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カキ‘太秋'のホルク口ルフェニュ口ン展葉期散布処理によるへたの巨大化と

へたすきへの影響

新川 猛*・鈴木哲也

岐阜県農業技術センタ- 501-1152 岐阜市又丸

Marked Calyx Size Increase and its Influence on Calyx喝 ndCracking by Spraying Forchlorfenuron 

Solution on Shoots at Leafing Time in‘Taishu' Persimmon 

Takeshi Niikawa* and Tetsuya Suzuki 

Gifu Prefectural Agricultural Technology Center， Gifu 501-1152 

Abstract 

Because it has been reported that calyx-end仕uitcracking is not likely to occur in fruit with large calyxes in‘Fu刊'

persimmon， we investigated Forchlorfenuron as a possible plant growth-regulating substance to promote calyx growth. 

Forchlorfenuron in a 10-ppm solution was sprayed on young shoots of ‘Taishu' persimmon trees at leafing time. Th巴treatm巴nt

increased th巴calyxsize significantly， with the calyx width being 1.26 times and the length betwe巴nthe vertices of the calyx 

being about 1.15 times those ofnon-tr巴atedplants. The perc巴ntageoffruit with calyx-end cracking in treated plants (16.1%) 

was lower than in non-treated plants (46.9%). In addition， the cracking severity was significantly lower in treated than in non-
treated plants. The佐eatmentwas ineffective for the fruit weight， and slightly retarded fruit skin coloring and sugar accumula-
tion in fruit harvested at the same time as fruit合omnon-treated plants. 

Key Words : cytokinin，企uitquality， plant growth re思llator

キーワード.果実品質，サイトカイニン，植物成長調節剤

緒言

我が国のカキの生果用栽培は， 官有 ‘次郎'などの完

全甘ガキ品種と‘平核無¥ 刀根早生¥ ‘愛宕'などの渋ガ

キにほぼ二分される.近年は九倍体のため種子がない早生品

種の‘万根早生'の生産量が増加しているが，品種別の栽培

面積は依然として‘富有'が最も多い(農林水産省統計部，

2009). ‘富有'は，へたすき性を有しており(山田ら， 1988)， 

その後代品種の‘伊豆'や‘太秋'もへたすき性がある(山

根ら， 2001; Yamadaら， 2002). へたすきは商品果率や日持

ち性に影響を及ぼすほか，年によって大きく発生することが

あることから従来から問題となっている (Yamadaら， 2002).

また大果になるに従って，へたすき発生率が高くなることが

認められている(中村， 1968) 近年は商品性の高い大果の

生産が励行され，また‘太秋'など大果で、へたすき性のある

品種の導入が進んで、いることから，へたすきを防止，軽減す

る技術の重要度は増加している.

へたすきはへたと果肉の接合境界部の一部ないし全部に

離隔層を生ずる現象であり(中村， 1968)，へたが発芽後か
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ら盛んに成長し 7月中下旬に最終の大きさになるのに対し

て，果実の成長は遅くまで続くことから不均衡が生じるた

め，発生するとされている(中村， 1967). へたが大きい果

実はへたすきが少なく，へたすきの発生を少なくするため

にはへたの大きい果実をつくることが効果的である(北川，

1970) とされているが，へたを直接的に大きくする方法は

ない.へたすきの予防方法として，北川 (1970) は，貯蔵

養分を大にしてへたの大きな果実をつくること，摘曹に

よって果実1{固当たりに転流する貯蔵養分を大にすること

および摘曹，摘果に当たってへたの大きな果実を選ぶこと

が効果のあるへたすきの間接的予防方法としている. この

ため産地においても，摘奮や摘果の際にへたの大きな膏や

果実を残すことが広く行われているが，安定してへたすき

を完全に抑える技術は開発されていない.

合成サイトカイニンの一種のホルクロルフェニュロン

(CPPU ; N-(2-chloro-4-pyridyl)-Nにphenylurea)は，果樹では

キウイフルーツやブドウなどの果実肥大促進効果があり

(田中丸， 1989)，生産現場で広く利用されている.キウイ

フルーツではホルクロルブェニュロン処理によって細胞分

裂停止期が遅延し細胞数の増加と細胞肥大の両者によって

果実肥大が促進することが報告されている(鏡ら， 1991). 

カキにおいては長谷川ら (1991)が‘西条'と‘平核無'
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を用いて結実性，果実肥大および、果実品質への影響を検討

し，満開 10日後の 10~ 20ppmの散布が結実率を増加さ

せ，肥大を促進すること，特に果実縦径の伸長を促進する

ことを報告している.また，散布時期がそれより遅い満開

20日後では果実着色の遅延をもたらすとしている.

我々は，へたを大きくする可能性のある植物成長調節物

質として，ホルクロルフェニュロンに注目した.本研究で

は，ホルクロルフェニュロンの散布を，へたの細胞分裂が

盛んと考えられる展葉開始期に行うことで，へたの成長が

促されるか否かを明らかにするとともに，処理がへたすき

に及ぼす影響を評価することを目的として研究を行った.

材料および方法

2012年に岐阜県農業技術センター圃場に栽植の‘太秋'

2樹(1996年高接ま中間台木‘松本早生富有，)を供試した.

各樹における 4本主枝のうち， 2本を処理区，残り 2本を

無処理区として，処理区については，フルメッ ト液剤(協

和発酵ノ〈イオ) を用いて作成したホルクロルフェニ ュロン

10ppm水溶液を展葉開始期(発芽 27日後，結果母校内の上

位 3，4節の新芽について数枚の葉が展葉してきた時期)の

4月 19日にハン ドスプレーにより全新梢に散布した.開花

前に着膏が認められた新梢について， 1新梢当たり 1膏に摘

膏した.摘曹は，新梢内に複数の曹があった場合は原則と

して真ん中の菅を残した.また葉果比 30を基準として 7月

中旬に摘果を行った.いずれの区も 10月24日に果実を一

斉に収穫し岐阜県柿出荷基準に従い果実重をもとに Lサ

イズ (220~ 259 g)， 2Lサイズ (260~ 299 g)および 3Lサ

イズ (300~ 350 g) の3段階に分類した.それぞれの果実

重階級について 11~ 21果を供試し果梗の太さ，へたの

大きさ， へたすき発生程度および果実品質を測定した.

果梗の太さ，へたの幅およびへたの頂点聞の長さについ

ては，品種登録審査基準(農林水産省， 2011) に従って調

査を実施した 果梗の太さは各果実の果梗部中央の太さ，

へたの幅は最も広いへた片の最大幅を測定した(第 l図)

また 4枚のへたの向かい合うへたの頂点聞の長さについて

向かい合うへたの
頂点聞の長さ

4・今

へたの幅
(4枚のへたの中

の最大のもの)

第 1図 へたの大きさに関する調査方法
向かい合うへたの頂点聞の長さ
へたの幅 (4枚のへたの中の最大のもの)

区分

第 1表へたすきの分類方法

へたすきの程度

無 へたと果肉の聞に隙聞がないもの

徴 外観からは判別できず，へたをめつくた際に果実と
へたの聞に lmm未満のわずかな隙聞があるもの

外観からは判別がやや困難で，へたをめつくた際に
小 果実とへたの聞に lmm 以上~3 mm 未満の隙聞があ

るもの

若干の色むらなどの外観から「へたすき」があると
中 判別でき，果実とへたの聞に 3mm以上の隙聞があ

るもの

は，長い対角線および短い対角線の長さを測定し，へたの

大きさ を表す指標とした へたの面積はへたを菱形と仮定

し上記の頂点聞の長さから， 果実の面積は円形と仮定して

長径と短径の和を 4で割ったものを半径としてそれぞれ算

出し， 果実の最大断面積に対するへたの面積の占める割合

を「へた占有率j とした.

本研究におけるへたすきの調査は，すべてのへたをめ

くって調査し，第 l表のとおり，へたと果実との聞の隙間

の幅によって無，微，小および中の 4段階に区分した.ま

た無，微，小および中の分類に対して，それぞれ 0，1， 2 

および3のスコアを与えて，その平均値をへたすき指数と

した. へたすき程度の各区分に属する果実数が，処理の有

無によって異なるか否かについて， Wi1coxonの順位検定

(柳)11，1982)によって検定した.

果実品質として，収穫時の果皮の着色程度，果肉硬度，

糖度および含核数を調査した.それぞれの果実の果皮の

着色程度については，新川ら (2008) に従い，色彩色差計

(CR-400，コニカミノルタセンシング)で果頂部，果胴部

および果底部の色相角度 (W) を測定した後，換算式x=
9.073 x Ln(W) + 43.398 (日=0.986)を用いてカラーチャー

ト値に変換した.果実硬度は果実硬度計 (KM-5型，藤原

製作所)を用いて，果胴部横断面の果肉硬度を測定し，糖

度は屈折糖度計 (PR司 101α アタゴ)を用いて測定した.

結果

母校当たりの収穫果数は，処理区はl.l果/母校，無処

理区は 0.8果/母校と大きな差はなく ，処理区は全収穫果

56果を，無処理区は全収穫果 56果の内，処理区では収穫

できなかった 350g以上の果実重を持つ 7果を除いた 49果

を調査した.

1. へたの大きさと果梗の太さ

果梗の太さならびにへたは処理によって顕著に大きく

なった(第2図).へたの大きさを示す指標である 14枚の

へたの向かい合うへたの頂点聞の長さ」は，長対角線，短

対角線ともに，いずれの果実重階級でも処理により有意に

大きくなった(第 2表) へたの最大幅も，同様に処理によ

り有意に大き くなった.へた占有率は，無処理区での平均
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第2表展葉開始期の新梢へのホルク ロルフ ェニュロン処理がカ キ‘太秩' 果実の果梗の太さ， へたの大きさおよび、へた占有率

に及ぼす影響

調査果数 果梗の太さ 向かい合うへたの頂点聞の長さ へたの幅z へた占有率Y

果実重階級 試験区
(個) (mm) (cm) (%) 長対角線 (cm)短対角線 (cm)

処理区 21 7目3 6.5 6.3 3.4 41目l

L 無処理区 11 5.6 5.6 5.4 2.6 28.9 

有意性x **ホ **ホ *ホ* *** *** 

処理区 17 7.5 6.3 6.2 3.3 36.4 

2L 無処理区 19 5.8 5.8 5.5 2.7 27.2 

有意性 *** *市 *** *** *キ*

処理区 18 7.8 7 6.6 3.4 33.7 

3L 無処理区 19 5.8 5.9 5.6 2.9 25.6 

有意性 *** **キ *** *** *** 

処理区 56 7.6 6.6 6.4 3.4 37.3 

合計 無処理 49 5.8 5.8 5.5 2.7 27.0 

有意性 *** *** *本* *** *** 

Z最も大きいへたの幅

Y果実を円形，へたを菱形と仮定した際の果実の最大断面積に対するへたの占める割合

Xt検定により同じ果実重階級の各列聞には，判は 1%，**叫主0.1%レベノレで有意、差があることを示す

第2図 ホルクロノレフェニュ口、ノ処理によるへたの巨大化

左.無処理，右:ホノレクロルフェ ニュロ ン10ppm

本.パーは 10cm

が 27.0%であるのに対して，ホルク ロルフェニュロン処理

区では 37.3%であった.

2. へたすき発生果数ならびに発生程度

へたすきの発生果数ならびに発生程度は， 重量階級が大

きくなるにつれて，発生果数が増加するとと もに程度が大

きくなったが，ホルク ロルフェニュロン処理区は，無処理

区と比べて各重量階級ともへたすき発生果数ならびに発生

程度が軽減した(第 3表).調査した全果実のへたすきの発

生果数は，ホルクロルフェニュロン処理区では全 日果中 9

果 (16.1%)にへたすきが認められ，へたすき指数は 0.25

であった.一方，無処理区では全 49果中23果 (46.9%)に

へたすきが認められ， へたすき指数は 0.73であった.各階

級のへたすき程度の順序カテゴリ ーデータに対する Wil-

coxon検定(杉山11， 1982)の結果は， L級果実で 1%水準，

3L級果実で 5%水準，全果実で 1%水準の有意差が認めら

れた また有意差の認められなかった 2L級果実について

は， p値は 0.07であった.

3. へた占有率とへたすきの発生率ならびに発生程度

へた占有率を 25%未満， 25%以上~35%未満， 35%以上

~ 45%未満および 45%以上の 4 段階に分けた場合，処理区

では25%以上~35%未満の範囲の占有率を持つ果実の割合

が 61.2%と最も多く，残りの果実は占有率が 25%未満で

あった(第 4表).ホルクロルフェニュロン処理果実では，

無処理区では認められなかった35%以上の占有率を持つ果

実の割合が約 60%を占め， 35%以上~ 45%未満の占有率を

持つ果実の頻度が最も高かった.へた占有率区分ごとにへ

たすき発生率とへたすき指数を求めたところ，へた占有率

が高 くなるほど，へたすき発生率は低く， またへたすき指

数も小さかった.へた占有率が 25%以上~35%未満の果実

では，処理の有無に関係なくへたすき発生率ならびにへた

すき指数は同程度であったが，処理区でのみ発生が認めら

れた 35%以上の高い占有率を持つ果実では，へたすき発生

率が低く， またへたすき指数も極めて小さ くなった.

4. 果実品質

いずれの果実重階級においても，処理区と無処理区との

聞で果実重ならびに果形に大きな差はなかった(第 5表)• 

カラーチャー ト値は，ホル クロ ルフ ェニュロン処理に

よって小さくなった.果実重階級別では，処理の有無によ

る有意差が認められなかったものがあるものの， 調査果実

全体では 0.5~ 0.6小さ くなった.屈折糖度計で測定した果

実糖度は，いずれの果実重階級でも無処理区より処理区の
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第 3表 展葉開始期の新梢へのホルクロノレフェニュロン処理がカキ‘太秋'果実のへたすき発生に及ぼす影響

果実重 供試
各へたすき程度に分類される果実数 順序カテゴリー

へたすき
階級

試験区
果実数

データに対する
指数Y無 微 中 Wilcoxon検定 z

L 処理区 21 21 。 。 。 0.00 
無処理区 11 8 3 。 。 ** 0.30 

2L 
処理区 17 15 2 。 。 0.12 
無処理区 19 13 5 。 ns 

0.37 

3L 処理区 18 11 3 3 0.67 
無処理区 19 5 6 4 4 * 1.37 

合計
処理区 56 47 5 3 0.25 

無処理区 49 26 14 5 4 ** 0.73 

z ** *は処理区と無処理区の聞にそれぞれ 1%および 5%水準で有意差あり， nsは5%水準で有意差なしを示す
Yへたすき程度無に 0，微に 1，小に 2，中に 3のスコアを与え，果実数を乗じることによって算出した指数

第4表 カキ‘太秋'におけるホルクロルフェニュロン処理の有無とへた占有率別の発生頻度，およびへた占有率別のへたすき
発生率とへたすき指数

試験区
25%未満

処理区 。
発生頻度 Z (%) 

無処理区 38.8 

へたすき発生率 y (%) 
処理区

無処理区 78.6 

へたすき指数Y
処理区
無処理区 1.43 

Z全調査果実に占めるへた占有率区分ごとの発生割合

y へた占有率区分ごとのへたすき発生率とへたすき指数
xーはその区分に収穫果実が存在しないため数値なし

へた占有率

25%以上~35%未満 35%以上~45%未満

41.1 46.4 
61.2 。
34.8 3.8 

38.2 

0.57 0.04 

0.44 

45%以上

12.5 。
。
。

第 5表 展葉開始期の新梢へのホルクロルフェニュロン処理がカキ‘太秋'果実の品質に及ぼす影響

果実重 試験区 調査果数平均果重
果径 (cm) カラーチャート値 糖度 果肉硬度含核数

階級 (個) (g) 長径 短径 高さ 果頂部 果胴部 果底部 (OBrix) (kglcm2) (個)

処理区 21 240.4 8.1 8.0 6.0 3.7 3.0 2.6 15.4 1.5 0.4 
L 無処理区 11 242.8 8.2 8.1 6.0 4.3 3.7 3.4 16.9 1.5 1.7 

有意性z ns ns ns ns *** *本 ** *** ns ** 

処理区 17 281.7 8.7 8.5 6.3 4.3 3.7 3.7 15.9 1.5 1.1 
2L 無処理区 19 280.8 8.7 8.5 6.3 4.6 4.0 3.8 17.1 1.4 1.8 

有意性 ns ns ns ns ns ns ns ** ns ns 

処理区 18 321.4 9.1 9.0 6.6 4.7 3.9 4.0 16.2 1.4 1.5 
3L 無処理区 19 324.2 9.2 9.0 6.4 5.0 4.4 4.5 17.4 1.4 1.7 

有意性 ns ns ns * * ** ns *ホ* ns ns 

処理区 56 279.0 8.6 8.5 6.3 4.2 3.5 3.4 15.8 1.5 1.0 

合計 無処理区 49 289.1 8.8 8.6 6.3 4.7 4.1 4.0 17.2 1.4 1.7 

有意性 ns ns ns ns *** *** *ホ *** ns * 

Zt検定により同じ果実重階級の各列聞には*は 5%，**は 1%，*料は 0.1%レベルで各々有意差があること， nsは有意差がないこ
とを示す
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方が有意に低かった.

果肉硬度については，処理による一定の傾向は認められ

ず，合核数については，ホルグロルフェニュロン処理の L

級果実で有意に少なくなったが，他の階級ではその差は小

さく，有意ではなかった.

考察

ホルクロルフェニュロンは，果実肥大や着果の促進を目

的として利用されている植物成長調節剤であるため，花房

や果実に対して浸漬や散布することから，処理時期は開花

期から満開 20日後が中心となっている.ブドウでは開花前

に処理することがあり，その場合は花穂が大きくまた穂軸

が太くなることが報告され(尾頃・小野， 2008)，処理時期

によって作用性は異なっている. このことから，ホルクロ

ルフェニュロン処理は大きくしたい器官の細胞分裂が盛ん

な時期に処理を行うことが有効であると考えられる.今回

の処理は，薬液を芽の中にスプレーできるように結果母校

内の上位 3，4節の新芽から数枚の葉が展葉してきた時期に

行った.カキの新梢は4月中旬に最も成長が盛んであり，

がく片の成長もこれとほぼ平行して発育する(傍島ら，

1974) とされることから，この時期に細胞分裂を促進する

作用を持つホルクロルフェニュロンを散布した結果，第2

図に示したような巨大化したへたを持つ果実となったもの

と考えられた.へた占有率は，無散布ではすべての果実で

35%未満であったが，ホルクロルフェニュロンを散布した

果実の約 60%が 35%以上であった.これは，へたが巨大化

したことによって，果実の大きさに占めるへたの割合が相

対的に大きくなったため へた占有率の高い果実が多く

なったことを示す. しかしながら，ホルクロルフェニュロ

ン処理区のへた占有率の分布はややバラツキが大きかっ

た. これは，今回の散布時期が，結果校の中の基部の膏は

見えているが上部の膏は葉に包まれていること，結果母校

中の節位や結果母校聞によっての展葉の程度に若干の差が

認められるため，処理時の展葉状況や新梢内の着果位置に

よって，作用性が異なり，へたの巨大化に差が生じた要因

となっている可能性が考えられた.カキの開花前のホルク

ロルフェニュロン散布を行った市川ら (2009) は，カキの

新梢停止期から 1週間おきに 3回 葉および新梢へ 100~ 

300 ppmのホルクロルフェニュロンを処理することで‘太

秋'を含む 3品種で雌花花芽数の増加の可能性を示唆して

いるが，新梢の基部径や乾物重に有意な差は認められな

かったとし，へたに関する記述もなされていない.本研究

における処理濃度は，市川ら (2009)の 1110以下の 10ppm

であるにも関わらず，果梗やへたと同様に新梢も顕著に太

くなっていることが観察されている(データ略).このこと

は同じ開花前の処理であっても 展葉開始期と新梢伸長停

止期では，へたの大きさや新梢の太さに対するホルクロル

フェニュロンの作用性が異なる可能性を示唆するものであ

り，へたを大きくするのに有効な処理期間は短い可能性も

考えられる.

また，処理によりへたすき果の発生が減少するとともに，

へたすき発生程度の軽減効果が認められた.へた占有率が

35%未満の果実においては，ホルクロルフェニュロン処理

の有無によってへたすきの発生や程度に差はほとんど認め

られていないが，処理区でしか発生していないへた占有率

35%以上の果実では，高いへたすき抑制効果が認められた.

これは，へたが大きくなったことが直接影響しているもの

と考えられた.本方法は，これまでのカキ栽培で慣行的に

実施されている摘膏，摘果時に大きなへたを持つものを残

すといった間接的な予防方法ではなく，直接的にへたを大

きくできる方法であることから，実用化されれば長年産地

から要望の強かった「へたすき軽減剤」となるものと期待

される. しかしこの結果は単年で l品種 1散布時期のも

のである.へたすきの発生は，環境条件による影響が大き

い(山田ら， 1986) ことから，今後試験規模を拡大しこ

の現象を確認するとともに，高いへた占有率を持つ果実の

割合を増加させる最適な処理時期など，実用性の実証を

行っていく必要がある.

カキにおけるホルクロルフェニュロンの果実肥大効果に

ついて，開花期以降の処理で多くの報告があり平核無'

(長谷川ら， 1991; Itaiら， 1995)では効果が認められるが受

粉条件下の‘西条， (長谷川ら， 1991) では効果は小さく，

‘次郎， (河合ら， 2009)，‘松本早生富有， (Sugiyama・Yamaki，

1995) では肥大が抑制されている 野中ら (2010) は‘平

核無'由来の小果校変わり系統である‘突核無'では顕著

に果実肥大が促進され親品種と同程度の果実サイズとなっ

たと報告している.このようにカキの果実肥大効果につい

ては，ブドウやキウイフルーツのような明確な効果は得ら

れていない.また果実品質についても，糖度低下(長谷川

ら， 1991;1凶ら， 1995;河合ら， 2009) と着色不良(長谷川

ら， 1991;河合ら， 2009; Sugiyama・Yamaki，1995)が認めら

れていることから，開花後処理は有用性には乏しいと思わ

れる.今回の研究は，開花前の展葉期に処理を行っており

処理時の生育ステージは上記の報告とは異なっているが，

無処理区と同時期の収穫では，カラーチャート値と糖度が

無処理区より低く，処理時期は異なっても同様の成熟遅延

の傾向が認められた 成熟遅延については，今後実用化を

想定した場合の阻害要因となる可能性があるため，さらに

試験を行うことが必要である. しかし，木研究における成

熟遅延は，岐阜県の‘太秋'の収穫基準である果頂部カラー

チャート値3.5には到達しており，糖度も 160 前後あること

から出荷できないほどの遅延ではなく，収穫時期を数日遅

らせることで解消できる範囲内の低下と考えている.

以上のことから，カキのへたの巨大化ならびにへたすき

の軽減に対して，へたの成長が最も盛んと考えられる展葉

開始期のホルクロルフェニュロン散布の有効性が確認で、き

た.処理によって，成熟遅延の傾向は認められるもののそ

の影響は小さく，また処理時期の最適化などさらなる調査
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が必要ではあるが，実用的なへたすき軽減対策技術となる

ことが期待される.

摘要

カキのへたすきは，へたの大きい果実ほど発生が少ない

ことが報じられているが，直接的にへたを大きくする方法

はない.そこで，我々は，へたを大きくさせる可能性のあ

る植物成長調節物質としてホルクロルフェニュロンに注目

した.10 ppmのホルクロルフェニュロン溶液をハンドスプ

レーにより，へたの細胞分裂が最も盛んであると考えられ

る展葉開始期に散布したところ，へたの幅が 26%広く，へ

たの頂点聞の長さが約 15%長くなり，へたが巨大化した.

また，処理区におけるへたすき果の発生率 (16.1%)は，無

処理区における発生率 (46.9%) より低かった.また，各

果実のへたすきの程度を，無，徴，小および中の 4段階に

区分して評価し，各カテゴリーに属する果実数のデータを

用いて， I1煩序カテゴリーデータに対する Wilcoxon検定を

行った結果，処理区と無処理区の聞に 1%水準の有意差が

認められ，処理によりへたすき発生程度が減少した.果実

品質については，果実重は無処理区と比べて大差はなかっ

たが，着色程度と糖度はやや低下し，成熟遅延の傾向が認

められた.

謝辞本研究のデータの統計解析に当たり，懇切なご
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引用文献

長谷川耕二郎・久家主人・三村哲之・中島芳和. 1991.カ

キ‘西条' と ‘平核無'の結実ならびに果実発育に及

ぼす合成サイトカイニン (K下30) とGA3の影響.園

学雑.60: 19-29. 

市川剛士・長谷川耕三郎・尾形凡生・浜田和俊. 2009. カ

キ新梢への CPPU処理が雄花と雌花の花芽形成に及ぼ

す影響.園芸中四国支部要旨園学研. 8 (別2):627. 

Itai， A.， K. Tanabe， F. Tamura， S. Susaki， K. Yonemori and A. 

Sugiura. 1995. S戸ltheticcytokinins control persimmon fruit 

shape， size and quality. 1. Hort. Sci. Biotech. 70: 867-874. 

韓景葎・小原均・松井弘之・平田尚美. 1991.キウイ

フルーツの発育生理に関する研究.11. K下30処理が果

実肥大に及ぼす影響.千葉大園学報. 44: 263-267. 

河合義隆・石川一憲・藤津弘幸 2009. カキ官有'と‘次

郎'の果実品質に及ぼす環状剥皮，結縛および CPPU

処理の影響農作業研究 44:145-151. 

北川博敏.1970.カキの栽培と利用 p.55-62.養賢堂東京.

中村三夫. 1967. カキのへたの生理生態学的研究.岐阜大

農研報. 23: 1-62. 

中村三夫. 1968. カキの生理障害. 1. カキのへたすき.鳥

潟博高編著.果樹の生理障害と対策.p. 350-374.誠文

堂新光社.東京.

新川 猛・尾関健・加藤雅也・生駒吉識. 2008. 収穫後

の高温処理によるカキ‘富有'果肉中のカロテノイド

含量の増強.園学研. 7: 123-128. 

野中亜優美・山根久代・田尾龍太郎・米森敬三. 2010. カ

キ‘平核無'由来小果枝変わり系統における果実嬢小

化の要因探索.園学研. 9 (別2):370. 

農林水産省 2011.農林水産植物種類別審査基準.かきのき

属.くhttp://www.hinsyu.maff.go.jp/info/sinsakijun/

botanical taxon.html>. 

農林水産省統計部.2009.特産果樹生産動向等調査.くhtゆ:/

/www.maff.go必ij/tokeilkouhyou!tokusan_ k犯戸J!index.html>.

尾頃敦郎・小野俊朗. 2008. ブドウの花穂発育に及ぼす開

花前ホルクロルフェニュロンの影響.近畿中国四国農

研. 12: 17-20 

傍島善次・石田雅士・稲葉昭次・宮脇一徳. 1974. カキの

発芽期以降における花器の発育について.京都府大学

報農. 26: 15-20. 

Sugiyama， N. and T. Yamaki. 1995. Effects ofCPPU on fruit set 

and fruit growth in Japanese persimmon. Sci. Hortic. 60: 

337-343. 

田中丸邦彦. 1989. 新植物成長調節剤「フルメット液剤」

の開発経緯と特性.農薬. 36(3): 40-46. 

山田昌彦・池田 勇・山根弘康・平林利郎. 1988. カキの

へたすきと果頂裂果の遺伝.園学雑 57: 8-16. 

Yanlada， M.， A. Sato and Y. Ukai. 2002. Genetic differences and 

environmental variations in calyx-end fruit cracking among 

Japanese persimmon cultivars selections. HortScience 37: 

164-167. 

山田昌彦・山根弘康・平林利郎. 1986. カキ交雑育種法に

関する研究.v へたすきの変異の特徴と大きさにつ

いて.果樹試報E. 6: 21-30. 

山根弘康・山田昌彦・栗原昭夫・佐藤明彦・吉永勝一・永

田堅嗣・松本亮司・平川信之・角谷真奈美・小津俊治・

角 利昭・平林利郎・岩波宏.2001.カキ新品種‘太

秋果樹試報. 34: 57-74. 

柳川 尭. 1982. ノンパラメトリック法. p. 1-259. 培風

館.東京.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

