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果実光沢が優れる‘きゅうり中間母本農 6号'の育成とその特性

坂田好輝a，;:・杉山充啓 ・吉岡洋輔・小原隆由・吹野伸子・

森下昌三 b・下村晃一郎・小鳥|昭夫・野口裕司

野菜茶業研究所 514-2392 津i!i安濃IIlr草':L360 

Dcvelopment of a Glossy-fruit-bearing Cucumber (CllcllmIS salIvlls L.)，‘Kyuri Chukanbohon Nou 6 Go' 

Yoshiteru Sakataaぺ恥1itsuhiroSugiyama， Yosuke Yoshioka， Takayoshi Ohara， Nobuko Fukino， 

Masami Morishitab， Koichiro Shimomura， Akio Kojima and Yuji Noguchi 

八!AROInSlilllle 01民gelobleond Teo Sciel1ce.ノ1110.乃11，Mie 514-2392 

Absiract 

‘Kyllri Chllkanbohon Nou 6 Go¥a ncw typc 01' cllClll11bcr (CIIClIlI7is sarivIIs L.) which bcars glossy frllils and has a glabrolls 

trail， was brcd li'om thc glabrollS accession NCG90 by rour limes 01' slIccessive backcrossing with‘SlIisci Fushin日ri'as a recllrrent 

parent.‘Kyuri Chllkanbohon NOll 6 Go' has a bloomlcss lrait which makes frllits glossy. The frllit has a smoolh sllrface withollt 

warts and sp川 cs.The taste is relalivcly lavorable wilh no bitterness. Frllits are borne on lhc main slem and lalcral branchcs 

They are relalively thicker in shape lhan thosc 01' common .Iapanese cllllivars. The color ol'lhe frllit skin is lIniformly grccn and 

tlln1S grccnislトycllolVon matllration. There are no hairs on leaves and stems. The glossy (bloomless) and glabrolls traits seem to 

be due [0 pleiotropy， and are thollght [0 bc controlled by a single recessive gene. This cllltivar is日lIsefulmaterial for glossy 

白lIitappcarance (bloomless) cllcllmber brecding. Moreover， dlle to its wartless and spineless traits， it also has a potential 1'01・

hygicnic cllclllllber breeding. 

Key Words : bloomless， brceding， glabrolls， hairless， spincless 

キーワード ブソレームレス，育種 1!\f，毛~!lf，毛件， トゲなし

患者 言

わがI'El で .!.1 :JJh されるキ ュ ウリ五R~は光沢がある 光沢の

良さは果覧表面に白粉 ( フ'ルーム ) がないこ とに EI] ~択する

フeルームのない(ブルームレス)キ品ウリ果実は， ブノルレ一

ムレス台木(ケイ酸を1吸汲い上げない料多斜殊"、なカボチヤJ品日

にj接芸ぎ?オ木木ドt-:することで生E産itされている' しかし， ブルームレ

ス台木を利)fJした場合，組1)1病や うどんこ 病に催病しやす

くなるデメリットがある(狭間ら， 1993; Sakataら， 2006)ー

もし完全にフ守ルームレスド|ーのn*型キュウリを開発する

こ と ができれば，台木の種煩をI1~Jわず，光沢のあるキ ュ ウ

リの生肢が可能になる.すなわち，かつて汎mされた，生

産けの高いザ ッシ ュカボチャ ‘新土佐'や低市，utJ:Jのイ上11長信lo

に[量れるグロダネカボチャを台木とするさ1:.産を行 うこと

が， T'fび可能になる さらに，台木種子およびJ五ぎ木に要

するコストが不安な白線栽培においても光沢の優れるプ
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ノレームレス果実が生成可能であり ， q~i ~こ土披納得の恐れの

ない長絞殺lffでのJJJHHJもJlJj待される.

そこで，野菜*業側究所では，アメリカ NorthCarolina州

立大学から導入したブルー ムレ ス性で¥ 無毛性遺伝子 (g!)

を有するキュウリ NCG90 CRobinson・Mishanec，1964) を

育稀素材として，わが同のハウスキュウリ ‘翠星~îi}!Y.:' を

連続皮 し交事ifすることにより，巣笑光沢に優れるブ、ルーム

レスド|キュウリ!日l種を育成することとした.

品種の育成過程において，素材の NCG90に比べて果実

)[~質や収量性が大相に |向上し，比!11交自 J実用性を官iii えている

と忠われるブ‘ルームレス系統が得られたことから，キュウ

リ久安 2号の地方系統需J号を付 与し， 2007・2008年度の系

統適応性検定試験放ひ7こ特性検定試験に供した.そのがi架，

本系統の収量性は計l販の F，品種に比べて低いものの，安定

したブルームレス性を有すること，果実品質がわが国の

キュウリ品種並みに優れることなどが確認された.また，

ブ、ノレームレ スド|は後代に遺伝することから，早期に公開し，

育都素材としてlムく利市HJされることが望ましいと考え，

‘きゅうり中間/fj:本農 6号' と命名し，2011年 4月に品種

登録出願した(出版番号第 25785号) ここに，育成経過と

特性の概要を報告する
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1.育成経過

1)育成場所

材料および方法

1999年に野菜・茶業試験場久憎米支場(福岡県久留米dJ)

において，フツレームレス性キ ュウリ の育成を開始した 2002

11 からは肝菜f1~業研究所 (三重県 rl':rl'i ) において，育成を

継がLした

2)供試品種

プノレームレス性で イボ ・トゲなし 1w，毛性の NCG90 

(第 1IZJ)を育都素材とし， 1-1木の代表的ハウスキ A ウリ 131 第1図 ブルームレス I~I二育種素材 NCG90 の果実([':1線は5CIll) 

称の却却節/JJ( (久WI/K:J;f(:f'重育成会)を戻し火統制とし

たなお¥NCG90は NorthCaro1ina )十1¥工大学の ToddWehnel 

教授から分T}JQを受けた

3)栽培

「陶芸 lj'~j :J (グレハ)と 「らくさく (ウリ lIHJ)J (みか

ど協和)を等旦混千干した問地を詰めた 9C111ポリポッ ト，あ

るいは 72穴セ ル トレイにJili符して， 存在1した ブルームレ

スゼ1:. (災際の選抜は民間子柴やlH; ilill l の~!lf，毛ドu で選抜した

1'1'1を，ガラス蹴主ある L、f;l:.ビニールハウス内で，地味松前

あるいは 24じmポリポッ トをFfJ~、て針;~X指した.

4)後代検定付き連続戻し交雑

フツレームは，栄史表市iのトリコーム (毛状突起)から析

LUする多f1Jf類 ・ケ イ階物質がijIl:¥"、て栄3J表IllIに11，がったも

のであり (Fujieda，2006)， トリコ ームがない1!lf，毛主|キ ι ウ

リでは. IJfUm的にブノレームレスド|ことなると想定される す

なわち，ブル一ムレス{ド性ぜ

そこでブ‘ル一ムレス性の指楳として， 1!正毛11\:. をHJ ~ 、ること

とした. また 1!lf，毛 1~1 (g/) は単閃子劣n形質で、あること

がすでに報告されていたことから (Robinson・Mishanec，

1964) ，フごルームレスド|ーも iì~ 凶子劣性と悲~!定し，速やかなiTl

組育成のため，後代検定イ、Jきの連続戻し交雑育程i去をmい

た s，F，およ び B2F2世代における後代検定では，展IJHした

子主および}[fiMIの毛じを制祭 Lt.::. 後代において，毛じの

ない，すなわちブルームレス性と坦;!定される{同体が分断す

るs，F，:およ び s2F，例外;を無毛性に関してヘテロな倒体と

判断し，それらと‘翠皐節目立'を民 し交綿して得た B2F，お

よび B3F，-111代を選抜対象とした，

5)選抜・固定

フソレームレス性 (実際、の選抜は無毛性)および来実形質

(果形， 5f~皮色など) による選妓と白殖を繰 り返して遺伝的

に|主l定を図り， ‘きゅうり中間母ヌドー農 6号'を育成した (第

2区1). 

2. 特性評価および収量性評価

‘きゅうり中間母本農 6号'の特性を評価するため， 2006 

~ 2010 年に 6作(抑制作型 4巨1，半促成作型 :2回)栽

士官した イボなしでブルーム有りの‘フリ ーダムハウス 2

1999iド 2000!f 200lW 2001;11'- 20101r 

淑耳i節J&-，

判明II1Xi トーIl}'，-…‘--~. R;l，'1 ---_. I ~ ， I I :H 

P担Jj}. mj 1J~ --， トーー1l，1、，-' きゅう'}iJ'Inm本的1)}~-

~~)í\ 自;1，)1-， 卜ー BtF，-1 (:r;z.抑久't;2~}) 

I¥CG90.-J 

第2図 ‘き ゅうり l十'IMlsJ木段 6Jr}' の育成系統|玄|

第 3図 ‘きゅうり rl'fm I寺本農 6 号果実 ( 1~1線は 5 CI1l) 

号一， (サカタのタネ)，戻し交雑親の‘翠星節成'および育 第4図 ‘きゅうり中間母ヨ!>:農 6号， (左)と‘翠星節成. (右)

稜親の NCG90を比較のため供試した 白線栽培あるいは の果実表面
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新二¥:.(;占'台木を用いた接ぎ木紋上告とした rl京l芸i音土Jと

「ら くさく(ウリ利JJ-J)J を~~1Jt混合したi青地を詰めた 9cm

ポリポット，あるいは 72穴セノレ トレイ に橋種して，育liiし

た最低孜温を 150Cに保ったビニールハウスあるいはガ

ラス1EL室に畝幅 130~ 150 cm，株間 37...... 45 cmとし，1 条

植えで定締 し た施肥は，N-P10j-K]Oそれぞれ1.5-1.5

1.5 kg • a'¥ とした(土様分析の結果，尚 ECの;場合は無施

JJ~ と した) 試験規模は 5~6 個体 2 反復とした 11奇心栽l惑

とし，一次側校は第 1Eifjで1商心した

特性評価は，捕物!1i:(i~資源特性~;li (ITrr7 ニ ュアル第 4 分冊

野菜類 「きゅうり J(農林水産省農業生物資源研究所，1992) 

に則って実施した.

‘きゅうり l中間母ヌ判長 6号'の収量性評価は，上記の栽培

の中の 2{'f (2007年半促成作製および 2008年抑制作担)で

行ったー

3 ブルームレス性(無毛性の多面発現)の遺伝解析

ブルームレスigは 1!lf，毛性の多而発現と想定されること

から， ブ‘ルームレス性の指標には1!1[，毛性を用いて遺伝wr析

を行っ た また，組合せと して， ‘きゅう り仁|二'IMj/辻本農 6

号'そのものをJl'Jいたブルームレス性(無毛性)の遺伝解

析の笑施が望ましいが，すでに Robinson'Mishanec (1964) 

によりNCG90の無毛性は単因子劣性であることが報告さ

れていたこ とから， ii在認のための解析とし，無毛系統と し

てNCG90，あるL、は NCG90 El:1Ji(のM，毛性を有する系統

を. また，生l毛のコ話通liil種・系統として ‘翠~TJ.節成' とう

どんこ病抵抗性‘きゅうり中11司舟木炭 5号，(炭研機購野菜

茶業研究所)のyi!i妹系統を供試し，分断111:代を作出した.

BCP¥世代と BCP1!lJ:代の解析は 2000"T. ~こ F11止代の解析

は2006"lにそれぞれ行った

4.特性検定試験

‘きゅうり 中11円母木炭 6号'果実のブルームレス性， 茎葉

の無毛i~1・， 果実のイ ボや トゲなし性の安定性 (2007 ・ 2008

年)，さらに果実の日持ち性 (2008年)を手JifiUiするため，群

馬県炭業技術センターおよび愛知県農業総合試験場におい

て自恨栽情による特性検定試験を行った対照、1171極には，

V リーダム ハウス 2号¥ ‘翠 ~IJ.ilfj JiX:' ， さらに検定地の参

考品種を供試した

群馬県農業技術センターでは， 2007年 4月 261二lおよび

2008年 5月 12日にフ ィルムハウスにII伏l版 160cm，株間 45

...... 50 cmとして l条被えで定析した.試験規模(18 1\i'~体 2

反復とした また， 愛知県農業総合試験場では， 2008年 3

月18日にガラス温室に畝幅 150cm，株間 55cmとして l

条植えで定植した 試験規模は 5個体 3反復とした

果実のブルーム， 茎業の毛じ，果笑のイボやトゲは， 目

視によ る観察で評価した 呆笑の FI持ち附:は，群馬県では

つや， しなび，食感，食l床の項同ごとに評価し，愛知県で

は総合的に評価した

5. 系統適応性検定試験

‘きゅ うり 中間母本農 6号'の全国の気候・栽培条件での

適応:性をゆ]らかにするため，神奈川県農業技術センター，

熊本県農業似究センターおよび愛知県農業総合試験場 (4守

性検定と兼ねる)において，系統適応検定試験を行った

標準品種として ‘フリーダムハウス 2号'および ‘恕星節

成¥さらに検定地の参考117l種を供試した

神奈川県農業技術センターでは， 2007 "=1こ2月 5円および

2008年 3月 12円にガラ λ楓'主主に畝l隔 180cm，株間 45~ 

50 cmとして l条楠えで定植した 試験規模(.土 6~8 個体

2~3 反復とし，摘心栽培した 2007年はフツレームレス台

木‘ひかりノぞワ-G' (ときわ研究場)を， 2008年は新土

佐系の冨E火， (久留米j泉種育成会)を，それぞれ台木とし

て使mした.熊本県農業研究センタ ーでは， 2007年 4月 14

口および2008年5月 15日に どニールハウスにii削1Ti¥200cm， 

株r~J 50 cm とし て l 条備えで定摘した. 試験規模は 5~ 7

1団体で 2反復とし，摘心栽培した 2007年はブルームレス

台木 ‘NEWスーパー雲竜， (久間米原種育成会)，2008年

はフツレームレス台木の '11屯， (久留米原種育成会)を台木

として利用した また，愛知県民業総合試験場の松精条件

は特性検定試験の唄で記した

収量ド|二の他 lfI勢，節|品J:長，-4!-1ぬ1'1，itlll校の発生，節jえ

り姐:， i:ì ~. ~お結果;性，果実のブルーム，茎葉の毛じなどにつ

し、て評価した

結 果

1.植物体特性

‘きゅうり '.1'問 ff):本 1~6 号'のよ車姿は普通で， ~!JJ<限伸長性

を示した(第 l表).茅;~には毛じがなかった.標準品種の

‘フリー夕、ムハウス 2 号'や戻し交~~fJJ\!の ‘ ~j ~.n.r!i成'に比

べ，有志差は認められなかったが，飾的j長は短く ，業lま小

さい傾向を示した.集色は緑で，生J虫障筈様のかすり状斑

点が発λJ:.しやすかった 側校の発~I・はやや低率で，イq\長 も

抑制ぎみであった

‘きゅうり '1'1品H寺本農 6号'は混性utit花型であるが，雌花

性が詩'Jl、ため全雌性を示すことも多かった ‘フリーグムハ

ウス 2 号' や‘系i主!節 Þ.X:' と同様に， 主i~ 為結果的こを有する

しかし，革勢が~~Jいときには流れ果となり易かった.果実

は， ニt校および側校に着生した

2. 果実特性

‘きゅうり "1"l~lJほ本農 6 号'の来笑は門筒形でフリ ー

ダムハウス 2号'に比べてやや短く，果形としてはやや太

めであった(第 2表，第 3図) 巣皮は緑色でフ勺レームはな

く，表面のイポ，トゲも全くなかった (第 4図) 宋;肉のj字

さは中程度であった 巣突に苦みは感じられず，食味は良

好であった.果肉は‘フ リー ダムハウス 2号' より硬く ，

果j支は中科度であった熟果は14緑色で，ネットは認めら

れなかった ブルームレλ 素材の NCG90に比べ，果形は

細長くなり，巣j支の緑が濃く，斑紋がなくなり，また.食

l床は向!こした
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第 T表 ‘きゅうり中間母本農 6~号'の植物体特性

品種名 草姿
茎業の 節間長 業柄長 業情

毛じ (cm) (CI1l) (CI1l) 

きゅうり中間母本農6号 普通 無 9.1 a三 19.2 a 25.0 a 
フリータムハウス 2号 普通 有 10.2 a 25.3 a 27.7 a 

翠星節成 普通 有 10.0 a 21.4 a 29.0 a 

データは， 2006 ~ 2010年までの 6作の平均

z同一列内の異なる文字聞で有意差があることを示す:Tukey多重検定 (p<O‘05)

第 1表 ‘きゅうり中間母コt>:農 6号'の織物体特性(続き)

品種名
側校数 側校節問長

多花性 性表現
(本/10節) (CI1l) 

きゅうり中間母本農6号 6.4 b 13.4 b l花 混性雌性型
フリーダムハウス 2号 9.9 a 19.1 a 11't 混性型
翠星節成 9.2 a 14.4 ab l花 雌性型

第2表 ‘きゅうり中間母本農 6号'の果実特性

品種名 果j拶
果重ヌ 果長 y 果f平z

(g) (cm) (cm) 

きゅうり中間5-):本農 6号 円筒 103.6 a' 18.7 b 2.8 b 
フリーダムハウス 2号 円筒 106.0 a 20.8 a 2.7 bc 

翠星節成 円筒 102.4 a 2 J.3 a 2.6 c 

NCG 90 円筒 104.8 a 14.6 c 3.2 a 

データは， 2006 ~ 2010 年までの 6 作の平均 (NCG 90は2006年の 2作だけ)

z 交配 7~8 日後の未熟果 》果1r~比=来;長/果径

X 同一列内の異なる文字:問で有志、2さがあることを示す Tukey多重被定 (ρ<0.05) 

第 2表 ‘きゅうり中間母本農 6号'の果実特性 (続き)

品種名 巣皮のァツレーム イボの密度 イボの大きさ トゲのったさ

きゅうり中間母本農 6号 ~lf< (無)v (無)、

フリーダムハウス 2号 有 (無) 微

翠星節成 有 「ド 中 中

NCG 90 知E 生百 (無) (1:県)

、、果肉比=(2 x果肉厚)/ (果{iE) "括弧はイボ・トゲ自体が無い

第2表 ‘きゅうり中間母本農 6サ.の果実特性(続き)

品種名 果肉の苦み 食味 果肉のl演さ 果皮の使さ

きゅうり中間母本農 6号 11¥1、 良 やや陵 じい

フリーダムハウス 2号 1pJ; 良 やや軟 中

翠星節成 無 良 やや硬 中

NCG 90 無(渋)" 不良 軟 中

u 7.史1朱ガ、認められる

紫色
かすり状

斑点発生

緑 有
やや淡緑 1挺

緑 無

単為結果性 着泉習性

中 主校・側校型

品1 主校・ 1f!1J:t支型
尚 主枝・側枝型

果形比Y :\f~皮の色
*J:主の
模街:

6.6 b 緑 4m: 

7.8 a 緑 4眠

8.1 a 緑 知E

4.5 c やや淡緑 有

トゲの色 果肉の厚さ 果肉比、、I

(無)v 中 0.49a 

無色 やや厚 0.52 a 

無色 中 0.48a 

(無) やや薄 0.42 b 

熟果の色 熟果のネ γ 卜

黄緑色 直正

黄緑色 無
黄緑色 m 
黄緑色 わずか

3. 収量性

2007年早熟栽培(白根)における‘きゅうり中間母木農

6号'の収量は，標準品種の‘フリーダムハウス 2号'の

54%，‘翠星節成'の 59%と少なかった(第 3表)しかし

ァツレームレス性の育種素材 NCG90に比べ， 197%と収量は

倍増した.

あったが，接ぎ木時においても標準品種との相対収量が少

なかったことから，‘きゅうり中間母本農 6号'の収量性は

低いと判断された.

2008年の抑制栽培(‘新土佐'台フド;接ぎ木)における収

量は， ‘フリーダムハウス 2号'の 76%， ，翠星節成'の 75

%であり，早熟栽培(白線)と同様に少なかった(第 3表)• 

収量の少なさは無毛性キュウリの根系に起因する可能性も

4. ブルームレス性(無毛性の多面発現)の遺伝解析

無毛性をブ‘ルームレス性の指標として遺伝解析を行っ

た，その結果， NCG 90に由来する無毛性は後代に遺伝し，

後代の分離比から遺伝様式は単因子劣性であると推定され

(第 4表)，ブルームレス役も単因子劣性と推定される

なお，‘きゅうり中間母木農 6号'の脊成過程において分

離した無毛性個体では， フマルームだけでなくイボやトゲも
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第3表 ‘きゅうり中間母*農 6号'の収穫開始から 2週間ごとの収量および総収量

年度.i'F型・接ぎ木/白根
1~2 週 3~4 週 5~6 週 7~8 週 総収量

品種名 (kg/個体・ 2週間) (kg/個体)相対比 AZ 相対比 Bl 相対比c

2007年・早熟栽培・白根
きゅうり中間母本農6号 0.41 1.03 1.13 1.16 3.73 54 59 197 

フリーダムハ ウス 2号 1.15 2.00 1.89 1.84 6.88 100 110 312 

翠星節成 0.62 1.92 1.76 1.97 6.27 91 100 334 

NCG90 0.24 0.62 0.40 0.59 1.85 27 27 100 

2008年・抑制栽培・接ぎ木
きゅうり中間母本農6号 0.03 0.50 1.07 0.67 2.27 76 75 nt 

フリーダムハ ウス 2号 0.79 1.01 0.81 0.38 2.99 100 99 nt 

翠星節成 0.41 0.80 1.04 0.77 3.03 101 100 nt 

Z ‘フリーダムハウス 2号'の収量を 100としたときの相対値

、翠星節成'の収量を 100としたときの相対値

"NCG90の収量を 100としたときの相対値

nt 供試せず

組合せ

第4表 無毛キュウリと普通(有毛)キュウリの交雑後代における無毛個体の分離

合計

BCP， : (NCG 90 無毛 x翠星節成)x NCG 90 

BCP，: (NCG 90 x翠星節成)x翠星節成

F，: (~毛 Z x 普通 Y) 白羽Iî

毛

一
6

0
一
3

一
フ

-

吋

J

匂
二

通北
田 χ 確率)

0.020 (0.89) 25 

56 

111 0.333 (0.56) 

第5表 特性検定試験における‘きゅうり中間母本農 6号'果実の日持ち性

年度・検定地・作型 収穫 4 日後の果実の I~I 持ち性

品種名 つや しなび 食感 食味

2008年 ・群馬県・普通栽培

きゅ うり中間13'):*農 6号 j是 良 良 やや不良

フリ ーダムハウス 2号 不良 不良 不良 不良

翠星節成 やや不良 やや不良 やや不良 やや不良
ボリッシ 不良 不良 やや不良 やや不良

2008年・愛知県・半促成栽培

きゅうり中間母本農 6号 nm nm nm nm 

フリーダムハ ウス 2号 nm nm nm nm 

nm 言及なし

ブルームレス性の指標として無毛性をj目いた

無毛性(ブソレームレス性)は単因子劣性に遺伝すると仮定した

ZNCG 90に由来する1!lf，毛性を有し，無毛性が固定している個体

う‘きゅうり 中間母本農 5号'の姉妹系統

なかったこ とから，イボおよびトゲも 同じ遺伝子によって

制御されていると考えられる.

5.特性検定試験

群馬農業技術センターにおける 2か年の検定並びに愛知

県農業総合試験場における 1か年の検定において，‘きゅう

り中間母本農 6号'の果実には，育成地での検定結果と同

様にブ、ルーム発生は認められず， また，茎葉は無毛で，果

実はイボ ・ト ゲなしであった (データ略)

‘きゅうり中間母本農 6号'の果実は，外観，食感、ともに

収穫後の品質低下が他品種に比べて遅く， 日持ち性を有す

ると判定された(第 5表)• 

判定

果実の日持ち性

O 

O 

6. 系統適応性検定試験

‘きゅうり中間母本農 6号'の収量性は低かった (第 6

表)総休として，収量を上げることができなかったことか

ら，実用栽培は難と評価された

草勢は弱く，葉は小型でト， mj間長は短く，倶IJ校の発生は

劣り，育成池と同様の傾向を示した(データ略) 葉には生

理障害様のかすり症状が認められた.早晩性は，‘フリーダ

ムハウス 2号'や‘翠星節成' と同等に早かった.節成性

も同等に高かった 単為結果性を有するものの，程度はや

や弱かった.果実は短く，揃し、は不良であった 果皮は濃

緑色で¥果肉はやや!早めだった.果肉の質および食味は同

等以上であった.
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第 6表 系統適応性試験、における‘きゅうり中間母本l長6号'の収量

年度 神奈川県(半促成栽培)

品種名 (kg/個体) 相対比之

2007年度
きゅうり中間母本農6号 8.0 74 
フリー夕、ムハウス 2号 10.8 100 
グリーンラックス 11.2 104 
プレスコタツシュ nt 

2008年度
きゅうり中間母本農6号 3.9 59 
フリーダムハウス、 2号 6.6 100 
翠星節成 8.4 127 
グリーンラックス nt 
グリーンラックス 2 8.4 127 

夏すずみ I1t 

Z ‘フリーダムハウス 2号'の収裁を 100としたときの相対値

nt :供試せず

なお，系統適応性検定場所においても，‘きゅうり中間母

本農 6号'の果実表聞にはブルームがなく，茎業は4!1，[，毛で

あり，果実の日持ち性にも優れた.

考察

‘きゅうりに1"1百jほ木炭 6号、は，囲内で初めての果実の光

i)¥に優れる完全なフ守ルームレス性キュウリである.そのブ

ルームレス i~1二は，育成地(三重県津市)だけでなく，特性

検定試験などを笑施した都馬県埼玉県，沖奈川県，愛知

県および熊木県におけるすべての作担においても安定して

発現した 従って，全国的に利用が可能なブルームレス性

を有する中間母本であると判断される.なお， ブルーム レ

ス性からではなく，オンシシコナジラミの天敵防除の観点

からオランターでは無毛キュウリの育種が試みられたが (de

Ponti， 1979)，その後，育極的展開はされていなし、(私信:BaJ). 

‘きゅうり中間母本農 6号'は，ブルームレス性ととも

に，イボ・トゲともにないそのため，レストランや総菜・

弁当製造者などの食品業界にとって好ましい特性を有して

いると想定される 果実表面のイボがなく， トゲもわずか

な ‘フリーダム'シリーズ (サカタのタネ)や‘ポ リッシ'

( EI本闘芸生産研究所)が育成され，衛生市での有利性の期

待から，近年徐々に業務・加工用に需要をイIわばしている(私

信 a 小暮) ‘きゅうり中間母木農 6号'はこれらの品種よ

りさらに表面がなめらかで， トゲの脱務痕もないため，表

面に存在する生菌数が相対的に少ないと想定され，予備試

験では好結果を得ている(データ略) ただし詳細な評価

は未実施であるため，早急な確認が必要である

なお，‘きゅうり中間母木農 6号.の茎葉には硬い毛じが

ないことから，整校や誘引などの管理や収穫作業時の不快

感の軽減が可能である また， ‘きゅうり中間母本農 6号'

は，タバココナジラミに対しての非選好性を有することも

明らかにされている(北村ら 2010).ブ、ルームレス性だけ

でなく，イボ・トゲなし性や無毛他はきわめて有用な特性

熊本県(早熟栽培) 愛知県(半促成栽培)

(kg/個体) 相対比 (本/個体) 111対比

4.5 35 nt 
13.0 100 nt 
nt nt 
12.5 96 I1t 

4.4 41 44.6 52 
10.8 100 86.4 100 
8.0 74 77.0 89 
10.5 97 nt 
I1t I1t 
I1t 79.6 92 

と言える.

笑用品種の連続戻し交~I により，素材の NCG 90に比べ，

dきゅうり中間l辻本農 6号'はわが国のキュウリに大きく近

づいた.主主姿は普通であり，雌花の着生も良好で単為結果

性も有し，収量性も向上した果実はわずかに太めでトはあ

るが，食味も良好である また，機作は不明であるが，巣

突の外観上の日持ち性も高まった 一般に生産される笑用

キュウリ品種としては，着巣校である側校の発生率が低く，

その伸張も不十分であるため収量性が低いこと，また，集

にかすり状の斑点症状が認められやすいことが課題として

残っている 戻し交雑などにより 一層の改善を図る必要

がある

今回の品種育成においては，後代検定付き連続戻し交雑

育種法を採用することにより，育成期間を短縮することが

できた素材入手からキュウリ久安 2号(‘きゅうり中間j草

木炭 6号， ) B}F6世代を得るまでに安したJtfJ間は， 7年で

あった.分離|比代への戻し交雑による通常'の育種に比べ， 2 

回分の栽培を省略することが可能であった 効率的な育種

を進めるに際し，有用tJi性の遺伝性が解明されていること

の重要性が再認識された.なお，後代倹定に関しては，そ

の判定の史[1易，要する時間などの条件によっては笑施が難

しい場合があるが，今回のブ、ルームレス性は1{\~毛セl の多面

発現と想定されたことから B 視による幼苗lI~jの判定が可

能で，効律的であった，さらに，詳細な観察の結果. 守業

展開時においては. 1~r，毛遺伝子 (g!) のない普通個体 (GLI

GL) と無毛性がヘテロで有毛の個体 (GLlg!) とでは，毛

じの密度に微妙な違いがあることが判明し，後代検定を省

略することも可能であると考えている

なお，‘きゅうり中間母本農 6号'が有するフソレームレス

性は劣性形質であるため，普通のキュウリとの F，ではブ

ルームレス性は発現しない.フ勺レームレス性 F，品種育成に

あたっては，両親にブ‘ノレームレス性を導入する必要ーがある.

また，雌花性が強く雄花の着~I:. が低率であることが多いた
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め， I~l 殖する場合や花粉親として手iJ)刊する;場合には，硝酸

銀による雄花の誘起が望ましい

摘要

果笑の光沢に優れ，全身に毛がない新しいタイプのキュ

ウリきゅうり，*，間 I母本農 6号'を育成した.これは，

North Carolina州立大学から導入した無毛性の NCG90に，

わが国の節成型実用品種‘翠星節成'を 4団連続戻し交雑

し，光沢住Lと果実形質をもとに選抜・回定した系統である.

2ゅうりにい|問母木炭 6号'はブルームレス性のため，果実

の光沢は優れる 果実表面にイボ ・ト ゲがなくスムーズーで

あり ，また， 苦みもなく，食味1;1:.良好である ヨニ校および

側校に着果する.わが|到の一般的なキュウリ品事iに比べ，

果実はやや太めである 果皮は緑色でIX"T:紋はなく，成熟期

には黄緑色になる また，茎楽には毛がなく， ~!lr，毛性であ

る ブルームレスセl で果実光沢に優れる料性は 1!~<毛性の

多面発現と考えられ，単一の劣性遺伝子により制御されて

いると挑定される.本に|コ問母木は，果実光沢に優れるフ勺レー

ムレス性キュ ウリ品種育成のための育種素材である. さら

に，呆笑表而にトゲやイボがないことから，洗いやすく衛

生的なキュウリ品種の育種素材としての可能性を有する

謝辞木研究の実施に際し，特性検定試験を~Jjむして

いただいた群馬県農業技術センタ ーおよ び愛知県農業総令

試験場，系統適応性検定試験を実施していただいた神奈川

県農業技術センターおよび熊本県農業研究センターの担当

者各位に深く感謝の意を表する また，野菜茶業研究所野

菜育種研究チームの山下大介氏， JAi文明氏，新主:mJ子氏，

若林真弓氏，橋本万亀了一氏，菅尾実紀氏， )I:JJ志氏， 滝よ

しこ氏には栽培管理および調斉など多岐にわたって補助を

いただき，感謝します
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