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ブドウにおける環状はく皮処理部位のテープによる被覆，枝齢，位置および

師部組織の除去程度がはく皮部のゆ合と果実形質に及ぼす影響

山根崇嘉 *・浜名洋司 ・柴山勝利a

広島県立総合技術研究所農業技術センタ ー果樹研究部 739-2402 東広島市安芸津町

Effects of Taping， Branch Age， Position， and the Extent of Phloem Removal of Girdle on Healing of the 

Girdle and Fruit Characteristics in Grape 

Takayoshi Yamane*， Yoji Hamana and Katsutoshi Shibayama
a 

Fruit Tree Research Division， Agricultural Technology Research Cenle円HiroshimaPrefec/ural Technology Research Institute， Aki/su， Higashi-

hiroshima， Hiroshima 739-2402 

Abstract 

The effects of taping， branch age， position， and the extent of phloem removal of the girdle on healing of the girdle and合Ult

characteristics in grapes were investigated. Retaining a part of the phloem tissue， which was the thin innermost-Iayer tissue of 
phloem， did not increase anthocyanin concentration of skins or diminish the increase in total soluble solids (TSS) of berries. In 

contrast， complete removal of phloem tissue increased the anthocyanin concentration and TSS， whether the girdle was taped or 

exposed. When the girdle was exposed， necrosis appeared in pa目 ofthe pith. Callus developed faster in old branches than in 

young branches. However， when the girdles were covered with vinyl-tape， branch age did not a庁ectthe rate of callus 

development. Furthermore， girdled areas healed directly and rapidly eventhough phloem tissue was completely removed. Trunk 

girdling height of 0.4， 0.7， 1.0， 1.3 m above the ground did not affect the fruit characteristics. When the girdle was taped， 

girdled areas healed rapidly and widely after this treatment， but anthocyanin concentration and TSS increased. Based on these 

results， complete removal of phloem tissue and covering of the girdled areas with tape is necessary to increase anthocyanin 

concentration and TSS without causing necrosis in pith 

Key Words : anthocyanin， callus， coloring， ripening， total soluble solids content 
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緒員

成熟期の高温はブドウの着色不良を招き (内藤 ・植田，

1964)，特に ‘安芸ク イーン'などの赤色品種で着色不良が

著しい (Yamaneら，2006; Yamane・Shibayama，2006b;山根

ら，2007).着色不良果は価格が低いことから，高温条件下

での着色向上技術が求められている.

環状はく皮はブドウの着粒安定，果粒肥大促進および成

熟促進などに効果的であることが古くから知 られており

(大井上，1930)，成熟期前に環状はく皮を行うと，着色が

向上し，糖度が増加することが報告されている (藤島ら，

2005; Peacockら， 1977;山本ら， 1992).また， 着果負担の
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軽減と環状はく皮を組み合わせて処理すると着色および

糖度が大きく上昇し， 温暖地域の ‘安芸ク イーン'の着色

向上および糖度上昇に有効であった (Yamane・Shibayama，

2006a;山根ら，2007). 

しかし環状はく皮は根への養分の転流を遮ることから，

樹の衰弱を招 くことが懸念される.環状はく皮と樹の衰弱と

の関係については，古い文献t乙記述が認められるのみであ

り，大井上(I930)は環状はく皮は樹を短命にし，落葉期ま

でにはく皮部がゆ合しない場合は樹が枯死することもある

としている.また，川上(1933)は主幹またはすべての結果

(母)枝にはく皮処理を行うと樹が衰弱するとしているが，

このとき，はく皮部のカルスを数回切除しており ，はく 皮部

のゆ合不良を引 き起こしていた可能性がある.一方，

Yamane・Shibayama(2006a)は主幹への環状はく皮は根の伸

長を一定期間停止させるが，はく皮部のゆ合が正常な場合，

翌年の生育に影響を及ぼさないことを確認している

環状はく皮の幅とゆ合との関係について，山根 ・柴山

(2007)は結果校を用いた実験から，3または 5mmの狭い幅
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で環状はく皮を行った場合でも着色向上および糖度上昇に

有効であること，さらにこのような狭い幅で処理した場

合，はく皮部のゆ合が速やかであることを明らかにしてい

る一方，大井上 (1930)は主枝では 2cm幅， 結果枝では

Icm幅ではく皮処理するのが適当としている. このような

幅の違いは，はく皮部のゆ合が部位により異なることを考慮

した結果と推測されるが，その具体的な根拠は示されていな

い.はく皮部のゆ合不良を生じさせないためには，はく皮部

の枝齢別のゆ合の違いを考慮する必要があると考えられる

が，はく皮部の校齢とゆ合との関係についての報告はない.

はく皮処理する場合，薄皮状の組織が一度にはがれ落ち

ず，残存する場合が多いこの組織は空気中にさらされると

すぐに褐変し始めることから，形成層を含む師部組織の一部

と思われる (コズマパール，1970) しかしこのような師

部組織の除去程度については，あまり留意されていない.

Jensenら (1976)はカリフォルニア州で実際に行われている

‘トムソン ・シードレス'の果粒肥大のための環状はく皮の

内90~ 95%は，師部組織が残っている不完全なものである

としている.また，Jensenら(J976)は幹周の一部を残して

主幹にはく皮処理した場合， 5%残すだけでもはく皮の効果

が劣ること，そして，このような不完全なはく皮処理による

効果の低下程度は，着色開始期に行う成熟促進のための処理

の方が，開花後に行う果粒肥大のための処理よりも大きいこ

とを報告している.しかし，薄皮状の師部組織について，そ

の残存程度とはく皮部のゆ合や果実形質との関係を調査し

た報告はない一方，山本ら(1992)は現地ではく皮処理す

る場合の注意点として，はく皮部をテープで被覆し，ゆ合を

促進する必要があるとしている.しかし，具体的データは示

されておらず，テープによる被覆がはく皮部のゆ合や着色向

上および糖度上昇効果に及ぼす影響については不明である.

また，環状はく皮を主幹に処理する場合の処理位置について

検討した報告はなく，処理位置と着色向上および糖度上昇効

果との関係は不明である.

そこで本研究では，ブドウにおいて，はく皮処理を効果

的に行うことと，はく皮部のゆ合不良による樹の衰弱を回

避することを目的に，はく皮処理部位の被覆，枝齢，位置

および師部組織の除去程度がはく皮部のゆ合と果実形質に

及ぼす影響について調査した

材料および方法

実験 1. はく皮部における師部組織の除去程度および被覆

がはく皮部のゆ合と果実形質に及ぼす影響

2006年に東広島市安芸津町の広島県立総合技術研究所農

業技術センター果樹研究部に植栽している短梢勇定，簡易

被覆(トンネル)の 15年生ブドウ‘安芸クイーン，(V 

labrusca L. x V vinifera L.)を l樹用い実験を行った.実験

に供試した結果枝は 17cm間隔で配置し，開花前に 12節で

摘心した その後伸長した副梢は基部の l葉を残し適宜切

除した.着粒安定，無核化および果粒肥大のためジベレリ

ン (GA3) 25 mg ・L-1とホルクロルフェニュロン (CPPU)

3 mg' L-1を満開後 3日目に，GA3 25 mg ・L-1を満開後 13

日目に花 (果)穂に浸潰処理した 満開後 2~3 週自に l

結果枝 l果房とし，1果房当たりの果粒数を 22粒に調節し

た処理には生育の揃った結果枝を各区 5 ~ 7 本供試した.

はく皮処理は結果校の基部(第 1.節と第 2節の節間)に

幅 5mmで，満開後 35日目 (7月7日)に行った.満開日

は6月2日であった.はく皮時に師部最内層の薄皮状の組

織を残した区 (師部残存区)と師部組織を木部組織が露出

するまで完全に除去した区 (師部除去区)を設けた.師部

残存区における薄皮状の師部組織の残存程度は処理個体に

より異なり，枝周の 3分の l程度残存した結果枝から完全

に残存した結果枝まで存在したまた，師部残存区および

除去区のそれぞれにおいて，ポリ塩化ビニル粘着テープ(ピ

ニルテープ)によりはく皮部を被覆した区(被覆区)とは

く皮部を露出した区 (露出区)を設けた.なお，対照区と

してはく皮無処理区を設けたが，要因解析のための分散分

析は師部組織の有無および被覆の有無の 2要因について行

い，はく皮無処理区のデータは含めなかった.併せて，

Tukey-Kramer法による多重検定を行った

着色開始以降 l週間ごとに‘安芸クイーン'専用カラー

チャート (Motonagaら， 2004)を用い果皮色を調査した.

8月29日に一斉に収穫し，果房重を測定した後，各房から

5粒をランダムに採取し，果実形質の調査に供試した 果

皮のアントシアニンは，各果粒の赤道面から直径 13mmの

コルクポーラーで果皮を採取し， 50%酢酸 5mLを加え，

40C， 24時間，暗黒条件下で抽出した.抽出液は分光光度

計(日本分光，Ubest-30)で520nrnの吸光度を計測し，シ

アニジン・3・モノグリコシドクロライド当量に換算した.糖

度および酸含量は糖酸分析計 (堀場製作所， NH-2000)で

分析し酸含量は酒石酸含量に換算した 12月 11日には

く皮部を切り取り，軸に沿って切断した面を観察し，髄部

の褐変の発生を調査した

実験 2. はく皮部の枝齢および被覆がはく皮部のゆ合に及

ぼす影響

2005年に東広島市安芸津町の広島県立総合技術研究所農

業技術センター果樹研究部に植栽している長梢努定，簡易

被覆(トンネル)の 12年生ブドウ‘ピオーネ， (Vitis labrusca 

L. x V vin仲間 L.)を 2樹用い実験を行った. 1樹 (A樹)は

主幹(12年生部)，亜主校 (5~ 10年生部)，側枝 (2~ 4 

年生部)，結果枝(1年生部)に合計 18か所の環状はく皮を

行った.すべてのはく皮部において，はく皮部より先端側

に必ず葉があるように配置し はく皮部が直接連続しない

ようにした.しかし一つのはく皮部より先に別のはく皮

部が存在することが，はく皮部のゆ合に影響を及ぼす可能

性がある.その影響を確認するため，別に主幹(12年生部)

のみにはく皮処理をする樹 (8樹)を設けた.主幹への処

理は両樹とも地上約 1mの位置に行った はく皮処理は満

開後 35日目の 6月29日に幅 10rnrnで行い，師部組織を完
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全に除去した A樹は 18か所中 9か所， B樹は lか所のは

く皮部を， 5 cm幅のピニルテープで被覆した(被覆区).A 

樹の残りの 9か所ははく皮部を露出させた(露出区).はく

皮部のゆ合は，はく皮部の上下からのカルスの肥大， と露

出した木部から直接発生するカルスによる素早いゆ合(以

下‘ブリッジ' と呼ぶ)の 2つのパターンを示すので，そ

れぞれの発現について調査した.はく皮部の上下から発生

するカルスの肥大量については，はく皮後 7日目および 14

日自に未ゆ合部の幅をノギスで計測することにより調査し

た. また，はく皮後 7日目にブリ ッジの発生の有無と枝周

に対するブリッジ発生部位の長さの割合を測定した.

実験 3. 主幹におけるはく皮位置が果実形質に及ぼす影響

2006年に現地栽培園 (広島県福山市)の短梢興定，簡易

保温栽培 (トンネル棚を 2月から 5月までピニル等で被覆)

の9年生‘安芸クイーン'を用いて実験を行った着粒安

定，無核化および果粒肥大のため GAJ25 mg ・vlとCPPU

3 mg ・L-1を満開後 3日目に，GAJ 25 mg ・L-1を満開後 13日

自に花 (果)穏に浸漬処理した満開日は 5月5日であっ

た l果房当たりの果粒数を約 40粒とし， 1m2当たり約4

果房着生させた.新梢は本葉を 1 2 ~ 13枚程度とし，副梢葉

は 1 ~ 3 枚残して残りは摘心により切除したその他の栽培

管理は現地園の慣行的な方法とした.主幹における環状はく

皮の処理位置を地上 0.4， 0.7， 1.0および 1.3mとした無処

理区を含め合計 5 処理区とし，各区 4 ~ 6 樹供試した.はく

皮処理は満開後 35日目の 6月 9日に幅 5mmで行い，師部

組織を完全に除去した後，はく皮部をピニルテープで被覆し

た.各樹 3果房を 8月 l日に一斉に収穫し，果実形質を調査

した.果実形質の調査方法は実験 lと同様である.

響を受け，被覆の有無にかかわらず師部除去区で対照区よ

りも有意に高かった(第 l表).師部残存区と対照区との聞

には有意な差はなかった.果粒の糖度はアントシアニン含

量と同様，被覆の有無にかかわらず師部除去区で対照区よ

りも有意に高かった果房重，果粒重および酸含量は処理

の影響がみられなかった.着色推移を第 l図に示す.被覆

の有無にかかわらず，師部除去区で着色開始が早く，その

後の着色も優れた.師部残存区は対照、区とほぼ同様の着色

の推移を示した.12月 11日におけるはく皮部の様子を第

2図に示す.師部除去区は被覆の有無にかかわらず，はく

皮部の中央でカルスが 3mm程度隆起していたが，師部残

存区ではカルスがほとんど隆起していなかった.

Jensenら (1976)は幹周の 5%でも未はく皮部があると

環状はく皮の効果は劣ると報告している.本実験において

薄皮状の師部組織を残した場合，未はく皮部分がある場合

と同様に養分の転流が十分に遮られず，環状はく皮の効果

が劣ったと考えられた.

師部除去区ではく皮部を露出した場合，髄の一部が褐変

し，え死していた (第 2図).髄におけるえ死の発生率は，

師部除去区ではく皮部を露出した場合は 83.3%であった
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結果および考察 。
実験 1. はく皮部における師部組織の除去程度および被覆 July August 

がはく皮部のゆ合と果実形質に及ぼす影響 Fig. J Effec岱 ofextent of phloem removal and taping of girdles 

果皮のアントシアニン含量は，師部組織の除去程度に影 on changes in skin coloration of' Aki Qu民 n'grapes (Exp. 1) 

Table 1 Effects of extent of phloem removal and taping of girdles on仕uitcharacteristics in ‘Aki Queen' grapes (Exp. 1). 

Extent of 
State of 

Anthocyanin Cluster Berry Total soluble Titratable 

phloem 
girdle 

concentratlOn wt 、-vt. solids acidity 

removal (mg ・g-Iskin FW) (g) (g) (OBri吟 (g・100mL-1) 

Complete 
Exposed 0.116az 327a 15.4a 19.4a 0.54a 

Taped 0.095a 324a 14.7a 19.5a 0.53a 

Incomplete 
Exposed O.072b 349a 15.8a 18.4b 0.55a 

Taped 0.069b 329a 15.6a 18.3b 0.53a 

Not-Girdled 0.068b 338a 15.la 18.0b 0.56a 

Ftest 

Extent ofphloem removal (A) *y NS NS ** NS 

State of girdle (B) NS NS NS NS NS 

AxB NS NS NS NS NS 

Girdling was done with 5 mm width on 7 July， 2006 (35 days after白11bloom) 

z Means separated by the Tukey-Kramer test (P三0.05)

y**へandNS indicate signi白cantat P s; 0.01， P s; 0.05， and non-significant， respectively. 
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Fig.2 E仔ectsof extent of phloem removal and taping of girdles on h巴alingof the girdle in‘Aki Queen' grapes (Exp. 1). A 1I0ws indicate 

girdling position at longitudinal section. Pl， pith; CA， callus; NE， necrosis.‘Complete' and ‘lncomplet巴，indicate the extent ofphloem 

removal， and ‘Exposed' and ‘Taped' indicate the treatments of covering of girdle. 

Observations were done on 11 December， 2006. 

Table 2 Effects of extent of phloem removal and taping of girdles on 実験 2.はく皮部の枝齢および被覆がはく皮部のゆ合に及

。∞urrenceof necrosis in pi出 m‘Aki Queen' grapes (Exp. 1). ぼす影響

Extent of 

phloem 
State of 

Uccurrence ot 

removal 
girdle 

necrosis in pith 

(%) 

Complet巴
Exposed 83.3 

Taped 16.6 

Incomplete 
Exposed 0.0 

Taped 16.6 

Th巴occurrenceof necrosis was checked on 11 December， 2006. 

(第 2表)• 

山根 ・中野(1999)はモモの接ぎ木部において，露出し

た木部ではし フェニルアラニンアンモ ニアリアーゼ(PAL)

活性が高まり， リグニン含量が増加することを報告してい

る ゆ傷組織におけるリグニンの蓄積は病原体の侵入から

の防御反応とされており， Vanceら (1980)はリグニンに

よる防御には， リグニンの蓄積による組織の浸透性の低減

や病原菌が出す毒素や酵素からの保護が関係しているとし

ている.本実験における髄部のえ死が菌の侵入によるもの

かどうかは不明であるが はく皮部の被覆による露出した

木部の保護，または以下に示すようなゆ合の促進が， え死

の発生を軽減させたと考えられた

処理枝の周囲長は，主幹では 24.0cm (A樹)と 35.0cm 

(B樹)であり，亜主枝では 8.2~ 15.5 cm，側校では 4.5~ 

8.0 cm，結果枝では 3.5~ 4.5 cmであった (第 3表) 露出

区では樹齢 8および 10年生の亜主枝において，露出した木

部から直接発生したカルスによる素早いゆ合 (ブリ ッジ)

がわずかに発生した以外は，全くブリ ッジが発生しなかっ

た.一方，被覆区ではほとんどの部位でブリッジが発生し

た ブリッジの発生程度と枝齢との関係はみられなかったー

はく皮処理をすると，切断面から樹液が溢泌するが，ビニ

ルテープで被覆することにより ，は く皮部に溢泌液や樹脂状

の物質が留まり，はく皮部が保湿された.被覆区において師

部組織を完全に除去したにもかかわらず，ブリ ッジが発生し

た理由として，はく皮した時期は幹 (枝)が肥大過程にあ

り，はく皮により露出した最外層は完全に木化しておらず，

保湿により形成層が分化した可能性がある.また，別の可能

性として，形成層や師部組織がわずかに残っていたために被

覆により分裂能が保持され，ブリ ッジが発生した可能性も考

えられるが，本実験からは詳細は不明であった

ブリ ッジ部を除いた皮層部切断面からのカノレスの肥大速

度は，露出区においては校周が短い結果枝や側枝で l日当

たり 0.1~ 0.25 mmで，校周 10cmを超える骨格枝に比べ

て遅かった (第 3図).一方，被覆区では l日当たり 0.2~ 
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Table 3 Effects of age of girdled branches and taping of girdles on 0.5 

the occurrence of girdle bridging in‘Pione' vines (Exp. 2). 

V State Brmch Branch 
me 

of girdle age type 

Branch 
BridgeZ 

circumference 

(cm) 
(%) 

13.0 3 

12.5 3 

8.2 。
6.5 O 

4.5 O 

4.0 O 

4.5 O 

4.0 O 

3.5 O 

24.0 50 

15.5 20 

10.5 70 

8.0 80 

7.0 5 

4.5 O 

4.5 50 

4.5 20 

3.5 10 

35.0 60 

A Exposed 10 SSBY 

8 SSB 

5 SSB 

3 LBx 

3 LB 

2 LB 

Shoot 

Shoot 

Shoot 

12 Trunk 

10 SSB 

Taped 

B Taped 

SSB 

LB 

LB 

LB 

Shoot 

Shoot 

Shoot 

12 Trunk 

。。
A
斗

A
斗

今

、
d

Girdling was done with 10 mm width， and phloem was completely 
removed on 29 June， 2005 (35 days after full bloom). 

Data were collected 7 days after girdling. 

Z Bridge % was estimated as the length of bridge to branch 

circumference 

Y SSB， secondary scaffold branch. 

x LB， lateral branch 

0.4 mmであり，校周と肥大速度との関係は明らかでな

かった.

大井上 (1930)は最適なはく皮幅は主校では 2cm，結果

枝では Icmとしているが，これは枝齢によるゆ合期間の違

いを考慮したものと考えられる.本実験においては，は く

皮部を露出した場合，結果枝のカルスの肥大速度が遅く ，

大井上(J930)の記述を裏付けるものとなった. しかし，

はく皮部を被覆した場合は結果枝でもカルスのゆ合速度が

速くなり，枝齢による差が明確ではなくなった.

B樹の主幹へのはく皮処理では A樹の主幹への処理と

比べて，ブリッジの発生やカ ルスの肥大速度に大きな違い

がなかったことから，はく皮部より上部に他のはく皮部が

2 2司U 三 0.4 事 • ロ

1251 2P03 • ロ V. FEB • • ロ.口口 • 言。 0.2 ロ・
ロ

Exposed Qロ)。
0.1 

日
Taped E・)

。。 10 20 30 40 

Branch (or shoot) circurnference (cm) 

Fig. 3 Effects ofbranch (or shoot) circumference of girdled posi-

tion and taping of girdles on growth rate of callus in‘Pione' 

grapes (Exp. 2) 

存在することがはく皮部のゆ合に及ぼす影響はなかったも

のと考えられた.

はく皮部位と果実形質との関係について， Jensenら(1975)

は‘トムソン ・シードレス'において果粒肥大促進を目的

に，開花後に主幹または結果枝へのはく皮処理を行ったと

ころ，果粒肥大が促進され，はく皮部位の違いによる差は

認められなかったことを報告している.また， 山根・柴山

(2007)ははく皮幅を変えた実験から，はく皮部がゆ合する

までの期間の違いは環状はく皮の効果に大きな影響を及ぼ

さないことを報告している.本実験でははく皮部位の違い

が果実形質に及ぼす影響について検討していないが，はく

皮部の枝齢によるゆ合速度の違いは果実形質に大きな影響

を及ぼさないと推測された.

実験 3. 主幹におけるはく皮位置が果実形質に及ぼす影響

すべての処理区において 無処理区に比べ果皮のアント

シアニン含量および果粒の糖度が有意に増加したが，処理

位置の違いによる差はなかった (第 4表) 果房重，果粒重

および酸含量にも処理による影響がなかった.

処理後 14日目にはく皮部を観察したところ，切断面上部

からのカルスの発達とともに，広い範囲でブリ ッジの発生

が認められた (第 4図)• 

主幹へのはく皮処理位置は 着色および糖度に影響を及

ぼさなかった. しかし， 主幹の低い位置に処理する場合，

姿勢が前傾となり作業が困難色あることから，無理のない

Table 4 Effects of height of tru此 girdlingon fruit characteristics of ‘Aki Queen' grapes (Exp. 3). 

Height oftrunk girdling 
Anthocyanin concentration Cluster wt. Berry wt. Total soluble solids Titratable acidity 

(mg • g-I skin FW) (g) (g) (OBrix) (g・100mL-') 

0.4 m O.097az 473a 12.1a 16.9a 0.58a 

0.7 m 0.080a 553a 12.1a 16.4a 0.61a 

1.0 m 0.078a 512a l2.7a 16.3a 0.62a 

1.3 m 0.088a 463a 11.9a 17.1a 0.60a 

Not-Girdled 0.039b 529a 12.5a 15.5b 0.59a 

Girdling was done with 5 mm width on 9 lune， 2006. After complete phloem removal was ascertained， the girdle was covered with vinyl-

tape (n =村).

Z Means separated by the Tukey-Kramer test (P三0.05).
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Fig. 4 Girdle healing at 14 days after girdling at 1 m above the 

ground in ‘Aki Queen' grapes (Exp. 3) 

After complete phloem removal was ascertained， the girdle 
was covered with vinyl司tape.CA， callus; BR， bridge. 

姿勢で作業ができる地上 1m程度の位置にはく皮処理する

ことが好ましいと考えられた.

実験 2では被覆によるブリッジの発生が果実形質に及ぼ

す影響は不明であったが，実験 3では主幹へ 5mm幅では

く皮処理し，師部組織を完全に除去した後，はく皮部を被

覆したところ，ブリッジが多く発生したにもかかわらず，

無処理区よりもアントシアニン含量および糖度が上昇し

た. Sidlowskiら(I971)はゆ合したカルス中には数日で師

管が分化することを報告している.被覆によりブリッジが

発生しても，師部組織が一度完全に除去されていることか

ら，養分の転流はブリッジ中に師部組織が発達するまでの

一定期聞は遮られており，環状はく皮の効果が現れたもの

と考えられた

以上のことから，環状はく皮により着色を向上させ，糖

度を上昇させるには，師部組織を完全に除去する必要があ

ること， 師部組織を完全に除去した後，え死の発生を防ぐ

には，はく皮部をテープにより被覆する必要があること，

被覆した場合，カルスの肥大速度に及ぼす枝齢の影響は明

確ではなくなること，被覆によりブリ ッジが発生するが着

色向上および糖度上昇効果は認められること，主幹へのは

く皮処理位置ははく皮の効果に影響を及ぼさないことが明

らカミとなっ7こ.

また，実験 lおよび 2ではそれぞれ l樹のみを用いて実

験を行ったが，はく皮部のゆ合には樹勢が影響し，樹勢が

弱い樹ではゆ合速度が遅くなることをこれまでに確認して

いる (未発表).施肥条件も環状はく皮の効果およびはく皮

部のゆ合に影響を及ぼすことから (山根ら，2006)，栽培条

件や樹の生育とはく皮方法との関係については，今後さら

なる検討が必要である.

摘要

ついて調査した

結果枝において師部組織の一部(師部最内層の薄皮状の

組織)を残してはく皮したところ，着色および糖度は上昇

しなかった. 一方，師部組織を完全に除去すると被覆の有

無にかかわらず，着色および糖度が上昇した.また，師部

組織を完全に除去し，はく皮部を露出した区て手は，髄の一

部がえ死した.

同一樹内の異なる枝齢の部位にはく皮処理した結果，は

く皮部の校齢が古いほどはく皮部の上下からのカルスの肥

大が速かった しかしはく皮部をピニルテープで被覆し

た場合は， このような枝齢によるカルスの肥大速度の差が

明確ではなく，露出した木部から直接発生したカルスによ

る素早いゆ合が起こった.

主幹へのはく皮における高さの違い(地上 0.4， 0.7， 1.0 

および 1.3m)は，はく皮の効果に影響を及ぼさなかった.

このとき師部組織を完全に除去した後に，はく皮部を被覆

しており，広範囲にブリ ッジが発生したが，いずれのはく

皮位置でも着色および糖度が上昇した

以上のことから，師部組織を完全に除去しはく皮部を

テープで被覆することにより，環状はく皮の効果が発揮さ

れるとともに，髄のえ死を防ぐことが明らかとなった.

謝辞 本稿の御校聞を頂いた東京大学教授，杉山信男

博士に対し，深謝の意、を表します

引用文献

藤島宏之 ・白石美樹夫 ・下村昌二 ・堀江裕一郎. 2005. 環

状はく皮処理がブドウ ‘ピオーネ'の果実品質に及ぼ

す影響.園学研.4: 313-318. 

Jensen， F.， D. Luvisi， F. Swanson， G. Leavitt， F. G. Mitchell and 

G. Mayer. 1976. Effects of complete and incomplete girdles 

on ‘Thompson Seedless' and ‘Ribier' table grapes. Amer. J. 

Enol. Viticult. 27: 65-67. 

Jensen， F.， F. Swanson， W. Peacock and G. Leavitt. 1975. The 

effect of width of cane and trunk girdles on berry weight 

and soluble solids in table ‘Thompson Seedless' vineyards 

Arner. J. Enol. Viticult. 26: 90-91 

川上善兵衛. 1933.葡萄全書上巻.p. 507-532. 西ケ原刊

行会東京

コズマパール 1970. ブドウ栽培の基礎理論.p. 143-149 

誠文堂新光社.東京.

Motonaga， Y.， H. Kondou， A. Hashimoto and T. Kameoka. 2004. 

A method of making digital fruit color charts for cultivation 

management and quality control. J. Food Agric. Environ. 2 

(3&4): 160-166. 

内藤隆次 ・植田尚文.1964. ブドウ果実の着色に関する研

究 (IV)夏期の昼間の高温がデラウェア種果実の着色

ブドウにおいて環状はく皮を効果的に行うことを目的 および成熟に及ぼす影響.島根農科大研報.13: 10-14. 

に，はく皮処理部位の被覆，枝齢， 位置および師部組織の 大井上康.1930.葡萄之研究 p.550-557 養賢堂東京

除去程度がはく皮部のゆ合および果実形質に及ぼす影響に Peacock， w.， F. Jensen， J. Else and G. Leavitt. 1977. The e信仰



園学研.(Hort. Res. (Japan)) 7 (1) : 57-63. 2008. 63 

of girdling and etbepbon treatments on fruit characteristics 

ofRed Malaga. Amer. J. Enol. Viticult. 28: 228-230. 

Sidlowski， J. J.， W. S. Phillips and J. R. Kuykendall. 1971. 

Phloem regeneration across girdles of grape vines. J. Amer. 

Soc. Hort. Sci. 96: 97-102. 

Vance， C. P.， T. K. Kirk and R. T. Sherwood. 1980. Lignification 

as a mechanism of disease resistance. Ann. Rev. Phyto-

pathol. 18: 259-288 

山本孝司 ・高橋国昭 ・高田 光.1992. 環状はく皮による

ブドウの品質向上技術.近畿中国農研. 83・38-42.

Yamane， T.， S目 T.Jeong， N. Goto-Yamamoto， Y. Koshita and S. 

Kobayasbi. 2006. Effects of temperature on anthocyanin 

biosynthesis in grap巴 berryskins. Amer. 1. Enol. Viticult. 

57: 54-59 

山根崇嘉 ・加藤淳子 ・柴山勝利.2007. ブドウ ‘安芸ク イー

ン'の着色実態および環状はく皮と着果量の軽減によ

る着色改善.園学研 6:441-447. 

山根崇嘉 ・中野幹夫. 1999. ユスラウメ系統台木における

モモ芽接ぎ初期の接ぎ木部の組織化学的観察.国学雑.

68 (~Ij 2) : 206 

Yamane， T. and K. Shibayama. 2006a. Effects of trunk girdling 

and crop load levels on企uitquality and root elongation in 

‘Aki Queen' grapevines. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 75: 439-

444. 

Yamane， T. and K. Shibayama. 2006b. Effects of cbanges in the 

sensitivity to tempera制reon skin coloration in ‘Aki Queen' 

grape berries. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 75: 458-462. 

山根崇嘉 ・柴山勝利. 2007. ブドウ結果枝における環状は

く皮処理の時期， 幅および果粒数が果皮の着色に及ぼ

す影響.国学研.6: 233-239. 

山根崇嘉 ・柴山勝利 ・浜名洋司.2006. 液肥の施用期間お

よび環状は く皮処理がブドウ ‘安芸クイーン'の果実

品質に及ぼす影響 J. ASEV Jpn. 17: 123-124. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

