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単為結果性ととげなし性を併せ持つナス f試交05-3Jの蕎成

穴井尚子*・久野哲志村・田中哲司*・番 喜宏***梼原政弘*・山下文秋件付・矢部和則材料*. 

事与藤猛雄村村**吉田建案件付**・松永 啓村件付・佐藤接徳件付村・斎藤新村**日・山田崩宏件付本

播要:ヨーロツノfから導入した単為結果性品種 rTalinaJ及び独立行政法人 農業・金品

産業技術総合研究機構野菜茶業研究所育成の単為結果性系統 rAE-P08J と、愛知県農業総

合試験場育成のとげなし性系統 rASL-2J及び rASL-3J を素材に、単為結果性ととげなし

性を併せ持つナス品種 f試交05-3J を育成した。

2002年に単為結果性品種及び系統ととげなし性系統をを交配し、単為結果性ととげなし

性を併せ持つ固定系統を選抜した。 2005年にそれらの民組合せ検定を行い、組合せ能力の

高い3系統を選抜した。促成栽培及び半促成栽培の適応性試験の結果、 「試交05-3Jが最

も有望であった。

f試交05-3Jは、果実の揃いが良く、障害果の発生も少なく上物率が高く、果皮のツヤ

や果実の日持ち性などで優れていた。また、促成栽培に適し、単為結果性ととげなレ性を

持つことから、管理作業の快適性と省力性が高いことが明らかとなった。

キーワード:ナス、単為結果性、とげなレ性、品種、省力性、快適性

日reedingProcess and Character of Parthenocarpic Spineless 
Eggplant Cultivar "Shiko 05四 3"

ANAI Naoko， KUNO Tetsushi， TANAKA Tetsushi， BAN Yoshihiro， SAKAKIBARA Masahiro， 

YAMASHITA Fumiaki， YABE Kazunori， SAITO Takeo， YOSHIDA Tatemi， 

MATSUNAGA Hiroshi， SATO Takanori， SAITO Atsushi and YAMADA Tomohiro 

Abstract: Through cross breeding between parthenocarpic Europe cultivar "Talina" or 

parthenocarpic lines were developed at National Institute of Vegetable and Tea Science 

and spineless line "ASL欄 2"or "ASL-3"， parthenocarpic spineless cultivar "Shiko 05-3" 

could be developed. 

Parthenocarpic spineless line was selected from the cross between parthenocarpic 

cultivar or parthenocarpic line and spineless line in 2002. 

Three lines has high combining ability were selected from cross breeding between 

parthenocarpic spineless line in 2005. They were tested combaining ability in field of 

research center， and were tested adaptability in field of local， it cropping type was 

forcing and semi-forcing culture. AS a result， "Shiko 05・3" had most high combining 

ability. 

The result of ability tests in field of research center，"Shiko 05司3"had proved to be 

with excellent character as the high quality， good gloss of fruit skin， low appearrance of 

trouble of fruit， long keeping quality of fruit. "Shiko 05・3"adapted forcing cilture and so 

on， comfortable on work and labor岨sevingalso had proved to be good. 

Key Words: Eggplant， Parthenocarpy， Spineless， Cultivar， Labor-seving， Comfortable 
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緒嵩

愛知県において、ナスの生産は促成栽培主体で行わ

れており、全国でも有数の産地となっているものの、

生産者数、栽培面積はいずれも減少傾向にある。これ

は、栽培管理作業の作業性が悪いこと、また、単位面

積当たりの労働時陪が長いことなど生産技術の面での

問題も、この減少を招いている一因と考えられる。実

際にナスの生産者からは、整枝や授粉、収穫作業の快

適化と省力化を求める声が強く出されている九

これらの要望に応えるため、当場では2003年に、

要な不快要因である「とげj が全く発生しないとげな

し性ナス品種「とげなし紺美j を育成したヘ一方で、

2002年からは省力化を図るため、授粉作業の不要な単

為結果性をさらに付与し、単為結果性ととげなし性を

併せ持つ品種の育成を行ってきた。その結果、開方の

特性を有する「試交05-3J (2008年品種登録申請)を育

成した。本報では、この育成経過および特性について

報告する。

材料及び方法

1 育種自穣

授粉作業の不要な単為結果性と、植物体のいずれの

部分(果実のへた、葉、茎)にもとげの発生しないと

げなし性を併せ持ち、促成栽培に適する品種の育成を

自標とした。

2 育種素材及び育種経過

単為結果性ととげなレ性を併せ持つナス「試交05-3J

の育成経過は、図 1に示したとおりである。

2002年にヨーロッパから導入した単為結果性品種

fTalinaJ、単為結果性系統 fAE-P05J、fAE-PO旬、 fAE

-P10J、fAE-Pl1J及び fAE-P12J (独立行政法人農業

・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所育成)と

育成素材 闇定系統
AE-P08 (♀) 

× 一一一-PASL-2 (124-3-1-6-5-3) 
ASL-3(♂) 

AE-P10 (♀) 
× 一一一一一一PASL-4(132-5-1-1-7-1)

ASL-2 (♂) 

とげなし性系統 fASL-IJ fASL-2J、fASL-3J及び fASL

-4J (当場育成)を露地栽培で交配した。得られたF，種

子 (48組合せ)のうち fAE-P05J をのぞく 40組合せのF，

世代をハウスで栽培した。そのうち、果実形質の優れ

る fAE-P08J x f ASL-2J、fAE-P08J x f ASL-3]、fAE-

P10J x f ASL-2J、fAE-P10J x f ASL-3J、fTalinaJ X 

fASL-2J及び fTalinaJ X f ASLーむを自殖し、 F2種

子を得た。お世代は2003年に露地で栽培し、単為結果

性ととげなし性を併せ持つ個体のうち果実形質の優れ

た10から15系統を各組合せから選抜し、お種子を得た。

以下、ハウス及び露地栽培で果実形質を中心に選抜を

行い、世代を進めた0

2005年に、民世代を露地で栽培し、品種子を得た。ま

た、 fAE-P08J X fASL-3Jの固定系統を fPASL-2J、fAE-

P10J X f ASL-2J の固定系統を fPASL-4J、fAE-P10J

X fASL-3Jの回定系統を fPASL-10J及び fPASL-12J、

fTalinaJ x f ASL-2Jの固定系統を fPASL-13J とし、

優良系統関の民組合せ検定を行い、「試交05-1Jから「試

交05-10J までの10系統を得た。この中から、果実形質

や収量性の優れる「試交05-2J、f試交05-3J及び「試

交05-6J の3系統を選抜した。

(1)試交3系統の特性、収量性及び果実品質

この試交3系統について、 2005年から2007年にかけて

当場開芸研究部内のピニルハウスにて、特性、~又量性

及び果実品質調査を行った。試験規模は2005年、 2006

年とも1区3株とした。

ア特性

2005年に生育特性と形態特性及び果実特性を調査し

た。

生育特性は、草丈、分枝下長、第1花開花岡、第1果

着生節位及び第I主枝平均節開長を鵠査した。形態特性

は、正常眼大果率及びとげの有無を調査した。果実特

性は、果形、果皮の黒紫程度、へたの帯紫程度、果皮

の光沢及び果実基部の張りを諦査した。

正常肥大果率は、各試交系統とも 10花以上を柱頭切

除し、 100g以上に肥大した果実を正常肥大果として求

日系統

(♂) 
(♀)………勺

(♀)寸n=
試交05-2

試交05-3f --…(♂)  
ト白幽4曲一・試交05-6

ASL-3 (♂L--pASL-12 (137-1-3-3-8-1) (♂) 

Talina(♀) 
× 一一一一-PASL-13(25-15-6-7-6-8) (♀) 

ASL-2 (♂) 
2002年笈~2004年冬 2005年夏 2005年冬

歯 1 単為結果性ととげなし性を併せ持つナス「試交05-3Jの育成経過
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めた。とげの有無及び果形は、観察により調査した。

果皮の黒紫韓度は1(赤紫) "-'5 (濃黒紫)の6段階、果

皮の光沢は1(弱)"-'5 (強)の5段階、へたの帯紫程度

は1(赤紫) "-'6 (濃黒紫)の6段階、果実基部の張りは

1 (綿) "-'5 (太)の5段階で評価した。

供試品種は、穂木には試交3系統と対照品種としてfと

げなし紺美J(当場育成)及び「千両J(タキイ種苗)

を、台木には赤ナス(タキイ種苗)を用いた。播種は、

穂木:2005年8月19S 、台木 :8月16日に72穴セノレトレ

イに行い、 9月12日に斜め切断接ぎ木を行った。 9月21

aに10.5cmポリポットに鉢上げ後、 10月17日に定植を

行い、畝幅180cm、株間40cmの一条植えとした。整枝は、

V字型主枝2本仕立てで、行った。

イ 収量性及び果実品質

2006年に収量性と果実品質を調査した。

収量性は、 100g程度の収穫した果実を上物、中物、

下物に分類して果重を測定し、上物と中物をあわせて

可販果収量とした。果実品質として、果実硬度と果長/

最大果径及び果皮色の指標となる果皮のアントシアン

吸光度を調査した。果実硬度は、レオメーターを用い

て、果皮付きのまま果実の最大誼径部位を調査した。

直筏5mmの丹柱を用い、速度100阻/分、深さ15翻で、果皮

及び果肉の陥入抵抗を測定した。アントシアン吸光度

の測定には、最大震径部位の表皮3か所を、藍掻1c隠の

ディスクパンチャーで、打ち抜き供試した。表皮片は、 1

%主主酸加用80免メタノーノレ溶液50rnl~こ3時間浸演し、抽出

液の530nrnの吸光度を測定し、アントシアン吸光度とし

た。

供試品種は、穂木には試交3系統と対燕品種として「と

げなし紺美j 及び「千両j を、台木には赤ナスを用い

た。播種は、穂木:2006年7月23S，台木:7月初日に72

穴セルトレイに行い、 8月11日に斜め切断接ぎ木を行っ

た。 8月18日に10.5cmポリポットに鉢上げ後、 9月4Sに

定植を行い、畝幅180cm、株賠40cmの一条植えとした。

整枝は、 V字型主枝2本仕立てで、行った。

施肥は、 2005年、 2006年とも基肥として肥効調節型

肥料(スーパーロング140日タイプ:14-12-14)を用い、

窒素ーヲン駿ーカヲ:4.0-4.3-4. 1kg/aを全面全層施用

した。追肥は液肥(くみあい液肥2号:10-4-8) を3月

以降に窒素ーリン駿ーカリ:0.1-0.05-0. 075kg/aを畝

表面に4団施用した。栽培期時中の施肥量は窒素ーリン

駿ーカジ:4. 4-4. 5-4. 4kg/ aとした。

(2)試交3系統の現地適応性

2006年7月から2007年7月にかけて県内14か所のピニ

ノレハウスで f試交05-2J、f試交05-3J及び「試交 05-6J

を供試し、促成栽培及び半促成栽培の現地適応性を検

討した。

適応性の有無は、本県の主力品種である「千両j を

対黒品種とし、対照品種と同等を3とする6段階評価と

した。また、栽培期陪終了後には総合評価 (A:有望、

B:同等、 C:劣る、 D:見込みなし)を栽培農家から開

き取った。

3 r試交05-3Jの特性

試交3系統のうち、最も有望と判断した「試交05-3J

について、 2007年から2009年にかけて当場関芸研究部

内のど、ニノレハウスで、特性調査を行った。

2007年は、形態特性(とげなレ性、単為結果性)、果

実特性(果実形状、日持ち性、果皮の光沢度及びアン

トシアン吸光度)及び生育特性を調査した。

供試品種は「試交05-3J の他、対照品種として fと

げなし紺美j及び f千両Jを用いた。播種は、 2007年7

月28日に72穴セノレトレイに行い、 8月17Sに10.5crnポリ

ポットに鉢上げ後、 9月10日に定植を行い、畝幅 180cm、

株間40cmの一条植えの自援栽培とした。整技l士、 V字型

主技2本仕立てで、行った。

2008年は、形態特性(とげなし性、単為結果性)、果

実硬度、花質及び花粉発芽率を諦査した。

供試品種は穂木には f試交05-3J と対照品種として

「とげなし紺美j及び「千開」を、台木には赤虎(タ

キイ種苗)を用いた。播種は、穂木:2008年8月5問、

台木:8月5日に72穴セルトレイに行い、 9丹2S1こ斜め

切断接ぎ木を行った。 9月10日に10.5cmポリポットに鉢

上げ後、 9月24日に定構を行い、畝幅180cm、株間40cm

の一条植えとした。整技は、 V字型主技2本仕立てで行

った。

施肥は、 2007年、 2008年とも基肥として肥効謂節型

肥料(スーパーロング140日タイプ:14-12-14)を用い、

窒素ーリン酸ーカリ:4.0-4.3-4. 1kg/aを全面全層施用

した。追肥は液肥(くみあい液肥2号:10-4-8) を3月

以降に窒素ーリン駿一カリ:O. 1-0.05-0. 075kg/aを畝

表面に4間施用した。栽培期間中の施肥最は窒素ーリン

駿ーカリ:4. 4-4. 5-4. 4kg/ aとした。

試験規模は2007年、 2008年ともllR6株2反復とした。

なお、 2007年の形態特性調査以外、第l果はどの品積

・系統も4-CPA剤(トマトトーン)処理を行い、第2果

以降は「千両j及び「とげなし紺美j では4-CPA剤処理

を継続した。

(1)形態特性

とげなし性は、葉、茎及び果実へたのとげの有無に

ついて、観察調査を行った。

単為結果性は、 2007年には「試交05-3J のみを供試

し、開花前に柱頭切除処理を行った柱頭除去匿、開花

時に4一CPA弗j処理を行ったホノレモン処理芭及び何も処理

そ行わない無処理区を設け、 100g以上に肥大した果実

の割合を調査した。

2008年には「試交05-3J、「とげなし紺美j 及び f千

両j を供試し、 4月18S 、5月1日及び14自の3回、柱頭

除去処理を行い、 100g以上に肥大した果実の割合を調

査した。

(2)果実特性

果実形状、果実硬度、日持ち性、果皮の光沢度及び

アントシアン吸光度について諒査を行った。

果実硬度は、前述の方法で測定した。果実の日持ち

性は、収護果実を25
0
Cの橿湿器内に静置し、 2日及び5

日後の果震と外観の変化を調査した。収穫藍後の果実
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げなし紺美」より 1節ほど低く、 f試交05-2j及び f試

交05-6j はl節ほど高かった。第l主枝平均節関長は試

交3系統とも f千両」、 fとげなし紺美Jより長かった。

試交3系統と対照品種である「千両J及び「とげなし

紺美j の形態特性及び果実特性を表 2に示した。試交3

系統の正常把大果率は100%であった。 f千両jではとげ

の発生が認められたが、試交3系統及び fとげなし紺美j

ではとげの発生はみられなかった。試交3系統の果形は、

「とげなし紺美J、「千両Jと開様に長卵形であった。

果皮の黒紫程度は、「試交05-3jは「千両Jより淡く「と

げなし紺美jと同等であった。 f試交05-2j及び「試交

05-6j は「千両J、「とげなし紺美Jより濃かった。へ

たの帯紫程度は「試交05-3j及び「試交05-2j は f千

両」より淡く「とげなし緒美」と同等であった。「試交

05-6j は「千両Jと開等で「とげなし緒美jより濃か

った。果皮の光沢辻試交3系統とも「千再」より強であ

り「とげなし紺美j と何等であった。果実の基部の張

りは「試交05-3j は「千両Jより太であり「とげなし

紺美」と問等で、あった。「試交05-2j及び f試交05-6j

は「千両J、「とげなし紺美j より太であった。

イ 収量性及び果実品質

試交3系統と対照、品種である「千両j及び「とげなし

紺美jの時期別可販果収量を図 2に示した。「試交05-3j

の10"-'12月の収量は、「千両jより多く「とげなし紺美J

と同等で、あった。栽培期間全体では f千両j より少な

く「とげなし紺美」と問等であった。 f試交05-2jの10

"-' 12月の収量は、 f千両Jと同等で「とげなし緒美j よ

り少なかった。栽培期間全体では「千両Jより少なく

「とげなし緒美jと開等であった。「試交05-6jの10"-'

12月の収量は、「千両j と同等で「とげなし紺美j より

少なかった。栽培期間全体では「千両j、「とげなし紺

の外観を0とし、果皮のしわ、つやの損失程度及び果実

の軟化度合いを1(微) "-'5 (甚)の5段階で評価した。

果皮の光沢度は光沢度計(日本電色工業(株)製ND-L: 80 

型)を用い、鏡高光沢度測定法(スジット直窪5cm、角

度60
0

)で測定した。果皮のアントシアン吸光度は、

前述の方法で澱定した。

(3) 生育特性

定描2か月後に、 1"-'2節聞の節関長、分技下葉の葉柄

長、葉柄の太さ、葉身の大きさを測定した。

(4)花質及び花粉発芽率

花質は、長花柱花の割合を調査した。花粉発芽率は、

開花当日の午前10時前後に採取した花粉を発芽用培地

(ホウ酸O.19/1を含む10免しょ糖寒天培地、 pH6.0) Iこ

霞床し25
0Cで24時間培養後に、発芽した花粉の数を調

査した。

試験結果

1 育題素材及び育成経過

(I)試交3系統の特性、収量性及び果実品質

ア特性

試交3系統と対照、品韓である「千両j 及び fとげなし

緒美jの生育特性を表 1に示した。草丈は、「試交05-3J

及び f試交05-6j は f千両」、「とげなし紺美jより高

く、「試交05-2j はやや低かった。分枝下長は、 f試交05

-3j は f千両j、「とげなし紺美jより鎧かく f試交05-

2j及び「試交05-6j は長かった。第l果関花日は、「試

交05-3jは「千両J、fとげなし紺美jより早かった。「試

交05-2j は・「とげなし紺美Jより早く「千両j遅かっ

た。「試交05-6j は「千両j、「とげなし紺美Jより遅か

った。第1果着生節位は、 f試交05-3j は「千両J、「と

試交3系統の生育特性 (2005年11月613調査)表 1

第 1主校平均
節関長(cm)

91 
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94 

20.3 

20.3 
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第 1果
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分校下長
(cm) 

0
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5

 

n
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り

ム

つ
d

つ
ル
ワ
ム

草丈
(cm) 

供試品種・系統

試交05-2

試交05-3

試交05-6

とげなし緒美

千両

果実基部の
張り
4.0 

3.0 

4.0 

3.0 

2.5 

果皮の

主主1
4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

3.0 

表 2 試交3系統の形態特性及び果実特性 (2005年調査)

正常肥大果とげの 果皮の へたの
巣形

率(免) 有無 黒紫程度帯紫穂度

100 一 長卵 4.0 3.0 

100 長卵 3.0 3.0 

100 … 長卵 4.0 3.5 

* 一 長卵 3.0 3.0 

* + 長卵 3. 5 3. 5 

供試品種・系統
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美

調

3

3

3
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出
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試
と
千
一
注



71 愛知県農業総合試験場研究報告第41号

英j より少なかった。

試交3系統と対照品種である「千両J及び「とげなし

緒美j の眼量性及び果実品質を表 3に示した。試交3系

統は上物率、可販果率とも「千両j より高く「とげな

し紺美jとほぼ需等で、あった。果実硬度は、「試交05-3J

が「千両Jrとげなし紺美Jよりやや高かったo r試交05

-2J が「千両」、「とげなし紺英j より低かった。「試交

05-6J は f千両」より低く「とげなし紺美j と同等で

16 

供試品種・系統 上物率(覧)可販巣率(覧) 果実夜度(g/mm2) 果長/最大直径

試交05-2 84.3 97.5 19.2 3.3 

試交05-3 89.6 98.8 22.4 3.5 

試交05-6 87.0 98. 1 20.0 2.6 

とげなし紺美 84. 1 95.9 20.0 3.4 

千両 72.1 91. 8 21. 6 3. 7 

注)上物率口上物数/収穫果実数x100 

可販果率=(上物数十中物数)/収穫果実数X100

kg/株

20 

あった。果長/最大直径は、「試交05-3J 及び「試交05

2J は「千両J、fとげなし紺美j とほぼ関等で、あった。

「試交05-6J は「千弼j、「とげなし緒美j よりやや低

かった。

(2)試交3系統の現地適応性

対照品種である「千両Jに対する試交3系統の評価を

表 4に示した。試交3系統は、栽培期間中全くとげが発

生せず、対照品種より作業の快適性が高かった。また、

表 3 試交3系統の収量性及び果実品費 (2006年調査)

12 

8 

4 

。
J J J ぽ

4P63 苧:".'V..
~ や 匂喜一 司『

、心、

1(1t 

国 2 試交3系統の時期llll可販果収量

収護期間:2006年10月213'"'-'2007年5丹28日

表4 試交3系統の現地適応性評価

評価

調査項目 評価方法 試炎05-2 試交05-3 式交05-6

促成(12か所) 半促成 (2か所)促成(12か所) 半促成(2か所)促成(12か所) 半促成(2か所)
o (然)、l(少)

とげの有無 ~5 (多 O.0 O. 0 O. 0 O. 0 0.0 O. 0 

単為結果性 1 (低)~5(高 ~7 ~O ~7 ~O ~7 ~O 

収盤投 1 (低)~5(高 5.0 3.0 … 2.0 

3害品喜界 l(低)~5(潟 3. 9 1. 5 4. 0 1. 5 3. 1 1. 5 

作業の快適性 1 (懇)~5(良 4. 3 3. 5 4. 3 3. 5 4. 3 3. 5 

五主主主2_~主主主帽帽---g~主Lニ_~S!.L_____L9_幽幽・・幽岨幽岨岨・ー二幽ー幽幽幽ー幽幽-~&_----一一"二鴨剛一一剛嗣耐え・.0 一一一一幽二幽幽幽幽幽幽・
ト革勢 1 (~lJ)~5 (強 2.8 3. 0 2. 6 3. 0 3. 2 3. 0 

生 七毛主丈 1 (低)~5(高 3.2 5.0 3.3 5.0 3.7 5.0 

脊 F節関長 l(匁)~5(長 4. 0 5. 0 3. 9 5. 0 4. 4 5. 0 

ド収穫始期 1 (遅)~5(早 2. 1 2. 0 2. 1 2. 0 2. 1 2. 0 

果形の繍い 1 (怒)~5(良 3. 3 4. 5 3. 8 3. 5 3. 5 

5長長 1 (短)~5(長 3. 1 2. 0 3. 2 1. 5 2. 5 

基部の張り 1 (慈)~5(良 3.5 4.0 3.7 4.0 3.2 

果 i果皮の光沢 1 (怒)~5(良 4.2 4.5 4.3 4.5 4.3 

実 i色(黒紫程度)l(淡)~5(滋 2. 8 3. 0 2. 8 2. 5 2. 9 

授さ l(軟)~5(夜 3.2 3.5 3.2 3.5 3.2 

へたの褐変 1 (怒)~5(良 ~O ~O ~O 

主主味 1 (怒~::::_~S.J3L____L?____________~&___________~~9____________~~Q___________.3_._~___________..3~_Q_一一
o-(鮪、i('1>l………… ………………………一一一一一一一一一"

同量的がり果 ~5(多 O. 9 O. 5 O. 8 O. 5 O. 8 O. 5 

喜 I~~.~m 0側、 1(少)
果 i臼焼け果 ~5(多 0.0

o (無)、l(少)

石ナス表 ::::.l5j記 .Q~'?____________Q~É____________Q~.?____________LQ____________Q..J____________0~_2____… 
õ-(~聖圃、ï('1>l一一一一一一一一一一一一一一 一一一…嶋
~5 (多 0.8 0.5 0.9 0.5 

A:有望 6か所 Oか所 7か所 Oか所

総合評価 B同等 4か所 1か所 3か所 Oか所

c劣る 2か所 1か所 2か所 1か所

D見込みなし Oか所 Oか所 Oか所 1か所

注)評価方法については、対照品種(千両)と伺等の場合を 3とする。(調査項目の単為結果性を徐く)

(伊~ :収盈性 1 (低)、 2 (やや低)、 3 (同等)、 4 (やや商)、 5 (商))

苦土欠の発生

評価の数値は各調査ほ壌の平均値

3.0 

1.0 

4.0 

4.5 

3.0 

3.5 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

一明

0.5 

Oか所
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5か所

Oか所
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単為結果性も高かった。生育は、節陪がやや長く草丈

が高いが、収穫開始はやや遅かった。果実品質は、果

皮の黒紫程度がやや淡くへたの褐変がやや多いが、光

沢が良く、日焼け果を始めとした障害果の発生は低か

った。

また、促成栽培及び半促成栽培の適応性は、促成栽

培で、総合評価が高かった。

「試交05-3J は、収量性は対照、品種と同等であった

が、秀品率は盤れていた。着果性や果形の揃いは対照

品種より高く、果実の光沢も高く、試交系統の中で最

も果実品質の高い系統であった。総合評価は、対照品

種より有望が多かった。

図 3 試交05-3のとげ発生状況

2 r試交05-3Jの特性

場内試験及び現地適応、性龍査の結果から、最も有望

であった「試交05-3J について特性調査を行った。

(1)形態特性

とげなし性は、「千両j は、葉、菜及び果実のへたに

とげの発生がみられたが、 f試交05-3J は閲 3のように

全くとげがみられなかった。

単為結果性は、「試交05-3J の時期J，jIJ着果率を表 5に

示した。 12月から3月までは、どの区においてもすべて

の果実が正常に肥大したが、 5月には柱頭除去区及び無

処理区で着果率が低下した。

表 5 試交05-3の時期別着果率 (2007年調査)

処理軍 12月 1月 3月 5A 
ホノレモン処理区 100 100 100 100 

投頭除去匿 100 100 100 90 

無処理匹 100 100 100 98 

注)着果率=正常肥大泉数/調査果数x100 

100 g以上に肥大した果実を正常肥大果とした。

表 6 単為結果性の発現率 (2008年調査)

供試品種・系統 4月18日 5月1日 5月14日

試交05-3 77 60 43 

とげなし紺美 000  

千両 000  

波)発現率=正常肥大果数/柱頭除去処理泉数X100 

100 g以上に肥大した果実を正常肥大巣とした。

表 7 時期別果実形状 (2008年調査)

調査時期
(月/日)

11/28 

1/26 

3/30 

5/25 

試交05-3 とげなし紺美

果長/ 果長/ 果長/ 果長/ 果長/
最大直控 へた下直径 最大直桂 へた下直径 最大直径

2.9 

4.2 

4. 1 

3.5 

来 35

実 30

E 25 

~ 20 
g 

/ 15 

m 10 
B 

2 5 

0 

4. 1 3.2 4.2 

5. 7 4.3 6.0 

5.6 4.1 6. 7 

5. 7 3.3 5.0 

11/28 12/22 1126 2/20 3/30 4/27 5/25 

調査日

3.4 

4.4 

3.9 

3. 3 

ー一舎町田霊式交05-3 

一一降ーとげなし緒美

.咽晶・・・千両

密4 時期別果実硬度 (2008年調査)

千両

果長/
へた下直窪

4.5 

6.2 

5.8 

5.0 
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f試交05-3J、「とげなし紺美J及び「千両j の単為

結果性の発現率を表 6に示した。 4月以降に柱頭除去を

して単為結果性を調査した結果、 f千荷j、「とげなし紺

美」はどの時期にも単為結果性の発現は認められなか

った。「試交05-3Jの単為結果性の発現率は4月中旬に

77%で、あったが、しだいに減少傾向で、あった。

(2)果実特性

時期別果実形状を表 7に示した。 f試交05-3Jの果長

/最大震径は、 f千両Jとほぼ同等、「とげなし紺美j よ

りやや低かった。果長/へた度径は、 f千両J、「とげな

し紺美Jよりやや低かった。

時期別果実硬度を密 4に示した。「試交05-3J の果実

硬度は、 3月までは f千両j と詰ぼ同等であったが、 4

月以降はやや高くなった。また、「とげなし紺美Jより

高めに推移した。

果実の日持ち性について、果実の外観損失程度と果

100 

外 3L¥二一ートー 果 96
重

比 92
率

88 
覧
~ 84 

O 80 
当日 2日後 5日後

収穫後日数(釘)

議比率を鵠査し図 5に示した。供試品種は全て、収穫

後日数が経過するにつれて果実の外観損失程度は大き

くなったが、「試交05-3J は f千両j、「とげなし紺美j

より損失程度が小さかった。また、果重比率も f試交

05-3J は他の品麓に比べ変化が少なかった。

果皮の光沢度及びアントシアン吸光度を表 8に示し

た。光沢度は f試交05-3Jが最も高く、 f千両j が低か

った。アントシアン吸光度は、「千再Jが最も高く、「試

交05-3J が低かった。

(3)生育特性

定植2か月後の生育調査の結果を表 9に示した。

1'""2節聞の節関長は、 f試交05-3Jは f千両j とほぼ

j笥等であったが、「とげなし緒美jよりが若子長かった。

分枝下葉の葉柄の太さは、どの品種もほほ関等であっ

たが、葉柄長及び葉身の大きさは「試交05-3J が最も

大きかった。

当日 2日後 5日後

収穫後日数(日)

図5 収穫後の果実の外観損失程度と果重比率の変化 (2007年調査)

注)外観損失程度:収積時の果実を0とし、果皮のしわや

果実の軟化度により 1(徴)'""5 (甚)の5段階で評価

調査果数:各品種6果

表8 果皮の光沢度及びアントシアン吸光度 表10 花費 (2008年調査)

(20昨年調査)
供試品種・系統光沢度(免)アントシアン吸光度

長花柱花率(免)
供試品穏・系統

12ft] 14日 5ft] 16日
試交05-3 7.22 0.33 試交05-3 20.0 66.7 
とげなし紺美 5.83 0.41 とげなし紺美 10.0 18.8 
千両 4.36 0.53 千両 70.0 80.0 
主主)光沢度は、収穫尽(12月24日)にGS(500 )で測定。

アントシアン吸光度は、収穫日 (1月16日)に測定。
注)調査花数:16~20花

表 9 生育特性 (2007年調査)

供試品種・系統 1 "-'2節間の
分枝下葉の大きさ

節関長 葉柄長 葉柄の太さ寵身の大きさ(縦cmX横cm)

試交05-3 11. 1 15.2 1.1 37. 2X24. 7 

とげなし紺美 9. 7 14.8 1.0 33. 5X21. 2 

千両 11. 0 13.4 1.0 30. 8X23. 2 
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5月4月3月2月1月12月11月

調査時期

時期Jjlj花粉発芽率調査 (2008年調査)函6

fTalinaj 由来の単為結果性を持つ f試交05-3j も

fTalinaj と開様に高温時に単為結果性が不安定にな

るものと推察される。本県の促成栽培では、定植から

10月下旬及び6月以降にハウス内温度が高くなるため、

場合によっては、この時期には4-CAP剤(トマトトーン

50倍溶液)処理や訪花見虫の利用が望ましい。

もう一つの単為結果性ナス品種である「あのみのり J

も、育種素材lこ fTalinaj を用いており、果実や葉が

大きくなること、節間長が長くなることなどは「試交

05-3j と類似している。しかし、関東以北の半促成栽

培や露地栽堵地域に適する品種とされており、促成栽

培に適する「試交05-3j とはこの点が異なっている。

まだ、単為結果性ナス品種の開発伊jは少ないが、今

後様々な地域の栽培事例を基lこ、単為結果性の発現と

温度条件との関係について、詳細な検討が必要と考え

られる。

(4) 花質及び花粉発芽率

花費調査の結果を表10に示した。長花柱花率は、 12

月、 5月とも「千再jが最も高く、次いで「試交05-3j

が高かった。時期知花粉発芽率を図 6に示した。「試交

05-3jカ;45%以上となり、いずれの時期も「千両」より

高く、「とげなし紺美」とほぼ同等で、推移した。 f千両J

は12月から2丹の花粉発芽率が低かった。

(5) 品種登録

以上の結果から、「試交05-3j は、当初の育種目標で

ある単為結果性ととげなし性を併せ持ち、加えて、時

害果が発生しにくく、収穫後の日持ち性も高い等の特

性が有り、また、現地の偲成栽培における適応性も高

いため、新品種として有望であると考え、野菜茶業研

究所と共同で2008年に品種登録申請を行った。

2 とげなし性

「試交05-3j は、交配親に fとげなし紺美Jの親系

統を用いており、「とげなし紺美j の交配親であるとげ

なレ性品種 fFREIAj から由来するとげなレ性遺信子を

受け継いでいる。 fFREIAj のとげなし性については、

堀自ら叫が露地栽培において調査し、供試したいずれの

株も果皮、茎、果梗、へた、葉身表の葉脈、葉柄のい

ずれの部分にもとげが認められなかった、と報告して

いる。「とげなし紺美」のとげなし性については、笹川

ら幻が偲成栽培において調査し、果実のへた、葉、茎の

いずれの部分にもとげが認められなかった、と報告し

ている。 f試交05-3j のとげなレ性も場内試験及び現地

試験において安定して発現していたことから、 fFREIAJ

由来のとげなレ性は安定して発現すると思われる。

繋

今回育成した「試交05-3j は単為結果性ととげなし

性を併せ持つ品種である。

考

1 単為結果性

これまで国内で育成された単為結果性ナス品種は、

高知県育成の「はつゆめJ3)と野菜茶業研究所育成の fあ

のみのり j 4)である。「はつゆめj は、果実や葉が大き

くなること、節陪長が長くなること、また高温期に単

為結果性が不安定になること、イ足成栽埼に適すること

など、 f試交05-3j と類似点が多い品種である。「はつ

ゆめj、「試交05-3J ともに育種素材に fTalinaJ を用

いているため、類似点が多いと考えられる。

fTalinaJ の単為結果性は、 40
0
C以上の高祖条件下

で弱くなると野菜茶業研究所の吉田が報告しており 5)、
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なお、とげがないことによる作業性の向上について、

堀田らけは花抜き作業で14%、収穫作業で7%、選別箱詰

め作業で6%である、と報告している。「試交05-3j はと

げが発生しないことから、とげなし性を有しない現在

の主力品種に比べ、花抜きや収穫等の作業性向上が期

待できるとともに、麗用確保においても有利性がある

と思われる。

3 栽培管理の改善

「試交05-3j は、単為結果性及びとげなレ性の品種

特性を付与することができ、当初の育種目標は達成し

た。今後、普及拡大を進める上では、以下のような栽

培管理の改善を検討する必要があると考える。

「試交05-3j は、上物率、可販果率とも「千両j及

び「とげなし紺美j より高く、時期別可販果収量でも

価格の高い年内収量が「千両j より多く、収益性は高

いものと推察できるが、収量性を向上させることが、

今後の普及拡大には重要な諜題と考えられる。

育種素材として供試した fTalinaj は、岡本の主要

品種と比較して分枝性および着花数が少ないと、務藤

らが報告しているぺ fTalinaj 由来の「試交05-3j も

分技性が少ない傾向が見られ、これが総収量が少ない

要因のーっと考えられる。収量性を向上させるために

は、栽培期間を通して安定的に分校を発生させる肥培

管理の検討が必要で、ある。

果実品質においては、「試交05-3j は果皮のアントシ

アンが少ない傾向がみられた。 fとげなし紺美Jも果皮

のアントシアンが少ないと、恒川により報告されてい

ることから2にこの特性は、素材として用いたとげなし

性系統に由来していると考えられ、栽培面での改善が

不可欠である。「とげなし紺英j の果皮色の改善につい

ては、 )11嶋らが反射資材の有効性を報告しておりぺ「試

交05-3jでも同様の方法での改善が期待できるため今

後検討していきたい。

謝辞本品種の現地適応性試験に当たり、ご協力いた

だいた愛知県冬泰なす協議会及び担当農家各位に厚く

お礼申し上げます。
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表11 育成者及び従事月数

従事月数

育成者 H14 日15 H16 H17 日18 H19 H20 月数合計

矢部和賠 48 

山下文秋 24 

榊際政弘 戸田 3 

番 喜宏 12 

田中哲司 24 

久野哲志 36 

穴井尚子 15 
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