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無核性完全甘ガキ品種‘福岡 K1号'の育成ならびにジベレリン散布と摘菅による

結実安定効果

千々和浩幸*・朝隈英昭・石坂 晃

福岡県農業総合試験場 818-8549 福岡県筑紫野市阿志岐

Development of Seedless PCNA Persimmon (Diospyros kaki Thunb.) cv. 'Fukuoka Kl Gou' and the 

Effect of Gibberellin Spray and/or Disbudding on Fruit Set 

Hiroyuki Ch討iwa*， Hideaki Asakuma and Akira Ishizaka 

Fukuoka Agricultural Reseαrch Center， Chikushino， Fukuoka 818-8549 

Abstract 

Many persimmon (Diospyros kaki thunb.) cultivars are hexaploid (2n = 6x = 90)， which bear seeded fruits. In contrast， 
seedless persimmon cultivars are nonaploid (2n = 9x = 135) such as‘Hiratanenashi'， which bear astringent丘uitsonly. W巴

dev巴lopednonaploid pollination constant non-as甘ingent(PCNA) persimmon cv.‘Fukuoka KI Gou' (TM; Akiou) by embryo 

culture of imp巴rfectseeds derived from a cross between ‘Fuyu' and 'Taishuu'， both ofwhich are hexaploid PCNA cultivars. 

‘Fukuoka KI Gou'企uitripens in mid-October to巴arlyNovember， b巴ingalmost the same as‘Taishuu'. The soluble solid 

content of企uitwas 19.6 oBrix that was higher than in ‘Fuyu' and ‘Taishuu'. Th巴fruitweight was 365 g， being heavier than that 
of ‘Fuyu' and almost the sam巴asthat of ‘Taishuu'. The fruit skin of‘Fukuoka KI Gou' at harvest time was less reddish than 

that of‘Fuyu'. Parthenocarpy and stenospermocarpy abilities of‘Fukuoka KI Gou' were low， causing unstable fruit set， 
especially in young仕巴es.Spraying 200 ppm ofthe gibberellin on企uitat 10 days aft巴rfull bloom and f10wer thinning before 
anthesis were both effective for improving the fruit set. Moreover， the combination of both treatments improved th巴fruitset 

significantly more than individual treatment. 

Key Words : fruit quality， parthenocarpy， ploidy level， stenosp巴rmocarpy

キーワード:倍数性，偽単為結果，果実品質，単為結果性

緒言

カキ (Diospyroskaki Thunb.)は基本的な倍数性が六倍体

(2n = 6x = 90) である (Namikawa・Higashi，1928). カキの

結実性は，開花後の日照時間，樹勢や樹齢のほか，品種特

性である種子の形成力や単為結果性に影響されることが知

られており，単為結果性の弱い‘富有'や‘伊豆'などで

は，結実安定のために受粉を行い，種子を形成させる必要

がある(広瀬ら， 1971;梶浦， 1943;永沢ら， 1968;山田ら，

1987;矢野ら， 1999) .一方， ‘平核無'や‘万根早生'な

どの無核品種は九倍体 (2n= 9x = 135)であり，単為結果

性と偽単為結果性を併せ持つため(傍島ら， 1975;庄ら，

1990，1992)，無核果実生産が比較的容易である. しかしな

がら，これらの無核品種はいずれも渋ガキであるため，脱

渋の不要な無核性完全甘ガキ品種の育成が求められてい

る. 日本産のカキにおいては，完全甘ガキ (PCNA) は非
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完全甘ガキ (non-PCNA) に対して遺伝的に劣性であるた

め 1回の交雑で完全甘ガキを効率的に得るためには，完

全甘ガキ同士の交雑を行う必要がある(池田ら， 1985). こ

れまで，著者らは無核性九倍体完全甘ガキの作出に取り組

み，六倍体完全甘ガキ聞の交雑で生じた不完全種子から九

倍体が得られることを明らかにした (C同iwaら， 2008) . 

今回，本手法により得られた九倍体系統から果実品質の優

れる無核性完全甘ガキ品種‘福岡 KI号， (商標名:秋王)

を育成した.

無核性のカキ品種の普及拡大には結実安定が重要であ

り，単為結果性や偽単為結果性の特性を把握しておく必要

がある.植物成長調節剤であるジベレリンには富有'や

‘伊豆'などの無受粉果実の落果を抑制する作用があること

が確認されている(林ら， 1996;傍島ら， 1969; Yamamura 

ら， 1989). 2012年には，ジベレリンを 50~ 200ppmの濃

度で満開10日後に果実へ散布すると落果防止効果があると

してカキの全品種を対象に農薬登録されている(登録番号:

第 6004~ 6007号).また，摘膏には果実聞の養分競合を軽

減し，結実率を向上させる効果があることが知られている

(文室， 2003;堀江ら， 1988). 
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そこで，本研究では無核性完全甘ガキ品種‘福岡 Kl号'

の生育特性ならびに果実品質特性について報告するととも

に，早期落果の特徴を明らかにした.併せて，ジベレリン

散布ならびに摘菅が結実に及ぼす影響について検討した.

材料および方法

1. カキ‘福岡附号'の育成経過

2001年に， 官有' と‘太秋'の交雑組合せから生じた

不完全種子を匪培養して九倍体実生を作出した (Chijiwa

ら， 2008). 得られた実生の休眠枝を 2007年 3月に 5年生

の‘富有'に高接ぎし，結実を促進した. 2008年に初結実

となり特性検定を開始した.そのうちの 1系統の果実品質

が優れることが認められたため， 2010年 11月に種苗法に

基づく品種登録を出願し， 2012年 4月に品種登録された

(登録番号:第 21792号). '福岡 Kl号'の来歴は第 l図に

示すとおりである.

2. カキ‘福岡 K1号'の生育および果実品質特性

2008 ~ 2010年に生育ならびに果実品質の特性をカキの

育成系統適応性検定試験・特性検定試験調査方法(農業・

食品産業技術総合研究機構果樹研究所， 2007)に準じて行っ

た.生育特性では発芽期，開花盛期，花の着生程度，収穫

期，樹勢および樹姿を調査した.発芽期は，結果母校の先

端 2~3 芽が 20 ~ 30%展葉した日，開花盛期は全花膏の

80%が開花した日とした官有'および‘太秋'では l結

果枝 l膏となるように摘膏し， 7月中旬に葉果比 20となる

ように摘果した. ‘福岡 Kl号'では摘膏ぜずに結実させた

後， 7月末に葉果比 20となるように摘果した.いずれの年

次においても潅水は行わなかった.

果実赤道部の果皮色がカラーチャート値で5以上(‘太

秋'では 4以上)となったものを成熟期に達したと判断し

て収穫した収穫期は，全果実の 20%を収穫した日を始期，

50%以上を収穫した日を盛期 100%を収穫した日を終期と

した.収穫した果実の品質に関しては，果重，果皮色，果

肉硬度，肉質の粗密，果汁の多少，糖度，渋味の有無およ

び種子数を調査した.果実糖度は，果肉を果頂部からへた

部にかけてくさび状に切り取り，ハンドジューサーで搾っ

た果汁を屈折糖度計で測定した.果肉硬度は，円筒形プラ

ンジヤ一を装着したユニパ一サル式硬度計で

せて，果実の障害として，条紋ならびにへたすきの発生程

度を，無 (0)，微(1)，小 (2)および大 (3) の4階級に

第 1図 ‘福岡 Kl号'の来歴

指数化し，平均値で示した.果実品質調査には l回につき

5 ~ 10果を供試した.対照として交雑親である‘富有'お

よび‘太秋'を用いて比較した.

3. カキ‘福岡 K1号'の早期落果の特徴

2011年に高接ぎ 5年生‘福岡 Kl号， (中間台木 :9年生

‘富有， )および対照として同じく九倍体品種の‘万根早生'

(30年生)を供試した.両品種とも摘曹を行わず，すべて

の花に増量剤(商品名:マリッジパウダー，三共包材)で

5倍に希釈した‘禅寺丸'の花粉を人工受粉した.満開後

から早期落果が終了する 7月下旬にかけて 1週間ごとに落

果率を調査した.試験は側枝単位とし，側校当たり約 100

果についての調査を 3反復で、行った.また， 2012年には早

期落果終了後に当たる 8月 1日に結実している果実をそれ

ぞれ 40~ 50果程度採取し果実中に含まれる不完全種子

数を調査した.

4.ジベレリン散布および摘膏がカキ‘福岡 K1号'の結実

に及ぼす影響

2011年に高接ぎ 5年生福岡 Kl号， (中間台木 :9年生

官有， )を供試し，無摘菅の状態で結実させた果実に対し

満開 10日後の 6月 8日にジベレリン 200ppm溶液を散布す

る区と対照として無散布区を設置した.試験は側枝単位と

し，側枝当たり約 100果についての処理を 4反復で行い，早

期落果終了後の 7月 30日に落果率を調査した.10月中旬~

11月上旬にかけて各試験区から果実を 10果ずつ採取し果

実品質を前項に準じて調査した.また， 2012年にはジベレ

リン散布の有無と摘曹の有無を組み合わせた 4処理区を設

けて試験を実施した.ジベレリン処理は満開 10日後の 6月

1日に 200ppmの濃度で果実へ散布した.摘膏は原則として

1新梢につき l膏となるように実施したが， 30cm以上の新

梢には 2著着生させ， 5cm以下の新梢の膏はすべて取り除

いた.試験は側枝単位とし，約 50果についての落果率の調

査を 4反復で、行った.また，早期落果終了時における結実

量の指標として，花膏が着生した新梢に占める結果した新

梢の割合を結果枝率として示した.なお，圏内には‘禅寺

丸'が受粉樹として栽植されており，いずれの年次も訪花

昆虫による自然受粉が行われる環境条件であった.

結果

1. カキ‘福岡 K1号'の生育および果実品質特性

‘福岡 Kl号'の生育特性を第 1表に示した.発芽期は 3

月 17日，開花盛期は 5月 22日で‘富有' とほぼ同時期で

あった.雌花の着生は， ‘富有'よりやや少なく， ‘太秋'

より多かった.また，雄花の着生がごくわずかに見られる

ことがあった.樹勢はやや強く 樹姿は開張性であった.

‘福岡 Kl号'の果実外観を第2図に，また果実品質特性を

第 2表に示した.果重は 365gで‘太秋'と同程度で， 官

有'より大きかった.果実糖度は 19.60，果肉硬度は1.3kg 

で官有'より軟らかく，肉質は粗で果汁が多く，食味は

‘太秩'に似ていた.種子と渋味はなく，無核性の完全甘ガ
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の生育特性 (2008~ 2010年)‘福岡 KI号'第 1表

雄花の

着生程度

雌花の
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3/17 

lコヨミ
口口4担

z 80%の花が開花した 日

Y収穫期は始期は 20%，盛期は 50%以上を収穫した日，終期は最後の収穫日

の果実品質特性 (2008~ 2010年)‘福岡 KI号'第 2表

へたすき x
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種子数
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糖度

(OBrix) 
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16.4b 

果皮色z

5.3a'" 

4.3b 

5.5a 

果重

(g) 

365a'" 

394a 

287b 

品種

福岡KI号

太秋

富有

Z果皮色は赤道部をカキ用カラーチャートで測定した

)' l~度は円筒形プランジャーを装着したユニバーサル式硬度計で、測定した

X条紋ならびにへたすきは o(無) ~ 3 (大)で評価し，平均値で示した

W アルファベットは，異符号間で Tukeyの多重検定により 5%水準で有意差があることを示す

V アノレファベットは，異符号間で Steel-Dwassの多重検定により 5%水準で有意差があることを示す

キであった.条紋の発生はほとんど見られなかったが，‘太

秩' と同程度のへたすきが見られた

2. カキ‘福岡 K1号'の早期落果の特徴

2011年における‘福岡 Kl号'ならびに ‘刀根早生'の

結実率の推移を第 3図に示した ‘万根早生'では，満開

30日後に当たる 6月 20日までは落果が少なかったが，そ

れ以降落果が多 くなった. 一方， 福岡 Kl号'では，満開

20日後に当たる 6月 13日以降に落果が多くなり， ‘万根早

生' よりも落果開始時期が早かった.また，最終的な結実

率は，‘刀根早生'では 41.2%であったのに対し，‘福岡 Kl

号'では 15.1% と低かった

‘万根早生' では， 果実に|コの不完全種子数は 4 ~ 7 個のも

のが多く ，平均 5.7個であったのに対し， ‘福岡 Kl号'で

は果実中の不完全種子数は 0 ~ 2 個のものが多く，平均 0.9

個であった(第 4図，第 5図).

の果実外観

;fT' 

‘福岡 Kl号'第 2図

7/31 

-0一 刀根早生
(5月21日)

-・一福岡K1号
(5月24日)

7/11 6/21 
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6/1 
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0 

5/12 

(ま
)
M

附
鰍
堤

第4図 ‘福岡Kl号'および‘万根早生'の幼果中の種子の比較

上・ 福岡 KI号下.‘万根早生'

の結実率の推移第 3図 ‘福岡 KI一号'および刀根早生'

調査年次は 2011年

カッコ内は開花盛期を示す

垂線は標準誤差を示す
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μ=5.7 

15 
ま話

器 10

5 

。
012345678  

1果当たり種子数

第5図 ‘福岡 K1号' および‘万根早生'の l果当たり不完

全種子数の分布

nは調査果実数，μは平均値を示す

3. ジベレリン散布および摘曹がカキ‘福岡 K1号'の結実

に及ぼす影響

2011年におけるジベレリン無散布区の結実率は 13.0%と

なった 一方，ジベレリ ン200ppm区の結実率は 49.6%と

有意に高かった(データ略).2012年における早期落果終

了後の結実率ならびに結果枝率を第 3表に示した 前年同

様，ジベ レリ ン散布により結実率が有意に高まり， また摘

菅でも結実率が有意に高まったジベレ リン散布と摘菅の

交互作用は認められなかったが， これらを組み合わせるこ

とで結実率が 65.9%，結果枝率は 72.1%となった.いずれ

の年次と も果実品質には試験区間で統計的に有意な差はな

かった(データ略)• 

考 察

九倍体のカキ品種には，‘平核無'やその枝変わり品種で

ある‘万根早生'のほか， ‘宮崎無核'や‘渡沢'などがあ

り，これらはいずれも無核性である(庄ら， 1992).しかし

ながら，これらはいずれも偶発実生の渋ガキ品種であり，

人為的に作出した九倍体品種の種子の有無についての報告

は見当たらない.今回育成した九倍体品種‘福岡 Kl号'に

おいても， 既存の九倍体品種と同様に無核性である ことが

確認された また， 六倍体完全甘ガキ聞の交雑では，後代

に完全甘ガキのみが出現するが(池田ら， 1985)，倍数性変

異により九倍体の後代が生じた場合にも完全甘ガキとなる

ことが明らかとなっ7こ.

‘福岡Kl号'の結実率は，同じ九倍体品種である ‘万根

早生'と比較して低 く，単為結果性は強くないと考えられ

た ‘平核無'や‘万根早生'では，人工受粉により結実性

が向上するこ とが知られており， これらの品種が受精後に

途中で種子の生育を停止する偽単為結果性を持つためと考

えられている(文室， 2003;傍島ら， 1969，1975) しかし

福岡 Kl号'に人工受粉を行っても果実中の不完全種子数

が‘万根早生' と比較して著しく少なかった.これらのこ

とから， ‘万根早生'の駐珠には受精能力があるのに対し，

‘福岡 Kl号'では佐珠の受精能力が著しく低いため， 偽単

為結果性を誘起できないことが結実率の低い原因のひとつ

と推察された.

カキで、は果実へのジベレリン散布が早期落果防止に効果

があるこ とが知られている (Yamamuraら， 1989). しかし

‘富有'などの有核品種では ‘平核無'などの無核品種と

比較してジベレリンの効果が不安定であり ，特に同一樹内

に有核果と無核果が混在するとその傾向が強くなる. これ

は，有核果と無核果における果実聞の同化養分の競合が生

じるためと考えられている (Kit勾Imaら， 1992). また，早

期落果の多い‘伊豆'や‘万根早生'などの品種に摘菅や

早めの摘果を行うと，結実率が高まることが知られており，

これは果実聞の同化養分の競合が緩和されるためと考えら

れている(文室， 2003;掘江ら， 1988). ‘福岡 Kl号'にお

いてもジベレリンを果実に散布するこ とで結実率や結果校

率が無散布区と比較して有意に高くなった また，摘菅で

も同様に結実率と結果校率が有意に高くなった ジベレリ

ン散布と摘菅に交互作用は認められなかったが，これらを

組み合わせることで結実率ならびに結果枝率を無散布・無

摘菅と比較して大幅に向上させることができた. 福岡 Kl

号'は受精能力が低い ことから，有核果と無核果における

第3表 ジベレ リン処理および摘蓄が‘福岡 K1号'の結実に及ぼす影響

ジベ レリン処理 摘欝 結果母校長 (cm) 結実率(%) 結果枝率 z (%) 

あり あり 28.9 65.9 72.1 

あり なし 28.8 38.5 60.0 

なし あり 31.4 23.5 34.2 

なし なし 32.8 11.7 19.4 

ジベレ リン処理 キ*Y ** 

摘奮 *本 * 
ジベレリン処理 ×摘奮 N.S. N.S. 

z花奮を着生した新梢に占める早期落果終了後の結果した新梢の割合

Y柿およ び*は，三元配置分散分析によりそれぞれ 1%およ び5%水準で有意差あり， N.Sは有意差なし
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果実聞の同化養分の競合が生じないため，ジベレリンの効

果が安定しやすく，これに摘曹を組み合わせることにより，

果実聞の同化養分の競合がさらに起こりにくくなるものと

考えられたまた，満開 10日後の果実へのジベレリン散布

は果実品質に影響を及ぼさないことから，これらは‘福岡

Kl号'の結実安定に有効と考えられた.その他に樹齢や樹

勢もカキの早期落果に影響を及ぼすことが知られており，

枝葉と果実聞の同化養分の競合が原因のひとつと考えられ

る(北島ら， 1990).従って，樹勢がやや強い‘福岡 Kl号'

の結実安定には樹冠拡大や肥培管理などによる樹勢の制御

も有効と考えられる.

以上， ‘富有'と‘太秋'の交雑組合せで得られた不完全

種子を培養してカキ新品種‘福岡 Kl号'を育成した.本

品種は無核性の九倍体完全甘ガキ品種であり，成熟期は‘太

秋' とほぼ同時期で，大果・良食味であった.単為結果性

ならびに偽単為結果性とも強くなく，若樹齢樹では結実性

が不安定である 結実を安定させるためにはジベレリン散

布と摘菅を組み合わせることが有効で、あることが明らかと

なった.今後，樹齢の経過や樹勢が結実に及ぼす影響を明

らかにするとともに，省力的に結実を安定させる栽培法の

確立が必要である

摘要

六倍体完全甘ガキ品種の‘富有' と ‘太秋' との交雑で

生じた不完全種子から，九倍体無核性完全甘ガキ品種‘福

岡Kl号， (商標名・秩王)を育成した. ‘福岡 Kl号'の成

熟期は‘太秋'とほぼ同時期で， 10 月中旬~ 11月上旬で

あった.果重は平均 365gで官有'より大きく， ‘太秋'

と同程度であった.果実糖度は平均 19.60 で果肉硬度は柔

らかく，肉質は粗で食味は良好であった.単為結果性およ

び偽単為結果性ともに強くなく，若樹齢樹では結実がやや

不安定であった.200ppmのジベレリンを満開 10日後に散

布あるいは摘奮することにより結実性が高まり， これらを

組み合わせることで結実率がさらに高まった.
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