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ニホンスモモにおける果肉細胞の数と大きさの品種間差異

永嶋友香 a ・周藤美希・八幡昌紀＊• 富永晃好・成瀬博規• 原田 久・向井啓雄
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Varietal Differences in Flesh Cell Number and Size of Japanese Plum Fruit 

Yuka Nagashimaa, Miki Sudo, Masaki Yahata*, Akiyoshi Tominaga, 
Hiraki Naruse, Hisashi Harada and Hirao Mukai 

Faculty of Agriculture, Shizuoka University, Ohya, Suruga-ku, Shizuoka 422-8529 

Abstract 

To characterize factors determining the varietal differences in the fruit size of Japanese plum (Prunus salicina Lindi.), we 

investigated the relationships among fruit weight, flesh thickness, cell numbers, and radial cell lengths of flesh at the ripening 

time in 6 cultivars for 2 years. The correlation coefficient between the fruit weight and flesh thickness was higher than 0.9, and 

the cultivar with large fruits had thicker flesh. There was a varietal difference in cell numbers of flesh, and the cultivar with large 

fruits had more cells. On the other hand, differences in radial cell lengths of flesh among the cultivars were not clear. In the 

investigation of correlation coefficients among measurement items, although a correlation was noted between the thickness and 

radial cell lengths in flesh, the correlation coefficient was low, at about 0.3 to 0.5. Conversely, the correlation coefficient between 

the thickness and cell numbers in flesh was high, over 0.9. The results revealed that the differences in fruit size among Japanese 

plum cultivars were markedly influenced by the cell number rather than radial cell length. 
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緒目

ニホンスモモ (Prunussalicina Lindl.) の果重は 25~

300gと品種により異なる（吉田， 2000). 近年では果実が

大きく食味に優れた貴陽や‘秋姫’のような大果品種が

育成されており，他品種の栽培面積は減少する傾向にあ

るものの，大果品種は2004年から 2014年の 10年間で約 3

倍に増加している（農林水産省生産局園芸作物課， 2007,

2017). 

一般に，果実の肥大は果肉細胞の分裂による細胞数の増

加と細胞の拡大により決定される（岡本， 1996). 核果類

であるニホンスモモの果実肥大は二重s字型成長曲線を示

し，その肥大周期は 3つに分けられる．すなわち，果実が

活発な細胞分裂により急速に肥大する第 1期，果実肥大の

停滞と同時に内果皮がリグニン化して核を形成する第 2

期そして細胞容積の増加に伴い果実が再び急激に肥大し

成熟する第3期である．

これまでに多くの果樹類では果実の大きさを左右する細
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胞分裂と細胞肥大について研究されている．ニホンスモモ

と同じバラ科植物のリンゴでは，細胞数と細胞径の両方

が果実の大きさに影響することが認められている (Harada

ら， 2005). 一方，ナシ (Zhangら， 2006),モモ (Yamaguchi

ら， 2002a,b), およびモクセイ科の核果類であるオリーブ

(Rapoportら， 2004)では，細胞数の多い品種ほど果実が

大きくなり，品種間における果実の大きさの差異は細胞数

の多少によるものと報告されている．

しかしながら，ニホンスモモでは品種間における果実の

大きさと果肉の細胞数および細胞径との関係は明らかにさ

れていない．そこで本研究では，ニホンスモモ果実の大き

さを決定する要囚を明らかにするため，組織学的手法を用

いてニホンスモモ 6品種の果肉細胞を観察し，細胞数と細

胞径の品種問差異を調べた．

材料および方法

静岡大学農学部附属地域フィールド科学教育センター植

栽のニホンスモモ‘貴陽','太陽','ソルダム'''ハリウッ

ド,,'大石早生すもも’および‘メスレー＇を供試した．

成熟時の果実を各品種 10個ずつ採取し，重量を測定した．

さらに，品種ごと 5果について第 1図に示すとおり果肉か

ら赤道面側径部分をブロック状に切り出し，組織観察用

サンプルとした．一部修正を加えた仲條ら (2014)の方法
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第 1図 果肉厚の測定部位と 細胞径の測定方向

に従い，サ ンプルを固定液FAA[70%エタ ノール ：酢酸 ：

ホルムアルデヒ ド=90:5: 5 (v/v/v)]に浸漬 し，真空デン

ケーター内でサンプルから気泡が発生しな くなるまで脱気

した.FAAを流水で除去 し， 15,35, 50, 70, 85%エタノ ー

ルに順次 3時間潰けた． さらに， 80%エタ ノール ：80%ブ

タノール =65:35 (v/v), 90%エタノール ：90% ブタノ ー

ル=45:55 (v/v), 100%エタノール ：100% ブタノール ＝

25: 75 (v/v)の混合液へ順に 12時間ずつ，100%ブタノ ー

ルに84時間浸潰し た そ こに溶解したパラフィンを注ぎ，

58°Cのイン キ ュベーター内に 1日置床後 純パラフィン

に取 りかえ， 3~4日間浸漬 したその後 インキュベー

ターからサンプルを取り 出し， パラフィンで包埋した

サンプル赤道面の側径部分から回転式ミ クロトームで連続

切片 （厚さ 10μm)を作製した.Haupt貼付液を塗って乾

燥させたス ライドグラスに筆で水を全体に行き渡らせ，そ

の上に切片を載せて 38°Cで3時間以上乾燥させた．パ ラ

フィンを溶除するため，キンレンに 15分，キシレン ：無

水エタノ ール=1:l(v/v)の混合液に 10分， 無水エタ ノー

ルに 20分 (10分で液を更新）漬け， ファ ース トグ リーン

で45秒染色した後 無水エ タノ ールで 3分脱色し，キ シ

レンに 20分浸漬 した． スライドグラスのサンプル上 に

封入剤を滴下し，カ バー グラスを被せて封入 した．切片

の顕微鏡写真を撮影 し，一部修正を加えた Yamaguchiら

(2002a)の方法によ り， 1果につき 2箇所ずつ細胞数と細

胞径の測定を行った（第 1図）．すなわち核から外果皮方

向へ放射状に直線を引き 直線の長さを果肉厚と して計測

し た さ ら に，直線に触れる細胞について， 直線に平行方

向に最大 となる長さを細胞径とし， 平均細胞径で果肉厚を

除 して細胞数を算出した なお，本研究は2013年と 2014

年に行った

第 1表 ニホンスモモ 6品種の成熟時における果実の重さ，果肉厚，細胞径および細胞数

年 品種
重さ 果肉厚 細胞径

細胞数
(g) (mm) (μm) 

貴陽 209.9 aY 23.5 a 166.1 ab 142.4 a 

太陽 119 0 b 21.6 b 186.3 a I 16.4 b 

ソルダム 75.5 C 18.4 C 160 2 be 115.2 b 
2013 

ハリウッド 57.0 d 14.8 d 183.6 a 81.0 C 

大石早生すもも 46.4 d 13.5 d 185.9 a 73.3 C 

メスレー 17.4 e 9.6 e 139.1 C 69.Q C 

貴陽 193.6 a 25.0 a 186.2 a 134.8 a 

太陽 135.2 b 21.4 b 179.8 a I 19.4 a 

ソルダム 81.4 C 19.9 C 169.7 a 118 4 a 
2014 

ハリウッド 65.1 d 16.4 d 169 0 a 97.4 b 

大石早生すもも 42.1 e 13.2 e 188.3 a 70.3 C 

メスレー 33.8 e 9.9 f 138 I b 72.2 C 

年度 ＊＊ ＊＊ 11.S. 11.S. 

分散分析 Z 品種 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

年度 x品種 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

z **は 1%水準で有意差あり， n.sは有意差なし

Y Tukeyの多重検定により異なる文字間に 1%水準で有意差あり
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結果

ニホンスモモの成熟時における果重と果肉厚は， 2013

年と 2014年ともに貴腸’で最も高い値を示し，次いで

‘太陽，‘ソルダム'''ハリウッド'''大石早生すもも ’お

よび ‘メスレー＇の順であった（第 1表）． また，果重と

果肉厚間で 2013年と 2014年ともに r=0.9を超える 高 い

正の相関がみられた （第 2図）．次に，果肉の細胞を観察

した結果（第 3図），細胞径は両年とも‘メスレー＇で約

140μmと最も小さかった （第 1表）．他の 5品種は約 160~

190μmで， 2013年に‘ノルダムで差がみられたものの，

2014年では品種間差はなかった．細胞数は大果品種で多

い傾向があり， 貴陽で最も値が高く， 140イ固前後であっ

た（第 1表）．一方，‘メスレー＇と‘大石早生すもも＇の細

胞数は少なく，貴陽’の半分の 70個程度であった．細胞

径と果肉厚間との相関を調べた結果， 2013年は r=0.288,

2014年は r=0.501であり，年次により値が大きく異なっ

た（第 4図）．一方，細胞数と果肉厚との間では， 2013年

が r=0.921, 2014年が r=0.922と，両年と もに 0.9以上の

高い相関を示した（第 5図）．なお，それぞれの品種内に

おける果肉厚と細胞径および細胞数との相関は，両年と

もに認められない品種が多く，規則性はなかった（デー

タ略）．

第3図 ニホンスモモの成熟時における果肉細胞
A: 貴陽 ，B: '太陽， C:,大石早生すもも,, D:, メ

スレー'
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考察

成熟時のニホンスモモ果実において，果肉厚は果実の大

きさと密接にかかわる果重との間に高い正の相関が認めら

れたことから，果肉厚が果実の大きさを示す指標となり得

ることが示唆された．

成熟期の果肉厚と細胞径間での相関は， 2013年と 2014

年それぞれr=0.288とr=0.501であったが，果肉厚と細胞

数は両年ともにr=0.9以上の高い正の相関がみられた． こ

れらのことから，ニホンスモモにおける果実の大きさの

品種間差異は，モモ (Yamaguchiら， 2002a,b), オウトウ

(Olmstead• Iezzoni, 2007; Yamaguchiら， 2004b),およびウ

メ (Yamaguchiら， 2004a)などの他の核果類と同様に細胞

径より細胞数の影響が強いものと考えられる．

果実の大きさには倍数性の違いが影響することが数々の

果樹で報告されている．ブドウ (Notsukaら， 2000)やキ

ウイフルーツ (Wuら， 2012), キンカン（糠谷ら， 2011)

では，四倍体の果実の方が二倍体より大きいことが明らか

にされている． さらに， リンゴ (Haradaら， 2005)とセイ

ョウナシ (Isuzugawaら， 2014)では，倍数性と果肉細胞の

数および大きさとの関係について調査されている． これら

の三倍体や四倍体の品種・系統は，二倍体と比べ，果肉を

構成する細胞および細胞間隙が大きく発達している一方，

細胞数には差がないことが認められている． よって， リン

ゴやセイヨウナシにおいては，倍数体間の果実の大きさの

違いは果肉細胞の大きさによるものと判断されている． ニ

ホンスモモの品種は通常二倍体であるが， ‘貴陽’は三倍

体である（大林ら， 2009).'貴陽’は「世界で最も重いス

モモ」として知られており (GuinnessBook of World Records, 

2012), 本研究においても供試材料6品種の中では，‘貴陽'

の果実が最も重く大きかった．他の二倍体品種と比べ，

費陽’の細胞数は2013年では有意に多く， 2014年では

‘太陽’および‘ソルダム’との間に有意差はなかったも

のの高い値であった．一方，細胞径では2013年と 2014年

ともに差は判然としなかった． このことから，三倍体であ

る貴陽’の果実が他品種と比較して大きくなる要因は細

胞数の関与が大きいためであると考えられる．

以上より，ニホンスモモ果実の大きさにおける品種間差

異は，細胞の大きさよりも細胞の数が強く影響しているこ

とが明らかとなった．

摘要

ニホンスモモ果実の大きさが品種間で異なる要因を明ら

かにするため，ニホンスモモ 6品種を用いて，成熟時の果

実についてそれぞれ重さ，果肉厚，細胞数および細胞径を

測定し，品種問差異を 2年間調べた．果重と果肉厚間に相

関係数r=0.9以上の高い正の相関が認められ，果実の大き

い品種ほど果肉厚が厚かった．果肉の細胞数は品種間で異

なり，大果品種で多かった．それに対し，品種による細胞

径の違いは判然としなかった．測定項目間の相関を調査し

た結果，果肉の細胞径は果肉厚との間に相関が認められた

ものの，相関係数が約0.3~0.5と低かった．一方，細胞

数は果肉厚との間に相関係数0.9以上の高い相関がみられ

た． これらの結果から，ニホンスモモ果実の大きさにおけ

る品種間差異は果肉の細胞径より細胞数が強く影響してい

ることが明らかとなった．
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