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先端黄由化症抵抗性キヌサヤエンドウ‘伊豆みどり'の育成とその特性

村上覚 *a.末松信彦

静岡県農林技術研究所伊豆農業研究センタ- 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取

Development of Edible Pod Pea ‘Izu Midori' with White Top Symptom-Resistance 

Satoru Murakami*a and Nobuhiko Suematsu 

Izu Agricultural Research Center， Shizuoka Pr，φctural Research Institute 01 Agl加 tltureand Forestry， Inatori. Higashii四"Shizuoka 413-0411 

Abstract 

‘Izu Midori' is a new autumnal edible pod pea variety (Pisum sativum L.) with resistance to white top disease caused by 

Pseudomonas， which occurs frequently in Izu peninsula. White top symptom resistance was in仕oducedin‘Azumino Sanjyuniti 
PMR'， which has with high heat tolerance. We then started to produce‘Izu Midori' by backcrossing‘Azumino Sa吋戸miti

PMR' with ‘Izu 1 Gou'. It is suggested that white top symptom resistance is dominant on the nuc1eus genome. After two 

backcrosses， this cultivar was selected. This cu1tivar shows a higher resistance to white top symptom than ‘Izu 1 Gou¥‘Izu 
Midori' was characterized by adequate plant heights， nodes， branches， first node position， as good as‘Izu 1 Gou'. In addition， 

this cu1tivar has the similar pod quality with ‘Izu 1 Gou'， and gives heavy yield as well. For these reasons， this cultivar is 

expected to b巴culturedwidely on tbe Izu peninsula. 
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緒言

静岡県東部の伊豆半島は海岸線を中心に温暖な気候条件

であり，東部地域の中でも特に伊豆地域として区別される

ことが多い 伊豆地域では，気象条件を活かして数多くの

特色ある品目が生産されている. このような特産作物の一

つ，キヌサヤエンドウは明治時代から栽培が始まったとさ

れている(竹樋， 1952;渡辺， 1961).伊豆地域におけるキ

ヌサヤエンドウ栽培の作型は， 8月上旬に播種し， 9月上旬

~11 月上旬まで収穫する秋採りと， 10月中旬に播種し， 3 

月中旬~5 月中旬まで収穫する春採りがある.このうち，

秋採りの作型は，高冷地と暖地の端境期にあたり他に競合

産地が少ないため，非常に収益性が高く，ブランド化され

ている. しかしながら，秋採りの作型では，盛夏期に播種

するため，強い耐暑性を持った品種でなければ対応できな

い(村田， 1976). このため，静岡県農林技術研究所では，

その前身である静岡県有用植物園時代から，耐暑性が強く，

9月から収穫可能な品種の育成に取り組んで来た.その結

果， 1971年に‘植選 8号， (村田， 1976)， 1982年に‘伊豆
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選 l号'をそれぞれ育成した.その後も，販売上有利な品

種の開発を続け，現在は 1990年に育成した‘伊豆 l号， (山

田ら， 1991)が伊豆地域の秋採りの作型における主力品種

となっている.

伊豆地域におけるキヌサヤエンドウ栽培の問題として，

先端黄白化症がある.この症状は 1981年に静岡県下田市で

初めて確認され， 1987年には東伊豆町で大発生し大きな問

題となった.先端黄白化症は，主枝および側枝の先端茎葉

が黄白化し，爽にも発生するため商品価値は著しく低下す

る(太田ら， 1997).加えて，発症後は生育も停止するため

収量も激減する.産地では 主に秋採りの作型で台風の通

過後に甚大に発生することが多く，その防除対策が大きな

問題となっている.

当初は茎葉の先端が黄白化する症状から，鉄欠乏による

生理障害と考えられていたが太田ら(1997) は病害の面

から再検討し，Pseudomonas属細菌の感染に起因して引き

起こされる症状であることを明らかにした.その後の研究

により，原因細菌はつる枯細菌病の病原である Pseudomo-

nas syringae pv. pisiの一系統であることが明らかにされた

(鈴木ら， 1998; Suzukiら， 2003). 太田らの調査(未発表)

では，伊豆地域で栽培されてきた耐暑性品種である‘植選

8号 ¥ ‘伊豆選 l号'および‘伊豆 l号'はいずれも先端

黄白化症に対して擢病性であったが，県外産地で栽培され

ている品種の中には抵抗性を持つ品種も存在する.しかし，
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抵抗性品種は，冷涼地などでの秩採り用品種であるため，

耐暑性の必要な伊豆地域の作型には適応できない.加えて，

防除に対して有効な登録薬剤も少ないことから，産地では

抵抗性を持つ品種の育成が強く要望されてきた

そこで，本研究では連続戻し交雑法を利用して， ‘伊豆 l

号'に先端黄白化症に対する抵抗性を導入した品種の育成

を試みた.その結果，先端黄白化症に対ーする抵抗性を備え，

秋採りの作型に適した系統が得られた.この系統は 2005年

の現地試験の結果，その実用性について確認されたので，

‘伊豆みどり'と命名し， 2006年 5月に品種登録出願し，

2009年 3月に品種登録された(登録番号 17784; http:// 

www.hinsyu.maff目go.jp/) (末松・村上， 2009). ここに，育

成経過と概要について報告する.

材料および方法

1. 先端黄由化症抵抗性品種の生育特性

太田ら(未発表)の調査において，先端黄白化症に抵抗

性が確認された 7品種， ‘豊成， (サカタのタネ)， ‘三十日

絹英， (タキイ種苗)， ‘日本絹爽頭豆， (トーホク)， ‘成駒

三十日， (タキイ種苗)， ‘あずみ野 30日絹爽 PMR' (サカ

タのタネ)， ‘電光三十日絹爽， (タキイ種苗)および‘震性

赤花絹莱， (タキイ種苗)を供試し，秋採りの作型での生育

特性について調査した.なお， ‘震性赤花絹爽'の抵抗性

は， ‘伊豆 l号'より強いが，中程度である.試験は農業試

験場南伊豆分場(南伊豆町上賀茂)で行った. 1998年 9月

11日に， うね幅は 130cm， 1条播きで 5cm間隔に播種し

た.基肥は成分量で窒素 (N) 1.6 kg • a一 リン酸 (P1U5)

3.0 kg • a-I，カリ CKzU)1.6 kg・a-Iを施肥した調査項目

は，開花開始日，開花時の草丈，第一着爽節位，花色，着

英数とし 5個体ずつ調査した.

2. 先端黄白化症抵抗性の遺伝分析

‘伊豆 l号'と‘あずみ野 30日絹英 PMR'を正逆交雑し

に対して 2回戻し交雑を行った. BC2 F] ~ BC2 F3までは，

草丈の高い株や爽色の薄い株を淘汰し，残った株に

1.8 x 108 ~ 3.6 x 106・mL一lの先端黄白症細菌を 2. と同様

の方法で接種し，発病した株を淘汰することを繰り返した.

BC} F3で選抜個体を系統へと展開し，以降は系統ごとに特

性調査と先端黄白化症抵抗性検定を実施した. BC2F)で現

地での試験を行った.

4. ‘伊豆みどり'の先端黄由化症に対する抵抗性

‘伊豆みどり'の先端黄白化症に対する抵抗性の検定に

は，催病性対照品種として‘伊豆 l号¥抵抗性対照品種と

して‘あずみ野 30日絹爽 PMR' を供試した. 2005年 7月

28日に，上記の品種を山土とパーク堆肥を 2:1に混合し

た土壌消毒済みの用土を充填したポットに l粒ずつ播種し

た.播種後 74日目の 10月 10日に，それぞれ 4.0x 107 • 

mL-1と4.0x 108 • mL-]に調製した先端黄白化症細菌を 2.

と同様に接種した.接種後 45日目の 11月 24日に外部病徴

を観察し，個体ごとに 3段階の発病評点 (0:無発病 0.5 : 

先端が黄化 1 :先端が白化)を用いて評価した. 1処理区

は 10個体とした.

5. ‘伊豆みどり'の生育特性

‘伊豆みどり' と対照品種として‘伊豆 l号'を供試し，

東伊豆町稲取と東伊豆町奈良本において現地試験を行っ

た. 2005年 7月 29日にうね幅は 100cmとし条播 きで

2cm間隔に播種した.基肥は窒素 (N)1.6 kg • a-I， リン

酸 (P2US) 3.0 kg • a-I，カリ (K2U) 1.6 kg • a-Iを，追肥は

9月中旬と 10月中旬に窒素 (N)0.3 kg • a-I，リン酸 (P2US)

0.3 kg・al，カリ (K2u) 1.6 kg • a一lを施肥した.試験規模

は l区につきうね長 3mとし， 2反復とした.播種後 46日

日の 9月 22日に，草丈，節数，分校数，第一着花節位を

20個体調査し 10月 18日に莱の長さ，幅，厚さ，へたの

長さ，重さ，緑色度を 20英ずつ調査した.また 9月 11

日~1O月 31 日まで 10 日ごとに， うね 1mあたりの収量

た F]14個体， F} 63個体， F]にさらに‘伊豆 l号'を交配 について調査した.

して得られた BC]F] 214個体に対し先端黄白化症細菌を

接種して，抵抗性を調査した.接種は発芽後 3~7 週間後

の主校伸長中に行った.先端黄白化症細菌Pseudomonas

syringae pv. pisiの懸潟液を，地際部から 10~ 20 cmの主枝

に，竹串を用い有傷接種した.懸潟液は， F]については

5.9 x 105・mL一 F2とBC]F]は2.3~ 3.8 x 106・mL-1vこ調

製した接種後 2週間以上経過した後，外部病徴を観察し，

抵抗性の有無を確認した.その結果から，先端黄白化症抵

抗性の遺伝分析を行った.

3. ‘伊豆みどり'の育成経過

先端黄白化症に抵抗性のある 7品種，‘豊成‘三十日絹

英¥‘日本絹衰弱豆‘震性赤花絹莱¥‘成駒三十日‘あ

ずみ野 30日絹莱 PMR¥ ‘電光三十日絹爽'および‘伊豆

l号'の聞で、それぞれ正逆交雑を行い， F]を得た 先端黄

白化症抵抗性以外の形質を‘伊豆 l号'と同等にするため，

‘伊豆 l号'を花粉親としてそれぞれの交配で得られた F]

結果

1. 先端黄由化症抵抗性品種の生育特性

先端黄白化症抵抗性品種の生育特性を第 l表に示した.

供試した 7品種では，開花開始日，開花時の草丈，第一着

爽節位，着英数で、それぞれ差が確認された.この中では，

‘あずみ野 30日絹莱 PMR' と‘雷光三十日絹莱'は開花開

始日が早く，開花時の草丈および第一着英節位についても

他の品種に比べて低かった.着爽数については，‘あずみ野

30日絹爽 PMR'が供試品種中で最も多く， ‘伊豆 l号'と

同程度と判断された.

2. 先端黄由化症抵抗性の遺伝分析

‘伊豆 l号'と‘あずみ野 30日絹爽 PMR' との正逆交雑

の結果得られた F]の先端黄白化症に対する抵抗性をみる

と，すべての個体で抵抗性を示していた(第 2表).このこ

とから，先端黄白化症抵抗性は優性の核遺伝子支配の形質
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交配母本候補系統の特性第 1表

豊成

三十日絹爽
日本絹爽碗豆
媛性赤花絹爽
成駒三十日
あずみ野 30日絹爽 PMR
電光三十日絹爽
伊豆 l号

z観察による調査播種目は 9/11

Y異なるアルファベットはTukeyの多重検定により 5%水準で有意差あり (n=5) 
x達観による調査 ×ほとんど見られずムやや見られる O多い 。非常に多い

系統

11116 

10/8 

1114 

1114 

10/10 

10/6 

10/8 

10/26 

着爽数x

× 

ム
ム
β 

ム~O。
O 
O 

花色

赤
白
白
赤
白
白
白
白

第一着爽節位

26.0a 

38.4d 

22.0ab 

20.2bc 

10.0d 

38.0d 

38.4d 

17.0c 

開花時の草丈 (cm)

102.5bY 

45.0e 

142.6a 

82.6c 

45.0e 

43.4e 

40.6e 

68.8d 

開花開始日 z

FI' F2' BC1 FIにおける先端黄白化症に対する抵抗性第 2表

p値χ2値期待値権病株数無発病株数交配z世代

1:0 

1:0 

。。7 
7 

1 x A 

A x 1 
FI 

0.018 

0.441 

5.63 

0.59 

3:1 

3:1 
3 
7 

34 

29 

1 x A 

A x 1 
F2 

p <0.001 

p < 0.001 

28.37 

113.20 

1: 1 
1・1

23 

9 

76 

138 
(I x A) x 1 

(AxI) xI 
BC1F1 

自殖と選抜

| BC2Fj 卜---1 BC2F7('伊豆5号')1

z 1は‘伊豆 l号， Aは‘あずみ野 30日絹爽PMR'

平成17年平成13年平成12年平成11年平成10年

の育成経過

行して，爽色，生育，収量性および先端黄白化症に対する

抵抗性について調査を行なった後， BC2 F6から 1系統を選

抜した. 2005年 6月，自殖を行ない， BC2F7を得た.同年

11月，現地試験と平行して，先端黄白化症に対する抵抗性

について改めて調査し，有望性が確認されたことから，公

募により品種名を‘伊豆みどり'と命名し，育成を完了した.

4. ‘伊豆みどり'先端黄由化症に対する抵抗性

接種試験の結果を第 3表に示した.‘伊豆 1号'は細菌を

接種した大部分の個体で，生長点先端が黄変または白化し

‘伊豆みどり'

接種試験の結果(発病評点)Z 

菌の接種濃度(mL-1
)

4.0 x 107 4.0 x 108 
供試品種

伊豆みどり
あずみ野 30日絹爽PMR
伊豆 1号

z発病評点は 3段階評価(病徴なし :0

先端が白化:1.0) の平均から算出した
Y異なるアルファベットは Tukeyの多重比較により 5%水準

で有意差あり (n= 10) 

先端が黄変:0.5 

第 3表

0.05a 

O.OOa 
0.90b 

O.OOaY 

O.OOa 
0.85b 

であることが明らかとなった.また， F2とBC1F1では抵抗

性を示した個体と発病した個体が現れたが因子の優性

遺伝と仮定した検定では適合せず，分離比は明確で、はな

かった(第 2表). 

3. ‘伊豆みどり'の育成経過

最終的に選抜された‘伊豆みどり'は，種子親を‘あず

み野 30日絹爽 PMR'，花粉親を‘伊豆 l号'とした FIに，

さらに‘伊豆 l号'を花粉親としてさらに 2回戻し交雑を

行った後代から得られた.

‘伊豆みどり'の育成経過を第 l図に示した. 1998年 10

月， ‘伊豆 I号'に‘あずみ野 30日絹爽 PMR' を交配し，

FI個体を得た. 1999年 10月， Fl個体に‘伊豆 l号'を戻

し交雑し， BC1F1 を得た• 2000年 10月，先端黄白症細菌

を接種後，抵抗性が確認された BC1F1に再度‘伊豆 l号'

を戻し交雑し，BC2F1を得た.2001年の BC2F1から 2003

年の BC2F3まで，草丈が低く，爽色の濃い，先端黄白化症

に対する抵抗性を有する個体の選抜を繰り返した• BC2 F3 

で選抜個体を系統へと展開し， BC2F4について 2004年 6月

に自殖を行ない BC2F5を得た.同年 10月，現地試験と平

第 1図
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第4図 ‘伊豆みど り'と ‘伊豆 l号'の爽

(左， ‘伊豆みどり' 右;‘伊豆 l号， ) 

第2図 接種試験により先端黄白化症が発病した‘伊豆 l号' 症が発生したが，‘伊豆 l号'はほとんどの個体で病徴が確

認されたのに対し，BC2 F6では発病がほ とんど見られな

~ー----一二三 かった(第 3図)• 

第 3図 露地条件下における BC2F6の先端黄白化症に対する

抵抗性

左図は2005年4月 18日， 右図は2005年 5月22日に撮影

(左うね ，‘伊豆 l号'右うね ，‘伊豆みどり， ) 

た (第 2図) ‘伊豆みどり 'では l個体のみ黄変した個体

が確認された. ‘あずみ野 30日絹英 PMR'ではすべての個

体で抵抗性が確認された.

また，自殖を行った 2005年 6月に栽培ほ場で先端黄白化

5. ‘伊豆みどり'の生育特性

‘伊豆みどり'の播種後 46日目における生育状況を第 4

表に示した.草丈， 節数，分校数および第一着爽節位のい

ずれも ‘伊豆 l号' と有意な差は認められなかった.‘伊豆

みどり'の爽の性質を第 5表と第 4図に示した.長さ，幅，

へた長，厚さ，重さおよび緑色度のいずれも‘伊豆 l号'

と有意な差は認められなかった ‘伊豆みどり 'のうね 1m

あた りの時期別収量をみると， ‘伊豆みどり ¥ ‘伊豆 l号'

ともに， 9月の中旬から収穫が始まり ，10月の下旬に終了

した時期別および総収量のいずれにおいても 同等であっ

た (第 6表)

考察

Suzuki・Takikawa(2003)は，我が国のPseudomonassyringae 

pV. plSlには病徴および細菌学的性状が異なる 3つの菌群

(A・B.C)が存在することを報告している Pseudomonas 

syringae pv. pisiには 7つの レースが知られており，和歌山

県ではレース 2により，つる枯細菌病が発生することが報告

されている (増田・ 西山， 2001).先端黄白化症細菌はレー

第4表 現地試験におけるは種後 46日自の‘伊豆みどり'および ‘伊豆 l号'の生育状況

試験地 品種 草丈 (cm) 節数 分校数 第一着爽節位

伊豆みどり 60.7 18.6 0.2 14.3 

東伊豆町稲取 伊豆 l号 61.3 19.2 0.6 14.4 

有意差 Z n.s. n.s. n.s. n.s. 

伊豆みどり 66.4 20.0 0.5 15.5 

東伊豆町奈良木 伊豆 l号 65.3 20.0 0.6 15.3 

有意差 n.s. n.s n.s. n.s. 

Z n.sはt検定により有意差がないことを示す (n= 20) 
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第5表 ‘伊豆みどり'および‘伊豆 l号'における爽の形質

品種 長さ (cm) へた長 (cm) 厚さ (mm) 重さ (g)

伊豆みどり 7.7 1.8 1.9 2.3 
伊豆 1号 7.8 1.7 1.9 2.5 

有意差z n.s. n.s. n.s. n.s. 

伊豆みどり 7.7 1.6 1.9 2.1 
伊豆 l号 7.6 1.6 1.7 2.1 

有意差 n.s. n.s. n.s. n.s. 

試験地

東伊豆町稲取

東伊豆町奈良本

407 

色一

M

M

爽一

2

Z

n.s. 

27.4 

26.9 

n.s. 

Z n.s.はt検定により有意差がないことを示す (n= 20) 

YMIトrOLTA色彩色差計 CR-200による b値値が小さいほど緑色が濃い

第6表 現地試験における‘伊豆みどり'および‘伊豆 1号'のうね 1mあたりの時期別および総収量 (g)

収穫時期
試験地 品種名 総収量

9/11 ~20 9/21 ~ 30 10/1 ~ 10 10/11 ~ 20 10/21 ~ 31 

伊豆みどり 98 283 453 192 205 1，232 

東伊豆町稲取 伊豆 l号 102 335 375 175 223 1，210 

有意差z n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

伊豆みどり 130 248 138 157 253 927 

東伊豆町奈良本伊豆 l号 127 315 150 157 310 1，058 

有意差 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Z n.s.はt検定により有意差がないことを示す (n=2)

ス 7に類似した系統であるものの，わずかに差異があるこ

とが明らかにされている(鈴木ら， 2003).先端黄白化症は

伊豆地域以外では発生が報告されていない.今までに伊豆

地域で栽培されてきた‘植選 8号¥ ‘伊豆選 l号'および

現在の主力品種である‘伊豆 l号'はいずれも擢病性であ

る. ‘伊豆選 l号'は‘植選 8号'を種子親として， ‘伊豆

l号'は‘伊豆選 1号'を種子親として育成された(山田

ら， 1991).‘伊豆 l号'の先端黄白化症に対する擢病性は，

これら種子親に起因する可能性が考えられる. これら先端

黄白化症に対して躍病性である品種・系統が長い間栽培さ

れてきたこと，夏播きでの作型の後半が先端黄白化症の発

病に適した気温で、あったことが，先端黄白化症の伊豆地域

でのみ発生がみられることと関連していると思われる.

先端黄白化症抵抗性の遺伝様式を検討した結果，優性の

核遺伝子であることが明らかとなった.従って，擢病性の

‘伊豆 l号'を種子親，花粉親のいずれに用いても抵抗性が

導入出来ることが明らかとなった.分離比については， F2 

とBC1F1を用いて l因子の優性遺伝と仮定した検定を行っ

たが適合せず，明確ではなかった(第2表).このため， 1因

子以上の関与が示唆されたが不明な点があり，今後の検討

課題となった. しかしながら，栽培上問題とならない程度

の抵抗性を有する‘伊豆みどり'を育種できたことで，産

地における一定の評価は得られたと考えられた

先端黄白化症に抵抗性を示し，耐暑性，英の品質，収量

性，早晩性が‘伊豆 l号' と同等な系統を選抜した結果，

‘伊豆 l号'と‘あずみ野 30日絹爽 PMR' との組合せから

‘伊豆みどり'が選抜された.これは，育種素材とした 7品

種の中で，‘あずみ野 30日絹英 PMR'は比較的秋採りでの

作型に適していたことが関連していると考えられた.

‘伊豆みどり'の先端黄白化症に対する抵抗性をみると，

接種試験において一部発病が確認された個体がみられたも

のの概ね抵抗性が確認された(第 3表).さらに， BC2 F6に

おける栽培ほ場での抵抗性をみると，‘伊立 l号'と比較し

て明らかな抵抗性を示した(第3図).このことから，抵抗

性品種である‘あずみ野 30日絹爽 PMR' との交配により，

先端黄白化症に対する抵抗性が導入出来たと考えられた.

‘伊豆みどり'の育成では，先端黄白化症抵抗性以外の形

質を‘伊豆 l号'と同等にし，耐暑性を保持させるため，戻

し交雑の親は‘伊豆 1号'とした.その結果，育成した‘伊

豆みどり'は生育特性，爽の品質，収量性，早晩性において

は‘伊豆 1号'と有意な差はなく，実用化に問題ないことが

確認された(第 4，5， 6表).このことから，育成手法とし

て用いた連続戻し交雑法は適切であったと考えられた.

以上のことから，育成した‘伊豆みどり'は先端黄白化

症に対して実用的な抵抗性を持ち，爽の品質，収量性，早

晩性についても ‘伊豆 l号' とほぼ同等であることが明ら

かになった.このため，‘伊豆みどり'は伊豆地域の秋採り

栽培において普及することが期待される.

摘要

伊豆地域の秋採りキヌサヤエンドウにおいて重要病害で

ある先端黄白化症に対して抵抗性を持つ‘伊豆みどり'を
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育成した.先端黄白化症に対する抵抗性は，耐暑性を有す

る‘あずみ野 30日絹爽 PMR' から導入した.先端黄白化

症抵抗性は，優性の核遺伝子によって支配される形質で

あった. ‘伊豆みどり'は， ‘あずみ野 30日絹爽 PMR' に

伊豆地域で広く栽培されている‘伊豆 l号'を交配した Fj

に対し，さらに‘伊豆 l号'を 2回戻し交雑することによ

り育成した.‘伊豆みどり'は，先端黄白化症に対して高度

な抵抗性を持っていた. ‘伊豆みどり'の草丈，節数，分校

数，第一着英節{立はいずれも ‘伊豆 l号' と有意な差はな

く，生育特性は同等であった.爽については，長さ，幅，

へた長，厚さ，重さ，縁色度のいずれも ‘伊豆 l号'と有

意な差はなく，品質は同等であった 収量，早晩性につい

ても‘伊豆 l号'と同等であった.以上のことから， ‘伊豆

みどり'は先端黄白化症抵抗性以外の実用形質は‘伊豆 l

号'と同等であることが確認された.このため，‘伊豆みど

り'は伊豆地域の秋採り栽培において普及することが期待

される.
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