
スライス用トマト品種育成のための育種素材の選定と選抜法の確立
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摘要：スライス用に適する果実形質を持つトマト品種を育成するために、オランダから導

入した9品種の生育、収量、果実形質について調査し、育種素材を選定した。さらに、果

実形質間の関係を明らかにし、効率的な選抜方法について検討した。

オランダ品種は、「桃太郎ヨーク」に比べて、収量が多い、平均1果重が重い、子室数

が少ない、果肉厚が厚い、ドリップ率が低い特性が認められた。オランダ品種の中で、

「グレース」の良果収量が最も多かった。

果実全体に対する果肉部の重さの割合を示す果肉率は、子室数及び果肉厚との間に正の

相関関係が認められた。果実硬度は果重及び子室数との間に正の相関関係が認められた。

スライスから24時間後にどれだけ果汁が漏出したかを示すドリップ率は、果肉厚との間に

負の相関関係が認められた。

スライス用単為結果性品種の育成には、育種素材として「グレース」を用い、果実形質

に関する選抜形質として果重、子室数及び果肉厚を対象にすることにより、効率的な品種

改良が可能となると考えられる。
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Selection of Breeding Materials and Screening Method
of Slicing Favourable Tomato Cultivar
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Abstract: In order to breed a new tomato variety that has favourable characteristics for
slicing, we investigated growth, yield and fruit character of Dutch varieties and selected
the breeding materials. The correlation with fruit characteristics and an efficient
method to select the favourable characteristics for slicing was cleared.

The yield of these Dutch varieties was higher than ”Momotaro York”. The average
weight of a fruit was heavier than ”Momotaro York”. The number of locules was fewer
than ”Momotaro York”. The thickness of mesocarp was thicker than ”Momotaro York”.
The dripping ratio of sliced tomato after 24 hours was lower than ”Momotaro York”. The
yield of high-quality fruits of ”Grace” was the highest of these Dutch varieties.

The percentage of pericarp has positive correlation with the number of locules and the
thickness of mesocarp. The fruit firmness has positive correlation with the average
weight of a fruit and the number of locules. The dripping ratio of sliced tomato after 24
hours has negative correlation with the thickness of mesocarp.

For breeding of tomato cultivar for favourable slicing, ”Grace” was considered the
most promising breeding source. It is possible to use the average weight of a fruit, the
number of locules and the thickness of mesocarp as the selection characteristics related
to favourable characteristics for slicing.
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緒 言

近年、わが国におけるトマトの需要量のうち、業務

・加工用の占める割合が6割を超え、そのうち80%近く

が輸入で賄われている1)。そうしたなかで、安全安心な

トマトを消費者に供給するためには、従来の家庭消費

用需要に向けた生産に加えて、業務・加工用需要に向

けた生産を増加させる必要がある2)。生鮮のまま利用さ

れる業務用トマトは、ハンバーガー、サンドイッチ、

サラダなどに使われており、その用途に適する果実形

質を備えていることが必要である。さらに、安価で、

安定供給が望まれている3)。こうした要請に応えるには、

業務用需要に適する果実特性を持ち、低コスト省力栽

培が可能で、さらに多収性のトマト品種が必要である

と考えられた。

そこで、育種素材には、当場で育成した着果促進処

理が不要で、省力的な単為結果性系統「MP」と、オラ

ンダを中心に海外から導入した、スライス用等の業務

用に適した果実形質を保有する品種（以下オランダ品

種4,5)とする）を用いることとした。本報では、オラン

ダ品種9品種について、生育、収量、果実形質を調査し、

育種素材となる品種を選定した。さらに、果実形質間

の関係を明らかにし、効率的な選抜方法について検討

した。

材料及び方法

試験１ オランダ品種の収量、果実及び生育特性

オランダ品種として「グレース」、「ジェロニモ」、「マ

トリックス」、「アティラ」（以上De Ruiter Seeds)、「T

Y-75」（タキイ種苗）、「バルセロナ」、「フィレンツェ」

（以上アリスタライフサイエンス）、「ユニバーサル17」

（ナント種苗）及び「エーゲアン」（Enza Zaden）の9

品種と、対照品種として肥大性に優れ、愛知県で最も

多く栽培されている品種「桃太郎ヨーク」（タキイ種苗）

を供試した。2005年7月28日に播種し、8月30日に畝幅

200cm、株間40cm、2条植えで温室内に定植した。1区5

株2反復で、当場慣行法により土耕栽培した。収穫は、

10月17日から2006年6月30日まで行った。なお、収穫打

ち切り1か月前の5月31日に開花している花房の上2葉残

して摘心した。

収穫した果実は、販売可能な良果、果重100g以下の

小果、それ以外の不良果に分け、果数、果重を調査し

た。

果実形質は、4月17日に形状が平均的な各品種10果に

ついて、赤色度、果実硬度、果肉厚、果肉率、Brix及

びクエン酸含量を調査した。赤色度は、測色色差計

（NR- 3000、日本電色）を使用して、果実2か所の測色

色差計a*値を測定し、平均値を求めた。果実硬度は、

果実の赤道面を果実硬度計（ユニバーサルUB型、木屋

製作所）を用いて4か所測定し、平均値を求めた。次い

で、果実を赤道面で切断し、果頂部と果底部に分けた。

果肉厚として、切断面の中果皮の厚さを最も厚い部分

と薄い部分の2か所調査し、平均値を求めた。果底部の

全重を測定後、ゼリー部及び種子を取り出して、果底

部の果肉重を測定し、次式により果肉率を算出した6)。

果肉率(%)＝(果底部の果肉重／果底部の全重)×100

果頂部から軽く果汁を搾り、デジタル糖度計（PR-101、

アタゴ）を用いて、Brixを測定した。次に、果頂部を

すりつぶして濾過し、希釈果汁を0.1N-NaOHで中和滴定

し、果汁100ml当たりのクエン酸換算値で、酸度（滴定

酸含量）を求めた。

生育は、試験打ち切り時の7月4日に、茎長、茎重、

収穫段数及び第1果房直下の節間における最大の茎径を

調査した。

試験２ ドリップ率と他の果実形質との関係

供試品種として、試験１の結果から肥大性に優れ、

根腐萎凋病抵抗性を有するオランダ品種「グレース」、

「ジェロニモ」、「マトリックス」、「バルセロナ」及び

「ユニバーサル17」に加えて、対照として「桃太郎ヨ

ーク」を用いた。

2006年7月31日に播種し、8月28日に畝幅150cm、株間

60cm、2条植えで164株定植した。2007年3月5日から4月

10日に収穫した果重160g以上の果実について果重、子

室数、果肉厚を試験１と同様に調査した。さらに、収

穫直後に果実赤道面から厚さ1cmのスライスを切り出

し、その重量を調査後、ろ紙2枚を敷いた直径9cmのシ

ャーレ内に置いた。室温で24時間経過させた後、スラ

イス重を再度調査し、次式によりスライス重の減少割

合を算出した。以後、これをドリップ率とした。

ドリップ率(%)＝（（収穫直後のスライス重－収穫24時

間後のスライス重)/収穫直後のスライス重)×100

さらに、ドリップ率と果重、子室数及び果肉厚との

相関係数を求めた。

試験３ 「グレース」と単為結果性系統「MP」とのF1

における果実形質間の関係

果実形質間の関係は、試験１で育種素材として有望

と考えられた「グレース」と愛知農総試で育成した単

為結果性系統「MP」を交雑したF1を供試して調査した。

主枝摘心時の2006年10月6日に草丈、第2果房直上にお

ける本葉の葉長を測定した。収穫は、11月7日から2007

年1月5日まで行った。第1から第3果房の果重160g以上

の果実について、果重、果実硬度、子室数、果肉厚及

び果肉率を調査し、これらの形質間の相関係数を求め

た。

播種、定植及び栽培は試験２と、果実形質の調査方

法は試験１及び試験２と同様に行った。

試験結果

試験１ オランダ品種の収量、果実及び生育特性

オランダ品種の1株当たり収量を表１に示した。良果

の果数は、「桃太郎ヨーク」の39.7個に対して、すべて
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のオランダ品種が多く、特に、「グレース」は68.6個と

最も多かった。小果の果数は、「アティラ」が多かった。

不良果の果数では、「ジェロニモ」および「マトリック

ス」が多く、ほとんどが尻腐れ果であった。良果収量

では、「桃太郎ヨーク」の6.5kgに比べて、すべてのオ

ランダ品種が多く、特に、「グレース」は12.3kgと最も

多かった。良果平均1果重は、「TY-75」以外のオランダ

品種が「桃太郎ヨーク」よりも重かった。

オランダ品種の果実形質を表２に示した。測色色差

計a*値は、「桃太郎ヨーク」が29.0と最も高く、オラン

ダ品種では、「フィレンツェ」及び「グレース」が28.1、

27.6と高かった。果肉厚は、「桃太郎ヨーク」の5.6mm

に対して、「ユニバーサル17」以外のオランダ品種が

6.6mm以上で厚かった。Brixは、「桃太郎ヨーク」に比

べて、「アティラ」が5.3%と高かったが、その他のオラ

ンダ品種は低かった。クエン酸含量は、「桃太郎ヨーク」

の0.24%に比べて、オランダ品種は0.19%以下で低かっ

た。果実硬度、果肉率には、オランダ品種と「桃太郎

ヨーク」の間には差は認められなかった。

オランダ品種の試験打ち切り時の生育を表３に示し

た。茎長では、「桃太郎ヨーク」の5.71mに比べて、す

べてのオランダ品種が6.5m以上で長かった。茎重につ

いても、オランダ品種は「桃太郎ヨーク」よりも重か

った。収穫段数は、「ジェロニモ」が最も多かった。茎

径は、「マトリックス」及び「バルセロナ」が16.5mm以

上で太かった。

試験２ ドリップ率と他の果実形質との関係

オランダ品種のドリップ率を表４に示した。果重160

g以上の果実について果実形質を調査した結果、平均果

重は「桃太郎ヨーク」の190gと比較して「マトリック

ス」が211gと重かったが、他のオランダ品種は「桃太

郎ヨーク」とほぼ同等であった。子室数は、「桃太郎ヨ

ーク」の8.2に比べて、オランダ品種は少なく、「ユニ

バーサル17」が6.6で、他の品種は4.5～5.3であった。

果肉厚は、「桃太郎ヨーク」が4.9mmと薄かったが、オ

ランダ品種は厚く、特に「グレース」が7.8mmと厚かっ

た。ドリップ率は、「桃太郎ヨーク」の8.3%と比較して、

他のオランダ品種は7.3%以下で少なかった。

全ての供試品種の果実を合わせて算出したドリップ

率と果重、子室数及び果肉厚との相関係数を表５に、

ドリップ率と果肉厚との関係を図１に示した。ドリッ

プ率と果肉厚の間には、１%水準で有意な負の相関関係

が認められた。

表１ オランダ品種の1株当たり果数及び収量

品 種 果数(個) 収量(kg) 良果平均

良果 小果 不良果 合計 良果 小果 不良果 合計 1果重(g)

グレース 68.6 9.9 15.9 94.4 12.3 0.7 2.7 15.7 181

TY-75 61.5 17.1 6.5 85.1 9.2 1.2 1.0 11.4 149

マトリックス 57.7 12.5 27.7 97.9 10.9 1.0 4.7 16.6 189

ユニバーサル17 56.0 6.7 17.6 80.3 9.8 0.5 3.0 13.2 174

ジェロニモ 54.5 11.1 28.6 94.2 10.4 0.8 4.5 15.7 190

アティラ 51.5 25.4 7.9 84.8 9.1 1.7 1.4 12.2 177

バルセロナ 49.5 14.4 17.2 81.1 8.9 1.0 2.8 12.7 180

エーゲアン 40.8 4.2 6.7 51.8 8.8 0.3 1.3 10.3 214

フィレンツェ 39.2 16.5 9.1 64.8 6.7 1.1 1.3 9.0 170

桃太郎ヨーク 39.7 6.1 19.7 65.5 6.5 0.5 2.9 9.8 163

表２ オランダ品種の果実形質（10果の平均値）

品 種 測色色差計 果実硬度 果肉厚 果肉率 Brix ｸｴﾝ酸含量

a*値 (kg･cm-2) (mm) (%) (%) (%)

グレース 27.6±1.17A) 0.57±0.032 6.8±0.31 55±0.8 3.7±0.15 0.19

TY-75 24.6±1.14 0.66±0.015 6.6±0.28 55±0.9 4.0±0.28 0.16

マトリックス 22.2±0.97 0.60±0.020 6.9±0.17 53±1.6 3.2±0.09 0.19

ユニバーサル17 26.2±1.07 0.60±0.016 5.5±0.31 53±2.1 3.7±0.15 0.14

ジェロニモ 18.9±1.08 0.59±0.020 7.1±0.22 53±1.4 3.9±0.17 0.18

アティラ 25.2±1.36 0.61±0.011 7.0±0.34 50±2.7 5.3±0.24 0.17

バルセロナ 26.4±1.06 0.58±0.017 7.2±0.18 54±1.5 3.1±0.10 0.18

エーゲアン 25.2±1.72 0.55±0.030 7.2±0.34 52±0.9 4.7±0.40 0.13

フィレンツェ 28.1±0.86 0.56±0.028 7.3±0.16 53±3.0 4.2±0.09 0.14

桃太郎ヨーク 29.0±1.71 0.59±0.020 5.6±0.22 54±1.2 4.9±0.19 0.24
A)平均値±標準誤差(n=10)
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試験３ 「グレース」と単為結果性系統「MP」とのF1

における果実形質間の関係

「グレース」と単為結果性系統「MP」とのF1におけ

る果実形質間の相関係数を表６に、果肉率と子室数と

の関係を図２に示した。果肉率は子室数及び果肉厚と

の間に、果実硬度は果重及び子室数との間にそれぞれ

有意な正の相関関係が認められた。さらに、果重は子

室数及び葉長との間にも有意な正の相関関係が認めら

れた。

考 察

品目別・用途別ガイドライン7)によると、業務用ある

いはスライス用に適するトマトの果実形質は、スライ

スしてゼリー部が落ちにくい、カットして形がくずれ

にくい、適度な硬さがある、サイズはL以上の大きさで

あることが必要であると報告されている。トマトの果

実形質については、これまで、上村ら8)、吉川ら6)、菅

野ら9)、望月ら10)によって、露地で、無支柱栽培してい

た心止まり性品種を中心に、果実形質特に果実の堅さ

に関する試験研究が行われてきた。しかし、施設栽培

で、長期栽培を前提に非心止まり性品種を対象とした

表５ ドリップ率と果重、子室数及び果肉厚との

相関係数(n=143)

形 質 果重 子室数 果肉厚

ドリップ率 -0.122 0.134 -0.362**A)

A)1%水準で有意差がある

図１ ドリップ率と果肉厚との関係(n=143)
A)**は1%水準で有意であることを示す

表３ オランダ品種の試験打ち切り時の生育

品 種 茎 長 茎 重 収穫段数 茎 径A)

(m) (kg) (段) (mm)

グレース 6.59±0.134B) 1.03±0.071 25.3±0.43 14.1±0.29

TY-75 7.43±0.143 0.91±0.058 23.8±0.37 14.0±0.12

マトリックス 6.95±0.061 1.20±0.023 24.7±0.38 16.6±0.34

ユニバーサル17 6.66±0.098 0.88±0.017 25.0±0.45 13.7±0.23

ジェロニモ 7.15±0.080 1.15±0.055 26.8±0.37 15.2±0.23

アティラ 6.72±0.126 0.67±0.031 25.2±0.37 13.7±0.22

バルセロナ 7.93±0.193 1.27±0.073 23.2±0.51 16.5±0.37

エーゲアン 6.65±0.158 0.98±0.058 22.8±0.65 14.4±0.92

フィレンツェ 6.52±0.143 0.72±0.053 22.5±0.17 15.1±0.37

桃太郎ヨーク 5.71±0.083 0.66±0.028 23.5±0.33 14.1±0.41
A)第１果房直下の最大茎径
B)平均値±標準誤差(n=10)

表４ オランダ品種のドリップ率

品 種 調査果数 果重 子室数 果肉厚 ドリップ率

(個) (g) (mm) (%)

グレース 26 194±4.7A) 4.5±0.20 7.8±0.15 7.3±0.29

マトリックス 23 211±7.8 5.3±0.29 7.1±0.20 6.8±0.14

ユニバーサル17 17 188±8.2 6.6±0.48 6.5±0.26 7.0±0.25

ジェロニモ 22 188±5.1 5.0±0.24 7.4±0.13 7.1±0.34

バルセロナ 22 186±4.6 4.5±0.29 6.9±0.15 7.1±0.35

桃太郎ヨーク 33 190±5.0 8.2±0.39 4.9±0.19 8.3±0.25
A)平均値±標準誤差(n=調査果数)
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表６ 「グレース」と単為結果性系統「MP」とのF1における果実形質間の相関係数(n=162)

形質 果重 果実硬度 子室数 果肉厚 果肉率 草丈A) 葉長B)

果重 － 0.216**C) 0.630** 0.107 0.014 0.057 0.180*

果実硬度 － － 0.341** 0.044 0.119 0.146 0.026

子室数 － － － -0.112 0.439** 0.046 0.142

果肉厚 － － － － 0.265** -0.042 -0.050

果肉率 － － － － － 0.004 -0.038

草丈 － － － － － － 0.090

葉長 － － － － － － －
A)主枝摘心時
B)主枝摘心時における第2果房直上の葉長
C)*および**はそれぞれ5%または1%水準で有意であることを示す

図２ 「グレース」と単為結果性系統「MP」

とのF1における果肉率と子室数との関係

(n=162)
A)**は1%水準で有意であることを示す

果実形質に関する試験研究は行われていない。本試験

では、こうした品種を対象に、果実形質として果重、

子室数、果肉厚、果肉率、果実硬度さらに、これまで

果実形質として扱われていなかったドリップ率につい

て、オランダ品種と「桃太郎ヨーク」を比較検討した。

オランダ品種は、「桃太郎ヨーク」に比べて、平均1

果重が重い、子室数が少ない、果肉厚が厚い、ドリッ

プ率が低いことが明らかとなった。このオランダ品種

の特性である平均1果重が重い、すなわち果実が大きい

ことは、果実が肥大しにくい低温寡日照期においても、

業務用に適するL以上の大きな果実を安定的に供給でき

ることにつながる。同じく果肉厚が厚いことは、カッ

トして形がくずれにくいことに関連すると考えられる。

ドリップ率が低いことは、スライスしてパンに挟んだ

場合、パンの白い生地が果汁の漏出で汚れないため、

スライス用として重要な特性である。しかし、子室数

が少ないことは、子室1個当たりのゼリー部の重量が重

くなり、スライス時にゼリー部が落ちやすく、形がく

ずれやすいため、スライス用に適する形質とは考えら

れない。そこで、オランダ品種を用いて、スライス用

単為結果性品種を育成するためには、オランダ品種が

保有する平均1果重が重い、果肉厚が厚い、ドリップ率

が低い形質を保持しながら、子室数を増加させる選抜

が必要であると考えられる。なお、もう一つの育種素

材である単為結果性系統「MP」は子室数が7～8と多い

ため、スライス用単為結果性品種の育種素材として好

適であると考えられる。

果肉率、果実硬度には、オランダ品種と「桃太郎ヨ

ーク」との間に明らかな差は認められなかった。果肉

率が高いことは、果実全体に占める果肉の重さの占め

る割合が高い、いいかえれば、果実全体に占めるゼリ

ー部の重さが占める割合が低いため、スライス時にゼ

リー部が落ちにくく、形がくずれにくくなる。また、

上村ら8)、吉川ら6)、望月ら10)が報告しているように、

果実硬度は果肉や果皮の硬さに密接に関連しており、

果実硬度が高いことは、果肉及び果皮が硬く、スライ

スしても形がくずれにくくなる。したがって、スライ

ス用に適する果実形質としては、果肉率及び果実硬度

が高いことが望まれる。

しかし、実際の果肉率の調査は、ゼリー部及び種子

の除去が煩雑である。果実硬度の調査では、専用の測

定機器を用いて1果当たり複数回の測定が必要である。

また、ドリップ率の測定では、スライスを作成し吸汁

させるための資材及び24時間経過させることが必要と

なる。育種の現場では、限られた時間の中で、多数の

個体について調査する必要があるため、これらの測定

を迅速に行う必要がある。

一方、試験２の結果から、ドリップ率は果肉厚と有

意な負の相関関係が認められた。また、試験３の結果

から、果肉率は子室数及び果肉厚と、果実硬度は果重

及び子室数とそれぞれ有意な正の相関関係が認められ

た。これらのことから、実際の品種改良では、果肉率

のかわりに子室数及び果肉厚を、果実硬度のかわりに

果重及び子室数を、さらにドリップ率のかわりには果

肉厚を、それぞれ果実形質に関する選抜形質として用

いることができると推察される。果重、子室数及び果

肉厚は、果肉率、果実硬度及びドリップ率に比べて測
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定が容易で簡易あるため、それらを対象として増加さ

せる選抜を行うことにより、選抜形質としなかった果

肉率、果実硬度及びドリップ率についても望ましい方

向に改良でき、効率的な品種改良ができると考えられ

る。

スライス用単為結果性品種の育種素材として、オラ

ンダ品種の中で、従来からの国内品種用の栽培管理で

良果収量が最も多く、果色の赤色度が高かった「グレ

ース」を選定した。「グレース」の良果収量が多かった

理由としては、全収穫果数が多かったことに加えて、

小果及び尻腐れ果などの不良果が少なく、収穫果のう

ち良果が占める割合が高かったことに起因している。

「グレース」のBrixは、オランダ品種の中では中庸で

あったが、「桃太郎ヨーク」よりも低かった。しかし、

スライスを始めとする業務用トマトは、ドレッシング

などの調味料により味付けをすることが多いため、食

味については問題はないと考えられる。

「グレース」の生育は、試験打ち切り時の茎長、茎

重でみられるように、「桃太郎ヨーク」に比べて旺盛で、

収穫段数も多かった。こうした「グレース」を始めと

するオランダ品種の高い収量性、旺盛な生育は、中野

ら4)、岡ら5)が報告しているように、日本で育成された

品種と異なるオランダ品種特有の転流特性などの生理

生態的特性に起因していると考えられる。

以上の結果、スライス用単為結果性品種の育成には、

収量性が高い「グレース」を育種素材とし、果実形質

に関する選抜形質として果重、子室数及び果肉厚を用

いることにより、効率的な品種改良が可能となると考

えられる。
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