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わが国で生産されるカンキツの中でもワンシュ

ウミカンは単為結果性が強いため，種子はほとん

ど入らない.このことから生産上あるいは流通上，

種子の有無が論じられることは少ない.一方，中

晩生カンキツは種子が混入する品種が多い.この

ことは育種を進めていく上では非常に有利な点で

あるが，消費者にとって，種子が多く存在するの

は食する上で、マイナスである.そのため，種子の

混入は果実の商品性を低下させる大きな要因とな

っている.

これまでカンキツの無核あるいは少核の果実

を生産する手法としていくつかの方法が検討さ

れてきた.育種的な手法としては放射線の照射

1 .緒言

による突然変異 6) 倍数体の利用 8)，15) ， 19) 新退

化による雄性不稔性の利用無核紀州、IJ由来

の雌性不稔性の利用 13)，16)， 18)などがある また，

栽培的な手法として四倍体の花粉で二倍体の品

種を受粉する方法的， 14)， 17)植物ホルモンを利用

する方法 3)，10)，叫，ハウス栽培で開花期に高温に

する方法 2)などの研究が行われてきた.

本報ではこれまでの方法とはまったく異なっ

た栽培的手法で種子数を減ずる方法を確立する

ため，花粉の発芽を阻害する物質を探索し，効

果が高いと思われる薬剤の発芽阻害に有効な濃

度および品種間差異について調査したので，そ

の結果を報告する.

2. 材料および方法

1)果実に含まれる種子数の品種間差異

部門内に植栽している「不知火J，はる

みJ，せとかJ，津之輝J，はるかJ， 

「清見J，麗紅Jおよび「紅まどか」の 8

品種について成熟した果実を各品種 10果供

試し， 2009年 2月 2日に果実に含まれる種

子を取り出し，完全種子および不完全種子に

分類し，その数を調査した紅まどか」は

無加温施設栽培でそれ以外の品種は露地栽培

である.なお，写真 1に示すように匹乳が完

全に形成されているものを完全種子と判別

し，腔乳の発達が不十分な種子を不完全種子

とした.

2)花粉発芽阻害物質の探索

2008年 5月 8日，露地栽培の 11年生「は

るか」の開花直前の花奮を採取し，荊を取り

出して， 25
0

Cのインキュベータで関前した.

開蔚した花粉は nーヘキサンで純花粉に精製

し， -850Cで保存した.

6月 21日に，ショ糖 10%，寒天 1%にギ

酸カノレシウム，ギ酸ナトリウム，炭酸カルシ

ウム，塩化カルシウムをそれぞれ1.0%，0，5

%， 0.2%になるように調整した培地を作成

した.また，対照としてショ糖，寒天のみの

培地を供試した.

上記培地に「はるかJの花粉を散布し， 25 

OCで 16時間静置後，花粉の発芽率を調査し

た.また， 24時間静置後，花粉管長を測定し

た.

3)ギ酸カルシウムを含む製剤の濃度が花粉

発芽抑制に及ぼす影響

2008年 4月 9日に少加温ハウス栽培の「せ

とか」および「天草J， 5月 8日に無加温ハ

ウス栽培の I晩白柚J，露地栽培の「はるかJ， 

「はるみ」のそれぞれ開花直前の花奮を採取

し，病を取り出して， 250Cのインキュベータ

で開荊した.開約した花粉は nーヘキサンで純

花粉に精製した.

ショ糖 10%，寒天 1%にスイカル(晃栄化

学工業 ギ酸カノレシウム 98%，水分等 2%)

を添加した溶液を直径 8cmのシャーレに約

20ml流し込んだ培地を作成し，培地上に花粉

を 25
0
Cで 16時間静置後，花粉の発芽率を調

査したはるかJおよび「晩白柚」はスイ

カノレの濃度が 100倍， 200倍， 500倍， 1000 

倍せとかJ，天草J，はるみ」は 100

倍の培地を供試し，ショ糖，寒天のみの培地

を対照とした.また，培地の pHを測定した.

4)培地の pHが花粉発芽率に及ぼす影響

2008年 5月 15日に露地栽培の「はるか」
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から採取し，前項と同様な方法で精製した純

花粉を供試し，塩酸と水酸化ナトリウムを用

いて pHを調整したショ糖 10%，寒天 1%の
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培地に散布し， 250Cで 16時間静置後，花粉の

発芽率を調査した.

写真 1 完全種子 (A) と不完全種子 (B， C， D) 

1)果実に含まれる種子数の品種間差異

種子数は品種によって大きく異なり，完全

種子が最も少ないのは「不知火Jで，最も多

いのは 「紅まどか」であった(表 1) .含ま

れる種子数が少ない品種ほど標準偏差が低

く，多い品種ほど高かった 不完全種子が最

も少ないのは 「せとか」で，最も多いのは「は

るか」であった.含まれる種子数が少ない品

種ほど標準偏差が低く，多い品種ほど高い傾

向にあった 完全種子数と不完全種子数の関

係では，完全種子が比較的少なくても不完全

種子が多い品種や完全種子が多くても不完全

種子はほとんど含まれない品種も存在した.

表 1 果実に含まれる種子数の品種間差異

完全種子 不 完 全 種子

品種名 平均 標準 平均 標準

(個) 偏差 (個) 偏差

不知火 o. 6 1.9 o. 3 0.9 

はるみ 1.5 o. 7 1.0 1.5 

せとか 2.4 2. 1 o. 0 o. 1 

はるか 6. 0 4. 2 16. 2 4. 4 

津之輝 4. 7 4. 4 3. 0 3.5 

清見 10. 2 7.4 O. 2 O. 6 

麗紅 15. 1 9. 1 O. 9 1.0 

紅まどか 73.9 28. 5 8.5 5. 6 

3. 結果

2)花粉発芽匝害物質の探索

花粉の発芽はギ酸カノレシワムおよびギ酸ナ

トリウムを含む培地で強く抑制され，それぞ

れ1.0%および 0.5うる の濃度ではまったく発

芽が認められなかった(表 2). 0.2%では

発芽はみられたものの発芽率は低く，花粉管

の伸長も短かった(表 3) .炭酸カノレシウム

は花粉発芽率，花粉管長とも無処理と同程度

であり，影響が認められなかった.塩化カノレ

シウムは濃度1.0%で花粉の発芽や花粉管の

伸長を阻害したが，その程度はギ酸を含む塩

類よりも軽かった.供試薬剤をそれぞれ 1%

添加した培地での花粉の発芽状況を写真 2に

示した。

表 2 各種薬剤の培地への添加が「はるか」

の花粉発芽率に及ぼす影響

薬剤名¥ 花粉発芽率(%)

¥濃度 1. 0% 0.5% 0.2叫

ギ酸カノレシウム O. 0 O. 0 7.6 

ギ酸ナトリワム O. 0 O. 0 6. 0 

炭酸カルシワム 69.3 62. 6 69. 6 

塩化カルシワム 19. 0 34.1 64. 8 
-------------------------------------------------------<守司一ー令骨骨ーー

無処理 70.6 
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表 3 各種薬剤の培地への添加が「はるか」
の花粉管の伸長に及ぼす影響

薬剤名 ¥

¥濃度

ギ酸カノレシウム

ギ酸ナトリウム

花粉管長 (μm)

1. 0% 0.5% 0.2% 

O. 0 

O. 0 

O. 0 98. 3 

O. 0 88. 3 

炭酸カルシウム 396. 6 432. 3 402. 6 

塩化カルシウム 104.7 254.5 314.0 

無処理 70. 6 

• 
• 

E 

G 

写真 2 各種薬剤の培地への添加と 「はるかJ花粉の発芽(花粉散布 24時間後)

A : 1. 0%ギ酸カノレシウム

B : 1. 0%ギ酸ナトリウム

C : 1. 0%炭酸カルシウム

D : 1. 0%塩化カノレシウム

E 無処理

• 
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3)ギ酸カルシウムを含む製剤の濃度が花粉発芽

抑制に及ぼす影響

培地の pHはギ酸カノレシウムを含むスイカ

ノレの希釈倍率が低く なるにつれて高くなり，

中性に近く なった (表 4) 

花粉発芽率はいずれの品種でもスイカルの

濃度が 100倍では花粉の発芽はまったくみ

られなかった.また，濃度を変えた fはるかJ

と「晩白柚j では濃度が濃くなるにつれて花

粉発芽率が低下 した.なお，花粉発芽率は品

q
J
 

F
「
υ

4
E
A
 

種により差が認められ rはるかj が最も高

く 晩白柚Jおよび「せとか」が低かった.

100倍のスイカノレを添加した培地上での「晩

白柚」の花粉の発芽状況を写真 3に示した。

4)措地の pHが花粉発芽率に及ぼす影響

培地の pHが低く酸性が強いほど花粉発芽

率が低く， pHが 5.0以上では発芽率に大きな

差は認めらなかった(表 5) 

表 4 培地へのスイカノレの添加が花粉発芽率に及ぼす影響(%)

希釈倍率 pH はるか 晩白柚 せとか 天 草 はるみ

100 f吾 6.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

200倍; 6.32 0.0 0.9 

500 {音 6.27 20.4 7.7 

1000倍; 6.15 45.4 11.8 

無処理 5.78 59.6 20.8 12.6 29.3 48.3 

表 5 培地の pHが 「はるか」の花粉発芽率に及ぼす影響

一%
一率

凶
一時牙

一
発

一粉花

2.47 3.60 5.04 6.17 7.32 

0.0 8.8 53.4 60.4 52.1 

スイカノレ 100倍を添加した培地

写真 3 スイカルの培地への添加と花粉の発芽(品種 :晩白柚)

スイカ ノレ無添加の培地

荒川らI)はリンゴを用い，満開後にギ酸カノレ

シウム剤を散布することで結実が阻害され，摘

花効果が得られる ことを明らかにしており， そ

4. 考察

の作用機作は柱頭に傷害を与え，花粉管の伸長

を阻害するためと している.また，増田ら 11)

孟ら 12) 石川ら 7)も同様にギ酸カルシウムがリ
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ンゴの摘花に効果があることを認めている.

一方， ニホ ンナシについて平塚ら<1)， 5)が試

験を行っ ており， リンゴと同様な摘花効果が

得られているが，ニホンナシでの摘花機構は

ギ酸による 受精阻害であるとしてい る.

本試験は invitroでの試験であり，柱頭上

の受精阻害を確認したわけではないが，ギ酸

カルシウムがカンキツ花粉の発芽および花粉

管の伸長を阻害しているのは明らかであり，

カンキツにおいて もリンゴやニホンナシと同

様の作用機作である と考えられる.

花粉の発芽阻害に有効な薬剤を探索するた

め，ギ酸カルシウ ム，ギ酸ナトリウ ム，炭酸

カノレシウムおよび塩化 カノレシウムの培地での

発芽率および花粉管の伸長を調査した結果，

ギ酸を含む培地で明らかな発芽阻害効果があ

り，ギ酸以外の有機酸を含むカルシウム塩で

は効果が劣っていた.つまり，発芽阻害には

ギ酸が有効である ことを裏付けたデータとな

った.平塚ら けはニホンナシを供試 し3 ギ酸

カノレシウム ，乳酸カノレシウムおよび酢酸カル

カンキツの種子混入を防止するための手段と

して，花粉発芽を阻害する物質の探索を行った

その結果，ギ酸を含む塩類が花粉の発芽および

花粉管の伸長を阻害することが判明した.寒天

培地に含まれるギ酸カルシウムの濃度が高いほ

ど花粉の発芽は抑制 され， 100倍でまったく発

シウムの lnvltroでの花粉の発芽阻害効果を

調査し，ギ酸カノレシウムの阻害効果を確認し

ており，本試験もその結果と一致した.

ギ酸カノレシウムを 98%含む製剤を用い，花

粉の発芽阻害効果に有効な希釈倍率を求めた

ところ 100倍 (濃度換算でおおむね 1%)

ではまったく発芽しなかったが， 1000倍(同

0，1%)では明らかに発芽抑制効果が劣ってい

た.平塚ら 4)のニホンナシの invi troでの試

験では 0，1%で完全な阻害効果を確認してお

り，カ ンキツの花粉はニ ホンナ シよりもギ酸

カノレシ ウムに対す る感受性が劣ることも考え

られる .

表 5に示したように培地の pHが 5以下の

酸性になると花粉の発芽率は低下し たが， 5 

以上であれば変わらなかった.表 4にギ酸カ

ルシウムの濃度を変えた培地の pH を示して

いるが，ギ酸カノレシウムの濃度が高くな るに

つれて pHは高く なっている .このことはギ酸

カノレシ ウムによる花粉の発芽阻害が pHによ

るものではないことを証明している .

5. 摘要

芽しなかった. また、ギ酸カノレシウ ムの発芽阻

害は pHによるものではなく，ギ酸カノレシウムの

直接的な効果によるものである.

このようなことから，ギ酸カノレシウムはカ

ンキツの種子混入を防止する薬剤として利用

できる 可能性が示された.
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Summary 

To reduction seed mixture， searched for the materia1 which obstructed pollen germination 

of citrus. As a resu1t， it was recognized that sa1ts including the formic acid obstructed 

germination of the po11en and the extension of the po11en tube. The germination of the 

pollen was restrained so that the densi ty of ca1cium formate included in an agar nutrient 

medium was high， and i t did not germinate at 100 times (densi ty conversion， about 1%) 

at a11. This germination obstruction depends on the direct effect of the formic acid 

not a thing by the pH. 

From such a thing， the possibi1ity that 1 cou1d use the ca1cium formate as the medicine 

which reduced the seed mixture of the citrus fruit was shown. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

