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落葉果樹類のゲノム解析研究

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

果樹研究所 果樹ゲノム研究チーム

山本 俊哉、今井 剛、西谷千佳子

１．DNA品種判別技術

とは、デオキシリボ核酸の略で、染色体の中に格納されている遺伝子の本体であDNA
る。植物でもヒトでも動物でも、ごく一部の例外を除いて一生のうちに遺伝子が変わるこ

とがないので、 ＝遺伝子を用いることにより環境に影響されることなく信頼度の高DNA
い品種の識別や親子鑑定ができる。ヒトでは 年ほど前から を使った正確な個人の10 DNA
識別や親子の鑑定が実用的に行われており、裁判の証拠や犯罪捜査に広く使われている。

最近では 「横田めぐみさん、北朝鮮の少女は娘と断定、 鑑定で一致 「故イブ・モ、 」、DNA
ンタンさん認知裁判で遺体発掘、 鑑定へ 「米シャトル墜落、遺体搬送、 鑑定DNA DNA」、

で身元判明へ」というように、新聞やテレビニュースで報道されている。植物でも、コメ

品種の判定に 鑑定が使われており偽装表示の判定手法として注目されている。そのDNA
DNA他 イグサ イチゴ インゲンマメ等で海外から不法に輸入される海賊版品種の分析に、 、 、

が利用されている。

我々は、ヒトの個体識別や親子鑑定で利用されている マーカーと呼ばれる マSSR DNA
ーカーに注目し、果樹での利用を考えた。 とは、 （単純反復配SSR Simple Sequence Repeat
列）の略で、 ……や ……といった ～数個のAGAGAGAGAGAG CGTCGTCGTCGTCGT 1

が繰り返し並んでいる領域のことである。ただし、ヒトの マーカーが果樹で利DNA SSR
用できるわけではないので、これまでにモモとナシで数十種類ずつの マーカーを独自SSR
に開発した。品種の識別では 種類ほど、親子の鑑定では ～ 種類くらいの マ10 15 20 SSR
ーカーを使うことで、正確な科学分析が可能である。

SSR 1マーカーは、繰り返しの回数の違いを長さの違いとして検出する方法である。図

は、 シーケンサーを用いた マーカーの分析例であるが、 種類の（長さの異なDNA SSR 4
る）バンド（ピーク）が見られる。サンプル 、 、 は、バンド のみを持つので、同A B C 4
一である。サンプル と も同一であるが、サンプル や とは異なる。また、サンプD E A F
ル と はバンド を共通して持つので、親子関係の可能性がある。マーカーを 種D F 3 10-15
類に増やして解析することで、正確な品種の判別や親子の判定が可能となる。日本のほと

んどすべての栽培品種を収集し、 分析のデータをデータベース化することにより、DNA
。 、 、未知のサンプルの品種名の同定が可能である 以下 バラ科果樹の 品種判別の現状DNA

モモやナシ類の 鑑定の現状について紹介する。DNA

1-1 落葉果樹類のDNA品種判別の現状

バラ科には、モモ、ナシ、リンゴなどの主要落葉果樹が属しており、バラ科果樹と呼ば

れ、日本の果樹生産の約半分を占めている。バラ科サクラ亜科（サクラ属）には、モモ、

アーモンド、ニホンスモモ、ウメ、アンズ、ドメスティカスモモ（プルーン 、甘果オウ）
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トウ、酸果オウトウなどが属している。ナシ亜科には、リンゴ、ナシ、ビワ、カリン、マ

ルメロが分類されている。まず、モモやナシで開発した マーカーがバラ科果樹でどのSSR
程度汎用性があるかについて分析した。モモの マーカーは、同じサクラ亜科に属するSSR
オウトウ、スモモ、ウメ、アンズなどで利用可能であった。ナシで開発した マーカーSSR
は、同じナシ亜科に属するリンゴやビワで利用可能であった。これらの マーカーを利SSR

、 、 。用して これらのバラ科果樹で 主要経済栽培品種の 判別が可能かどうかを試みたDNA
なお 分析は、一方のプライマーの 端に蛍光ラベル（ ）したものをSSR 5' Fam or Vic or Ned

PCR PCR DNA ABI PRISM 377用いて を行い、得られた 産物を、蛍光 シークエンサー（ 、

もしくは ）で分離・検出を行い、 ソフトウエアを用いて解3100 Genetic Analyzer GeneScan
析を行った。数年間をかけて、大学や県の研究機関と共同で研究を進めた結果、バラ科に

属するほとんどの果樹で、 品種判別技術を確立することができた（表１ 。DNA ）

表１ 鑑定が可能となった主な樹種と主要品種DNA

樹種名 主要品種名

ナシ 幸水、豊水、二十世紀、新高、長十郎、あきづきなど約 品種1 100
モモ 白鳳、あかつき、川中島白桃、日川白鳳、清水白桃など約 品種2 50
リンゴ ふじ、つがる、王林、ジョナゴールド、千秋、陸奥など約 品種3 80
オウトウ 佐藤錦、ナポレオン、高砂、紅秀峰、紅さやかなど約 品種4 100
スモモ 大石早生、ソルダム、太陽、サンタローザ約 品種

5 120
ウメ 南高、白加賀、豊後、小梅など約 品種

6 40
アンズ 信州大実、ハーコット、アーリーオレンジなど約 品種20
ビワ 茂木、田中、長崎早生、楠、大房、房姫など約 品種7 30

注）各樹種の品種識別は以下の研究機関との共同研究で行った。

種苗管理センター、 福島果樹試、 岐阜大学、 山形農総研センター、 山梨果樹試、
1 2 3 4 5

和歌山農総技センター、 長崎果樹試および千葉農総研センター
6 7

ナシでは、種苗管理センターとの共同研究で 「幸水 「豊水 「二十世紀 「新高」、 」、 」、 」、

を始めとする約 品種の主要経済栽培品種の 品種判別技術を確立し、データベー100 DNA
スを作成した（図２ 。モモでは、後述のように、福島果樹試験場（現福島県農業総合セ）

ンター果樹研究所）との共同研究で 「白鳳 「あかつき 「川中島白桃 「清水白桃」、 」、 」、 」、

などの主要栽培品種の品種判別・親子鑑定技術を確立した。リンゴでは、岐阜大学との共

同研究で 「ふじ 「つがる 「王林 「ジョナゴールド 「千秋」など主要品種約 品、 」、 」、 」、 」、 80
種が判別可能であった。オウトウでは、山形農総研センターとの共同研究で 「佐藤錦 、、 」

「ナポレオン 「高砂 「紅秀峰」など約 品種の識別が可能となっている。特にオウ」、 」、 100
トウでは、山形県農業総合研究センターが「 分析によるおうとうの品種の識別」DNA
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（ ）として 品種判別方法とそのマニュアルを作成し、農http://www.hinsyu.maff.go.jp/ DNA
林水産省品種登録ホームページで公開されている。現時点で、農林水産省でオーソライズ

された 品種判別マニュアルは、果樹類ではオウトウの一例のみである。その他、スDNA
「 」、「 」、「 」 、 「 」、「 」、モモでは 大石早生 ソルダム 太陽 などの主要品種 ウメでは 南高 白加賀

「豊後」などの主要品種、アンズでは「信州大実 「ハーコット」など約 品種、ビワ」、 20
では「茂木 「田中 「長崎早生」など約 品種の 品種判別が可能となっている。」、 」、 30 DNA

1-2 モモのDNA鑑定

研究を始めた当時、モモ由来の マーカーがほとんど開発されていなかったので、我SSR
々の研究室でモモ由来の マーカー開発から、研究を始めた。濃縮法という方法で、ゲSSR
ノム から の反復配列を含む部分を濃縮して、濃縮ゲノムライブラリーを作成しDNA AG

51 cDNA 18た 濃縮ゲノムライブラリーから 種類 果実などで発現している遺伝子 から。 、 （ ）

種類、公的データベースに登録されている配列などから、合計 種類の マーカーを76 SSR
開発した。

モモは果実の外観から品種判別が最も困難な果樹の１つである。日本で栽培されている

すべての品種の識別をめざして、福島県果樹試験場（現福島県農業総合センター果樹研究

） 、 。 「 」、所 と共同で 数年前から品種識別を進めてきた 現在のモモの栽培上位を占める 白鳳

「あかつき 「川中島白桃 「日川白鳳 「清水白桃 「浅間白桃」などが識別可能であ」、 」、 」、 」、

った。現在では、枝変わり品種を除くほぼすべての栽培品種が識別できるようになってい

る。その他、ネクタリン品種、台木用のモモ品種、観賞用の花モモ品種も識別が可能であ

った。なお、モモの近縁種として、オウトウ、ウメ、ニホンスモモ、アンズ、アーモンド

など多くの果樹が知られており、モモで作成した マーカーを試したところ、これら近SSR
縁種の品種識別に利用できることがわかった。

マーカーを使って親子関係の鑑定が可能である。図３のように、２つの マーDNA DNA
カーの片方（図中の対立遺伝子）が、必ず親から子供に伝達されることが親子鑑定の原理

である。 マーカーの親から子供への遺伝に矛盾があったときに、親子関係が否定さDNA
れる。一方、確率的に十分な数の マーカーで、親から子供への遺伝が矛盾がないとDNA
きに親子であると判定される モモでは 交雑育種で育成された 白鳳 あかつき ゆ。 、 「 」、「 」、「

うぞら」などの品種で親子の関係が正しいことが確認された（表２ 。長年の栽培のうち）

に、果実の色付きや大きさなどごく一部の形質が変わった枝変わり品種では、もとの品種

と マーカーによる差がないことにより判定できる あかつき の枝変わりである 暁DNA 。「 」 「

星」では マーカーによる差異がなく、枝変わりであると判定された。その他 「長沢SSR 、

白鳳」は「白鳳」の枝変わり 「紅博桃 「暁星 「奥あかつき」は 「あかつき」の枝変、 」、 」、 、

わり 「ゆうひめ 「あぶくま」は 「ゆうぞら」の枝変わりであることが確認され、既報、 」、 、

の来歴と矛盾しなかった 一方 日川白鳳 は枝変わり由来ではく みさか白鳳 は 白。 、「 」 、「 」 「

鳳」の枝変わりではないことがわかった 「高陽白桃」は 「白桃」の子供および「白桃」。 、

の枝変わりの両方の記述があったが 「白桃」の子であることが確認された。また 「川中、 、

島白鳳 「池田白鳳 「いけだ」は、同一もしくは枝変わりと判定された。」、 」、
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表 マーカーによるモモの親子鑑定結果2 SSR

品種名 育種方法 親の組合せ（原品種） 分析結果SSR

白鳳 交雑育種 白桃 ｘ 橘早生 親子である

あかつき 交雑育種 白桃 ｘ 白鳳 親子である

ゆうぞら 交雑育種 白桃 ｘ あかつき 親子である

さおとめ 交雑育種 白鳳 ｘ ロビン 親子である

ちよひめ 交雑育種 高陽白桃 ｘ さおとめ 親子である

よしひめ 交雑育種 あかつき ｘ 親子である21-18
まさひめ 交雑育種 あかつき ｘ 親子である21-18
あきぞら 交雑育種 西野白桃 ｘ あかつき 親子である

なつおとめ 交雑育種 あかつき ｘ よしひめ 親子である

暁星 枝変わり あかつき 枝変わりの可能性大

日川白鳳 枝変わり 白鳳 枝変わりではない

長沢白鳳 枝変わり 白鳳 枝変わりの可能性大

鑑定によって親子の関係をさかのぼることによって、日本の栽培モモの由来を明DNA
らかにすることができる 。日本の栽培モモは、約 年前に発見された「白桃」にさか。 100
のぼることができるが、その親は不明だった。明治の初期に中国や欧米から導入された品

種や江戸時代以前から日本に存在した多くの品種の中から、 鑑定によって「上海水DNA
蜜桃（しゃんはいすいみつとう 」が「白桃」の親であり、現在の栽培モモの起源品種で）

あることがわかった（参考１ 「上海水蜜桃」は、白い果肉が成熟するととろける様に軟）。

、 、 。化し果汁がしたたる そんな果実形質を持ち 欧米でも品種改良に用いられた品種である

1-3 ナシ類のDNA鑑定

ナシ類でも、 や の反復配列で濃縮したニホンナシおよびセイヨウナシのゲノムAG AC
ライブラリー等から 種類の マーカーを開発した。ナシ類では、約 品種の主要101 SSR 100
経済栽培品種の 品種判別技術を確立し、データベースを作成している。ニホンナシDNA
では 幸水 豊水 二十世紀 新高 長十郎 あきあかり あきづき 筑、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「

水 「菊水 「王秋 「新星 「秋麗 「八雲 「八里 「新水 「翠星 「秀玉」など」、 」、 」、 」、 」、 」、 」、 」、 」、

の主要品種が、主要セイヨウナシ品種では 「ラ・フランス 「バートレット 「バラー、 」、 」、

ド 「オーロラ」などが現在までに判別できている。」、

親子の関係では、ニホンナシ品種「幸水 「新世紀」など、セイヨウナシ品種「バラー」、

ド」などは、親子関係に間違いがないことが マーカーにより確認された。一方 「リDNA 、

ー 」×「八雲」から育成されたとされ、現在では形態等の矛盾から両親不詳となってい14
る「豊水」では、 マーカーでも親子関係が否定された。また 「大原紅」では片親とDNA 、
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されてきた「晩三吉」が間違っていた。

鑑定で親子の間違いを書くと、人のあら探しをするなんてとんでもないと言われDNA
DNAることが多いが 間違いをちゃんと指摘することが重要であると考えている さらに、 。

鑑定では、親が現存していればという条件付きであるが、本当の親をさがすことも可能で

ある。現在ナシの栽培第二位である「豊水」は、果樹研究所が 年に交配し、 年1954 1972
に命名公表した品種であるが、現在両親不詳となっている。そこで、 マーカーを用DNA
いて「豊水」の本当の親探しを試みた 「豊水」の交配年である 年とほぼ同時期に交。 1954
配された の組合せから、 マーカーなどで調査した結果、親候補を「幸水（♀ 」ｘ84 SSR ）

「イ－３３（♂ 」および「イ－３３（♀ 」ｘ「幸水（♂ 」の つの組合せに絞り込む） ） ） 2
ことができた。次に、手持ちのすべての マーカーによる解析と細胞質 の配列にSSR DNA
よる解析から、豊水の親は「幸水（♀ 」ｘ「イ－３３（♂ 」であることがほぼ断定でき） ）

た。 年経って、本当の親がわかったのである。この研究成果は、園芸学会賞年間優秀論50
文賞（平成１７年１０月１日）を受賞した。また「大原紅」でも、本当の親が「マックス

レッドバートレット（♀ 」ｘ「石井早生（♂ 」であることを 鑑定により明らかに） ） DNA
することができた。

図４ 明らかになった豊水の育成系譜

２．果実および果実加工品のDNA鑑定

果樹類の果実は、生食用および加工用果実として食用されるが、果実形態での識別が困

難な場合が多く、果樹生産や販売、研究に従事する専門職でも品種判別は困難である。さ

らに加工品の場合は、外観からの品種同定はほぼ不可能である。果実加工品には、乾燥果

実（各種ドライフルーツ 、缶詰、シロップ浸け、甘露煮、ジュース、チップス（リンゴ）

チップス、バナナチップス 、ジャム、塩漬け（梅干し 、果実酒（ワイン）など多種多様） ）

なものがある。果実加工品での 品種判別技術が確立していなかったため、加工原料DNA
品種の偽装表示や原産国の偽装が大いに危惧されている。

加工品では外見からの品種同定が困難なため、もしあいまいな表示例があっても “ど、

うせわからない”と許容されてきたと思われる。筆者が今までに見たあいまいな表示の例

では 「ら・ふらんす」というドライフルーツ 「丹波グリ」という名前のクリの甘露煮、、 、

「巨峰タイプ」というレーズンなどなどである。なぜあいまいな表示かと言うと、ラ・フ

ランスというのはセイヨウナシの一品種であってセイヨウナシの総称ではない。また、ラ

・フランスではなく、他の品種の果実が使われていた 「丹波グリ」という名前の品種は。

なくまた丹波産のクリでもなかった 「巨峰タイプ」のレーズンは輸入物で、巨峰を使っ。

太白

二十世紀

菊水

早生幸蔵
幸水

石井早生
イ-33

豊水

二十世紀

太白

二十世紀

菊水

早生幸蔵
幸水

石井早生
イ-33

豊水

二十世紀
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たものではなく、いわゆる大玉のブドウという意味だったようである。これらは虚偽表示

ではないにしても、あいまいな表示であることは確かである。おそらく有名な名前を付け

ておけば売れるかも 、ということであろう。科学的な品種判別・同定技術、特に加工、、、

品での技術が確立することで、あいまいな表示、なかでも悪意のある虚偽表示を抑止でき

ると考えられる。本稿では、ナシの果実や果実加工品でのデータをもとに、 抽出技DNA
術や品種同定の研究の現状について紹介する。

2-1 果実のDNA鑑定

果実では、糖類・多糖類やポリフェノール類等の夾雑物が多量に含まれており、また多

量の水分が含まれるので、 抽出の収率が非常に低い。そこで、一般的に用いられてDNA
いる 種類の 抽出方法を試みた。すなわち 抽出には、 カラム4 DNA DNA Genomic-tip 20/G

G2 DNeasy Plant Mini Kit Nucleon Phytopureと バッファー（キアゲン社 、 （キアゲン社 、） ）

（アマシャムファルマシア社 、改変 法の 種類の抽出方Plant DNA Extraction Kit CTAB 4）

法を試みた。 マーカーを用いてフラグメント解析を行い、果実で 鑑定が可能かSSR DNA
どうかの検証を行った。

生果実で 種類の 抽出方法を検討した結果、全ての方法でサイズの長い良好な4 DNA
が単離可能であった。なかでも、 カラムと バッファーを用いるDNA Genomic-tip 20/G G2

方法で良好な結果が得られた。生果実からの 抽出は、葉からの 抽出と比較しDNA DNA
て収量が低く、数十分の一であった。ニホンナシ、チュウゴクナシ、セイヨウナシのいず

れの果実でも 抽出が可能であり、 分析のデータをデータベースと照合したとこDNA SSR
ろ同じ結果であった。これらのことから、生果実からの 抽出と 鑑定を確立すDNA DNA
ることができた。

2-2 果実加工品のDNA鑑定

これまでに、加工製品では、加熱や薬品による処理および水溶液中での保存でゲノム

、 。DNA DNAが損傷・断片化し を単離することすら困難な場合も多いことが知られている

ツナの缶詰では、 がひどく損傷して断片化しているが、短いサイズの でも分析DNA DNA
可能になるような工夫をすることにより、かろうじて 解析ができると報告されていDNA
。 、 。る 果実加工品からの 抽出や 鑑定はほとんど報告がなく 困難とされていたDNA DNA

各メーカーによって加工の条件が異なっており、それがノウハウや門外不出の技術である

ため、加工条件と の損傷程度を明らかにすることは難しいと考えられる。そこでまDNA
、 。 、ず 用いる マーカーを加工品での 鑑定に適するように改良を行った すなわちSSR DNA

17 SSR 80-130bp DNAモモでは品種判別に有効であった 種類の マーカーについて、 の短い

断片を増幅するプライマーをデザインし改良した。ナシでは、開発した 種類の マ101 SSR
ーカーのうち、短い 断片を増幅する 種類の マーカーを利用した。DNA 13 SSR

ナシの果実加工品として、ドライフルーツ（アメリカのスーパーマーケットで購入 、）

セイヨウナシ缶詰（ 社製、バートレットペアと表示 、ジュース（ラ・フランス ％S 100）

ジュース）を用いて、分析を試みた。なお、予備実験でいくつかの 抽出方法を試しDNA
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た結果、生果実の場合と同様に、 カラムと バッファーの方法で最もGenomic-tip 20/G G2
良好な結果が得られた。ドライフルーツでは、 がやや損傷し断片化していたが、長DNA

（ ）。 、いサイズの も多く存在していた 図５ おそらく天日乾燥で製造したと思われるがDNA
比較的良好な が抽出できた。 マーカーで品種を同定を試みたところ 「バートレDNA SSR 、

ット」の果実であることがわかった。品種名は表示されていなかったが、アメリカで生産

されるセイヨウナシの１／３～半分が「バートレット」であるので、納得できる結果であ

った。

DNA図５ 乾燥果実から抽出した

右）用いた乾燥果実

DNA左）抽出されたゲノム

DNA缶詰果実では 清水でさっと洗った後 凍結乾燥してから分析に用いた 抽出された、 、 。

、 、 （ ）。は ひどく損傷しており 程度のかなり短いサイズに断片化されていた 図６100-400bp
ジュースも同様で、 を抽出することができたが、損傷がひどくかなり短いサイズにDNA
なっていた。ツナの缶詰での 損傷の報告と同程度と思われた。 マーカーで分析DNA SSR

150bp SSR 150bpしたところ 興味深いことに 長さが 以下の マーカーではバンドが得られ、 、 、

以上のマーカーではバンドは得られなかった。抽出された がひどく損傷して短いサDNA
SSR DNAイズになっていることから、より短いサイズの マーカーを選ぶことによって、

鑑定が可能であることが明らかとなった。データベースとの照合の結果、缶詰の果実は表

示どおり、バートレットを使用、ジュースもラ・フランスから作成されていることがわか

った。

DNA図６ 缶詰果実から抽出した

右）用いた缶詰

DNA左）抽出されたゲノム

100-1,000bpサイズマーカーは
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果実加工品の加工程度により、 の損傷程度・断片化程度に差異があることがわかDNA
った。加工程度の低い乾燥果実では部分的に分解された が抽出され、加工程度の高DNA
い缶詰やジュースでは 程度の極く低分子に分解された が抽出された。加100-400bp DNA
工品に適する マーカーを利用することにより、 鑑定が可能であった。しかしなSSR DNA
がら、加熱や薬品処理の条件、水溶液での保存期間や温度などの加工工程の詳細は、メー

カーから公開されていない場合が多く、加工程度と抽出される の質との関係についDNA
て、解明する必要がある。また、ジャム、塩漬け、果実酒など、 の損傷が非常に大DNA
きいと考えられる加工品で、同じ手法が利用できるのかどうか、今後の検討課題である。

３．DNAマーカー選抜

、 、 。 、果樹は 世代のサイクルが 年と長いため 新品種育成に長年月を要する さらに3-10
栽培に広大な面積と多大な労力が必要であること、実生から数年間の幼若期や若木の形質

と成木になってからの形質がしばしば異なることから、有用形質に連鎖する マーカDNA
。 、ーにより新品種の効率的な育成や早期育成が非常に有効であると考えられる 果樹類では

一年生・草本性作物にくらべてゲノム解析が遅れていたが、ここ数年間で高密度連鎖地図

の作成、各種 マーカーの開発、有用形質に連鎖する分子マーカーの開発が精力的にDNA
行われてきた。ここでは、果樹研究所でのモモやナシを始めとするバラ科落葉果樹につい

てのゲノム解析研究の現状についてまとめ、今後の展望などについて紹介する。

3-1 モモおよび近縁種のゲノム解析

F2我々は モモ台木用品種 赤芽 あかめ と花モモ品種 寿星桃 じゅせいとう の、 「 （ ）」 「 （ ）」

集団 個体を用いて、連鎖地図を作成した。この組合せを選んだ理由は、ネコブセンチ126
ュウ抵抗性（参考３ 、核の粘離性、葉色、樹高など 種類のメンデル遺伝する形質の解） 9
析が可能であること、生食用の栽培モモ品種は遺伝的に非常に近いため、比較的多型が得

やすい台木／花モモを用いた。解析した 種類の形質はすべて期待される分離比 に適9 3:1
、 。 、 、 、合し 優性一因子支配であることが明らかとなった 一方 マーカーの方はDNA RFLP
、 、 、 などを試したが、思うように多型が得られず、連鎖地図の作RAPD AFLP ISSR CAPS

。 、 、成は非常に困難であった マーカーをら開発し また欧米で報告された も用いSSR SSR
％のマーカーで多型が得られたことから、ようやくモモのゲノムの大部分をカバー30-40

9 178すると考えられる連鎖地図を作成することができた。現在、 種類の形態形質を含む

座から構成される 連鎖群、 の距離を持つ地図となっている（参考３ 。 種類の8 570cM 2）

ネコブセンチュウ抵抗性は第 連鎖群上部の近い場所に位置し、花色と核周り色は第 連2 3
鎖群下部の少し離れた場所に位置した。核の粘離性は第 連鎖群の下部、葉色（果皮色）4
は第 連鎖群中央部、樹高（葉形）は第 連鎖群の最下部に位置付けられた。現在サクラ6 6

（ ） 、属で最も充実し飽和に達しているとされるヨーロッパの標準地図 リファレンス地図 と

種類の共通の マーカーもしくは マーカーで両地図を比較したところ、赤芽×42 SSR STS
寿星桃の地図はモモゲノムのほとんどをカバーしていること、 種類のアンカーマーカー42
の座乗連鎖群・位置や相対関係はほぼ完全に一致していた。
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ヨーロッパではモモとアーモンドの種間雑種集団を用いて、高密度連鎖地図が作成され

ている。 マーカーから構成される 連鎖群、 の連鎖地図であり、マーカー間の562 8 519cM
0.92cM 7cM 185 SSR 5平均距離が 最も大きいギャップが となっている また 種類の 座、 。 、 、

種類の 座が位置付けられている。本地図は、 マーカーなど多数の共優性マーカーSTS SSR
がマップされていること、 マーカーの位置がサクラ属で保存されていることから、サSSR
クラ属の標準地図として利用されている。現在では、モモ、アーモンド、アンズ、オウト

、 、 。 、ウ その他野生種で作成された合計 の地図が 標準地図と統合されている その結果13
我々が赤芽×寿星桃の集団で同定した 種類を含む 種類のサクラ属果樹の遺伝子（遺9 28
伝形質）の場所が同定されている（表３ 。重要形質として、モモの果肉色や低休眠性が）

第 連鎖群に、酸度（果実 ）や果皮の毛（モモ／ネクタリン性）が第 連鎖群に、ア1 pH 5
ーモンドやアンズの自家不和合性が第 連鎖群に位置付けられ、連鎖 マーカーも多6 DNA
数取得されている。

3-2 ナシ類のゲノム解析

ナシ類（ニホンナシ、セイヨウナシ、チュウゴクナシ）は、世界の果樹生産の を占4%
めており、日本の生産量は第 位にランクされている（ 年、 統計 。果樹として8 2003 FAO ）

の重要性と比較して、ゲノム研究は世界的にあまり進んでいないのが現状である。一方、

同じナシ亜科に属するリンゴでは、アメリカ、ヨーロッパ諸国、ニュージーランドを始め

世界各国で、精力的にゲノム研究が進められてきた。果樹研究所では、 マーカーの開SSR
発、ニホンナシやセイヨウナシの雑種集団を用いて連鎖地図の作成、黒星病抵抗性の解析

と連鎖マーカーの取得、ナシ亜科内のシンテニー（相似性）解析を進めてきた。

「 」 「 」 、セイヨウナシ品種 バートレット とニホンナシ品種 豊水 の 雑種集団を用いてF1
バートレットと豊水の両方の連鎖地図を作成した。現在では、バートレットの地図は、染

色体基本数と同じ 連鎖群、約 座から構成され、約 の地図距離を持ってい17 480 1,000cM
る。本地図上には、約 種類のナシ由来 マーカー、約 種類のリンゴ由来 マ80 SSR 70 SSR
ーカー、自家不和合性座などがマッピングされている。約 種類のリンゴ由来 マー70 SSR
カーの位置を基に、ナシの地図とヨーロッパのリンゴ地図を比較したところ、 マーカSSR
ーの座乗連鎖群や位置関係が両者で非常によく保存されていることがわかった。また、塩

基配列を調べた 対立遺伝子配列すべてで、同様に保存性が高かったことから、両者のSSR
配列は同一起源であることが推察された。ナシとリンゴは異なる属に分類され、またゲノ

ムサイズでは 倍の差があるが、相似性が高くゲノム構造が保存されていることがわか1.5
った。

ニホンナシの栽培では、黒星病と黒斑病が最も重要な病害で、特に黒星病に抵抗性を持

つ栽培品種はない。ラフな試算では、両方の病害に弱い品種では年間約 回の農薬散20-23
布を必要とし、一つの病害抵抗性品種では約 回の農薬散布を削減でき、両方の抵抗性を5
持つことで農薬散布を半数に削減することが可能である 我々は 在来ニホンナシ品種 巾。 、 「

着」の黒星病抵抗性を遺伝子地図上の第 連鎖群の中央部に同定し、抵抗性に連鎖するマ1
（ ） 。 、ーカー ＝抵抗性を持つ個体を簡単に検出できる マーカー を多数取得した またDNA

セイヨウナシ品種「ラ・フランス」の黒星病抵抗性を遺伝子地図上の第 、 連鎖群に同2 14
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定した。また、黒斑病感受性／抵抗性に連鎖するマーカーも取得することができた。これ

らのマーカーを使って効率的に有望な個体の選抜を行い、複数の病害抵抗性遺伝子を持っ

た新しい品種の育成を進めているところである（参考４ 。）
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花モモの重要形質における遺伝解析

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

果樹研究所 果樹ゲノム研究チーム

上田 恵理子

はじめに

花モモは観賞用モモの総称であり、生食用モモと同じ に分類される。Prunus persica L.
縄文時代晩期から弥生時代に中国から渡来した当時から、モモは薬用としての役割だけで

なく、観賞用の花木として用いられてきた。江戸時代には花モモの本格的な改良が行われ

以上の品種が育成された。明治時代以降、中国やヨーロッパからの生食用優良品種が200
導入され、現在では生食用品種がモモの育種の主流となっている。一方、花モモは伝統的

、 、 、行事には欠かせない花木であることに加え 強健で移植が容易であることなどから 近年

枝物、庭木、鉢物だけでなく、庭木や街路樹としての利用も期待され、その需要の場は広

がっている。しかしながら、花モモの持つ重要形質に関して遺伝解析を行った報告は少な

い。そこで、花モモの新品種育成に向けて、花モモの形質の中でも特に観賞価値の高い花

型の一つである菊咲き性 花色や低木性 わい性 の遺伝について明らかにするため 寿、 （ ） 、「

星桃」および「菊桃」から得た 集団において マーカーを用いて連鎖地図の作成をF SSR2

行うとともに、各形質について形態調査を行い遺伝解析を行った。なお本研究は、国立大

学法人東京農工大学共生科学技術研究院生命農学部門との共同研究によって行われたもの

である。

SSRマーカーを用いた連鎖地図の作成

マーカーの中でも安定性が高く遺伝解析に有用である マーカーの開発は、モDNA SSR
モをはじめとするバラ科果樹においても多数開発されている。本研究ではこれら マーSSR
カー、 マーカーおよび花色（無色／有色 、樹高（高木性／わい性）などの形態マーAFLP ）

カーの合計 種類のマーカーでマッピングを行った結果、 連鎖群で全長約 の距118 8 330cM
離を持つ連鎖地図が作成された。マーカー間の平均距離は約 であった。本連鎖地図2.8cM
はヨーロッパの 属の標準連鎖地図と比較して全 連鎖群において対応関係があり、Prunus 8
全ゲノムの約 をカバーしており遺伝解析に有効と考えられた。60%

菊咲き性について

菊咲き性は花弁の横幅が細く輪生する形質である。形態調査の結果から、 集団は花F2
弁の上、中、下部すべてが細く「菊桃」と同じ菊咲きタイプ、下部のみが細い半菊咲きタ

イプ 「寿星桃」と同じ八重咲きタイプがみられ、その分離比は であった。この分、 98:5:8
離比から、また半菊咲きタイプの中でも連続的な形態変異がみられたことから、菊咲き性

は二遺伝子もしくはそれ以上の遺伝子に支配されていると考えられた。菊咲き性の遺伝子

座を特定するため、形態調査の結果と マーカーによって作成した連鎖地図を用いてSSR
解析を行った結果、第６連鎖群上の２つの領域で有意な が検出され、これらがQTL QTL

菊咲き性を支配していることが明らかとなった。また、菊咲き性個体には葉や果実の先端
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QTL QTL部が尖るなどの特徴がみられ、これらについても 解析行った結果、菊咲き性の

、 、とほぼ同じ領域に検出されたことから 菊咲き性および他形質を支配する遺伝子の発現は

強い連鎖関係にある別々の遺伝子に支配されているか、もしくはある遺伝子が多面的に発

現しこれらの形態を支配していることが推察された。

花色について

花モモの花色は赤、ピンク、白など様々なものがみられ、花モモにおいて重要な形質の

一つである。濃ピンクの「菊桃」と白の「寿星桃」から得られた 集団では、花色（有F2
色／無色）は核周りの着色や新梢の着色と完全に連鎖し、その分離比は であった。こ3:1
れらの形質は同一の単一遺伝子支配もしくはごく近傍に位置する遺伝子に支配されている

ことがわかった。また、ピンク：赤：白の分離比は に適合したことから、濃淡を含9:3:4
めた花色は二遺伝子支配であることが示唆された。各 個体の花弁のアントシアニン含F2
量を基に 解析を行ったところ、第 連鎖群および第 連鎖群上部に が検出されQTL 1 3 QTL
た。また、第 連鎖群上部の 座は連鎖解析から得た花色の有無を支配する遺伝子座3 QTL
と一致していた。第 連鎖群上の はアントシアニン含量を制御し、花色の濃淡に関1 QTL
与していた。これらの結果から、第 連鎖群上部の が花色の有色／無色を決定する3 QTL

遺伝子であり、第 連鎖群上の が色の濃淡と色相を変化させる 遺chromogen 1 QTL activator
伝子またはアントシアニジンを配糖体にする遺伝子と推測された。

わい性について

花モモにおけるわい性は、節間が短縮化することで低木化する形質であり、庭木や鉢植

えなどに適する形質である 「菊桃」が高木性 「寿星桃」がわい性であり、本 集団で。 、 F2
の分離比をみると、高木性：わい性は の分離比に適合しており、単一遺伝子支配であ3:1
ることが示唆された。連鎖解析の結果から、わい性の遺伝子は第６連鎖群上に座位し、菊

咲き性の の近傍に位置した。菊咲き性かつわい性を持つ個体の育成が困難である要QTL
因と考えられた。

今後の展望

花モモには本研究で取り上げた形質以外に箒性、しだれ性など特異的な形質が多く存在

しているがその多くは遺伝子座の同定や遺伝解析は行われていない。 マーカーを用DNA
いた分子遺伝学的手法による遺伝解析やゲノム解析は、広大なフィールドや長期の育種期

間を要するモモの育種において、花モモの新品種育成での利用のみならず、経済栽培モモ

品種への応用などを考えていく上で有効と考えられる。
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リンゴの葯培養法の開発と分子マーカーによる解析

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

果樹研究所 果樹ゲノム研究チーム

津國 達朗

はじめに

リンゴはバラ科ナシ亜科に分類され、日本の果樹生産ではカンキツに次いで生産量の多

い重要な果樹である。リンゴは 対 本の染色体数を持ち、複二倍体起源と考えられて17 34
いる。そのため、基本的な遺伝子のセットを つ持っていると考えられ、果皮色、酸度、2
糖度、成熟期、果実重、などの重要形質の遺伝が複雑であり、未だこれらの形質について

十分な遺伝解析は行われていない。さらに、自家不和合性、高い雑種性（自殖弱勢 、長）

期の栄養生長期間などのため、形質の遺伝解析が困難である。

そこで、葯培養を用いて花粉由来の倍加半数体（ダブルハプロイド 、すなわち遺伝的）

に完全なホモ個体を作出することができれば、重要形質の遺伝解析が進展し、育種の効率

化が期待される。本研究では、リンゴの葯培養法の開発と マーカーを用いた葯培養由SSR
来個体の解析について紹介する。なお本研究は、国立大学法人岩手大学農学部農業生命科

学科などとの共同研究によって行われたものである。

リンゴ葯培養法

リンゴの葯培養には中心花紅蕾期の花叢を供試した。花蕾は培養前に ℃で低温前処理4
を行い 蕾から葯を取り出した後 の ナフタレン酢酸 と の ベ、 、 （ ） （0.5 µM NAA 10 µM BA

5% 0.3% N6 25ンジルアデニン 、スクロース 、活性炭 を加えた 培地に置床した。置床後）

、 、 ） 。 ）℃暗黒条件下で 約 ヶ月間培養し 胚様体(不定胚 形成率を調査した 胚様体(不定胚3
形成率は培養前低温処理期間が 日前後から大きく上昇し、 近くに達した。獲得し24 20%
た胚様体は 培地（窒素半量）へ移植し、再度低温処理を暗黒条件下で行った後、明1/2MS
条件下でシュート誘導を行った。シュートを再分化した個体は 条件下から実験温in vitro
室へと移動し、接ぎ木処理を行い、現在栽培・増殖中である。

本方法により、リンゴ葯培養による再分化個体獲得効率は大きく向上し、形質評価・遺

100,000 200伝解析が行える規模の集団の育成が可能になった。今年度は約 の葯を置床し

～ 個体の再分化個体の取得を試みている。300

SSRマーカーによる葯培養由来個体の評価

葯培養で得られた花粉由来の半数体はそのままでは利用できないため、自然倍加やコル

ヒチンなどの化合物処理による倍加半数体（ダブルハプロイド）として利用することが必

要である。半数体は自然倍加することが報告されているが、花粉由来個体の他に、二倍性

の葯組織由来の個体が生じることが報告されており、両者を識別する方法が必要である。

これまでは、両者を識別する方法が確立されていないため、半数体以外の個体は廃棄され

る場合が多かった。

花粉由来の個体と葯組織由来の個体を判別するには、 マーカーなどの分子マーカーSSR
を用いる方法がある。 分析では、反復配列を挟み込むように設計したプライマーを用SSR
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、 、 。いて を行い シーケンサーなどにより 反復回数の違いを多型として検出するPCR DNA
親品種でヘテロ性を示す マーカーを用いて解析することにより、葯培養由来個体の場SSR
合は親が持つ 本のバンドの一方を持ち、葯組織由来個体は親品種と 本のバンドを持つ2 2
ことから、判別が可能である。

岩手大学および福島県果樹試験場（現福島県農業総合センター果樹研究所）で作成した

「スターキングデリシャス」由来の葯培養個体 個体と 「千秋」から得られた 個体15 10、

の合計 個体について、 種類の マーカー用いて解析を行った。その結果、すべて25 10 SSR
の個体で、親品種の持つ 本のバンドの一方を持っていたことから、全個体が花粉由来の2
個体であり、葯組織由来の個体は無いことが明らかとなった。これまで、葯培養由来個体

について、分子マーカーで分析した報告はほとんどなく、本研究で得られた知見が初めて

である。

今後の展望

リンゴのゲノム解析研究は、アメリカやヨーロッパ諸国で精力的に研究されており、各

種分子マーカーの開発、連鎖地図の作成、黒星病やうどんこ病などの病害抵抗性と連鎖す

るマーカーの開発等が報告されているが、果実の重要形質に関連する遺伝子や遺伝解析の

報告は少ない。葯培養由来の倍加半数体は遺伝的に同質性（ホモ性）を有しているため、

親品種との表現形質・遺伝子型の比較、交雑集団を用いた解析により、重要形質の遺伝解

析に利用可能である。今後 「千秋」由来の倍加半数体個体を用いて、ゲノム全域をカバ、

ーする マーカーによるジェノタイピングを行い、ゲノム構成を評価する予定である。SSR
さらに、個体数をさらに多くして解析し、弱勢因子や致死因子、特定の対立遺伝子と形質

との関連を調査する予定である。



果樹研究所におけるニホンナシおよびニホングリの育種 
 

果樹研究所 ナシ・クリ・核果類研究チーム 
澤村 豊・高田教臣・佐藤明彦・平林利郎 

 
ニホンナシ 

 
１．はじめに 
ニホンナシの 2004 年度の生産量は 32.8 万トン、栽培面積は 16,200ha であり、10 年前の 38.3

万トン、19,100ha から漸減の傾向が続いている。その品種構成は、「幸水」37％、「豊水」23％、

「二十世紀」（ゴールド二十世紀を含む）13％、「新高」8％となっており、これら 4 品種で約 8
割を占める。近年、「豊水」はみつ症の多発、「幸水」は老木の増加による収量の低下に悩まされ

ており、さらに全体的な価格の低迷、生産者の高齢化といったことも問題となっている。このよ

うな厳しい状況の中、今後のナシ産業を支える優れた新品種育成の必要性に迫られている。 
 

２．ニホンナシ育種の歴史 
 我が国におけるニホンナシの育種は 1915 年に菊池らによって計画的に開始され，「八雲」「菊

水」「新高」が育成された。これらの品種は広く経済栽培されるとともに育種の交配母本としても

利用され、「幸水」をはじめとする現在の主要品種育成の礎となった。一方、果樹研究所において

育種事業に着手されたのは 1909 年であるが、ここでの育種試験はいったん中止され、1939 年か

ら育種目標を果実品質の改良と黒斑病抵抗性において再開された。 
 黒斑病抵抗性については、開始後間もない頃に育成された品種の中にはり病性の品種も見られ

たが、その後の研究により早期検定法が確立されるとともに、この形質が１対の主働遺伝子によ

って支配されており，り病性が優性，抵抗性が劣性であるとする抵抗性の遺伝様式が明らかにな

った。このことから、抵抗性品種同士を交配親に用いると全てが抵抗性となることが明らかとな

り、現在では当果樹研究所で育成される品種が黒斑病抵抗性を持つことは必須条件となっている。 
 果実品質については特に肉質の改善に重点が置かれ、交配親として果肉硬度の低い品種を積極

的に選定し、選抜を行ってきた。その結果「幸水」「新水」「豊水」のいわゆる‘三水’と呼ばれ

る品種が育成された。最近育成された多くの品種は公立場所や民間で育成された品種も含めてこ

れらの品種の後代である。 
 
３．果樹研究所におけるニホンナシ育種の方向 

今後のニホンナシ育種に対しては様々なものが求められている。表には目下取り組みを進めて

いる果樹研究所におけるニホンナシ育種目標を要約して示した。以下、いくつかの項目について

やや詳しく紹介する。 
 



【表】果樹研究所におけるニホンナシの育種目標

（１）   果実品質に関する目標

　　　果実品質　果肉硬度：「幸水」程度（3.5～4.5lbs）
　　　　　　　　果汁糖度：「幸水」以上（12％～）

　　　　　　　　果汁ｐＨ：「幸水」程度（4.7以上）

　　　果 実 重　早生250ｇ以上、中生・晩生350ｇ以上

　　　日持ち性  早生 7日以上、中生 14日以上、晩生 30日以上

　　　みつ症、心腐れが発生しない

（２）   生産性に関する目標

　　　花芽着生性  短果枝：「二十世紀」程度、腋花芽：「長十郎」程度

　　　耐病性　黒星病抵抗性の付与

　　　自家結実率　「おさ二十世紀」程度

　　　自家摘果性　満開30日後に3果／果そう　程度の果実が残る

　　　収穫前落果が発生しない  
 
果実品質 
ニホンナシにおける果実品質の構成要素は、肉質、甘味、酸味といった食味に関する要素が主

なものであり、それぞれ果肉硬度、果汁糖度、果汁 pＨによってほぼ代表できる。また、果実の

大きさや形、果面の綺麗さといった外観に関する要素も重要である。 
果樹研究所におけるニホンナシ育種においては、これらの果実品質にかかわる形質の中でも特

に肉質の改善に重点を置き、果肉硬度が幸水並みである 3.5～4.5lbs 程度を目標として選抜が行わ

れてきた。その結果、現在では幸水並みに果肉硬度の低い育種個体の獲得率はきわめて高くなっ

ており、選抜の効果が現れているといえる。しかし、幸水と同程度に果肉硬度の値は低いものの、

実際の肉質については大きく及ばない個体の出現も少なくない。そのため、果肉硬度だけを指標

として選抜を行うのではなく、最終的には食味試験による評価に頼らざるをえないのが現状であ

る。このため、今後においても求められる「幸水」や「豊水」と同等に果肉が軟らかく、噛んだ

後の残さの少ない肉質をより正確に選抜する手段を開発することが課題である。また、他の要素

についても、表に示したように主に「幸水」並みの品質を目標としている。 
 

生理障害 
ナシにおいて問題となる生理障害といえば、まず「みつ症」が挙げられる。リンゴでは「みつ

入り」として高い評価の対象となるが、ナシではみつ症が発生した果実は日持ちが悪く、症状が

激しい場合には内部が褐変し、空洞化するなど商品価値がないものと判断される。冷夏となった

年にみつ症の発生が多く、また園地によっても発生に差があることから、みつ症の発生には気象

要因や園地の土壌条件等が密接に関連していると考えられ、栽培面からの解決が望まれるが、一

方で「幸水」等の品種では発生がほとんど認められないことから育種面からの解決に対する期待

も大きい。みつ症の発生についての遺伝関係については不明であるが、経験的にはみつ症の発生

する交雑親の後代には、みつ症の発生する個体の出現頻度が高いようであるので、みつ症の発生

の少ない交雑親を用いることが、みつ症の発生しにくい品種の育成につながるものと考えられる。 
 

早生 
ニホンナシにおいては 8 月特に盆前の需要が多く、価格も有利であることから、早生品種育成

への期待は大きい。これまで｢幸水｣をはじめとして様々な研究機関や民間においても多くの早生

品種が育成されており、現在も「幸水」前後に収穫できる品質優良な品種の育成が積極的に行わ

れている。しかし、早生品種の果実は一般に小さく、さらに熟期を早めようとすると果実重はさ

らに小さくなる傾向が非常に強い。また、大果の早生品種を交配親とすることも試みているが、



これらの品種は肉質が悪く、その後代も肉質に難がある個体がほとんどである。このため、大果

と良食味を兼ね備えた早生品種の育成は非常に困難であるが、今後も重点を置いて取り組む。そ

の一つの成果として、「幸水」の一週間前に収穫できる早生の青ナシ「なつしずく」が 2005 年に

命名登録された。本品種は、果実重は 300ｇ強と早生品種としては大果であるため、今後の普及

が期待されている。 
 

黒斑病・黒星病複合抵抗性 
ニホンナシの主要病害としては黒斑病と黒星病が挙げられる。このうち、黒斑病については、

先に述べたように育種的な解決を見ているが、これら黒斑病抵抗性品種を栽培する場合でも年間

10 回以上の殺菌剤散布が必要であり、これはそのほとんどが黒星病の防除を目的としたものであ

る。黒星病は感染してから発病までに一ヶ月程度潜伏することから、発病後に薬剤散布をしても

その効果が薄いため、定期的に薬剤散布を行って予防する必要がある。このため薬剤散布回数を

大きく減らすためには黒星病に対しても抵抗性を持つ、黒斑病・黒星病複合抵抗性品種の育成が

必要である。 
交雑育種によって短期間に実用的な病害抵抗性品種を育成するためには近縁の栽培品種の中に

抵抗性品種が存在することが望ましい。しかし、ニホンナシの中で黒星病抵抗性を持つ品種は今

のところ在来品種である「巾着」のみであり、またセイヨウナシやチュウゴクナシ品種の中にも

いくつか抵抗性品種が確認されているものの、これらの抵抗性品種を用いた短期間での品種育成

は果実形質の点からみるとかなり難しい。また、｢巾着｣は黒星病には抵抗性であるが、黒斑病に

対しては罹病性であるという問題もあり、この点からも短期間での品種育成は難しい。しかし、

それぞれの種由来の黒星病抵抗性を持つ交雑は、現在 3 世代目まで進んでおり、ある程度の食味

を有する育種個体も得られ始めている。ただし外観等の形質に難があるため、品種となるまでに

はさらに世代を進める必要がある。 
また、これらの黒星病抵抗性遺伝子のうちで由来の異なるものがあれば、それらの集積した、

より抵抗性の持続する品種の育成も行う必要がある。なぜならば、ひとつの抵抗性遺伝子だけで

は、黒星病菌の系統分化によってその抵抗性が崩壊する危険性があるためである。 
 

自家和合性 
ニホンナシは自家不和合性であり、結実確保のために人工授粉を行う必要がある。しかしその

作業は短期間に多くの労働力を必要とするため、その省力化を目的として自家結実する自家和合

性品種の育成を進めている。ニホンナシの中では「二十世紀」の自然突然変異体である「おさ二

十世紀」が 1970 年代に自家結実性の高い品種として発見され、その後「おさ二十世紀」を利用

した自家和合性品種育成が様々な機関で行われ、いくつかの品種が育成されている。 
自家和合性の遺伝は基本的にメンデルの法則に従うため、「おさ二十世紀」を交雑親とした場合、

後代の半数が自家和合性となるが、残りの半数は自家不和合性となる上、着花するまでは自家和

合性の判別は不可能である。このため自家和合性品種育成を行う場合、自家不和合性の個体も多

数圃場に展開することになるため、限られた育種圃場を有効に利用することができなかった。し

かし近年、幼苗段階で自家和合性の有無をＤＮＡレベルで判別する技術が開発されたため、より

効率よく自家和合性系統の選抜を行うことが可能となった。 
また、現状では自家和合性遺伝子は「二十世紀」の突然変異体である「おさ二十世紀」由来の

ものしかないため、交配親の組み合わせが限定されてしまう。そこで「二十世紀」以外の品種に

放射線照射を行って自家不和合性遺伝子に突然変異を誘発し、新規の自家和合性遺伝子を得る試

みを進めている。 
 



自家摘果性 
 ニホンナシの栽培において、摘果作業は大果・高品質な果実を生産する上で必要不可欠な作業

である。また、受粉後 2 週間から一ヶ月の間という短期間に作業が集中するため、非常に労働集

約性が高い。特に自家和合性品種である「おさ二十世紀」の栽培面積が伸びない理由として、結

実率の増加による摘果労力の増大と摘果遅れによる小玉化が挙げられている。このため、今後自

家和合性品種の育成には、結実した果実の一部が生理落果して適切な着果量となる性質すなわち

自家摘果性を兼ね備えることにより、人工授粉と摘果の両方の作業の省力化が可能になると考え

られる。従来、「長十郎」がこの性質を持つことが経験的に知られていたが、「長十郎」の後代系

統のほとんどが果実品質に難があるため自家摘果性品種の育成はあまり進んでいなかった。しか

し、現在優秀な交配母本が見いだされ、これを用いた品種育成を行っている。 
 
４．育成新品種の特性 
 近年、果樹研究所において育成された品種について紹介する。 
 
「あきづき」 1985 年交雑 命名登録 1998 年 品種登録  2001 年 

「162-29」（「新高」×「豊水」）に「幸水」を交雑

して育成された品種である（系統名：筑波 47 号）。果

形が扁円形で、果実重が約 500ｇとなる「豊水」と「新

高」の間に収穫される赤ナシである。心腐れ、みつ症

などの生理的障害の発生は少ない。肉質はち密で軟ら

かく、果汁の糖度は約 13％と高く、適度な酸味も有

するため、「豊水」以後の品種では最も食味に優れて

いる。日持ち性は、25℃で 10 日前後であり、「豊水」

程度である。「筑水」と交雑不和合であるが、他の主

要品種とは和合性である。ほとんどの果実が「へた」

が残存した有てい果となるが、へたのない果実と比べて品質面で差が見られないことから、有て

い果はこの品種本来の特性であると考えられる。新梢の発生は多いが、短果枝、えき花芽ともに

着生が多いとはいえず短果枝の維持も容易ではない。この対策として果樹研究所では夏季誘引に

よりえき花芽の確保を行っている。各県の試験場等でも「あきづき」の花芽確保についての研究

が進められており、整枝剪定等の工夫によって必要量の花芽は確保できると考えられる。 
 

「あきあかり」 1984 年交雑 命名登録 2000 年 品種登録 2003 年  
 「162-29」（「新高」×「豊水」）に「平塚 17 号」

（「雲井」×「幸水」）を交雑して育成された品種

である（系統名：筑波 45 号）。「幸水」より１週間

程度遅れて収穫できる赤ナシで、果実は円形で条

溝が明瞭に現れる点が特徴である。平均果実重は

400g で「幸水」よりは大果になる。肉質はち密で

柔らかく多汁である。果汁の糖度は 13%以上で「幸

水」より高く、酸味もほとんど感じられず、食味

に優れている。また、果実の日持ち性は、25℃で

14 日前後と「幸水」よりも 5 日程度長く、早生品

種としては優れた日持ち性を有している。「幸水」、「豊水」、「ゴールド二十世紀」等の主要品種と

は交雑和合性である。 



「秋麗」 1982 年交雑 命名登録 2000 年 品種登録 2003 年  
「幸水」に「筑水」を交雑して育成された品種で

ある（系統名：ナシ筑波 46 号）。果形が扁円形でよ

く整い、非常に優れた食味を持つ青ナシである。収

穫期は関東で９月上旬頃である。平均果実重は

350g 程度で、「秀玉」よりやや小さい。果肉は柔ら

かく、肉質がち密で多汁である。果汁の糖度は 13％
前後で、好ましい風味があり、食味は非常に優れて

いる。心腐れ、裂果の発生はほとんどみられないが、

みつ症がわずかに発生することがある。「筑水」と

は交雑不和合であるが、「豊水」、「ゴールド二十世紀」とは和合性である。無袋栽培では果面の汚

れが目立つが、有袋栽培を行うことで綺麗に仕上げることができる。 
 

「王秋」  1983 年交雑 命名登録 2000 年 品種登録 2003 年  
「Ｃ２」（「慈梨」×「二十世紀」）に「新雪」を交

雑して育成された品種である（系統名：筑波 48 号）。

晩生の赤ナシ品種で、倒三角形の果実と紡錘形の果

実が混在する。収穫期は関東で 10 月下旬頃である。

果実はチュウゴクナシ特有の香気を有し、平均果実

重は 650g と大きく、果汁の糖度は 12％前後で晩生

品種としては食味が優れている。「幸水」とは交雑

不和合であるが、「豊水」、「ゴールド二十世紀」と

は和合性である。樹勢が強く、短果枝の着生、維持

ともに容易で栽培しやすい。収穫前落果が発生する

が、これには落果防止剤の散布が有効である。心腐れ、みつ症および褐色斑点状の果肉崩壊症が

発生することがある。日持ち性に非常に優れ、いわゆる貯蔵ナシとしての利用も可能である。 
 
「なつしずく」  1983 年交雑 命名登録 2005 年 品種登録 申請中  

「平塚 25 号」（「幸水」×「菊水」）に「筑水」を

交雑して育成された品種である（系統名：筑波 50
号）。果形が扁円形で、「幸水」の約一週間前に収穫

できる早生の青ナシである。果実重は 300ｇ強と早

生品種としては大果であり、甘味、酸味ともに「幸

水」程度であり食味にも優れる。無袋栽培でも果面

のサビが少なく美しく仕上がるため、袋掛け作業が

軽減できる。「筑水」と交雑不和合であるが、他の主

要品種とは和合性である。わずかながら収穫前落果

が見られるので、収穫遅れのないよう注意する必要がある。. 
（http://fruit.naro.affrc.go.jp/seika/2004/fruit04001.html） 
 

（参考） 
http://www.fruit.affrc.go.jp/kajunoheya/ikuseihinsyu/data/1hinsyuindex.html、から果樹研究所

育成品種の概要を知ることが出来ます。 



ニホングリ 
 
１．栽培面積の推移 
 日本のクリの栽培面積は 1942 年には約 8,000ha あったとされるが、太平洋戦争の影響で 1945
年には約 4,600ha にまで減少した。その後、1960 年頃まで約 10,000ha であったが、クリタマバ

チ抵抗性品種の普及、クリの価格の好況、当時の政策によりクリの栽培面積は急激に伸び始め、

1966 年には 30,000ha を超え、1975 年には 44,000ha とピークに達した。しかし、その後のクリ

価格の低迷やクリ栽培の後継者不足により減少に転じ、1985 年に 42,000ha、1995 年に 33,000ha、
現在（2005 年）は約 25,000ha である。 
 
２．クリの品種育成 
1）クリタマバチ抵抗性育種 
我が国におけるクリの品種育成は 1929 年に新潟県の農業試験場で始まった。ニホングリとチ

ュウゴクグリの交雑により渋皮剥皮性の良い品種の育成が目標であったが、普及に至る品種は得

られなかった。 
1947 年から農林省園芸試験場においてもクリの育種が始まった。当時の育種目標は、大果で多

収のニホングリに高品質で渋皮剥皮の容易なチュウゴクグリの性質を取り入れることであった。

一方、1941 年頃に岡山県で発生したクリタマバチは非常な勢いで全国にまん延し、1950 年前後

には関東でクリに被害を及ぼし、1965 年には北海道にまで分布を広げ、日本全土にまん延した。

このような状況下で 1952 年にはクリタマバチ抵抗性品種の育成が目標に加えられることになっ

た。しかし、育種素材として利用されていたチュウゴクグリがニホングリと比較して抵抗性が非

常に低く、チュウゴクグリを親とした場合その後代も同様であった。そのため、チュウゴクグリ

を育種素材とした果実品質の改善は行われなくなった。 
クリタマバチ抵抗性を目指したニホングリの品種育成が行われた結果、1959 年に「丹沢」、「伊

吹」、「筑波」が、1968 年には「石鎚」が育成され、全国で普及し、生産を回復させた。その後、

さらに抵抗性に優れる品種として 1981 年には「国見」、1992 年には「紫峰」が発表された。 
 
2）チュウゴクオナガコバチの導入 

1979 年にクリタマバチの天敵であるチュウゴクオナガコバチが日本に導入され。1980 年、日

本の西部、九州の福岡市と日本の東部、関東の果樹研究所（つくば市）で放飼がおこなわれた。

つくば市での放飼では、1981 年果樹試験場に天敵の定着が認められ、1993 年には日本の北部に

位置する宮城県や新潟県まで広がっていることが確認され、その後も確実に分布域を広げている。

現在、果樹試験場の圃場内でクリタマバチの虫えいを見つけることは困難であり、その虫えいの

中もほとんどがチュウゴクオナガコバチであるといった状況である。このため、現在はクリタマ

バチ抵抗性品種の育成は休止状態である。 
 
3）渋皮剥皮性の改善 
クリタマバチ被害の減少によりニホングリの品種への要求が耐虫性重視から果実品質重視に移

行するものと思われる。日本におけるクリの品種育成が始まって以来、渋皮の剥皮性は育種上も

っとも大きな目標の一つである。クリタマバチの被害の減少は剥皮性に優れるチュウゴクグリの

育種への利用が可能になったことを示す。果樹研究所で約２分間、190℃の食用油の中でクリを加

熱することにより渋皮の剥がれやすさを評価する方法（HOP 法）が確立され、育種への利用が始

まっている。ニホングリにも渋皮の剥がれやすい品種が存在することも確認されており、これら

のニホングリ品種やチュウゴクグリの利用により、今後、大果で、食味に優れ渋皮の剥がれのい



い品種が育成されるものと期待される。 
 
３．主要品種 

2002 年の我が国のクリ栽培面積の品種別割合は筑波が 23.0%、丹沢 12.2%、銀寄 11.0%、国見

4.3%、石鎚 4.0%、利平くり 3.9%、岸根 2.5%となっている。各品種の概略は以下のとおりである。 
 
「筑波」（岸根×芳養玉） 
果樹試験場が育成し、1959年にくり農林3号として命名登録された。やや直立性で樹勢は強い。

きゅう果はややへん球形で大きい。刺毛は長く、密度は粗、果実は帯円三角形で、平均 25g 以上

の大果。果皮は赤褐色で光沢がある。品質が優れ、加工用原料にも適し、貯蔵性も高い。9 月中

下旬に成熟する。樹勢が強く豊産性で盛果期が長い。 
 
「丹沢」（乙宗×大正早生） 
果樹試験場が育成し、1959 年にくり農林 1 号として命名登録された。やや開帳性で樹勢はやや

強い。きゅう果はヘん球形で大きさは中。果実は帯円三角形で果頂はやや尖る。平均 23g で早生

としては大果。果皮は淡褐色。品質優良で、9 月上旬に成熟する。隔年結果を起こしやすいので

集約的栽培管理を必要とする。 
 
「銀寄」 
大阪府豊能郡原産とされ、詳細な来歴は不明であるが、1750 年頃の偶発実生といわれている。

やや開帳性で樹勢は強く、大木になる。枝の発生が多く、発芽期が早くて霜害を受けやすい。き

ゅう果はへん球形で大きい。果実はへん平形で側果の内側面は湾曲する。平均 25g 以上の大果に

なり、果皮は暗褐色で光沢がある。品質はニホングリ栽培品種の中で最も優れる。9 月中〜下旬

に成熟する。クリタマバチに強い。 
 
「国見」（丹沢×石鎚） 
 果樹試験場が育成し、1981 年にくり農林 5 号として命名登録され、1983 年に種苗法により第

353 号として登録された。やや開帳性で樹勢はやや弱く、樹冠はあまり大きくならない。きゅう

果はヘん球形でやや大きく、刺毛の長さは中で石鎚に似る。果実は円形ないしやや帯円三角形で、

丹沢より大きい。9 月上中旬に成熟する。クリタマバチの抵抗性で、伊吹に比べてモモノゴマダ

ラノメイガの被害は少ない。樹勢が低下しやすく、樹勢が衰えると果実は小果になりやすい。 
 
「石鎚」（岸根×笠原早生） 
 果樹試験場が育成し、1968 年にくり農林 4 号として命名登録された。やや開帳性で樹勢は中。

きゅう果はへん円形で大きく、風による落果は少ない。果実は円形で揃いがよく、平均約 25g で

やや大きい。果実は赤褐色で光沢がある。9 月下旬〜10 月上旬に成熟する。クリタマバチには抵

抗性である。 
 
「利平ぐり」 
 岐阜県山県郡の土田健吉が育成し、1950 年に種苗名称登録第 3 号に登録された。ニホングリと

チュウゴクグリとの自然交雑による一代雑種実生といわれている。きゅう果はややへん球形で大

きく、長い刺毛が粗に分布する。果実はへん円形で、平均約 25g、果皮は暗紫褐色で、果頂部に

は毛じが密生する。9 月中下旬に成熟する。 
 



「岸根」 
 山口県玖珂郡の原産であるが、来歴の詳細は不明。やや直立生で樹勢は強い。葉身が巻いて下

垂しやすい。きゅう果は球形で大きく、長くて柔らかい刺毛が粗に分布する。果実は帯円三角形、

30g の大果になり、果頂部に細毛が密生する。果皮は暗褐色。10 月上中旬以降に成熟するので、

秋の冷え込みが早い地域では果実の充実が不良になる。クリタマバチ抵抗性の晩生種で、加工に

適し、貯蔵性も高い。 
 
４．近年の果樹研究所育成品種 
 
「紫峰」 くり農林６号 
交雑年：1971 年 
交雑組み合わせ：銀鈴×石鎚 
命名登録 1992 年 品種登録 1994 年 

 ９月中下旬に収穫される多収性の中生品種でクリタ

マバチに対して強い抵抗性を示す。果実は２８ｇ前後

の大果で帯円三角形を呈する。裂果及び双子果の発生

は少なく、玉揃いも良い。果肉色は淡黄色で肉質は粉

質である。甘味及び香気は中程度である。 
 
「秋峰」 くり農林７号 
交雑年：1983 年 
交雑組み合わせ：筑波×５２４－１ 

［利平ぐり×クリ平塚２４号（片山×赤中）］ 
命名登録 2001 年 品種登録 2004 年 

 母親品種の「利平ぐり」はチュウゴクグリの雑種と

推測されているが、本品種の毬果も刺毛がやや太くて

堅い、果面の毛じが多いなどチュウゴクグリに似た点

が見られる。果実は帯円三角形で、「筑波」よりは小さ

いが、「石鎚」と同じ程度の大きさである。果肉は「筑波」より黄色味が強く、貯蔵後も果肉色の

変化が比較的少ない。粉質で甘味、香気が多く、食味が良好である。開花期は「筑波」、「石鎚」

と同時期で遅いほうである。成熟期は概ね「筑波」と「石鎚」の間で、両品種の間を補完する品

種として利用できる。台木との組み合わせによっては接ぎ木不親和症状を呈することがある。 
 
「クリ筑波 36 号」 
交雑年：1991 年 
交雑組み合わせ：「550-40」（「290-5」（「森早生」×「改

良豊多摩」）×「国見」）×「丹沢」 
命名登録予定 

 焼き栗の渋皮剥皮性がチュウゴクグリ並に優れる画期的

な品種である。果実は 30ｇ程度と大きく、果肉色は黄色で

果肉質は粉質、甘味、香気はともに多く、果実品質に優れる。

収穫期は９月上中旬である。 
 



核果類の栽培・品種動向と育種試験

ナシ・クリ・核果類研究チーム

山口 正己

Ⅰ．モモの栽培・品種の動向

１．栽培動向

図１．産地別モモ栽培面積の推移

戦前の日本のモモ産地は、岡山、神奈川の二大産地を中心に全国に広く分布していた。

、 、 。これは モモ果実の輸送が難しく 産地と消費地が接近していたためであると考えられる

戦後は、農基法の下果樹栽培が拡大し、モモも増植された。特に昭和 年代から 年代30 40
にかけて増植され、山梨、福島、長野、岡山、山形などの諸県が主要産地になった。 昭

和 年代中頃以降、全国の栽培面積は減少に転じ、ピーク時の から に40 22,000ha 10,000ha
半減した(第 図)。山梨県は、 年代の栽培面積を維持したことから、わが国の栽培面1 40
積の 割以上を占める最も大きな産地となった。また、和歌山県は昭和の終わり頃からモ3
モを増やし、第 位の産地となっている。5

図２．モモ加工、生食仕向け量の推移



この減少の最も大きな要因は加工需要の低下であり、生食用仕向け量は 万トンから20
万トンへの微減にとどまっている(第 図)。15 2

図３．モモ卸売価格の推移

栽培面積の減少に伴う生産量の減少に伴い、単価は比較的高い水準を維持している。価

格が前年に比べて低くなることがあるが、これは生産量の増加によるのではなく、天候不

順等による品質の低下が主な要因である。

２．栽培品種の変遷

図４．モモ主要品種の栽培面積の推移

、 、 、缶詰需要の著しい減少など モモ消費構造の変化や 果実全体の高品質化の影響を受け

モモの品種構成も大きく変化してきた。

戦後のモモは、早生の‘砂子早生 ‘倉方早生 ‘布目早生 、中生の‘大久保 ‘白’、 ’、 ’ ’、

鳳 、晩生の‘白桃’を柱とする、白肉、低酸、軟肉タイプを特徴とする品種構成が定着’

したが、ここ 年余りでさらに大きく変化している。20
早生 品種はほぼ姿を消し、中生では‘大久保’が著しく減少 ‘白鳳’も年々栽培面3 、



積を減らしている。晩生では全国で広く栽培されていた‘白桃’が姿を消しつつある。

これに代わって、早生では‘日川白鳳’が、中生では‘あかつき’が、晩生では‘川中

島白桃’が増植され ‘白鳳’を加えて、これら 品種が現在のモモ品種構成の柱となっ、 4
ている(図 )。4

その他の品種でも ‘武井白鳳’や‘山根白桃’等のように、一時期増植されたが、そ、

の後減少に転じた品種や ‘浅間白桃’や‘清水白桃’のように一部の産地で栽培される、

品種もあるなど、モモの品種構成は複雑な動きを見せている(図 )。5

図５．モモ品種の栽培面積の推移

３．現在のモモ品種

こうした変化を通じて、現在の品種構成が成立した。早生では‘日川白鳳 、中生では’

‘白鳳 ‘あかつき’晩生では‘川中島白桃’が主力品種となっているが、栽培面積は’、

最も多い‘白鳳’でも に達しないなど、かつての‘大久保’のようなガリバー品2,000ha
種は見られない（図６，７ 。）

戦前から戦後にかけてのモモの品種構成の変化は、酸の多いものから低酸タイプへ、ま

、 、た早生品種に発見による出荷時期の拡大が大きな特徴だったが この 年余りの変化は20
日持ち性の向上（より締まった肉質 、糖度の増加を中心とする品質の向上が主な特徴と）

なっている。

また ‘黄金桃’のような黄肉品種の増植が進んでいることは新しい動きである。、

昭和 年の新種苗法の施行以降、モモの登録品種は あまりに上る。前述した 品53 130 4
種の熟期には、 日前後、 日前後に出荷の谷間があることから、これらの時期に収穫90 110
される品質の優れた新品種が模索されている。



図６．モモ主要品種の栽培面積と増減（ 上位 品種）2003. 30

図７．モモ主要品種の栽培面積と増減（ ～ 位）2003.31 60

４．モモ形質の遺伝と育種

表 に、モモ果実特性に係わる遺伝形質を示した。遺伝形質には、分離形質が連続せ1
ず、画然と分けられる質的形質（メンデル形質）と、連続的で量的に把握される量的形質

とがある（表 。モモは落葉果樹の中では質的形質が多く、理論上は様々なタイプが考1）
えられる。しかし、実際に栽培されている品種は、白肉、低酸、軟肉を特徴とする、極め

て限定的なタイプに偏っており、今後より多様な品種の育成が必要になっている。

また、花や樹の形質に係わる遺伝子も、花弁色や花弁数、花粉の稔性、枝垂れ性、



わい性など、多様な遺伝子を有しており 表 モモ果実に係わる遺伝的形質1
今後、これらの形質を利用した新品種

の育成が期待されるところである。

表 モモの育種目標（短期） 表 モモの育種目標（中長期）2 3

Ⅱ．ウメの栽培・品種動向

１．栽培動向

図８．ウメの産地別栽培面積の推移

ウメは、わが国で古くから利用され、江戸時代にはその利用が広く拡大した果樹の一つ

である。第 次大戦後、栽培面積は一次 にまでいたが、その後昭和 年代、昭2 7,000ha 30
和 年代の二つの増植期を経て、現在 前後の栽培面積となっている主要果樹の50 19,000ha
一つである。二回にわたる増植期に積極的に面積を拡大した和歌山県が面積で 、生25%



、 、産量で約五割を占める大産地となっており 次いで群馬県が を超え第二位となり1,000ha
この二県が突出した生産面積を持っている。長野、山梨、福井、神奈川、茨城、宮城、福

岡などが数百 で中程度の産地となるほか、北海道を除く全国に産地は広く分布していha
る（図 。8）

昭和 年代の増植は、法改正による果実酒の解禁を端緒としており、青梅需要の増加30
により、主として青梅品種が増植された。昭和 年代の増植は、梅干しを中心とする梅50
加工製品の需要増加を背景としている。小梅や南高等梅干し加工に適した品種が増植され

た。

図９．ウメ加工品の輸入量の推移

現在のウメ生産は主として梅干しや、梅酒などの加工需要に支えられているが、梅干

しについてはかつては台湾、近年は中国からの第 次加工品の輸入が増加し、国内生産に1

図１０．国産ウメの青梅、加工梅仕向け量の推移

大きな影を落としている（図９ 。中でも中国からの塩漬け製品は、年間 万トン（生果） 4
換算で 万トン）に達し、国内の梅価格に大きな影響を与えている。8

梅果実の流通は、生果（青梅）と塩漬け梅（ 次加工梅）の二つに分けられる。梅加工1



については、設備等により生産量には限界があるため、仕向け量は上限があり、ほぼ 万5
トン程度であると推定される（図 。したがって、これ以外のウメ果実は青梅として市10）
場出荷されることになるため、生産量の変動により市場出荷されるウメの量は著しく増減

することになり、価格の低迷を招くことも多い。

また、梅干しの加工技術も変化し、塩抜きによる低塩梅干しや完熟果を用いた完熟梅干

、 。しなどが和歌山県を中心に普及したことも ウメ品種の需要に大きな影響を及ぼしている

２．ウメ栽培品種の変遷

図１１．品種別ウメ栽培面積の推移

ウメ用途の変化や加工技術の進展により、品種構成もこの 年余りの間に大きく変化20
した。

かつては、青梅・加工兼用品種である‘白加賀’や青梅品種である‘鶯宿 、主として’

梅干しにされる‘南高’等が主要品種を構成し、産地によって異なる地方品種がそれぞれ

の地域の主力をなしていた。 梅干し加工向けには、果実小さく食べやすいいわゆる小梅

類が、長野県や山梨県を中心に増植された。

しかし、家庭におけるウメ主要果実の需要が頭打ちになり、梅干し需要がより重要にな

るにつれて、梅干しに適さない‘鶯宿’や‘玉梅 、完熟梅干しとしては問題点が残る‘’

白加賀’等は減少した。さらに、低塩梅干し加工技術の普及に伴い、大玉果実へと梅干し

の需要が移行したことから、長野や山梨などの小梅類の需要が低下した。和歌山県におけ

る加工技術の進展と相まって、いわゆる「紀州産南高」の評価が高まり、和歌山県では‘

南高’が著しく増植された。

こうした結果 ‘南高’の栽培面積は ‘白加賀’を抜いて第 位となり、和歌山だけで、 、 1
なく、他の産地でも増植され、かつての地方品種は急速に姿を消しつつある。



３．ウメの品種特性

図１２．ウメの品種別栽培面積

（１）主要品種

現在のウメ品種は、普通梅では‘南高’が ‘白加賀’が で、この 品5,000ha 2,600ha 2、

種でウメ全体の 割を占めている。また、小梅では‘竜峡小梅 ‘小梅’および‘甲州最4 ’、

1300ha 300小 で 余りを占める 青梅用普通梅としては 鶯宿 古城 紅サシ 等が’ 。 ‘ ’、‘ ’、‘ ’

～ 栽培される。東北地方では、冬季の寒さとの関係から耐寒性に優れる「豊後梅」500ha
が栽培される。

この他 ‘白加賀’に似るが栽培性が改善されたとされる‘玉英 、ヤニ果の発生の少、 ’

‘ ’ 。‘ ’ ‘ ’ 、ない 梅郷 等の植栽が増加している 小粒南高 は 南高 の受粉樹として用いられ

和歌山県を中心に増植されている(図 )。12
（２）品種評価のポイント

①果実の大きさ：小梅、普通梅、豊後梅で大きさが異なる。普通梅では、大玉果が人気が

高い。豊後梅は梅干し品質はやや劣る。

②ヤニ果の発生：ヤニ果は果肉中の肥大のアンバランスにより、果肉の一部が割れ、そこ

にヤニ状の物質が充満する現象であると理解される。肥大第 期で発生し、熟度が進むに3
つれて症状がひどくなるため、発生の多い品種は収穫期が限定される上、完熟での収穫が

困難になる。鶯宿、月世界、古城、玉梅、長束、養青梅などは発生多。白加賀、紅サシな

どは中程度の発生。南高、梅郷、十郎、剣先、甲州最小、織姫などは発生が少ない。

③熟期：小梅類は早生、白加賀、鶯宿、月世界などは中生、南高、薬師梅などは晩生。自

然に落果するのに、 日程度の差がある。青梅には熟期の早いものが良。30
④花粉の有無：白加賀、加賀地蔵、玉英、古城等は花粉無し。豊後梅、甲州最小などは花

粉少。



⑤自家結実性：織姫、竜峡小梅、稲積、室谷、地蔵梅、養青梅、紅サシ、剣先、八郎等は

自家結実性。

⑥耐病性：織姫、藤枝単紅梅などはかいよう病の発生少。南高は中。

竜峡小梅、豊後梅などは黒星病がおおい。

⑦開花期：台湾梅、小梅類は早。南高はやや早。白加賀、豊後梅は晩。

⑧短果枝上の葉芽の着生：白加賀、紅サシ、古城などは着生少なく、枝がはげる。

⑨新梢の発生：発生が少ないものは結果部位の確保が難しい。

（３）主要品種の特性

‘白加賀 ：熟期が早く、果実も大きいが、花粉無く、開花期が遅いことから、結実が不’

安定で収量には限界。ヤニの発生がある。

‘南高 ：成熟期晩、後期の肥大に優れ、ヤニ果の発生無し。完熟での収穫が可能。完熟’

1果は梅干しの品質良 枝の発生多く 極めて多収 －－－こうした理由から 南高 が第。 、 。 ‘ ’

位の品種となる。

４．新品種の育成

表２．ウメの育種目標

、 、 、 。果樹研究所 群馬県 福井県 等で実施

今年度から、和歌山県でも育種指定試験が

始まる。

‘ ’、‘ ’ 、果樹研では 加賀地蔵 八郎 を育成

現在、第 回系適を実施中。2

Ⅲ．スモモの品種

１．栽培動向

図１３．スモモ栽培面積の推移

• １ ．ヤ ニ 果

• ２ ．自 家 結 実 性

• ３ ．大 玉 、 ま た は 適 度 な 大 き さ

• ４ ．多 収 性

• ５ ．耐 病 性 ：か い よ う 病 、黒 星 病

• ６ ．早 生 ～ 晩 生

• ７ ．従 来 に な い 形 質



図１４．スモモ県別反収

ニホンスモモはわが国で古くから栽培されて来た果樹であるが、その重要性が認識され

たのは明治時代以降である。幕末から明治初めにかけて、わが国から米国に渡り、バーバ

ンク等のによって、近縁種と交雑が行われ 「 」として、米国のみならず、、 Japanese plum
ヨーロッパ、アジアに広がった。

わが国での栽培は多くはないが、栽培面積は 年から 年代の初めにかけて増加1980 1990
90 10した しかし 年代の後半になると栽培面積ははっきりとした減少傾向に転じ この。 、 、

年余りの間に が減少している。700ha
産地としては山梨県の栽培が多いが、この間の減少も顕著で現在は 前後、次い1000ha

でプルーンを中心とする長野県、ニホンスモモを栽培する和歌山県等が主産県である。

栽培面積の減少の要因としては、結実が不安定であること（図１４ 、日持ち性の不良）

な品種が多いこと、早生品種で品質が良くないこと、等が挙げられる。

２．品種動向

図１５．スモモ品種別栽培面積の推移



ニホンスモモは 年以降、早生品種の‘大石早生すもも’が全体の を占める主1984 30%
、 。 、力品種として推移してきたが 近年同品種は急激に栽培面積を減少させてきている また

中生の‘ソルダム ‘サンタローザ’も 年以降、減少に転じており、この 品種の’、 1988 3
面積減少が、全体の栽培面積の減少として現れている。一方、やや晩生で品質の優れる‘

太陽’は、増加傾向にあるとはいえ、前記 品種の減少を補う程は増加していない。3
このように、スモモは品種更新時期にあたるものの、これまでの主要品種に代わる新品

種が現れていないことから、全体として栽培面積が減少しているものと考えられる(図１

５ 。）

３．スモモ主要品種

‘大石早生すもも’

が第 位の品種である1
が、近年栽培は減少し

ている。本品種は、熟

期が現在のスモモ品種

の中でも最も早い。果

実は 前後、結実は60g
比較的良好であるが、

果肉の軟化が速く、輸

送性が劣ること、果肉

糖度が ～ ％で、10 11
食味は不十分であるこ

となどの欠点を有して

いる。

図１６．ニホンスモモ主要品種の栽培面積

‘ソルダム ：中生、緑皮・赤肉。果実は 前後、糖度は ～ ％、酸味は中。日持’ 100g 12 13
ちはやや良。短果枝の着生が良好で、栽培は容易。

‘太陽 ：中晩生、紅紫皮、白肉。果実は ｇ前後、糖度は ～ ％、酸味は完熟で’ 150 14 15
中、早取りでは、酸強く、品質は不良。肉は硬く、日持ちは良好。結実不良で ‘ハリウ、

ッド’の花粉を４～５回受粉する。

‘サンタローザ ：中生 ‘ソルダム’の１週間前。赤皮・白肉。果実は 前後。糖度’ 、 100g
は ～ ％、酸味は中。肉は軟。せん孔細菌病に弱い。12 13
‘ガラリ ：台湾原産で、鹿児島県奄美大島で栽培される。開花期が早く、自家和合性と’

される。黒紫皮・濃赤色肉。果実は 程度と小さく、酸味強く、品質は優れない。暖地50g
系スモモ。

この他、極めて大玉で品質も優れる‘貴陽’や、収穫期の早い‘紅りょうぜん 、果樹’

研で育成した早生の‘ハニーローザ 、やや早生の‘ハニーローザ’等がある。’



図１７．プルーンの主要品種の栽培面積( )ha
プルーンはヨーロッパスモモの別名で、干果、生食の用途があるが、日本では生食用に

栽培が増加している。熟期が 月以降となり夜蛾の被害を受けやすいこと、降雨による裂8
果が発生すること等から、現在は雨よけ栽培が推奨されている。果実はラグビーボール型

で青紫色、果肉は黄色である。完熟すると、糖度が ～ ％程度になり、酸味が抜けて15 18
食味も良好となるが、未熟では果肉硬く、酸味も強く品質は劣る。果実は ｇ～ ｇ30 100
と品種により異なる。雨よけ栽培は完熟果の収穫にとっても極めて有効な手段である。

開花期は遅く、自家結実性品種では結実は良好である。裂果の発生は多く、枯死も発生

しやすい ‘サンプルーン ‘シュガー’などわが国で発見された品種やアメリカからの。 ’、

導入品種である‘スタンレイ’等が主要品種。



果樹遺伝資源の収集・保存とその利用

果樹研究所 研究支援センター 遺伝資源室

佐藤 義彦

１．果樹導入の歴史的経過

わが国は北海道から沖縄まで南北に細長く、北はリンゴ、セイヨウナシ、オウトウなど

の寒冷地果樹、南はカンキツ、パイナップル、バナナなどの亜熱帯果樹と現在栽培されて

いる果樹の種類は多岐にわたっている。しかし、わが国に原生する果樹の種類は限られて

いる。また、古くからわが国で広く栽培されている果樹の多くも、長い歴史の中で東アジ

ア諸国との交流を通して導入されてきたものが多い。

1) 日本に原生する代表的な果樹

・ナシ

・ニホングリ

・ニホンスモモ：原産地は日本、中国とされるが、現在栽培されている品種の大半は

アメリカスモモとの雑種である。

・ヤマモモ：日本西南暖地、中国、台湾が原産地とされる。

（ ） 、・ハスカップ クロミノウグイスカグラ ：北海道～シベリアにかけて自生しており

「勇払」等の品種が選抜されている。地域特産果樹。

・ウンシュウミカン：原木は日本。しかし、中国より渡来したものと思われる。

・アケビ：アケビ、ミツバアケビとがあるが、栽培されるのは果実の大きなミツバア

ケビである。日本、中国、朝鮮半島が原産地とされる。

2) 明治維新以前に栽培されていた果樹

・カキ：中国原産とされる。

・ブドウ（甲州 ：アメリカ、コーカサス～ヨーロッパ東部原産とされる。明治初期）

に多くの栽培品種が導入された。

・アンズ：中国の北西部～中央アジアが原産地とされる。古い時代に薬用として伝来

し、カラモモと呼ばれていた。

・ウメ：中国原産とされる。弥生～奈良時代に伝来したとされる。

・マルメロ：コーカサス地域原産とされる。江戸時代に伝来したとされる。

・カリン：中国北部が原産地とされる。伝来は不明。

・イチョウ：中国原産とされる。室町時代には記載がある。

・ザクロ：トルコ～アフガニスタン原産とされる。伝来は平安時代とされる。

・イチジク：アラビア半島南部が原産地とされる。江戸時代には紫果品、白果品の２

品種が栽培されていた。

・ナツメ：ヨーロッパ南東部～アジア南西部が原産地とされる。奈良時代の遺跡より

出土。



・ユズ：中国原産とされる。平安時代以前に栽培・利用されていたとされる。

・キンカン：中国原産とされる。伝来は江戸時代以前とされる。

・ブンタン：インドシナ半島原産で、わが国へは江戸時代初期に伝来したとされる。

3) 明治初期に導入された栽培果樹

勧業寮、北海道開拓史で果樹栽培の重要性を認め、米国、フランス、中国等から導

入し、 三田育種場（勧業寮 、青山試験場及び札幌育種場（北海道開拓史）で適応性）

試験が行われ、全国各地に配布されて果樹栽培が奨励された。

Ma-・リンゴ：明治以前に利用されていたリンゴは中国原産の和リンゴ、地リンゴ（

）で現在栽培されているリンゴ（ ）とは異なる。lus asiatica M. pumila

原産地はコーカサス～中央アジアとされる。

・セイヨウナシ：原産地はコーカサス～東ヨーロッパとされる。

・オウトウ：原産地はコーカサス～東ヨーロッパとされる。

・モモ：古く在来系統も利用されていたが、現在栽培される品種は明治初期に導入さ

れた「上海水蜜桃」などを基に品種改良されている。

。 。 。・ビワ：中国原産とされる わが国でも一部自生している 弥生時代の遺跡より出土

現在栽培される品種は江戸末期～明治初期に導入された「茂木 「田中 、」、 」

「楠」などやその後代品種である。

・スグリ：フサスグリとスグリとがあり、共にヨーロッパ～アメリカが原産地とされ

る。

・クルミ：古く中国からテウチグルミが伝来しているが、世界的に栽培されるペルシ

ャグルミは明治初期に導入されている。原産地はヨーロッパ東南部～アジ

ア西部とされる。

・オリーブ：トルコ～地中海沿岸地域が原産地とされる。

・オレンジ：インド北部が原産とされている。オレンジの一種のクネンボは古くより

伝来しているが、オレンジの主要品種は明治中期に導入されている。

・レモン：インド北西部が原産地とされる。

・キイチゴ：ブラックベリー、ラズベリーなどがあり、ブラックベリーは主にアメリ

カ原生種から品種改良され、ラズベリーはアメリカとヨーロッパ原生種

から品種改良されている。

・プルーン（ヨーロッパスモモ ：コーカサス地域が原産地とされる。）

明治～大正時代の導入は、 主に直接利用を目的とし、海外で育成、栽培された主要

品種の導入に力が注がれた。この中には、わが国の果樹産業にとって重要な役割を果

たしたものも多い。

リンゴ：国光、紅玉、ゴールデンデリシャス、デリシャス

セイヨウナシ：ラ・フランス、バートレット

ブドウ：デラウェア、キャンベル・アーリー

カンキツ：ワシントンネーブル、ポンカン



スモモ：ソルダム、 モモ：上海水蜜桃、 オウトウ：ナポレオン

4) 昭和になって導入された果樹

、 、試験研究機関における組織的な育種試験の開始に伴い 直接利用目的の導入の他に

育種素材として、海外育成品種の他に有用形質を持つ野生種等の導入が図られた。

1965年：遺伝資源管理事業が発足し、国内の導入・保存体制が強化された。

・農林水産省技術会議事務局に種苗保存導入係の新設

・農業技術研究所に種子貯蔵庫、園芸試験場に導入隔離施設が設置

1985年：農林水産省ジーンバンク事業が発足し、遺伝資源の探索・導入、保存、評

価体制が整備され、海外育成品種の導入の他、探索収集による野生種や在

来系統の導入が急激に増加した。

・農作物、材木、水産物、家畜、微生物の遺伝資源を管理する。

・材木、水産植物を除く植物遺伝資源のセンターバンクは農業生物資源研

究所である。

・キウイフルーツ：昭和中期にニュージランドより導入。原産地は中国。わが国にも

（ 、 ） 。近縁種 サルナシ マタタビ があり共に一部で栽培されている

・ブルーベリー：昭和中期にアメリカより導入。原産地はアメリカ。ツツジ科の果樹

で、わが国にも、野生種があり、長野県等では浅間ブドウと呼ばれ

て、利用されている。

・チェリモヤ：昭和後期に導入。原産地はチリ～コロンビア。亜熱帯果樹であるが、

氷点下にならない地域での栽培が可能である。

２．遺伝資源の探索と収集

1) 目的

遺伝資源

。→ 育種素材：作物育種の進展は保持する遺伝資源の大きさにより限界が決定する

→ 研究素材

探索・収集、導入の目的

・海外の在来品種、育成品種を直接利用する。

・海外の在来品種、育成品種を育種素材として利用する。

・耐病虫性、耐寒性、わい化性など有用遺伝子を持つ野生種の確保する。

・わが国に原生する遺伝資源は限定されており、広く世界に分布する野生・在来

の遺伝資源を導入し、育種素材として利活用する。

・環境破壊や社会変革等でこれらの遺伝資源が喪失する危険を防ぐため、早急に

調査・収集し、確実に保存する。

2) 方法

各樹種の発祥の中心地では多様な遺伝形質が認められており、このような地域への

探索収集が必要である。



(1) 海外試験研究機関で探索収集し、保存している遺伝資源を導入する。

（問題点）海外試験研究機関での遺伝資源保存目録の入手が困難である。

遺伝資源の配布が制限されている場合が多い。

(2) 各樹種の発祥中心地やそれに近い地域へ探索隊を派遣し、収集に努める。

（問題点）探索隊の派遣が困難な地域が少なくない。

、→ 探索隊を受け入れる国にとっても有意義であることが理想であり

共同探索・共同利用を原則とする。

＊果樹類の発祥中心地

中国を中心としたアジア東部地域

モモ、ホンアンズ、ニホンスモモ、ウメ、ニホンナシ、チュウゴクナシ、ニ

ホングリ、チュウゴクグリ、カキ、キウイフルーツ、ビワ、ウンシュウミカ

ン、ブンタン、オレンジ、キンカン、ユズ、レイシなど

ヨーロッパ東南部からアジア西部にかけての地域

、 、 、 、 、ヨーロッパスモモ 甘果オウトウ アーモンド 栽培リンゴ セイヨウナシ

ヨーロッパグリ、ヨーロッパブドウ、イチジク、クルミ、ピスタチオなど

3) 遺伝資源の探索収集体制

(1) 国際植物遺伝資源委員会（IBPGR） → 国際植物遺伝資源研究所（IPGRI）

植物遺伝資源の収集、保存、記録、評価、利用に関して国際的組織網を推進し、

地域開発や気候の変化に伴う遺伝資源の喪失への対応と遺伝資源の育種的利用の向

上を図る。

(2) 農林水産省



・1970年に熱帯農業研究センターが発足し、熱帯・亜熱帯作物を探索導入した。

・1975年、農林水産省技術会議事務局に「有用遺伝子の探索導入に要する経費」が

予算計上され、組織的な探索収集事業を開始した。

・1985年、農林水産省ジーンバンク事業の開始にともない、国内外への遺伝資源の

探索収集事業が強化された。… 作物優先度と地域優先度を組み合わせた探索計画

(3) 大学、公立試験研究機関

規模と種類（育成品種に偏重）に限界がある。

4) 国内における探索収集

、 、 、(1) 比較的古くから実施され リンゴ ニホンナシでは野生種やその近縁種を収集し

台木の優良系統を選抜した。

、 、 。(2) カキ ニホンナシなどでは 庭先果樹として維持されてきた在来系統を収集した

(3) 近年、遺伝資源の収集と保存体制の整備、強化に伴い、国内に分布する野生種や

在来系統を組織的・計画的に収集してきた。

5) 国外での探索収集

(1) 国外の果樹遺伝資源の確保

① 海外の試験研究機関との遺伝資源の交換事業

② 各種果樹の発祥中心地や中心地に近い地域での探索収集事業

多種多様な野生種・在来種などを収集し、遺伝資源として特性を調査し、育種素

材等として利活用する。

（問題点）

・導入果樹遺伝資源の隔離栽培期間の短縮

・増大する果樹遺伝資源の保存法の開発と保存体制の整備

・近年の資源ナショナリズムの台頭や政情不安などにより発祥の第１次中心地

（原生地）とされる地域への探索・収集が困難な情勢である。

原生地（第１次中心地）における遺伝資源の情報は極めて得にくい。

→ 探索受入れ国にとっても有意義であることが理想で、共同探索・共同利用

が原則である。

→ 遺伝子頻度に偏りがあるが、第２・３次中心地での遺伝資源探索も重要で

ある。

３．隔離栽培とウイルスの無毒化

1) 植物防疫と隔離栽培

海外からの遺伝資源の導入は今後の果樹産業、研究を進めていく上で極めて重要で

ある。しかし、導入する植物体に付着して、国内未発生の病害虫が侵入し、農作物に

甚大な被害をもたらす危険がある。

(1) 1914年、輸出入植物取締法が施行

(2) 1950年、植物防疫法が制定 → 植物防疫所が取り締まりを担当している。

a. 導入された遺伝資源は、空港等の植物防疫所で可視的な病害虫の検疫を受ける。



・種子：果樹ウイルスの多くは種子伝染が認められないので、その多くが輸入時

の検疫後、輸入者に引き渡される。

・穂木：法律で定められた樹種については、ウイルス病などの検査のため植物防

疫所等で隔離栽培する。

隔離対象果樹 … リンゴ、ナシ、核果類、ブドウ、カンキツ など

隔離対象外果樹 … カキ、ビワ、クリ、キウイフルーツ など

b. 隔離栽培中にウイルスを保毒することが判明した場合

→ 一般の物件：直ちに焼却処分する。

→ 試験研究目的：農林水産大臣に「輸入禁止品輸入許可」を受けて、隔離栽培

を継続して保毒ウイルスの無毒化を行い、再検査を受ける。

c. 隔離栽培中の注意事項

・植物防疫所で許可された隔離施設で隔離栽培する。

・消毒された土壌や鉢で栽培する。

・ウイルスの伝搬の認められない実生を台木とする。

・アブラムシなどの媒介昆虫の侵入を防ぐ構造を備えた温室・網室で栽培する。

2) ウイルスの無毒化

(1) 熱処理法

a. 加温処理

鉢植えの苗木を37～40℃（16時間）と30～35℃（ 8時間）の変温条件または37～

38℃の恒温条件、約80％の湿度条件で30～40日間生育させる。

b. 茎頂接ぎ木

リンゴ、ナシ、核果類などの落葉果樹

→ 熱処理期間中に伸長した新梢の先端部から約 5mmを接ぎ穂とし、実生台に接

ぎ木する。

カンキツ

→27～28℃、暗黒条件下で約 2週間生育させたカラタチの黄化実生苗に熱処理

を行った新梢の先端部から約 0.5mmを接ぎ木する。

c. 培養法：熱処理したブドウの新梢先端部から約 0.5mmを採取し、無菌的に培養す

る（茎頂培養 。）

3) ウイルスの検定

(1) 指標植物を用いる検定

各樹種のウイルスにはそのウイルスに特異的に反応する植物が見つかっている。

各々のウイルスで指標植物が異なり、接種法や症状も異なる。

(2) 抗原抗体反応を用いる検定

一般に、酵素結合抗体法（ELISA）が用いられる。

(3) PCR法やRT-PCR法を用いる検定

４．遺伝資源の保存



1) 保存方法

(1) 樹体による保存

a. 栄養繁殖性作物である果樹は、各遺伝子についてヘテロ性が高く、品種の諸特性

を変えずに保存する場合には栄養体で保存する。

b. 栄養体保存で最も安全なのは樹体による保存である。

（樹体による保存の利点）

・常時その特性が観察できる。

・必要に応じて穂木や生殖質が利用できる。

（樹体による保存の欠点）

・管理に広大な圃場と経費が必要である。

(2) 穂木による保存

a. 一般に穂木による遺伝資源の長期保存は困難である。

b. 超低温保存：リンゴやセイヨウナシなどの耐凍性の高い冬芽は、-30℃以下にも

、 、 、耐えられるので -30℃か-40℃まで凍結脱水後 液体窒素で冷却し

、 。加温後に台木に芽接ぎするか 芽の茎頂を培養して個体に再生する

(3) 種子による保存

栽培品種は栄養体保存が原則であるが、野生種の場合は特定の遺伝子の保存となる

ので種子による保存も可能である。

一般的長期貯蔵方法：乾燥種子を低温下で貯蔵する。

容易：ニホンナシ、リンゴ

困難：クリ、カキ、カンキツの一部

(4) 花粉による保存

乾燥花粉は超低温下での長期間貯蔵が可能である。

種子の場合と同様、野生種なとの遺伝資源に限定される。

(5) その他

a. 培養細胞及び組織の超低温下での貯蔵方法

… ウイルスがアブラムシなどで伝播されるカンキツなどでは、ウイルス無毒化

個体を長期間安全に保存できるので、この方法の確立が期待される。

2) 保存体制

a. 果樹遺伝資源は、農業生物資源ジーンバンクのサブバンクである（独）農研機構・

果樹研究所のほか （独）種苗管理センターで主に保存されている。、

b. 現在の保存総数は約10,000点である。

c. 以下の保存区分にしたがって、遺伝資源を取り扱っている。

・ワーキングコレクション：特性評価未了の遺伝資源

・ベースコレクション：特性評価の結果、永久保存の必要な遺伝資源

・アクティブコレクション：配布可能な遺伝資源

d. 各品種・系統の来歴情報等（パスポートデータ）のデータベース化

５．評価と利用



1) 評価

(1) 遺伝資源の有効利用を図るため、作物の評価体制が整備され、各樹種ごとに調査

項目、調査基準等が記載された調査マニュアルが策定された。

第一次特性：識別同定に必要な葉、枝、果実の形態など

第二次特性：生態、耐病性など

第三次特性：農業生産に重要な形質

(2) 調査結果はデータベース化される。

2) 利用

(1) 導入品種を育種素材として利用

・ 国光」と「デリシャス」の交雑により「ふじ」を育成「

・ 宮川早生」と「トロビタオレンジ」の交雑により「清見」を育成「

(2) 野生系統の利用

・マルバカイドウ、ミツバカイドウを台木として利用

・挿し木発根性のあるマルバカイドウとＭ系わい性台木の交雑によりＪＭ台木を

育成

(3) 野生種の遺伝子を栽培品種に取り込む

・リンゴ野生種フロリバンダと主要品種を交雑して黒星病抵抗性品種を育成

(4) 遠縁野生種の有用遺伝子を取り込む

・交雑育種法では雑種獲得が困難であったり、一代雑種が得られても、維持管理

が困難である場合がある。

→ 有用遺伝子を有効利用するため遺伝子組み換え法などの技術開発が進めら

れている。



参考１ モモ モモ とと ナナ シシ のの ＤＤ ＮＮ ＡＡ 鑑鑑 定定

・ 果樹類は、品種と産地によるプレミア性が高い。
・ しかし、果実外観での識別が困難な場合が多い。
→ 信頼度が高く、識別能力も高いDNAマーカー（SSRマーカー：ヒトの親

子鑑定に利用）を開発。

【研究のねらい】

１．モモのDNA鑑定結果

１７品種のＤＮＡ鑑定のうち
交雑育種育成品種はすべて親子
「日川白鳳」は、「白鳳」の枝変わりでない

２．ナシのDNA鑑定結果

１４品種の親子鑑定のうち
１０品種は親子
４品種は親子でない

３．日本の栽培モモの由来
・生食用モモ品種のほとんどが、
「白桃」の子もしくは「白桃」の血
を引いている。 しかし、「白桃」
の親は、不明。
・SSRマーカー分析の結果、 「上海
水蜜桃」が現在の生食用モモの
起源品種。

４．DNA鑑定技術の活用
・果樹の品種名の不当表示を抑制
・外国からの果実の不法輸入を防止
・品種登録や権利侵害でのトラブルを解決

【成果の内容・特徴】

おはつもも

上海水蜜桃
能登No.5

白桃

金桃

在来
品種

明治の始めに
中国より導入

現在の
栽培品種

品種名 交雑親あるいは原品種 分析結果

あかつき 白桃 ｘ 白鳳 親子である
白鳳 白桃 ｘ 橘早生 親子である

長沢白鳳 白鳳 枝変わりの可能性大
日川白鳳 白鳳 枝変わりでない

品種名 交雑親あるいは原品種 分析結果

新世紀 二十世紀×長十郎 親子である
幸水 菊水×早生幸蔵 親子である

豊水 リ－14×八雲 両方とも親でない
大原紅 晩三吉×

ﾏｯｸｽﾚｯﾄﾊﾞｰﾄﾚｯﾄ
晩三吉は親でない
ﾏｯｸｽﾚｯﾄﾊﾞｰﾄﾚｯﾄは親である

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構

果樹研究所



【研究の概要図】

果樹研究所
（種苗管理センター、福島県農総セ果樹研究所）

問合わせ先：果樹研究所果樹ゲノム研究チーム（つくば）

029-838-6474（ＴＥＬ）

参考２ ナシの果実及び果実加工品のナシの果実及び果実加工品のDNADNA鑑定鑑定

【研究内容】
果樹類の果実は、生食用の他にドライフルーツ、缶詰、ジュースなど多種類の加工品として食用され
る。果実での品種判別は、栽培や流通に携わっている専門家でも困難であり、さらに果実加工品での
判別は不可能であった。そこで、果実や果実加工品での科学的なDNA鑑定について開発した。

【成果】
ナシ、モモ、リンゴを始めとする果樹類で、信頼度の高いSSRマーカーを開発し、経済栽培品種のデー
タベースを作成した。果実や各種果実加工品からのDNA抽出方法を検討し、一部の加工品でDNA鑑
定技術を確立した。登録品種の権利保護、果実や果実加工品の虚偽表示の防止に利用できる。

【論文・特許】
1) Yamamoto T. et.al. (2006) DNA Profiling of Fresh and Processed Fruits in Pear. 

Breeding Science 56: 165-171.
2) 山本俊哉他．(2005) 分子マーカーによるナシ経済品種のデータベース作成．DNA多型．13:68-72. 
3) 木村鉄也他．(2004) ナシ葉緑体DNA trnL – trnF 遺伝子間領域のSNPマーカー． DNA多型．

12: 48-50.

委託プロジェクト課題名：果実加工製品における品種判別の検証

缶詰 ドライフルーツ生果実 葉
従来技術
・信頼度の高いDNAマーカー

が無い
・果実や果実加工品からの

DNA抽出とDNA鑑定困難

長い

断片化 SSR分析
(DNAシーケンサー波形)

本研究成果
・果実や果実加工品から
のDNA抽出技術確立・
DNA鑑定法確立

２．Genomic-tip 20/G + 
G2バッファーによるDNA抽出

１．SSRマーカーの開発
・ナシで100種類開発
・モモ、リンゴなどでも開発

品種A: GAGAGAGAGAGAGA
品種B: GAGAGAGAGA------
品種C: GAGAGA------------
反復回数の差＝長さの差異



寿星桃（抵抗性）赤芽（り病性）

果実の離粘核と核廻りの色

寿星桃
（離核）

赤芽
（粘核）

F1 
（離核）

寿星桃

葉の形と色
樹高

F2

花の色

赤芽

ネコブセンチュウ抵抗性

参考３ モモモモの遺伝子連鎖地図との遺伝子連鎖地図とDNADNAマーカー育種の推進マーカー育種の推進

モモを始めとする果樹類では、成長して選抜できるようになるまで
に時間がかかるため、DNAマーカーによる早期選抜が有効です。
モモではSSRマーカーなどを用いて遺伝子連鎖地図を作成し、重
要形質の選抜マーカーを選定しました。

M16a

MA004b

EACC/MCAG-205
MA051a
OPK19-2/0.3
CPPCT027

EAT/MCTT-240
EAGT/MCTT-110
MA056a
MA036a
UDP96-005

EACA/MCAC-100

CPPCT026
PMS67
MA030a

BPPCT016

OPAP9/0.3
M3b
CPPCT029

UDP98-022
M15a
BPPCT028

EAAC/MCTT-170
STS-OPS14b

AJG1
EAGG/MCAC-200
OPL5/0.4
EAT/MCTT-235
PaCITA27*
EACC/MCAT-120
OPZ19/1.6
STS-OPAP4
EACC/MCAT-175
OPM11/0.3
Mi/mi
EAC/MCAC-190
STS-OPS14a
STS-OPAC9
EAC/MCAC-300
PaCITA16
STS-834b
Mj/mj
MA024a
STS-OPA11
OPAZ4/0.6
EAAC/MCTA-205
EAA/MCAC-135
UDP98-025
MA069a
BPPCT004
BPPCT001
BPPCT034
MA005c
STS-Mij
UDP98-411
OPO13/0.3
MA007a
pchgms1
BPPCT030
BPPCT024
UDP98-406*
OPAR13/1.1
EAAC/MCTA-120

AJG2

EACC/MCAG-315

MA034a

MA066a

CPPCT018

Pas/pas
MA046a

OPO2/0.6
EAT/MCTT-140
MA031a
STS-OPQ06b
EACA/MCTG-230
EACA/MCTG-220
MA039a
Fc/fc
STS-OPJ01
MD206a

AJG3

STS-OPAA02
OPQ9/0.6
OPAE9/0.7
PaCITA25
CPPCT028
PMS40
UDP98-024
CPPCT005
ISSR855/1.8
PaCITA6
BPPCT040

MA053a
CPPCT003
UDP96-003
M12a

OPW17/0.3
EAAC/MCTG-180

BPPCT023
MA045a
WA89/1.1
BPPCT035

F/f
EAC/MCTC-180
EACA/MCTG-330

OPL17/0.3*

AJG4

OPB20/0.5

MA026a
EAAC/MCAC-350
BPPCT026
UDP98-414
STS-834a
CPPCT036

PaCITA21
BPPCT017

CPPCT013
PceGA25

BPPCT038

EAAC/MCTC-500

AJG5

OPA11-2/0.5

UDP98-416

BPPCT042

UDP96-001

Sc/sc
Gr/gr
CPPCT015
STS-OPAG8b
MA023a
MA049a
CPPCT023
ISSR835/1.6
BPPCT025
MA027a
EAGG/MCTA-110
MA063a

EAC/MCAC-180
MA040a
Slocus

CPPCT031
PaCITA12
Nl/nl
Dw/dw

AJG6

EAT/MCTT-410
OPX18/1.8

OPQ15/0.5
MA010a
ISSR811/0.6

CPPCT022

UDP98-408
pc48

OPC10/0.2
EAAC/MCTC-330

MA020a
EAAC/MCAC-450
EAT/MCAG-170
pchcms2
PMS2
EAAC/MCTC-315
EAT/MCAG-205
CPPCT017
CPPCT007
M2b

AJG7
OPAX8/0.3
EAGG/MCAT-160
OPK19-1/0.4*
CPPCT19-1
UDP96-015
OPV3/1.7
EAG/MCAA-90
MA006b
UDP96-019
MD201a
MA042a

MA017a

MA019a

M6a
EAAC/MCTC-410
MA013a

UDP98-409

OPN12-2/0.3
OPK11/0.8

AJG8

センチュウ
抵抗性

核の
粘離性

葉色

花色

樹高

核廻り色

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構

果樹研究所



黒斑病罹病性

黒星病罹病性

黒斑病抵抗性 黒斑病抵抗性

黒星病罹病性 黒星病抵抗性

DNAマーカーによる
黒斑病抵抗性の選抜

DNAマーカーによる
黒星病抵抗性の選抜

農薬散
布回数

20回／年 15回／年 10回／年

参考４ 病害抵抗性のニホンナシ育成と減農薬の効果病害抵抗性のニホンナシ育成と減農薬の効果

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

ナシ遺伝子地図

：黒斑病抵抗性遺伝子座

：ニホンナシ「巾着」、
セイヨウナシ「ラ・フランス」の
黒星病抵抗性遺伝子座



材料 「寿星桃」×「菊桃」のＦ２集団

寿星桃
（わい性、白花、八重咲き）

F1

F2 １１８個体

菊桃
（高木性、濃ピンク花、菊咲き）

各個体の幼葉から改変ＣＴＡＢ法を用いてＤＮＡを抽出
↓

モモ、オウトウおよびアンズ由来のSSRプライマーでPCR
↓

得られた増幅産物をDNAシークエンサー(ABI，PRISM377，3100)で分離・検出後GeneScan
ソフトを用いて解析した．

↓
得られた多型バンドをもとにJoinMap ver2.0を用いて連鎖地図を作成した。

またこの連鎖地図と形質データをもとに区間マッピング法を用いてQTL解析を行った。

SSRなどのDNAマーカーを用いた連鎖地図の作成およびＱＴＬ解析

菊咲き半菊咲き八重咲き花型

幼葉、
果実の
形態

花弁の
形態

Ｆ２

●菊咲き性は花弁の最幅長や下部幅長などいくつ
かの形態が複合的に関与
●八重咲き：半菊咲き：菊咲き＝98:5:8
●菊咲き性は２遺伝子もしくは複数の遺伝子による
支配
●菊咲き個体には幼葉、果実の先端部が尖るなど
の特徴

花弁の最縦長/下部幅長の値からのＱＴＬ解析により

菊咲き性を支配するＱＴＬ座の推定、他形質のＱＴＬ座
との比較

菊咲き性

参考５ 花モモの重要形質における遺伝解析花モモの重要形質における遺伝解析



●118種類のマーカーが座乗

●第８連鎖群
●全長333cM
●マーカー間の平均距離が
2.82cM

有色/無色は3:１の分離比に適合→１遺伝子支配
ピンク：赤：白は9:3:4の分離比に適合

→濃淡を含めた花色は２遺伝子もしくはそれ以上に
よる支配

花弁のアントシアニン含量の値からＱＴＬ解析
花色の濃淡を支配するＱＴＬ座の推定

Flower C：花色の有無

Branch C：新梢色

Dwarf：樹高

有色
（赤・ピンク）

無色
（白）

赤 緑

形質遺伝子座

高木性/わい性

Flower C：花色の有無

Branch C：新梢色

Dwarf：樹高

有色
（赤・ピンク）

無色
（白）

赤 緑赤 緑

形質遺伝子座

高木性/わい性

菊咲き性

果実、核の先端部長

花色

果実、核の最縦長/最幅長

赤 ピンク 白

八重咲き 菊咲き

QTL座
菊咲き性

果実、核の先端部長

花色

果実、核の最縦長/最幅長

赤 ピンク 白

八重咲き 菊咲き

QTL座
菊咲き性

果実、核の先端部長

花色

果実、核の最縦長/最幅長

赤 ピンク 白

八重咲き 菊咲き

QTL座

●菊咲き性は主に第6連鎖群下部の2つのQTLによって支配

●菊咲き性のQTLとわい性の遺伝子座は近傍に座乗

●菊咲き性と葉、果実、核などの形態のQTLはほぼ同じ領域に検出

●花色（有色/無色）の遺伝子座は第3連鎖群の上部に座乗

●濃淡を含めた花色の遺伝には
第3連鎖群chromogen遺伝子（有色/無色）、第1連鎖群activator 遺伝子（色の濃淡や色相）などが存在

高木性:わい性は3:1の分離比に適合→１遺伝子支配

連鎖解析により遺伝子座の同定

花型

赤

55

有色

81

ピンク

29
白

28

無色

28
花色

Ｆ２

F2

わい性

28
高木性

81
樹高

花色

作成された連鎖地図とＱＴＬ解析結果

わい性

G4 G5 G7 G8

10cM

G1
FlowerC
BranchC

G3

Dwarf

G6G2 G4G4 G5G5 G7G7 G8G8

10cM10cM

G1G1
FlowerC
BranchC

G3
FlowerC
BranchC

G3

Dwarf

G6

Dwarf

G6G2G2



参考６ リンゴリンゴのの葯培養葯培養法の開発と分法の開発と分
子マーカーによる解析子マーカーによる解析

■現在、17連鎖群全体をカバーする
SSRマーカー約70種類を用いて半数
体個体のゲノム構成を調査中である

■葯培養により得られる植物体には
二種類の可能性がある

■花粉由来の植物体⇒半数体(n)、
倍加半数体(2n)

■葯組織由来の植物体⇒二倍体
(2n)

親品種（遺
伝子型）

A B

葯壁体細胞由来個体

A B

花粉由来個体

A B

親の遺伝子型の
うちどちらか一方
を示す

ヘテロかホモかで花粉由来個体
を識別できる

●CH02c09プライマーを用いた解析結果

242 252 親品種

242

252

系統IA-8,9,14,15,18,23

系統IA-2,7,26

葯培養で獲得した個体は全て花
粉由来であった。

SSRマーカーを識別に利用

-

葯

胚様体

再分化

低温処理

暗黒条件で培養

明条件で培養
半数体花粉由来個体

21.9

2.9

0

5.4
3.7

6.9
4.7

18.5

11.1

5.5

19.6

0

5

10

15

20

25

12
日

15
日

18
日

20
日

22
日

23
日

24
日

25
日

26
日

28
日

29
日

低温処理日数
胚
様
体
形
成
率
(%
)

分子マーカーによる解析

リンゴ葯培養法の開発

葯培養の流れ

花蕾の低温前処理期間
が胚様体形成に影響

低温処理条件の検討により、胚様
体形成率を向上させ、多数の再分
化を作成した

低温処理の胚様体形成への影響
（品種：スターキングデリシャス）

親と同じ遺伝子
型を示す

orAA BB



サンプルA

サンプルB

サンプルC

サンプルD

サンプルE

サンプルF

1

1

2

4

4

4

3

3

3

図1 DNAシーケンサーによるSSRマーカーの解析



図2 ナシ栽培品種における分子マーカーデータベース（一部）



---------(AG)10---------

---------(AG)12---------

品種Ｘ（母親）

DNAバンドA（長さ100bp）

DNAバンドB（104bp）

---------(AG)10---------

---------(AG)20---------

品種Y（子供）

DNAバンドA（100bp）

DNAバンドD（120bp）

---------(AG)15---------

---------(AG)20---------

品種Z（父親）

DNAバンドC（110bp）

DNAバンドD（120bp）

偶然一致する確率が有意に小さくなるまで（ヒトの場合は0.2%
以下）SSRマーカーの数を増やして分析＝親子である

Y（子供）Ｘ（母親） Z（父親）

170/184 170/174SSR2 184/170

96/90 90/90SSR3 90/90

143/149 143/143SSR4 149/143

168/172 172/162SSR5 172/172

SSRマーカー

104/100 120/110SSR1 100/120

１．SSR分析

２．親子鑑定

SSRマーカー1

図3 SSR分析による親子鑑定



表３　連鎖地図上の位置が同定されたサクラ属果樹の形質

連鎖群No. 形質の種類 樹種名

1 果肉色（白／黄色） モモ

1 ウイルス抵抗性 アンズ

1 低休眠性 モモ

1 花色 アーモンド×モモ

2 センチュウ抵抗性 モモ

2 核の硬さ アーモンド

2 ほうき性 モモ

2 八重咲き モモ

3 核周りの着色 モモ

3 葯の色（黄／紫色） アーモンド×モモ

3 複合雌ずい性 モモ

3 花色 モモ

4 開花期 アーモンド

4 核の粘離性（粘核性／離核性） モモ

5 酸度（果実pH） モモ

5 種子の味（苦／甘） アーモンド

5 果皮の毛（モモ／ネクタリン性） モモ

6 樹高（普通性／わい性） モモ

6 葉形（広葉／狭葉） モモ

6 雄性不稔性 モモ

6 果実の形（扁平／丸） モモ

6 自家不和合性 アーモンド

6 自家不和合性 アンズ

6 葉色（赤／緑色） モモ

6 果皮色 モモ

7 センチュウ抵抗性 ミロバランスモモ

7 うどんこ病抵抗性 モモ

7 蜜線の形 モモ
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