
単為結果性トマト ルネッサンス の遺伝特性を‘ ’

利用した省力栽培技術の確立

＊ ＊＊ ＊加藤政司 ・大薮哲也 ・矢部和則

単為結果性トマト品種‘ルネッサンス’の着果特性の検証と果実肥大を促進する草姿管理、栽培摘要：

技術の組み立てを行った。

１ 促成栽培及び雨よけ栽培で‘ルネッサンス’の着果特性を調査した結果、低温、寡日照期や高温期

においても単為結果性は安定して発現した。

２ 果実肥大促進と省力栽培を目的とした‘ルネッサンス’の草姿管理として、各果房の第１果と第６

果以降を摘果すること、栽植密度を８株/3.3㎡と従来より粗くすること、１ａ当たり施肥量をスーパー

ロング180タイプ２kg、ロング40タイプ1.5kgの組み合わせとし、生育初期の肥効を高めた全量基肥施肥

法にすることで、１果重が重くなり、果実品質が向上した。

３ ‘ルネッサンス’を利用し、これらの草姿管理技術を組み合わせた栽培体系は、作業時間を約５時

間/ａ短縮でき、肥大が良く、安定した品質の果実が生産されることが実証された。

：単為結果性、トマト、省力栽培キーワード

Establishment of Labor-saving Culture Method with Using Parthenocarpic Tomato
Cultivar ‘Renascence’

KATO Masashi,OYABU Tetsuya YABE Kazunoriand

Proof of fruit-setting character about parthenocarpic tomato cultivar 'Renascence' andAbstract：
establishment of culture method which is useful for forcing of fruit growing as controlling plant shape
and culture were attempted.
1. The fruit of 'Renascence' was parthenocarpic under low temperature and low light condition at
forcing culture or high temperature condition at field culture under shelter.
2. This cultivar is able to grow heavy and stable fruits by rough planting at 8 plants/3.3m or fruit2

thinning for the first fruit and after sixth fruits in each fruit cluster,non-split application of fertilizer
that 'Superlong 180 type' 2kg/a and 'Long 40 type' 1.5kg/a are fertilized for effect in early stage.
3. This culture method combined those techniques proved to be able to save labor at about 5 hour/a
and force of fruit growing , harvest high quality fruits.

Parthenocarpy Tomato Labor-saving Culture MethodKey Words： ， ，
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緒 言

トマト栽培では、トマトの着果処理として一般的に合

成オーキシンによるホルモン処理やマルハナバチを利用

した受粉処理がされている。ホルモン処理作業は、軽作

業ではあるが、長時間同一姿勢で行うため、労働負担が

大きく、空洞果等商品性を低下させることも問題点とし

てあげられる。また、マルハナバチ利用は高温期や低温

期の着果が不安定で使用期間が制約される等の問題点が

指摘されている。こうしたホルモン処理作業に要する労

力削減やマルハナバチ利用では生産が不安定となる作型

での栽培及びマルハナバチ導入にかかるコスト削減のた

、 。め 単為結果性トマトの導入効果は大きいと考えられる

、 、菅原らは 単為結果性を我が国のトマト品種に導入し

ホルモン処理やマルハナバチ利用が不要な品種の育成を

進め、1994年には‘ラークナファースト’ 、2000年に１）

は、完熟収穫型‘ルネッサンス’ を育成した。大川ら２）

によって、これらの品種は花粉稔性の劣る高温、低温条

件で安定した単為結果性を発現することが報告されてい

る 。３，４）

本研究では ‘ルネッサンス’の単為結果性を諸条件、

下での栽培で検証するとともに、本品種を利用した、省

力で果実肥大を促進する草姿管理と栽培技術を確立した

ので報告する。

材料及び方法

本研究を行った栽培施設は、園芸研究部内の温室で、

うね幅150㎝の地床栽培とした。

１ ‘ルネッサンス’の着果特性の検証

(1) 低温、寡日照期の促成栽培における着果特性

ルネッサンス 及び対照品種として 桃太郎Ｊ タ‘ ’ ‘ ’（

キイ種苗）を用い、2000年８月21日は種、９月19日に株

間50cm、２条で定植した。１ａ当たり施肥量は窒素1.92

kg、リン酸1.76kg、カリウム1.92kg、温度管理は最低10

℃、最高26℃設定とし、５段摘心で栽培した。着果処理

として、両品種について4-CPA液剤50倍希釈液の処理区

と無処理区を設け、１区10株反復なしとした。果房ごと

の着果率、無種子果率、良果１果重について調査した。

(2) 高温期の雨よけ栽培における着果特性

‘ルネッサンス’及び対照品種として‘桃太郎ヨーク’

（タキイ種苗）を用い、2002年４月１日は種、４月30日

に株間50cm、２条で定植した。１ａ当たり施肥量は窒素

1.92kg、リン酸1.84kg、カリウム1.92kg、５段摘心で栽

培した。処理区については促成栽培と同様とし、１区７

株反復なしとした。試験１(1)と同様の調査をした。

２ ‘ルネッサンス’の草姿管理技術の確立

(1) 摘果の有無が収量に及ぼす影響

‘ルネッサンス’及び対照品種として‘桃太郎Ｊ’を

用い、2000年８月21日は種、９月19日に株間35cmの１条

で定植し、８段摘心で栽培した。着果処理は、対照品種

。 、のみ各果房に4-CPA液剤50倍希釈液を処理した 施肥量

温度管理は試験１(1)と同様とした。両品種について、

摘果区は、各果房４果になるよう、第１果及び第６果以

降を着果直後に摘果し、無摘果区は、全果着果とした。

処理区は１区８株の２反復とし、収穫果数、収穫果重に

ついて調査した。

(2) 栽植密度が生育、収量に及ぼす影響

‘ルネッサンス’及び対照品種として‘桃太郎ヨーク’

を用い、2002年８月13日は種、９月11日に２条で定植し

た。１ａ当たり施肥量は窒素1.31kg、リン酸1.09kg、カ

リウム1.31kg、温度管理は最低12℃、最高26℃設定、５

段摘心で栽培した。着果処理については、試験２(1)と

同様とした 両品種について 密植区は9.8株/3.3㎡ 株。 、 （

間45㎝ 、粗植区は8.0株/3.3㎡（株間55㎝）を設けた。）

処理区は１区10株２反復とし、茎長、茎重、収穫果数、

収穫果重、糖度について調査した。

(3) 肥効パターンが生育、収量に及ぼす影響

‘ルネッサンス’の果実肥大を促進する効果的な全

量基肥施肥法を確立するため、スーパーロング180タイ

プとロング40タイプの異なる肥効調節型肥料を用い、こ

れらの組み合わせにより、肥効パターンの異なる３水準

の区を設けた（表１ 。なお、対照品種として‘桃太郎）

ヨーク’を用い、１ａ当たり合計施肥量は窒素3.5kg、

リン酸3.0kg、カリウム3.5kgとした。2002年８月16日は

種、９月17日に株間45cmの２条で定植した。温度管理、

摘心段数、着果処理は試験２(2)と同様とした。処理区

は１区８株２反復とし、茎長、茎重、収穫果数、収穫果

重、糖度について調査した。

表１ 肥効パターンの異なる肥効調節型肥料の組み合わせ

区名 使用肥料の組み合わせ 使用肥料の窒素成分組成

２+1.5 スーパーロング180、ロング40 スーパーロング180：2.0kg/ａ、ロング40：1.5kg/ａ

３+0.5 スーパーロング180、ロング40 スーパーロング180：3.0kg/ａ、ロング40：0.5kg/ａ

3.5 スーパーロング180のみ スーパーロング180：3.5kg/ａ



57 愛知県農業総合試験場研究報告第37号

３ ‘ルネッサンス’を利用した省力栽培技術の組立

組立区は ‘ルネッサンス’を用い、果実肥大促進と、

省力的な栽培技術の組み合わせ、即ち、１ａ当たり施肥

量をスーパーロング180：窒素1.7kgとロング40：窒素

0.8kgの組み合わせ、各果房４果摘果、栽植密度8.0株/3.3

㎡とした。慣行区は ‘桃太郎ヨーク’を用い、着果処、

理方法として、各果房に4-CPA液剤50倍希釈液を処理、

施肥方法として１ａ当たり果菜ペレットの基肥窒素1.7kg

と追肥0.8kg（２回に分けて施肥 、奇形果のみの摘果、）

栽植密度9.8株/3.3㎡とした。2003年８月13日は種、９

月９日に２条で定植した。６段摘心栽培とし、温度管理

は試験２(2)と同様とした。処理区は１区9.4㎡の２反復

とし、収穫果数、収穫果量、糖度及びほ場準備、施肥、

定植、ホルモン処理、果房管理、誘引、摘葉、摘芽、収

穫にかかる作業時間について調査した。

試験結果

１ ‘ルネッサンス’の着果特性の検証

(1) 低温、寡日照期の促成栽培における着果特性

促成栽培条件下における着果特性の調査結果は表２に

示した。果房別着果率は ‘桃太郎J’のホルモン無処理、

区で38～85％と不安定であり ‘ルネッサンス’の無処、

理区は80～100％と ‘桃太郎J’のホルモン処理区75、

～100％と同等であった。果房別無種子果率は ‘桃太郎、

J’のホルモン無処理区が０～13％と低く、ホルモン処

理区は50～78％であったのに比較して ‘ルネッサンス’、

はホルモン処理の有無に関わらず、13～83％であった。

果房別良果１果重は ‘桃太郎J’のホルモン無処理区は、

161～185ｇで、ホルモン処理区が202～239ｇと重くなっ

たのに対し ‘ルネッサンス’はホルモン処理の有無に、

関わらず、129～212ｇであった。

(2) 高温期の雨よけ栽培における着果特性

雨よけ栽培条件下における着果特性の調査結果は表３

に示した。果房別着果率は ‘桃太郎ヨーク’のホルモ、

ン無処理区で50～75％と低く ‘ルネッサンス’の無処、

理区は75～100％と ‘桃太郎ヨーク’のホルモン処理区、

71～100％と同等であった。果房別無種子果率は ‘桃太、

郎ヨーク’のホルモン無処理区が０～18％と低く、ホル

モン処理区は33～83％であったのに比較して ‘ルネッ、

サンス’のホルモン無処理区は63～100％、ホルモン処

理区は82～100％と高かった。果房別良果１果重は ‘桃、

太郎ヨーク’のホルモン無処理区は124～216ｇで、ホル

モン処理区が211～266ｇと重くなったのに対し ‘ルネ、

ッサンス’はホルモン処理の有無に関わらず、178～233

ｇであった。

２ ‘ルネッサンス’の草姿管理技術の確立

(1) 摘果の有無が収量に及ぼす影響

‘ルネッサンス’は無摘果の場合、第１果が肥大して

果形が乱れやすく、第２果以降の肥大が抑えられるのに

対し、第１果を着果直後に摘果することにより、第２果

以降が揃って肥大した（図１ 。）

摘果の有無による収量性についての調査結果を表４に

示した。収穫総果数については ‘桃太郎J’の無摘果区、

の１ａ当たり6,619個と比較して ‘ルネッサンス’の無、

摘果区は同8,190個と多く ‘ルネッサンス’の摘果区と、

比較しても48％多かった ‘ルネッサンス’は、無摘果。

区の小果数が１ａ当たり2,333個と多く、摘果すること

により小果数が同524個と減少した。また ‘ルネッサン、

ス’は摘果の有無に関わらず ‘桃太郎J’と比較して、、

空洞果、乱形果などの不良果数が少なかった。平均１果

、‘ ’、‘ ’ 、 、重では ルネッサンス 桃太郎J ともに 摘果区が

無摘果区に比べて、約20ｇ程度重く、品種間では ‘ル、

ネッサンス’が ‘桃太郎J’に比べて約30ｇ軽かった。、

良果重は、両品種とも、無摘果区が摘果区に比べて１ａ

当たり23～34kg重く ‘ルネッサンス’の良果重は、対、

照品種よりも約100kg軽かった ‘ルネッサンス’の無摘。

果区は、小果の果重が１ａ当たり181kgあったが、摘果

区では同40kgと少なかった。

(2) 栽植密度が生育、収量に及ぼす影響

栽植密度の違いによる生育、収量、果実品質について

の調査結果を表５に示した ‘ルネッサンス’の粗植区。

、 、 、は密植区と比較して 茎長が長く 茎重も重くなり

‘桃太郎ヨーク’も茎重は重くなった ‘ルネッサンス’。

の良果数は粗植区の１ａ当たり4,273個と比較して密植

区が同4,879個と多く ‘桃太郎ヨーク’についても同様、

の傾向であった。良果重については ‘桃太郎ヨーク’、

は密植区の１ａ当たり888kgに対して粗植区の同818kgと

70kg重くなったのに対し ‘ルネッサンス’は両区に差、

がなく同830kg程度であった ‘桃太郎ヨーク’は、すじ。

腐れ果を中心とした不良果が多かったが ‘ルネッサン、

ス’では両区ともほとんどなかった。良果１果重では、

‘ルネッサンス’の粗植区が密植区と比較して20ｇ程度

、‘ ’ 。重くなり 桃太郎ヨーク の密植区と同程度となった

‘ルネッサンス’の糖度は、密植区5.0より粗植区が5.3

と高くなり、対照品種4.7～4.8と比較しても高かった。

(3) 肥効パターンが生育、収量に及ぼす影響

異なる肥効パターンにおける生育、収量、果実品質に

ついての調査結果を表６に示した。茎重は ‘ルネッサ、

ンス’では2+1.5区が275g、3+0.5区が284gと3.5区の255g

より重かった。良果数は ‘ルネッサンス ‘桃太郎ヨ、 ’、

ーク’ともに、2+1.5区及び3+0.5区が多く、3.5区が少

なかった。小果数は、3.5区が多く、2+1.5区は少なかっ

た ‘ルネッサンス’は、いずれの肥料の組み合わせで。

も‘桃太郎ヨーク’に比べて、すじ腐れ果等の不良果の

数が少なかった。良果重は ‘ルネッサンス’では、2+1.5、

区の１ａ当たり981kg及び3+0.5区の同985kgが重く、3.5

区が同852kgと軽かった。果実糖度は ‘ルネッサンス’、

が‘桃太郎ヨーク’よりも高かった。肥料の組合せでみ

ると ‘ルネッサンス’では、5.2～5.3となり処理間に、

一定の傾向が認められなかったが ‘桃太郎ヨーク’で、

は、初期の肥効を高めた2+1.5区は4.7であったが、他の

２区は4.0～4.2と低かった。
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表２ 促成栽培における‘ルネッサンス’の着果特性

ホル 果 房
品 種 モン 調査項目

処理 １ ２ ３ ４ ５

着果率(％) 93 98 100 93 80

無 無種子果率(％) 70 46 13 49 75

良果１果重(g) 129 161 157 212 194
ルネッサンス

着果率(％) 100 100 66 75 73

有 無種子果率(％) 66 48 33 48 83

良果１果重(g) 139 138 179 202 202

着果率(％) 68 85 53 48 38

無 無種子果率(％) 7 9 0 0 13

良果１果重(g) 183 161 166 185 168
桃太郎Ｊ

着果率(％) 100 98 80 75 95

有 無種子果率(％) 78 62 50 70 74

良果１果重(g) 202 215 204 239 212

表３ 雨よけ栽培における‘ルネッサンス’の着果特性

ホル 果 房
品 種 モン 調査項目

処理 １ ２ ３ ４ ５

着果率(％) 100 75 88 100 100

無 無種子果率(％) 92 100 100 63 58

良果１果重(g) 185 189 206 201 223
ルネッサンス

着果率(％) 100 67 92 88 92

有 無種子果率(％) 96 100 96 91 82

良果１果重(g) 185 178 213 233 215

着果率(％) 75 71 50 58 67

無 無種子果率(％) 6 18 8 7 0

良果１果重(g) 216 203 176 124 182
桃太郎ヨーク

着果率(％) 100 88 71 96 100

有 無種子果率(％) 39 33 35 35 83

良果１果重(g) 266 218 219 211 217

３ ‘ルネッサンス’を利用した省力栽培技術の組立

‘ルネッサンス’を用い、果実肥大促進と省力的な栽

培技術を組み合わせた組立区と慣行栽培区の収量性につ

いて調査した結果を表７に示した。組立区の総収穫果数

１ａ当たり4,637個は、慣行区の同5,198個と比較して561

果少なくなったが、慣行区では、尻腐れ果や空洞果等の

不良果が同888個と多かった。組立区の総果重は１ａ当

たり911kgで、慣行区の同1,024kgと比較して113kg少な

くなった。組立区の不良果重も慣行区より61kg少なくな

ったため、良果重は、慣行区の１ａ当たり853kgに対し

て、組立区の同798kgと55kgの差となった ‘ルネッサン。

ス’を利用した栽培体系の省力効果を表８に示した。組

立区の作業時間は、慣行区と比較して、栽培管理、特に

摘葉作業の時間が多かったが、定植、施肥時間が短くな

り、ホルモン処理は全く必要なく、約５時間/ａの省力

となった。

考 察

‘ルネッサンス’は、低温、寡日照期や高温期の栽培

条件であっても、対照品種のホルモン処理区と同等の着

果率を示し、単為結実の指標となる無種子果の発生も多

いことから、単為結果性を安定して発現することが確認

できた。大川ら も非単為結果性トマトが受精できな３，４）

い高温ストレス条件や低温ストレス条件でも ‘ルネッ、

’ 、 、サンス の単為結果性は安定している と報告しており
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図１ ‘ルネッサンス’の摘果状況

左：摘果区、右：無摘果区

表４ 摘果の有無による‘ルネッサンス’の収量性

摘果の 果数(個/ａ) 果重(kg/ａ) 平均
品 種 １果重

有無 良果 小果 不良果 計 良果 小果 不良果 計 (g)１） ２） １） ２）

ルネッサンス 有 4,833 524 167 5,524 817 40 36 893 169

無 5,690 2,333 167 8,190 840 181 31 1,052 148

桃太郎Ｊ 有 4,595 167 881 5,643 914 12 167 1,093 199

無 5,238 524 857 6,619 948 38 162 1,148 181

注 １）100ｇ未満の果実、２）空洞果、乱形果

表５ 栽植密度の違いによる‘ルネッサンス’の生育、収量、果実品質

栽植 茎長 茎重 果数(個/ａ) 果重(kg/ａ) 良果 糖度１） １）

品 種 １果重
密度 (cm) (g) 良果 小果 不良果 計 良果 小果 不良果 計 (g) (Brix)２） ３） ２） ３）

ルネッ 密植 163 306 4,879 606 121 5,606 833 48 15 896 171 5.0

サンス 粗植 172 350 4,273 303 61 4,637 830 27 9 866 194 5.3

桃太郎 密植 149 317 4,515 152 667 5,334 888 9 133 1,030 197 4.8

ヨーク 粗植 144 334 3,788 30 515 4,333 818 3 124 945 216 4.7

注 １）栽培終了時に調査、２）100ｇ未満の果実、３）乱形果、裂果、すじ腐れ果

表６ 異なる肥効パターンにおける‘ルネッサンス’の生育、収量、果実品質

肥料の 茎長 茎重 果数(個/ａ) 果重(kg/ａ) 良果 糖度１） １）

品 種 １果重
組合せ (cm) (g) 良果 小果 不良果 計 良果 小果 不良果 計 (g) (Brix)２） ３） ２） ３）

ルネッ ２+1.5 175 275 5,370 296 148 5,814 981 26 26 1,033 183 5.3

サンス ３+0.5 173 284 5,333 407 148 5,888 985 33 30 1,048 185 5.2

3.5 178 255 5,074 704 296 6,074 852 52 52 956 168 5.2

桃太郎 ２+1.5 167 277 4,481 222 852 5,555 963 19 181 1,163 215 4.7

ヨーク ３+0.5 154 243 4,370 259 444 5,073 867 19 85 953 198 4.2

3.5 157 242 4,185 481 852 5,518 778 37 189 1,004 186 4.0

注 １）栽培終了時に調査、２）100ｇ未満の果実、３）乱形果、裂果、すじ腐れ果

愛知県農業総合試験場研究報告第37号
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表７ 省力栽培技術の組立による収量性

果数(個/ａ) 果重(kg/ａ) 良果 糖度
区 名 １果重

良果 小果 不良果 計 良果 小果 不良果 計 (g) (Brix)１） ２） １） ２）

組立区 4,166 118 353 4,637 798 10 103 911 192 5.5

慣行区 4,230 80 888 5,198 853 7 164 1,024 202 5.3

注 １）100ｇ未満の果実、２）裂果、乱形果、空洞果、チャック果、尻腐れ果、すじ腐れ果

表８ ‘ルネッサンス’を利用した省力栽培体系と省力効果

組 立 草姿管理等
供試品種 施肥体系 その他 合 計

実証区 栽植密度 着果処理 摘果

省力 単 為 全量基肥 粗 植 不 要 各果房 ほ場準備
栽培 結果性 ロング180日 8.0株/3.3㎡ ４ 果 誘 引
体系 ルネッサンス ＋ 摘葉・摘芽

ロング40日 収 穫

作業時間（時間/ａ） 1.02 1.38 0 2.06 33.24 37.70

慣行 非単為 基肥＋追肥 密 植 ホルモン 放任 ほ場準備
栽培 結果性 基肥 9.8株/3.3㎡ 処理 （奇形果 誘 引
体系 桃太郎ヨーク ＋ のみ 摘葉・摘芽

追肥（２回） 摘果） 収 穫

作業時間（時間/ａ） 1.48 1.63 4.93 1.11 33.08 42.23

本品種の単為結果性は極めて安定して発現すると考えら

れる。また、非単為結果性品種にホルモン処理を行うこ

とにより、果実肥大を促進する効果が認められるが、単

為結果性品種では果実肥大効果が確認できなかった。こ

れらのことから ‘ルネッサンス’は着果促進としての、

ホルモン処理は全く不要であり、どの作型においても栽

培ができるものと考えられる。

‘ルネッサンス’の果実肥大を促進するための草姿管

理を検討した。摘果処理について ‘ルネッサンス’の、

各果房の第１果を早期に摘除することにより、１果重を

大きくし、揃った形状の果実が生産可能となったが、こ

れは、第１果は重合しやすく、これが結実肥大すること

により、第２果以降に養分が転流しにくくなるためと考

えられる。栽植密度については、粗くすることで果実肥

大と食味の向上が促進されたが、これは ‘ルネッサン、

ス’の葉は、葉身が長く、内側に巻き込む特性があるた

、 。め 受光体制が改善されたことによるものと考えられる

肥効パターンの異なる肥効調節型肥料を用いた全量基肥

施肥法については、初期の肥効を高めることにより、生

育を促進でき、着果を安定させ、果実肥大を促進するこ

とが確認できた。したがって、促成栽培で６段摘心程度

の比較的短期間の作型では、１ａ当たり施肥量をスーパ

ーロング180タイプ２kg、ロング40タイプ1.5kgくらいと

するのが適当である。これは、生育初期に肥料を効かせ

ることにより、草勢を旺盛にすることができるためと考

えられた。

‘ルネッサンス’を利用して、全量基肥施肥法、栽植

密度を従来より粗くすること、各果房４果摘果の省力栽

培体系は、良果収量は慣行栽培体系と比較して6.4％減

少するものの、全量基肥による追肥作業や粗植による定

植作業、着果処理作業が省力化により、10.7％作業時間

を短縮できた。このことにより、この省力栽培体系を導

入することは有効であると考えられる。また、空洞果な

どの不良果を削減でき、果実品質の揃った食味の良い果

実が生産できることが確認された。愛知県北設楽郡設楽

、‘ ’ 、町では ルネッサンス の特徴である果実品質の良さ

特に糖度の高さを利用した量販店へ直接販売する契約販

売が行われているという事例が報告されている 。今回５）

報告した栽培技術を活用して、省力化、低コスト化はも

とより、安定した規格、品質のトマトを販売することが

可能となり、より一層の販売単価の向上、農業所得の向

上につながるものと期待される。
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