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Abstract 

In this study, the effects of sheet-mulching and rootstock on expression of Citrus FLOWERING LOCUST (CiFT), number of 

flowers, and yield were investigated in satsuma mandarin'Sasebo Unshiu'grafted on trifoliate orange (Poncirus trifoliata (L.) 

Raf.) or'Hiryu'(Flying Dragon) for several years. In the analysis of data from a plural year, rootstock and sheet-mulching had 

no influence on CiFT expression or the number of flowers. On the other hand, in the analysis of data from a respective single 

year, significant differences were detected in CiFT expression and the number of flowers in some years. Trees both with and 

without sheet-mulching tended to flower in alternate years, and the pattern in trees with sheet-mulching were opposite to those 

without sheet-mulching. In the year when trees with sheet-mulching produced more flowers than the average number, those 

without sheet-mulching had fewer than the average number of flowers, and vice versa. The alternate bearing index in each tree 

showed that the annual change in the CiFT mRNA level was significantly greater in trees with than without sheet-mulching. 

These results suggest that sheet-mulching cultivation makes annual floral induction unstable in'Sasebo unshiu'although this 

instability has no effect on the number of flowers or yield. 

Key Words : alternate bearing, CiFT, citrus, FT, Hiryu 
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緒日

カンキツは，豊作と不作を交互に繰り返す隔年結果特性

を示す．通常，着果数が多い樹では翌春の花数が減り，そ

の年は不作になる．逆に，不作年の翌春は花が多くなり，

豊作になる． このように，隔年結果における収量の変動は

花数の多少に起因する． このため，カンキツでは花数を左

右する花芽の発生・分化についての研究が多く行われてき

た (Nishikawa,2013)．カンキ、ジの花芽分化は，生理的花

芽分化と形態的花芽分化の2つの段階に分けられる（井上，

1990b)．花芽分化の初期段階では，高温や湿潤条件下で強

制的に発芽させると花芽が着生するが，そのような条件下
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に置かれない限り形態的に花芽を分化しないこのような

形態的な変化を伴わない花芽分化を生理的花芽分化と呼

び，後期に観察される形態的花芽分化と区別される．我が

国では，生理的花芽分化は 10月頃から，顕微鏡で花芽の

原基が観察される形態的花芽分化は 1月頃から進行し，

3~4月に発芽， 5月に開花に至る．生理的花芽分化は

25°C未満の湿度で誘導されるため（井上， 1990b), 10月

頃から始まる生理的花芽分化は秋冬季の気温の低下による

ものと考えられている (Nishikawaら， 2007)．低温のほか，

乾燥によっても生理的花芽分化が誘導されるが（井上，

1989)，落葉が多い樹やジベレリンが散布された樹では

生理的花芽分化が抑えられ，花数が減る（井上， 1990a;

Nishikawaら， 2012).

一方，遣伝子レベルでの研究では，花成誘導遺伝子の一

つである FLOWERINGLOCUS T (Ft)のカンキッホモログ

CiFTが，カンキツにおいて花芽分化を誘導する機能を持

つことが確認されている (Endoら， 2005)．露地で栽培さ

れたカンキツ樹では， この CiFTの発現塁が秋冬季の生理
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的花芽分化の進行と一致して増大する (Nishikawaら，

2007)．人為的に低湿にさらした樹でも生理的花芽分化の

誘導に伴って CiFT発現量が増大し (Nishikawaら， 2007),

葉を取り除いた樹では生理的花芽分化と CiFTの発現の両

方が抑制される (Nishikawaら， 2013)．また，乾燥にさら

された樹で CiFTの発現誘導が，果実を多く着けた樹や

ジペレリンが散布された樹で CiFTの発現抑制が観察さ

れている (Chica• Albrigo, 2013; Mufioz-Fambuenaら， 2012;

Nishikawaら， 2012,2013, 2016; Shalomら， 2012)． これら

の知見から，花芽分化に影響する様々な情報は CiFTの発

現に反映され， CiFT発現塁によって生理的花芽分化の程

度が決まると考えられる．

近年， ウンシュウミカンでは，高品質指向からシートマ

ルチ栽培が広く行われている（高辻， 1991)． この技術で

は， ミカン園の地表面をプラスチックシートなどで覆い，

雨水の土壌浸透を防止することで樹体に乾燥ストレスを付

与し，果実糖度の上昇を図る． これまでに， シートマルチ

栽培による果実品質や樹体構造，収量の変化について調査

されている（松本ら， 2006)．また，果実発育期における

シート被覆が CiFTの発現を促し，それによって翌春の花

数が増加することが単年の実験で示唆されている (Iwasaki

ら， 2019)．しかし，連年のシートマルチ栽培がCiFTの発現

や花数に及ぼす影響については明らかでない．一方，わい

化効果の高い‘ヒリュウ’台が様々なカンキッ品種で使わ

れており，中晩柑である‘せとか’と‘不知火’を用いた解

析では‘ヒリュウ’台の利用により CiFT発現量が不安定に

なることが示唆されている（西川ら， 2017)．そこで本研

究では，カラタチ台あるいは‘ヒリュウ’台のウンシュウ

ミカン‘させぼ温州’における CiFT発現塁と花数，収量を

複数年にわたって調査し，シートマルチの有無と台木の違

いが花芽分化と果実生産量に及ぼす影響を明らかにした．

材料および方法

1. 供試材料

2005年に2年生のカラタチ台あるいは‘ヒリュウ’台

‘させぼ湿州’を長崎県農林技術開発センター（長崎県

大村市）内ほ場に定植した．この時カラタチ台は株間

2.3m, 畝幅3mで，‘ヒリュウ’台は株間 1.8m, 畝幅3m

とした． これらを 6年生で初着果させ， 9年生となった

2012年から実験に使用した．露地ではカラタチ台 6樹，

‘ヒリュウ’台 5樹を栽培した．マルチ処理区では，カラ

タチ台および ‘l:::リュウ’台のそれぞれ 6樹の樹冠下にタ

イベックハードタイプ（旭・デュポンフラッシュスパン

プロダクツ（株））の透湿性シートを 7月中下旬から収穫期

(12月上旬）まで被覆した．マルチ処理は2012年から 2015

年の 4年間続けた．摘果は 7月下旬から 9月に行った．

かん水は， 2013年夏季に 1~2回 1樹当たり 20L程度行っ

た以外は実施しなかった．収穫は， 12月上旬に実施した．

肥料は，長崎県湿州ミカン施肥基準に準じて（春45%,

夏20%，晩秋肥 35%）施用し， 10a当たりの年間施用窒素

量はすべての実験に使用した樹において 9年生 (2012年）

で15.lkg, 10年生 (2013年）で 16kg,11年生 (2014年）で

17.1 kg, 12年生 (2015年）で 17.0kgを施用した．

2. CiFT発現量の解析

2012年から 2014年にわたって， 11月中旬に各樹から

5本の結果母枝（春枝）を採取し，冷蔵条件で農研機構果

樹研究所口之津拠点（長崎県南島原市）に輸送した． 口之

津拠点到着後は速やかに枝から葉を除去し， 5本の結果母

枝の茎組織をまとめて液体窒素で凍結し，ー80°Cで保存し

た．組織が粉状になるまで摩砕後 RNeasyPlant Mini Kit 

(QIAGEN)とオンカラム DNase処理により totalRNAを抽出

した． cDNAの合成は， 0.4μgのtotalRNAとランダムヘキ

サマー， HighCapacity cDNA Reverse Transcription Kits (Applied 

Biosystems)を用いて 20μLの反応系で行った． CiFT遺伝

子に特異的な PCRプライマー（フォワードプライマー：

5'-GCCTTAGGGAGTATTTGCATTGG-3'，リバースプライ

マー： 5'-AAGCTGGCCCCTGTGGTT-3'）と TaqManMGBプ

ローブ (AppliedBiosystems, 5'-TGGTGACTGATATTCC-3'), 

TaqMan Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems)を

用いて， ABIPRISM 7000システム (AppliedBiosystems)に

より定量PCRを行った． また，レファレンスにはTaqMan

Ribosomal RNA Control Reagents VIC Probe (Applied Bio-

systems)を使用した． PCR反応液は900nMプライマーと

250 nM TaqMan MGB probe, 2.5 μL cDNAを含み，反応は

95°c 10分の後 95°c15秒， 60°C60秒のサイクルを 40回

繰り返した．遺伝子発現量は ABIPRISM 7000 Sequence 

Detection Systemソフトウェア (AppliedBiosystems)により

解析し， 10-3から 10―7ng• μいの CiFTプラスミド希釈系

列により定量した．定量値は，サンプルの希釈系列 (103

から面倍）を使って定量した 18Sリボゾーマル RNAの

値で割ることにより補正した．発現量の差を把握しやすい

ように，補正値に 105を乗算し， 10を底とする対数値を求

めた．定量PCRはそれぞれのサンプルに対して 3回繰り

返し，その補正された相対量・対数値の平均値を統計解析

などに用いた．

3. 花数と収量の調査

2013年から 2015年の 3年間， 4月下旬から 5月上旬に

1樹につき 5~20本の前年無着果（花）枝を選び，節数，

花数，発芽数を調査した． 2012年から 2015年までの 4年

間， 12月に果実を収穫して 1樹ごとに収穫果実重量を調

査した．同時期に樹冠容積を 7掛け法（樹高 x樹の縦

幅 x樹の横幅 X0.7)により算出し，単位樹容積当たりの果

実重を求めた．

4. 年次変動指数の解析

CiFT発現量と 100節当たりの花数，発芽数当たりの花

数については 3年間の，樹冠容積当たりの収量については

4年間の結果をもとに，各樹の年次変動指数を以下の式に

より算出した．
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年次変動指数＝（Ja2-a1 J/(a2 + a1) + Ja3 -a21/C a3 + a2)＋…  

+lacn-1)―<1nl/(acn-1)+<1n))/(n-l) 

nは年数， a1,a2…a(n-1), 8nは対応する年次の CiFT発現量，

花数あるいは収量を示す．年次変動指数が 0の場合は連年

安定を， 1の場合は完全な隔年交互を示す (Monselise• 

Goldschmidt, 1982). 

5. 統計解析

それぞれの年の CiFT発現量と 100節当たりの花数，発

芽数当たりの花数，収塁において， TukeyのHSD検定によ

り2種類の台木とシートマルチの有無の各組み合わせ間で

の多重検定を行った．また， CiFT発現量， 100節当たりの

花数，発芽数当たりの花数，収星およびこれらの年次変動

指数について，品種と台木を要囚とした2元配置分散分析

を行った．
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1.‘させぼ温州’における CiFT発現量と翌春の花数との

関連

これまでの研究から，高糖系ウンジュウミカン‘青島'

において， 11月茎組織の CiFT発現量と翌春の花数は強い

相関を示し，その関連性は年次や地域で大きく異ならない

ことが明らかになっている (Nishikawaら， 2017)．そこで

本研究では，‘青島とは異なるウンシュウミカン系統であ

る‘させぼ湿州’においても同様の関連があるかを調査

した．本研究で得られたすべてのデータを用いて解析した

結果， CiFT発現量と 100節当たりの花数は正の相関

(R=0.61)を示した（第 1図A)．また，発芽数当たりの花

数でも， CiFT発現量と強い正の相関 (R=0.70)を示した

（第 1図B).

次に，シートマルチの有無と台木の種類のそれぞれの組

み合わせにおける CiFT発現量と花数との関連を調査し

たところ，すべての組み合わせにおいて正の相関が認めら

れた．カラタチ台，‘ヒリュウ’台のいずれもマルチ区にお

いて， CiFT発現量と 100節当たりの花数あるいは発芽数

当たりの花数との間に強い相関 (R>0.7)が観察された．

また，カラタチ台露地区では中程度の相関（それぞれ

R=0.68, R=0.61)を，‘ヒリュウ＇台露地区では，弱い相

関（それぞれR= 0.25, R = 0.33)を示した．

2. シートマルチの有無と台木の種類が複数年の CiFT発

現量，着花および収量に及ぼす影響

ジートマルチの有無や台木の種類が生殖成長に及ぼす影

響を明らかにするために，シートマルチの有無と台木の種

類を要因に CiFT発現量と花数に対して分散分析を行った．

本実験では CiFT発現量と花数について 3年分のデータを

収集したが，それぞれの樹の隔年結果パターンの違いを考

慮して，連続する 2年分のデータに対して解析した．その

結果，前半あるいは後半のいずれの 2年分のデータに対し

ても， CiFT発現量， 100節当たりの花数および発芽数当た

りの花数においてシートマルチの有無あるいは台木の違い
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第1図 11月茎組織における CiFT発現量と翌春の 100節当た
りの花数（A)あるいは発芽数当たりの花数 (B)の関連

で有意差が検出されることはなかった（前半は第 1表，後

半はデータ略）．収量は4年間のデータに対して分散分析

を行った．その結果，‘ヒリュウ’台の収量はカラタチ台の

ものより有意に高かった（第 1表）．一方，シートマルチ

の有無では有意差は検出されなかった．

3. シートマルチの有無と台木の種類が各年の CiFT発現

量着花および収量に及ぼす影響

次に，同じ年次においてシートマルチの有無と台木の種

類による影響を調査するとともに，各組み合わせの平均値

を比較した（第2図）． 2012年の CiFT発現量では台木の違

いとシートマルチの有無による影響は検出されなかった

が， 2013年と 2014年の CiFT発現量は，シートマルチの

有無によって有意に異なっていた． 2013年の CiFT発現量

は，各組み合わせの問で多重比較による有意差は検出され

なかったが，マルチ区の CiFT発現量の平均値は露地区の

ものと比べて低かった． 2014年において，多重比較では

カラタチ台マルチ区の CiFT発現量がカラタチ台露地区の

ものより有意に高かったが，‘ヒリュウ’台のマルチ区と露

地区で有意差は検出されなかった． 100節当たりの花数お

よび発芽数当たりの花数では，いずれの年においてもマル

チの有無で異なっていた．多重比較において，マルチ区と

露地区における花数の有意差の有無は年や台木の種類で異

なっていたが，いずれの台木でもマルチ区における花数の
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第 1表 台木とシート マルチの有無の各組み合わせにおける CiFT発現量，花数，発芽数および収量

シー トマルチの

有無

CiFT発現量 Z

（相対量，対数値）
100節当たりの

花数 z

発芽数当たりの
花数 z

収量 y

(kg• m―3) 

なし 2.48 31.08 0.43 6.37 

あり 2.34 33.22 0.45 8.01 

なし 2.37 40.61 0.53 8.63 

あり 2.34 39.73 0.47 8.92 
---------------------------------------..．.．..．....．..．......．．．＿．．．.．．.．---・ ---------------------.．．.．.．．．．．．．．．..．．．-• • ・ • • ---------• • -• --------• ---------．.．．．．..．．.．.．．.．．---------------------• • • ---------------------------------• 

有意差 X 台木 n.s. n.s. n.s. * 

マルチの有無 n.s. n.s. n.s. 

交互作用 n.s. n.s. n.s. 

カラタチ台

‘ヒリュウ’台

n.s. 

n.s. 

z 3年間のデータのうち 1年目と 2年目の平均値；‘ヒリュウ’台とジートマルチなしの組み合わせは n=10,その他の組み

合わせはn=12 
Y4年間の平均値 ；‘ ヒリュウ’台とジー トマルチなしの組み合わせは n=20,

X 二元配置分散分析により n.s.：有意差なし，＊：5％水準で有意差あり

その他の組み合わせは n=24
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第 2図 それぞれの年における 2種類の台木とジートマルチ

の有無の各組み合わせの II月茎組織における CiFT発

現量 (A)と春に観察される節当たりの花数（B)あるい

は発芽数当たりの花数 (C)
垂線は標準誤差(‘ヒリュウ＇台露 地はn=5,その他の

組み合わせは n=6)

棒グラフ上部のアルファベットの異なる文字間には，

同じ年次において TukeyのHSD検定による有意差あり

(5%) 

二元配置分散分析により n.s.：有意差なし，＊ ：5％水

準で有意差あり

平均値は露地 区のものより 2013年と 2015年で多く， 2014

年で少なかった収量の分散分析 では，2012年と 2015年

でカラタチ台の収量が ‘ヒリュウ’台のものに比べて有意

に低か った（第 3図）．2013年の収星では，マルチの有無

で有意に異なっていたが，Tukeyの多重比較検定では各組

み合わせ において有意差は検出されなかった 2014年の

収量では，台木の違いやマルチの有無による影磐は検出さ

れなかった．

4. シートマルチの有無と台木の種類が生殖成長の年次変

動に及ほす影響

CiFT発現量と花数の年次変動パタ ー ンはシートマルチ

の有無 で異なっていた露地 区の CiFT発現量は年次間

で大きく異ならなかったが， マルチ 区の CiFT発現量の平

均値 は 2013年で前年 (2012年）より 低 く， 2014年でその

前年 (2013年）より高かった（第 2図）．一方，露地 区の

100節当たりの花数と発芽数当たりの花数の平均値におい

て， 2014年では前年の 2013年より多く，翌年の 2015年で

はその前年の 2014年より少なかった逆に，マルチ区の

花数の平均値 は 2014年では前年の 2013年より少なく，翌

年の 2015年ではその前年の 2014年より多かった収星の

年次変動パターンでは， シー トマルチの有無や台木の違い

による 明確な違いは観察されなかった（第 3図）．

シートマ ルチの有無や台木の違いが CiFT発現量，花数

および収量の年次変動に及ぼす影響を正確に把握するため

に， 1樹ごとに年次変動指数を算出 し，分散分析により台

木とマルチ処理の影響を解析した．その結果，CiFT発現

量の年次変動指数が露地 区に比べてマルチ区で有意に高

かった（第 2表）．発芽数当たりの花数， 100節当たりの花

数および収量では，台木の違いやジートマルチの有無で年

次変動指数に有意な差はなかった．

考 察

これまでの研究から， ウンジュウミカン ‘青島’や中晩

柑の‘不知火’および‘せとか’において， 11月茎組織の

CiFT発現量と翌春の花数の相関が観察されている（西川
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第3図 それぞれの年における 2種類の台木とジートマルチの有無の各組み合わせでの収量
垂線は慄準誤差 (‘ ヒリュウ’台露地は n=5,その他の組み合わせは n=6)

棒グラフ上部のアルファベットの異なる文字間には，同じ年次において TukeyのHSD検定による有意差あり (5%)

二元配置分散分析により n.s.：有意差なし，＊： 5％水準で有意差あり

第2表 台木と ジートマルチの有無の各組み合わせにおける CiFT発現贔，花数および収量の年次変動指数

台木
シートマルチの

有無
CiFT発現菫 z,y

100節当たりの
花数 y

発芽数当たりの
花数 y

収量 x

なし 0.38 0.34 0.25 0.29 

あり 0.52 0.41 0.37 0.19 

なし 0.21 0.39 0.25 0.25 

あり 0.54 0.34 0.37 0.20 
.......................●一●●一● ●ー・•--• -· •······· ···· ··············· ············· ··· ········ ··················· ····•·· ···· ······ ····· ········ ······ ······· ····· ··· · · · · ····· ·· · · ··········· · ·· ········· · ·· ···· ··· ·· · ············ · ····· ··· ··· 

有意差 W 台木 n.s. n.s. n.s. n.s. 

マルチの有無 ＊＊ n.s. n.s. n.s. 

交互作用 n.s. n.s. n.s. n.s. 

カラタチ台

‘ヒリュウ’台

Z相対量を用いて算出
y 3年分のデータから得られた年次変動指数
x4年分のデータから得られた年次変動指数
W 二元配置分散分析により， n.s．は有意差なし，＊＊は 1％水準で有意差あり (‘ヒリ ュウ＇台とジートマルチなしの組み合わ

せはn=5,その他の組み合わせは n= 6)) 

ら， 2017;Nishikawaら，2017)．本研究でも， シー トマルチ

の有無と台木の種類のいずれの組み合わせにおいても，

CiFT発現量と花数との間に正の相関が認められた（第 l

図）．このことは，マルチの有無や台木の種類に関わらず，

させぼ湿州＇においても 11月茎組織の CiFT発現量が高

いほど翌春の花数が多くなることを示唆しており ，11月

茎組織の CiFT発現蓋が生理的花芽分化の指標になると考

えられる．一方で， CiFT発現量と 花数との相関は露地区

よりマルチ区で強く， ヒリュウ台霧地区における相関は弱

いものだった これらの組み合わせによる相関の強さの違

いについては，今後，サンプル数を増やすなどして検証す

る必要がある

青島’や‘不知火',‘せとか’では， CiFT発現量と 100

節当たりの花数は指数曲線に， CiFT発現量と発芽数当た

りの花数はジグモイド 曲線に近似される（西）1|ら，2017;

Nishikawaら， 2017). ‘させぽ湿州’における CiFT発現量

と花数の関連は直線に近似 し （第 1図），他の品種 ・系統

で観察されている回帰曲線とは種類が異なっていた．本研

究で得られた‘させぽ湿 州’ のデータを Nishikawaら

(2017)の青島のものを比較すると，‘させぼ温州’ の

CiFT発現量と 100節当たりの花数のプロッ トは‘青島'tこ

おける CiFT発現量と 100節当たりの花数のプロ ットの一

部 と重なっていた（データ略）．本実験では，花が極めて

多いあるいは少ない樹がなく，中程度の花数の樹について

解析したために CiFT発現量と花数は直線に近似したと考

えられる．着花過多あるいは着花過少樹を含めた実験によ

り，‘させぽ湿州’でも CiFT発現量と 100節当たりの花数

あるいは発芽数当たりの花数との関連は， 他の品種 ・系統

で観察されているような指数曲線あるいはシグモイド曲線

にそれぞれ回帰する と思われる
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Iwasakiら (2019)は，単年度の試験において，シート

マルチ栽培をすると翌春の花数が露地区より多くなること

を報告しており，本研究における 2013年と 2015年に観察

された結果と一致していた（第2図BおよびC)．しかし，

2014年のマルチ区の花数が露地区のものよりも少なかっ

たことから， シートマルチ栽培による花数の増加は恒常的

なものではないと思われたまた， 2年分のデータに対し

て行った分散分析（第 1表）では， シートマルチの有無や

台木の違いで有意差は検出されなかったことから， ‘させ

ぼ湿州’においてシートマルチの有無や台木の違いは複数

年の CiFT発現量や花数に影響を及ぼさないと考えられる．

本実験では CiFT発現量および花数の年次変動において

露地区とマルチ区で異なるパターンを示し（第2図）， こ

れにより，各年の CiFT発現量あるいは花数で観察された

マルチの有無による差が広がったと考えられる．通常，隔

年結果は，樹が極端に生殖成長あるいは栄養成長に傾いた

ときに始まる．マルチ区では， 2013年の花数の増加がそ

の年の CiFTの発現を抑制し， 2014年の花数の減少を引き

起こしたと考えられる． CiFTの発現量と花数は乾燥によっ

て増加する (Chica• Albrigo, 2013). Iwasakiら (2019)が

示唆しているように，樹が継続的に乾燥ストレス状態にお

かれるシートマルチ栽培では，花数が増大しやすい状態に

あると考えられる． 2012年 l1月の CiFT発現量において

シートマルチ栽培による明確な増大は観察できなかった

が，前年のシートマルチ栽培が2013年春の花数の増大に

関連していると思われた．マルチ区とは逆に，露地区では

2013年に花数と収量がマルチ区より有意に少なく，樹が

栄養成長に傾くことにより， 2014年は花数が増加して生

殖成長に傾いたのではないかと思われる．

年次変動指数において，マルチ区の CiFT発現量が露地

区のものより有意に高かった（第2表）． このことから，

シートマルチ栽培では CiFT発現量が年によって大きく変

動することが示唆された． CiFT発現量は生理的花芽分化

と密接に関係していると考えられることから，連年のシー

トマルチ栽培では毎年の生理的花芽分化が不安定になると

思われる．マルチ区では， 2012年から始めたジートマル

チ栽培により 2013年春に多くの花が発生し，樹体栄養を

消耗したと考えられる．また， 2013年にもシートマルチ

栽培により乾燥ストレスが付与されて樹体栄養をさらに

消耗したために， 2013年 11月の CiFTの発現が低く抑え

られた可能性が考えられた．連年のシートマルチ栽培が

CiFT発現量の年次変動を助長する機構については，乾燥

ストレスの程度に加えて樹体栄養などの要因についても合

わせて調査し，今後明らかにする必要がある．一方，台木

の違いは‘させぼ温州’の CiFT発現量および花数におけ

る年次変動に影響しなかった（第2表）． これまでの我々

の研究では，中晩生カンキッ‘せとか’および‘不知火'

において，‘ヒリュウ’台の利用により CiFT発現量の年次

変動指数がカラタチ台と比べて有意に高くなることを観察

している（西川ら， 2017)．このことから，台木の違いが

生殖成長の年次変動に及ぼす影響は，品種によって異なる

可能性が考えられた．

一般に， ウンシュウミカンでは‘ヒリュウ’台の利用に

より着色や糖度といった果実品質の向上が報告されている

（小林ら， 1995;高原ら， 2001;矢羽田ら， 2003)．また， ‘l::.

リュウ’台にジートマルチ栽培を組み合わせることによ

り，着色と糖度向上の相乗効果が示唆されている（吉川

ら， 2004)．このように，‘させぼ温州’において‘ヒリュ

ゥ＇台を利用したシートマルチ栽培は高品質果実の安定生

産に寄与すると考えられるが，本研究の結果から，連年で

シートマルチ栽培を行った場合は潜在的に花芽分化が不安

定になる可能性があることに留意する必要がある．

摘 要

カラタチ台あるいは ‘l::.リュウ’台の‘させぼ湿州’を

用いて， シートマルチの有無と台木の違いが花芽分化促進

遺伝子 CiFTの発現量，花数および収量に及ぼす影響を 4

年問調査した． シートマルチの有無と台木の種類を要因に

複数年のデータに対して分散分析を行った結果， CiFT発

現量や花数において台木の違いやシートマルチの有無によ

る有意差は検出されなかった．一方，それぞれの年におけ

る分散分析において， CiFT発現量では2013年と 2014年

で，花数では2013年から 2015年の 3年間で，ジートマル

チの有無により有意差が検出された．花数はシートマルチ

の有無に関わらず，多い年と少ない年を交互に繰り返す傾

向を示したが，そのパターンはシートマルチの有無で逆に

なっていた．年による数量の変動を指数化した年次変動指

数の比較では，マルチ区における CiFT発現量の年次変動

指数が露地区のものに比べて有意に高かった．一方で，台

木は CiFT発現量の年次変動指数に影響を及ぼさなかった．

また，花数や収量の年次変動指数では，台木の違いやシー

トマルチの有無によって有意な差は検出されなかった． こ

れらの結果から，‘させぼ湿州’において，カラタチ台と

、l::.リュウ’台でCiFT発現量や花数に違いがないことが示

唆されたまた，シートマルチ栽培を連年で行った場合，

毎年の花数や収量の変動は露地栽培のものと変わらないも

のの， CiFT発現量は露地栽培に比べて年による変動が大

きくなることが示唆された．
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