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ネイハキンカンの開花謂節における土壌乾燥処理効果の変動と大気相対湿度の関係
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Abstract 

The effect of atmospheric reJative humidity during water stress was studied to determine the cause of the fluctuations in the 

number of first-flush flowers affected by water stress in Meiwa kumquat trees. Water stress at around J 0% of soil water content 

was started 2 weeks after termination of shoot elongation in a greenhouse humidified by mist， and maintained for 10 or 20 days. 

Another two treatments were established in a greenhouse that was not humidified: withholding water for 10 days (dry soiJ and 

air) and no treatment (dry air). The numb巴rof first網 flushflowers increased significantly with 20腎 daywater stress， as did the 
ABA content of the root. ABA contents of the Jeaf at the end of treatment with J 0-and 20-day water stress were not different 

from untreat巴dcontroJ trees. Further， with dry soiJ and aiζthe number of first司f1ushf10wers and the ABA content of the root 

were increased significantJy compared to those in the controJ and treated with dry air. These resu¥ts indicated that the ABA 

content ofthe root was an appropriate index to evaJuate the incr・巴asingeffect of first-f1ush f10wers by water stress. Further， Jow 

atmospheric r巴Jativehumidity seemed to amplify the effect ofwater stress on increasing the number offirst-f1ush f1owers. 

Key Words : ABA， first-flush flower， low atmospheric relative humidity， water stress 

キーワード:ABA， 1番花，乾燥空気，水ストレス

緒面

キンカンはカンキツ属に近縁なキンカン属に含まれる

が，春tこ萌芽・伸長した新梢の葉肢に花を着生することか

ら，カンキツ属とは開花に隠する習性が異なる. また，四

季咲き性を有しており，春~秋にかけて年数回の開花期が

あることも知られている.一般に，果実の生産には 6~8

月にかけて開花する夏花が利用されるが，夏花は2週間程

度の間i塙で数回の開花が見られる.最初に開花した l番花

に着果した果実は生育や成熟がE詳し品質も箆れることか

ら，主要な産地である宮崎県では l番花を利用した果実の

生産に取り組んできた(吉倉， 1998). 

著者らは，ネイハキンカンにおいて，花芽分化期の土壌

乾燥処理により l番花数が増加し番花のみでも十分な

収量が得られることを報告してきた(岩崎ら， 2000;岩崎・

20日年6月23日受 付 2011年 8月初日受理.
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盟島， 2006;岩崎・山口， 2004). しかしながら，土壌乾燥

処理の効果は年によって変動し乾燥の程度や処理期間の

長さを決定するには至っていない.小野ら (2010) は，ネ

イハキンカンにおいて，土壌乾燥処理が葉の水ポテンシャ

ノレや樹体内成分に及ぼす影響について調査し，葉の水ポテ

ンシヤノレが-2.0MPa程度に低下した場合に l番花数が増加

すると報告した.土壌乾燥処理によって樹体が受ける水ス

トレスの程度は，土壌の種類や処理期間中の天気によって

異なると考えられることから，樹体の水ストレスの程度を

表す葉の水ポテンシャルは，土壌水分合最や処理期間より

も適切な指標であると考えられる.

土壌乾燥処理の効果における年次変動の原因のーっとし

て，処理期間中の大気における相対湿度の影響が考えられ

る.すなわち，晴天日では大気の相対湿度が低下し，樹体

の蒸散が活発になることから水ストレスの程度が強くなる

が，曇天や雨天の場合では相対湿度も高く，蒸数量が低下

することから水ストレスの程度は緩和される可能性がある

(毘苧谷・町田， 1977;間苧谷ら， 1976) 

そこで本研究では，土壌乾燥処理の効果および蒸散に影

響を及ぼすと考えられる大気の相対湿度が l番花数，葉の
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水ポテンシャルおよびアブシジン酸 (ABA)含量に及ぼす

影響を明らかにすることを白的とした.
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第 1園大気の棺対湿度条件を変えたガラス室における相対
湿度 (A) および気温 (B) の日変化

.・高湿度ガラス室， 0:低湿度ガラス室

が終了するまで， 1日当たりの開花数を毎日調査した.1番

花， 2番花および総開花数は l樹当たり 10本の新梢にお

いて開花した花数とした.

5. ABAの測定

ABAの分析に供する試料として，試験 lでは処理開始後

0， 10および 20日目に，試験 2では同じく Oおよび 10日

目に葉および根を採取した.採取した試料は，すぐに液体

窒素で凍結して 800Cで保存した.その後，凍結乾燥機で

乾燥させた後，粉砕してデシケーター内に保存した. ABA 

は，試料 1gを 80%メタノーノレ 100mLで24時間抽出し，

上澄み液 lmLを採取してメタノーノしを除去した後適宜希

釈し， Phytodetek ABA Test Kit (PGRI-IKT， SIGMA)を用

いて， ELISA法で定量した.なお汲光度は分光光度計

(Model 680 Microplate Reader， BIO RAD) を用いて，波長

405 nmで測定した

果

試験 lにおける処理期間中の土壌水分合量の推移を，第2

図に示した.対照区では 40%前後で推移していたが， 10日

間土壌乾燥区では処理開始後から徐々に減少し，処理終了時

には約 12%まで低下した. 20日間土壌乾燥症においても処

理開始後から徐々に低下し処理開始後 10日目には約 10%

になったが，その後は処理終了まで 10%前後で推移した.

試験 2における処理期間中の土壌水分含量の推移を，第
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本実験は，明治大学農学部(神奈川県)11崎市)のガラス

を利用して， 2007年に行った.直径 35cm，容量29Lの不

織布ポットに植栽された，カラタチ台の 9年生ネイハキンカ

ン (Fortunellacrassifolia Swingle)を供試した.供試樹の萌芽

は4月中旬に始まり， 3日ごとに新梢長を測定した.新梢長

の変化が 2mm以内になった時を，伸長停止と見なした.

1. 大気相対混度の設定

2つのガラス室を用いて， 日中の棺対湿度が異なる高湿

度および低湿度条件を設定した.高湿度ガラス室ではミス

ト装置を設置して，毎日 8~ 16時まで 30分ごとに 15分間

ミストを噴霧して加湿したが，低湿度ガラス室では加湿し

なかった.高湿度ガラス室と低湿度ガラス室における日中

の相対湿度は，約 15%程度の差が見られた(第 l図)• 

2. 処理区の設定

土壌乾燥処理は，春校の伸長が停止してから約 2週間後

に開始した.泰枝の伸長停止期は樹によって多少の差が

あったので，停止時期により 2グ、ノレープに分け，それぞれ

試験 lおよび2に供試した.

試験 iは，高湿度ガラス室において 5月 14日から開始し

た.処理区は十分に瀧水を行った対照区， 10日間土壌を乾

燥させた 10日間土壌乾燥区および 20日間土壌を乾燥させ

た 20日間土壌乾燥区の 3処理区を設定した

試験 2は，低湿度ガラス室において 5月 23日から開始し

た.処理区は 10日間土壌を乾燥させた土壌・空気乾燥区お

よび十分に瀧水した空気乾燥区の 2処理区を設定した.

試験 1および2における各処理区ともに， 1樹 1!R， 3反

復とした.土壌乾燥処理は，濯水を控えて土壌の体積合水

率で 10%程度になるように設定した.乾燥処理期間中は土

壌水分計 (HydroSense，Campbell Scientific Inc.) を用いて，

lポット当たり 5か所の土壌水分含量を測定した.

3. 水ポテンシャルの測定

試験 1では処理開始後 0，10および 20日目に，試験 2で

は同じく 0，5および 10B聞に，夜明け直前の葉における

水ポテンシヤノレを測定した.測定の際には，葉の表面に蒸

留水を l稿落としてからサンド、ペーパー (800番)で 30回

程度擦り， クチクラ層を取り除いてから葉を採取した，採

取した葉はビニール製の小袋に入れて密封し，さらにプル

ミ蒸着フィルム製の小袋に入れて密封した後，サイクロ

メーター (WP4，Decagon Devices， Inc.)で測定するまで保

存した(すべてのサンフ。ルは，採取当日の夕方までには測

定した).なお，サイクロメーターは 250Cに設定した恒温

器 (DSLV-ll，いす Y製作所)に入れて，水ポテンシャル

の測定を行った.

4. 開花調査

各樹において新梢 10本を選び， 6 月上旬~2 番花の開花

材料および方法
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第 1表土壌乾燥処理がネイハキンカン葉の水ポテンシャノレ

(MPa) に及ぼす影響
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Z7"U内での奥なる英字は， 5%水準での FisherのPLSDで有意

差があることを示す (n= 3) 

100 

10日呂

-1.07 aZ 

-2.60 b 

1.96 b 

o B自

-1.18 対照区
10日間土嬢乾燥区
20日間土壌乾燥区

80 

60 

(
ま
)
瞬
加
別
市
ホ
ザ
{
h
掛
け
判

40 

20 

O 

5F.114日 第2表土壌および空気乾燥処理がネイハキンカン葉の水ポ

テンシャル (MPa) に及ぼす影響
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日

第2翻土壌乾燥処理期間中の各処理区における土壌水分合

量の推移

0:対照区， 0: 10日間，

月

Z列内での異なる英字は， t-検定による 5%水準で有意、差があ

ることを示す (n= 3) 

聞:20日間土壊乾燥区
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第3表土壌および空気乾燥処理がネイハキンカンの l番花

および2番花数に及ぼす影響
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第4表土壌および空気乾燥処理がネイハキンカンの i番花

および2番花数に及ぼす影響

6月7B

第3図空気乾燥処理期間中の各処理区における土壌水分合

量の推移

.:空気乾燥区， 0:土壌・空気乾燥区
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5月28日

総開花数
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l番花
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59.0 a 
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空気乾燥区

土壌・空気乾燥区

Z7"U内の異なる英字は， t-検定による 5%水準で有意差がある

ことを示す (n= 3) 

では 137.7個と有意に増加した(第 3表).一方，試験 2に

おける空気乾燥匹では 24.0俗であったが，土壌・空気乾燥

区では 85.7個で有意に増加した(第 4表)• 

試験 lにおける処理開始後 10臼闘の葉および根の ABA

含量は，対照区と比較して 10日間土壌乾燥区では有意差が

なかったが， 20日間土壌乾燥症では有意に高い備を示した

(第 5表).また，処理開始後 20日gにおける葉の ABA含

量は，全処理玄関で有意、差はなかったが，根では 20B閤土

壌乾燥IRで有意に高い値を示した.

一方，試験 2では土壌・空気乾燥E互における葉の ABA含

量は空気乾燥区と差はなかったが，根では空気乾燥区に比

べて有意に高い値を示した(第 6表). 

3図に示した.空気乾燥区では対照IRと同様に 40~ 60%の

間で推移したが，土壌・空気乾燥区では処理開始後急激に

低下して 5司自には約 10%となり，その後は処理終了時ま

で 10%程度で推移した.

葉の水ポテンシャルは，土壌乾燥処理によって低下した.

試験 lでは，処理開始後 10日目の対照区における葉の水ポ

テンシャルはー1.07MPaであったが， 10日開土壌乾燥区で

は-2.60MPa， 20日間土壌乾燥症では 1.96MPaとなり，

対照、区に比べて有意に低い髄であった(第 l表).処理開始

後初日目における葉の水ポテンシャルは， 10日間土壌乾

燥区では再潅水によって上昇して対照区と差はなくなった

が， 20日間土壌乾燥区ではさらに低下した.試験 2におけ

る葉の水ポテンシャルは，土壌・空気乾燥区の処理開始後

5日目で 2.00MPaまで低下し，空気乾燥区の-1.03MPaと

比べて有意に低い値であった(第 2表) 処理終了時の 10

B自には，土壌・空気乾燥区では -2.43MPaまで低下した

が，空気乾燥区ではー1.00MPa程度であった.

l番花の開花数は，試験 lの対照区で 18.7個， 10日間土

壌乾燥区では 24.2個で差はなかったが， 20臼間土壌乾燥IR
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第 6表 土壌乾燥処理がネイハキンカンの葉および根のアブシジン駿含量 (nmol・g-ldw) に及ぼす影響

葉 根

O日目 10日包 20 B目 O日目 10日目 20日目

対照区 34.2 15.4 bZ 7.9 a 1.8 1.5 b 1.3 b 

10日間土壌乾燥区 20.2 b 12.2 a 7.6 b 1.1b 

20日間土壌乾燥区 42.0 a 16.0 a 11.6 a 3.0 a 

マリ内の異なる英字は， FisherのPLSDによる 5%水準で有意差があることを示す (11= 3) 

第 6表土壌および空気乾燥処理がネイハキンカンの葉およ

び根のアブシジン酸含量 (nmo1・g-ldw) に及ぼす影響

業 根

O日目 10臼闘 O日目 10日尽

空気乾燥区 19.6 14.8 aZ 3.2 3.0 b 

土壌・空気乾燥区 一 27.0a 10.4a 

Z列j内の異なる英字は，ト検定による 5%水準で有意差がある

ことを示す (11= 3) 

考察

キンカンは春に萌芽・伸長する新梢の葉肢に花を着生す

ることから，新梢の伸長~開花までの環境条件が着花数に

影響すると考えられる. これまでの研究で，新梢伸長停止

後の土壌乾燥処理によって， 1番花数が増加することが明

らかにさオ1ている.

本研究においても，土壌乾燥処理を行った 20日間土壌乾

燥区および土壌・空気乾燥区では， 1番花数が有意に増加し

た しかしながら， 10日間土壌乾燥誌では対照区との間に

有意な差はなかった.これまでの報告では， 1番花数の増加

に必要な土壌乾燥処理期間が 2週間(岩崎.i1J口， 2004)， 

10臼間(岩崎・間島， 2006) あるいは 20日間(小野ら，

2010)と，年による差が見られたことから， 1番花数を利用

した栽培体系の確立には到っていない.本研究では，その

原因を土壌乾燥処理期間中の大気の相対湿度にあると仮定

して実験を行った.その結果，土壌乾燥処理のみでは， 1番

花数が有意に増加するためには 20日間を要したが，空気と

土壌の乾燥処理を組み合わせた場合には 10日間で l番花数

が有意に増加した.その理由として，乾燥空気によって葉

からの蒸散が促進され，樹体の水ストレスが増大した可能

性が考えられるが，本実験では水ストレスの程度を表す葉

の水ポテンシャルにそれを裏付ける結果は得られなかっ

た.すなわち，葉の水ポテンシャルは， 10日間土壌乾燥区

および 20日間土壌乾燥区ともに，処理終了時には対照区に

比べて有意に低下していた.薬師寺ら(1995)は，ウンシュ

ウミカンにおいて水ポテンシャルが-1.5MPa以下になると

膨庄の急激な低下が見られ 十分な乾燥ストレスを受け始

めると報告している.本実験では， 10日間土壌乾燥区， 20 

日間土壌乾燥匹および土壌・空気乾燥区の 3処理区におい

て，処理終了時の葉の水ポテンシャルは 2.0MPa以下とな

り，強度の水ストレスを受けていたと考えられた.さらに，

小野ら (2010)は葉の水ポテンシャルが -2.0MPa程度に低

下した場合に l番花数が増加すると報告しているが，本実

験で‘は土壌.気乾燥豆および 20日間土壊乾燥区では l番

花数は有意に増加したが， 10日間土壌乾燥医では対照区と

差はなかった.従って， 1番花数の結果と葉の水ストレスの

程度が一致しているとは言えず，今後の検討を必要とする.

ABAは植物体が乾燥ストレスを受けることによって，有

意、に増加することが知られている.本実験では， 20日間土

壌乾燥区においても処理終了時の葉の ABA含量は，対照

区および 10臼閑土壌乾燥区と有意差はなかったが，根の

ABA含量においては有意に増加した.一方， 10日間土壌

乾燥区では処理終了時の葉および根の ABA含量ともに，対

照区と有意な室長がみられなかった また，土壌・空気乾燥

区における葉の ABA含量は，空気乾燥区と有意差はなかっ

たが，根の ABA含量は有意に高い値を示した. ‘Eureka' 

レモンでは台木の細根における ABA含量が高いと，枝葉

のfl~:長を抑制することが報告されている (Noda ら， 2000) 

また， ABAはニホンナシの花芽形成を促進すること(平田

ら， 1993; Itoら， 1999)や， ウンシュウミカンでは花芽形

成数と樹体内 ABA含量の間に正の相関がみられること

(Koshita • Takahara， 2004; Koshitaら， 1999) も報告されて

いる.本実験における各処理区の 1番花数は，葉の ABA含

量よりも恨の ABA含量とより密接な関係にあることを示

している.根で生成された ABAは，木部を経由して地上

部に移動することが知られている(Ismail• Davies， 1998; 

Zhang' Davies， 1990)が，本研究では ABAの転流について

は調査していない.従って，土壊乾燥処理によって根で生

成された ABAが，新梢へ転流することや花芽分化に対す

る直接的な関与については不拐である.また，本研究のよ

うに，夜明け直前の葉で測定する水ポテンシヤノしは， 日中

の水ストレスから緩和された状態にあると考えられる.す

なわち，葉の ABA含最は蒸散に伴う日中の一時的な水ス

トレスの程度を強く反映するが 根の ABA含量は樹体全

体における真の水ストレスの程度を反映していると考えら

れる.従って，水ストレス処理による l番花数の増加を判

定する方法としては，葉よりも根の ABA含量が適切な指

標であると考えられる.

さらに，土壌乾燥処理によって樹体に水ストレスを与え

る場合，同時に大気の相対湿度を低下させることは葉の蒸

散を促進することから番花数の増加効果を増幅すると

考えられた.
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摘要

キンカンの l番花数に及ぼす開花前の土壌乾燥処理効果

における年次変動の涼因を解明することを目的として，土

壌乾燥処理効果における大気の相対湿度の影響について検

討した土壌乾燥処理は春校の伸長停止 2週間後から行い，

10日間土壌乾燥区， 20日間土壌乾燥区，空気乾燥底および

土壌・空気乾燥区を設定した.20日間土壌乾燥区では，対

照区および10日間土壌乾燥!玄に比べて l番花数が有意に増

加するとともに，根の ABA含量も有意に増加した.一方，

葉の ABA含量は 20日間土壌乾燥じまと 10臼開土壌乾燥肢

の聞で、有意な差を示さなかった.さらに，土壌・空気乾燥

区においても，空気乾燥区に比べて l番花数が右意に増加

するとともに，根の ABA含量も有意に増加したが，葉の

ABA含量は有意な援を示さなかった以上の結果から，土

壌乾燥処理が l香花数に及ぼす影響の指襟としては，根の

ABA含量が適切であると考えられた.さらに，大気の相対

視度は土壌乾燥処理の効果を増幅するものと考えられた.
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