
個体数 (cm) 開帳↑生

試交5号 10 やや強 140.9 中 中 中

太郎平生(対照) 10 やや強 136.5 中 中 中

くろわし(参考) 10 日良 149.4 やや立 やや大 やや長

劫2007年7月17日調査.試験場予所 大豊町(山間試験室)• 
4月26日定権，台木:ヒラナス，主校3本仕立て， うね順180cm，株間70cm，

y)農林水産横物特性審査基準による

表2 雨よけ栽培勺こおける「試交5号jの果実の特性y)

系統・品種名 果形
局部の

果皮色
果皮の へたの へた下の果こうの 果皮の 果肉の

張り 光沢 大きさ 帯紫程度太さ(回目) 硬さ 綴密さ

試交5号 卵形 良 黒紫 良 やや小 中 18 仁t やや粗

太郎早生(対照) 卵形 やや良 盟紫 良 中 やや淡 19 やや軟

くろわし(参考) 卵形 やや良 i農黒紫 良 中 iJJ且毛 18 中 中

z)，y)表l参照
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は同程度であるが‘くろわし'に比べるとやや淡い.

果皮の光沢はよい へたの大きさは‘太郎早生'お

よび‘くろわし'に比べるとやや小さい.へた下

の帯紫程度は中程度で， ‘太郎早生' よりも濃いが

てろわし'よりやや淡い.果こうの太さは‘太郎

早生'および‘くろわし' と同程度である.果皮の

硬さは中程度で‘太郎早生' よりやや硬 く， ‘くろ

わし'と間程度である.肉質は‘太郎早生'および

‘くろわ し'に比べるとやや粗である.

2. 収量に関する特性

2005~2007年に実施された現地ほ場における生産

力調査の結果を表3に示す.

土佐町での試験では. 10aあたりの総収量は‘く

ろわし'よりも著しく多く， ‘太郎早生'と比較す

ると 91~126%であった . A品率は‘くろわし'に

比べると低かったが‘太郎早生' とは同程度かやや

高く. 3か年ともA品収量は‘太郎早生'を上回っ

た.篠原町で・の試験で、は10aあたりの総収量は ‘く

ろわし'より多く .A品率は同程度でA品収量は多

かった.

3. 果実の苦みの発生に関する特性

米ナス果実における苦みの発生には，果実肥大中

の高温や乾燥条件が影響すると予想されたことから，

育成地 (南国市)において少かん水条件下で着果 し

た果実の官能検査を行った 2005年5月l日から30日

間，側窓(防虫ネット不設置)を開放したピニルハ

ウス内でトマトトーンおよび花粉媒介昆虫を使用せ

ず着果した果実を生食し苦みを‘太郎早生'と比

較した結果を表4に示す

同一条件で栽培した「試交5号J.‘くろわし'お

図2 r試交5号」の果実 (左)

中央;・くろわし 右。 白太郎早生'

表3 雨よけ栽培における「試交5号」の収量(嶺北農改および須崎農振セによる)

調査 10aあt:.り収量比，.， A品率叫 A品収量
系統 ・品種名" ー 備 考

年度 総収量 (θ(96) 重量96) (t) 

試交 5号(トナシム 6.8 123 69 4.7 
試験場所.土佐町峯石原，定植 2005年3月26日，

2005太郎早生(台太郎 5.5 100 72 4.0 
主枝3本仕立て. 625株/lOa.収穫期間・ 4-12月

くろわし(トナシム 4.5 81 81 3.6 

試交5号(トナシム) 6.6 126 74 4.8 
試験場所。土佐町峯石原，定植 2006年3月30日，

2006太郎早生(トナシム) 5.2 100 75 3.9 

くろわし(トナシム) 4.4 86 84 3.7 
主校3本仕立て. 714株/10a. 収穫期間 ・6-11月

試交 5号(トナシム) 8.3 91 58 4.8 試験場所:土佐町三島，定植 2007年4月9日，
2007 太郎早生(トナシム) 9.1 100 41 3.7 主枝3本仕立て. 625株/10a.収穫期間・ 6-11月

試交 5号(トナシム) 12.4 107 91 11.3 試験場所:篠原町東町定植:2007年4月11日，
2007 くろわし (トナシム) 11.6 100 88 10.2 主枝4本仕立て. 500株/lOa.収穫期間 6-10月

試交5号(トナシム) 7.6 121 83 6.3 試験場所・梼原町下組，定植:2007年4月16日，
2007 くろわし(トナシム) 6.3 100 81 5.1 主枝4本仕立て. 490株/lOa.収穫期間・ 6-10月

対()内は台木 "白太郎早生'または.くろわし を100とした値 "A品は高知県図芸連出荷基準による
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表4 少かん水条件z)で肥大した米ナス果実における官能検査による苦みの評価

系統・品種名
回答者数 苦みx)

評点 0") 評点 1 喜子点 2 評点3 指数

試交5号 4 3 2 1.1 

くろわし 4 3 2 1.0 

太郎阜生(対照) 10 2.0 

"2005年5月 1~30 日に，少かん水(通常量で5回) .少胞(追肥なしに
通常換気(午前28'C.午後26'C)の条件下で，放任で裁来したl巣(采霊200-250g)を
対象とした
)"'2005年6月1日誠査 評点は.0・苦みがない， 1・太郎早生より苦みが弱い，
2 太郎早生と同程度に苦い， 3 太郎早生よりも苦い，とした.

"苦み指数=エ(評点×回答数)ー全殴答者数 回答者は当所職員10名.

よび‘太郎早生'の果実にはいずれも苦みが発生し

たが， ‘くろわし'での苦みは最も弱かった.試交5

号については， r太郎早生よりも苦い」とする回答

が含まれたが，苦み指数では‘太郎早生'よりも低

かった.

まとめ

「試交5号」の植物体はおおむね‘太郎早生'に

似た特性を示す.総収量は‘太郎早主主' とはほぼ

同等であるが， A品収量は‘太郎早生' よりも多

い. 2007年の現地試験結果3)では，本系統は‘太郎

早生'よりも果皮色が濃く「赤果」になりにくい

こと， ‘太郎早生'にしばしばみられる果実肥大に

ともなって果面に生じる傷の発生が少ないことがA

品収量の多い理由として挙げられている.また，高

温や乾燥条件が一国とされる巣突の苦みが‘太郎早

生'に比べると弱いことも期待される.これらの点

から，本系統は‘太郎早生' と同等の収量をもちつ

つも ‘くろわし'由来の果実特性の導入によって果

実形質が改善されており， ‘太郎早生'に替わる品

種として有望と考えられる.

なお，本系統では，収穫初期に果実表面の条構が

発生しやすいこと，葉縁の縮れ(イチゴ等にみられ

るチップパーン様の症状)が発生しやすいことが指

摘されている いずれも樹勢との関連が推測される

ため，今後，本系統に適した栽培管理方法の確立が

待たれる.
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Summary 

The ‘Black Beauty' type eggplant.‘Shikou No. 5' ， was developed by Kochi Agricultural Research 

Centre in 2007. It is the Fl hybrid from cr・ossingthe anther cultured同lineof the progeny of ‘Kurowashi 

with the selected line (FlO) of‘Tarowase' . Under rain protected-cultivation， th巴 cultivarshows the 

following characteristics : 

1. The plant appearance is similar to that of the leading cultivar ‘Tarowase' ， rather than to 

Kurowashi' . 

2. The fruit has an oval shape， glossy black-purple colour， and a gre巴ncalyx which is smaller than that 

of 'Tarowase'. 

3. The yield potential for high quality fruit is 17 -29% greater than that of ‘Tarowase' . 

Key words: eggplant. Black Beauty-type， Fl hybrid， rain protected-cultivation 
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