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岡山にはiiT果物王国」岡山Jどいう言葉がある.その意

味するところは，岡山県が全国でも有数の果樹産地だという

ことである.たしかに， r河山県は古くはモモどブドウの産

地どして全国に名をはせていた. しかし，その生産量は昭和

40年以降減少し続けているにもかかわらず， ["果物王国」悶

111どいう言葉が使われなくなる気配はない.

ここでは，悶山を代表するそモどブドウを中心に果樹栽

培の既史と特徴を紹介するどともに，ジベレリン処理による

無核(種なし)ブドウ生産の技術開発ど無核化の機構を述べ

る.

1. 岡山のくだもの

陪山で生産された果実の最大の特徴は価格が高いことで，

モモとブドウの単艇はそれぞれ他産地の 2~3倍ど1.5~2倍

である.これは， r崎山産のモモとブドウがブランド品どして

高く評価され，贈答品どしての利用が多いことによる.

「果物王国J関山の由来

「巣物王国j 悶lおという言葉が生まれるには，隅111の来実

生産量が臼本ーであるどか，生産された果実の品質が特に

優れているとか，それなりの理由があるはずである.推察す

るに，昭和30年代から 40年代前半は，岡山県は果実生産の

降盛期で，モモの生産量は全国一，ブドウの生産量も第2位

で， しかも生産される泉実は品質のよい高級品が多かった.
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そこで，岡山県のモモどブドウの生産や品質をさらに向上さ

せるため，当時の農業団体あるいは県の農林部あたりが「果

物王国」岡山どいう言葉そ使用したのが始まりではないかと

思われる.

昭和30年代初頭，戦後の復興ど経済成長により果実は生

産すれば売れるといった状態で，贈答品としての需要も多

かった.しかしその後，国民の果実消費量の減少どともに問

山の果実生産も衰退し，現在ではモモが全国第5位，ブドウ

が第4位の生産量にまで低下した.このような状況にもかか

わらず， ["采物王国j 問111という言葉が使われるゆえんは次

のような理由によると思われる.モモ，ブドウどもに多くの

品種があるわけであるが，モモの中では最も品質が優れ，贈

答品どしての利用が多い‘清水白桃'に代表される自桃系

品緯の生産は関山県が全屈ーであること(いずれも約5割の

シェア)，ブドウの中では最も高級とされる‘マスカット・

オブ・アレキサンドリア， (以下‘マスカット， )は9割以上

が間山で生産され，また近年栽培面積が急増した‘ピオー

ネ'の生産も関111が4割余を占めているという事実である.

このように，高級な果物の生産はいまも岡山が全国ーである

というある積の自負のようなものがあるのかも知れない.も

ちろん， ["巣物王国J岡山どいう言葉を使うことによって，

生産者の向上心を喚起するといった意味合いもあるように思

われる(図1).

2. モモ栽培の特徴

2.1 導入と品種育成

学名のPrunuspersica (プルヌス ペルシカ)から推察で

ご予るように，長い間モモの原産地はペルシャ地方(現在のイ

ラン付近)であると考えられていた.しかし，実際には中国
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北西部の高原地帯が原産地で，ここからシルクロードを通り

ぺlレシャそ経てヨーロツパに伝えられた.日本には暁治初期

に伝わり，陪山には明治10年頃‘天津水蜜桃'ど‘上海水

蜜桃'が導入された.このうち‘上海水蜜桃'から多くの品

種が育成された.このため，現在もモモそ「水蜜桃」ど呼ぶ

ことが多い.なお，昔話の「桃太郎Jに描かれている果頂部

の尖ったモモは‘天津水蜜桃'に由来するとされている.

岡山では，明治28年に‘金桃'が発見されたのを皮切り

に農家や試験場で多くの品揺が育成された(三宅， 1975). 

それらは‘白桃， (明治34年)， ‘山陽水蜜， (大正6年)， ‘大

久保， (昭和2年)，‘清水白桃， (同7年)，‘高陽白桃， (向 12

年)，‘砂子平生， (同33年)， ‘紅清水， (同58年)， ‘瀬戸内

白桃， (悶58年)などで，平成になってからも‘白麗， (11 

年)や‘おかやま夢自桃， 07年)が育成されている.昭和

50年代までは，全国的に‘大久保'ど‘砂子E再生'の栽培が

多く，特に‘大久保'は面積，生産量ともに日本ーであった

が，現夜では‘自mvやその系統の‘あかつき'が主要品種

である.

2.2 産地変遷と栽培の特徴

昭和30年代までは岡山県が全閤ーのそモ産地であったが，

現在は山梨，補島，長野などに次いで、第5位である.このよ

うに，産地が時代どともに移動するこどを産地変遷どいう.

このようなことが起こるのは次のような理由による.モモは

他の果樹に比べて掘の寿命が短いため比較的短い年月で改植

しなければならない. しかし，日本で、は経営規模が小さいた

め代努地を確保することが難しく，やむなく伐採後の向じ留

地に再度モモを定植することになる.どころが，モモの跡地

にモモを植えると樹が衰弱し，ときには枯死する.この現象

は“いや地"(連作障害)ど呼ばれ，主としてモモ樹に含まれ

る青酸配糖体の一種フ。lレナシンの加水分解物によって引き起

こされる.このため，産地が他所に移ってしまうというわけ

である.なお， I河山県におけるモモを始めとする采樹面積の

減少には，昭和30年代に始まった倉敷市水島地区での大規

模なコンピナート開発により，近くに働き場所ができたとい

う側面も無視できない.

岡山県におけるモモ生産のどークは，栽培面積では昭和

33年の2，050ha，生産量では昭和36年の 19，300トンで，こ

れ以後は減少の一途を辿っている.栽培される品種も昭和

55年頃までは‘大久保'や‘砂子王手生'が5割以上を占めて

いたが，その後は‘清水白桃'や‘白桃'などの白桃系が主

流になり，現在では‘清水白桃'が最も多く，次いで‘白

馬¥" ‘日川自鳳'の}I僚で，品種の多様化が進んでいる.岡山

のモモは泉皮が乳白色をしているため，どの品種も roo白

桃」ど呼ばれることが多い.これは，関山県が西南暖地に位

置して気温が高いために病害虫の発生関数が多く，その被害

そ防ぐため果実発育期間を通して袋を掛けて栽培するからで
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ある(臨2). 最近は，成熟期になるど夜間に黄色の防蛾灯

を点灯することも行われている(図3).

2.3 r初1jZJの白桃

関山県のモモが全国的に高い評価を得るようになるには多

くの先人の努力があった.その一人が，今は亡き「初平」ど

いう果物躍の社長，松田利七氏である.贈答用巣実の生産が

多かったためであろう，かつて関山には多くの果物屋が軒を

構えていた.その一つが「初王子」である.松田氏は果物の販

売が正業であったが，自らモモやブドウを栽培するとともに

果樹農家の人達を集めて研究会そ主宰し，果実の品質向上に

腐心した.この人の作ったモモは作家の谷崎潤一郎氏，商家

の梅原竜三郎氏や安井曾太郎氏らにもよく知られ，再調{告の

絵には「初平Jの白桃が数多く描かれているそうである.収

穫した何万個の白桃のうち出持したのは約l割で，残りは金

酢の原料にまわしたとの逸話ーがある. まさに芸術品ともいえ

る「初王子」の白桃は，当時t立界一賛沢な果物どして名声を博

したとのことである.松任i氏は，品質の優れたモモやブドウ

を生産するために徹底して有機質の肥料を用い，特に魚、肥中

心の栽培を行い，カラスミ(ボ、ラの卵巣)，コノワタ(ナマ

コの腸)，カズノコ(ニシンの卵)など，現在では高価で容

易に口にできないようなものを果樹閏に投入したそうであ

る.

2.4 果実品質

向山県ではモモの栽培面積に比べて生産量が少なく，単位

面積当たりの収量は他産地の6割程度にすダない.これは，

モモの栽培される園地が花絹岩の風化した“マサ土"ど呼ば

れる肥料分の少ない土壌であるこど，岡山で、は生産量よりも

品質に重点をおいた栽培が行われているこどなどによる.岡

山には「晴れの関J岡山の言葉があるように日照時時が豊富

で，またかつて瀬戸内沿岸では塩作りが盛んであったことか

らもうかがえるように，降雨量の最も少ない燥の一つであ

る.このような自然環境は果樹栽培に好都合で，品質の優れ

たモモやブドウの生産に適した自然条件を備えた土地どいえ

る.

モモは，架実関での味のばらつきが最も大きい果物の一つ

である.美味しいものがある一方 まず、いものもある.果物

の味は，果実中の糖と離の含量に大きく左右されるが，モモ

では果実の渋味が問題になることがある.渋昧は，味醤:細抱

が感じる甘味や酸味ど異なり 味覚神経が麻縛するこどに

よって感じる.モモ果実に含まれる渋味物質はポリフェノー

ノレの縮重合によってできたタンニンで，その生成には栽培

条件や環境条件が関係している.モモの中でも，‘白桃'や

‘コ、、-Jレデンピーチ'などで渋味が発現しやすい一方，

系の品種や‘清水白桃， ')l11=t烏白桃'などで発現しにく

い.また，渋味の発現には土壌水分の多少，特に成熟前の土
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図1. I果物王国」岡山を代表するモモピブドウ.左から‘清水白

桃¥‘おかやま夢白桃¥ ‘マスカット ・オブ・アレキサンドリア¥‘ピ
オーネ

図2.果皮色ど果実袋の有II!¥.左 山梨県(上，無袋)ど岡山県
(下，有袋)で栽指された‘白鳳'.~I:I と右:種々の果実袋によるモモ

の袋掛け栽桔.

図3. 果実の汁液を吸収するアケビコノハなどの吸蛾類の被害を防止
するため，収穫期に黄色灯を点灯したモモ困.

壊乾燥が関係しており，過度の乾燥は果実の糖度を高めるも

のの渋果の発生を促す.

近年，モモの栽培では果肉が桃赤色を呈する“赤肉症"や

リンゴのみつ入りのように水浸状になって褐変する“水浸状

果肉褐変症(みつ症ともいう)"などの果肉障害の発生が問

題になっている.“赤肉症"の発生した果実は視覚的に劣り，

特に岡山のモモは有袋栽培のため果皮が乳白色をしているの

で，果肉が桃赤色だと消費者が強い違和感を覚えるようであ

る.発生に品種間差はないが，多発した樹では地上部(新

梢や果実)に比べて地下部(根)の成長が劣ることから，根

の養水分吸収不足や地上部・地下部間での水分生理の不均衡

が原因ど考えられる.一方， “水浸状果肉褐変症"は品種に
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図4.ブドウ‘マスカット ・オブ・アレキサンドリア'の施設栽培
(左復元された原始温室，右近年のプラスチックハウスでの平御l

栽培)ー

よって発生率が異なり， ‘華清水¥ ‘紅清水¥ ‘川中島白桃'

などで発生 しやすく ，しかも糖度の高い果実に多く発生し，

また果実内でも縫合線の反対側に発生しやすい.

3. ブドウ栽培の特徴

3.1 導入と品種育成

ブドウは原産地の違いから欧州系品種ど米国系品種に大別

される.日本で栽培されている品種のうち‘マスカット'や

‘甲州'は欧州系， ‘デラウエア'や‘キャンベノレアーリ'は

米国系である.‘甲州'のように日本原産のブ ドウがないわ

けではないが，明治になって多くの品種が欧米から導入さ

れ，栽培が試みられるとともに，農林省園芸試験場や地方の

試験場，さらには民間の育種家によって新品種の開発 ・育成

が行われた.現在，最も栽培面積の大きい‘巨111筆'は欧州種

と米国種の交雑によって育成された四倍休品種で，これから

育成3れたブドウは巨峰系品種ど呼ばれ，‘ピオーネ ‘藤

稔¥ ‘安芸クイーン¥ ‘翠111祭'などいずれも‘巨峰'ど同様

に果粒が大きい.ブドウは，果皮色の違いから白色(緑色)

系(‘マスカット¥‘ネオマスカット¥‘翠峰'など)，赤色

系(‘デラウエア¥‘甲州、|¥‘コツレピー¥ ‘安芸クイーン'な

ど)，および黒色系(‘キャンベjレアーリー¥ ‘マスカツト.

べ一リ一 A¥ ‘巨峰¥ ‘ピオ一ネ¥

れる.赤色系や黒色系品種は着色不良が問題になりやすく，

特に岡山県の南部では成熟期が高温のため着色しにくい.岡

山県が育成した黒色系の四倍休品種‘オーロラブラック'は

着色しやすいのが特徴である.農水省安芸津支場で、育成され

た‘シャインマスカット， (白色系)は二倍体であるが，果粒

が大きく糖度も高いので，栽培面積が急増している.ブドウ

の生産量は山梨県が最も多く，次いで長野， 山形の順で，岡

山県は第4位である.主要な栽培品種は県によって異なり，

‘巨峰'は山梨県や長野県 ‘デラウエア'や‘甲州'は山梨

県に多いのに対し，‘マスカット'や‘ピオーネ'は岡山県

が全国一の産地である.

3.2 マスカット'の栽培

“ブ ドウの女王"や“緑の真珠"と称される‘マスカット'
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図5. 岡山県で一般的な短梢到定 'H字型平行整校による‘ピオー
ネ'のトンネjレ栽培.

i… 田弘一j;白棚 と聾腕行 「→j醐 -4 組理

3-3.5関 戸一一「

8副院を用いる.11言- 司

M 

口
t "2白

処理

図6. ‘ピオーネ'における 1!!~核果生産のための花穂整形(左)ピ ジ

ベレリン2回処理. (右)の方法(岡山県.2003) 

は9割以上が岡山県で生産されている.糖含量の多い比較的

大きな果粒で，強いマスカット香を有する.岡山には明治9

年に導入されたが，乾燥気候の地中海沿岸が原産地のため

雨の多い日本では病気が多発し，うまく栽培できなかった.

そこで，片屋根式のガラス室で栽惜したところ，明治21年

(1888)に初めて収穫できた.これが‘マスカット'栽培の

始まりで，その後加温栽培も行われるようになった.戦後

は，ハウスが大型化するとともに被覆資材もプラスチックの

利用が増え，棚の形状も傾斜棚から平棚に変わってきてい

る.昭和31年に天皇 ・皇后両陛下が ‘マスカット '栽培を

見学されたのを記念して，発祥の地である岡山市郊外の津高

地区にガラス室が復元された(図4). しかし近年，ジベレ

リン処理により容易に種なしになる‘シャインマスカット'

の普及により，栽培面積が著 しく減少している.

大正10年頃岡山に導入された‘グロー・コーlレマン'は

最も晩生のブ ドウで. 10 月中旬~1 月に収穫され，ほとんど

が岡山で生産されている. 豊産性であるが， ‘マスカ ット'

と同様雨に当たると病気が発生しやすいためハウスで栽培さ

れている.岡山では， ‘マスカット'ど‘グロー ・コー/レマ

ン'を一緒にして温室ブドウど呼び，これ以外の品種と区別

している.両品種に共通しているのはハウスで栽培されると

いうだけで，‘グロー・コーノレマン'が加温栽培されること

はない.‘マスカット'も加温栽培されるのは全体の 1/4程度

である.

3.3 ニンニク汁液による休眠打破

‘マスカット'に代表されるように，ブドウは果樹の中で

は施設化が最も進んでおり，総面積の約30%で施設栽培が

行われている.施設内で加温栽培する場合，まだ休眠状態に

日本農薬学会誌

図7. ジベレリン処理により無核泉生産が行われている大粒系ブドウ

品種.上段左から ‘ピオーネ ‘藤稔‘オーロラブラ ック 安
芸クイーン下段左から‘~I峰‘瀬戸ジャイアンツ‘シ ャイン

マスカット‘紫苑

ある芽を何らかの方法で覚醒させる必要がある.そのよう

な作用を引き起こす物質すなわち休眠打破剤として，我が

国では石灰窒素 (CaCN2) の水浸出液が最も一般的であっ

た.こ の休眠打破法は 1960年代初期に日本人研究者によっ

て開発された.その後，欧米ではシアナミド (H2CN2) が開

発され，現在，アメリカ南部を始めどする低温要求量が満た

されない地帯での休眠打破に最もよく利用されている. どこ

ろが岡山では. CaCN2の利用が始まったのとほぼ同じ頃前

述の 「初平」の社長，松田氏によってニンニクの汁液に‘マ

スカット 'の休眠を打破する働きのあることが発見された.

それ以来，岡山における早い(休眠の深い)時期からの加温

による‘マスカット'の栽培では，芽の休眠を打破するため

に国定直後の切り口にニンニク汁液の塗布が行われてきた.

‘マスカット'の栽培が岡山にしかなかったためか，長い間

有効成分は不明であったが， 筆者は二硫化ジアリノレを中心と

する揮発性のイオウ化合物であることを明らかにした.さら

に，ニンニクど同じア リウム属(ネギ属)植物のうちニラや

ラッキョウもニンニクど同様の休眠打破効果を示し， しかも

有効成分が植物によって異なるもののいずれも揮発性のイオ

ウ化合物であることを明らかにした.

3.4 'ピオーネ'の栽培

岡山には我が国で最も生産量が多い‘巨峰'の栽培はない

が， ‘マスカット'の他に今ひとつ重要なブドウどして‘ピ

オーネ'がある.イタリア語で開拓者を意味する‘ピオー

ネ'は，‘巨峰'ど‘マスカット'の四倍体枝変わりの交雑

種で，昭和48年に品種登録された.岡山には昭和40年過ごF

に導入されたが， 当時は ‘キ ャンベjレアーリー'や‘マス

カット ・ベーリ -A¥ ‘ネオマスカット'などの栽培が主

で，結実性のよくない‘ピオーネ'の評価は低かった.しか
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し，岡山県農業試験場(現在岡山県農林水産総合センター農

業研究所)を中心に精力的に栽培技術の開発が行われ，岡山

県独特の努定法である短梢輿定によって樹勢を強く維持し，

かつジベレリンを処理することで粒の大きい種子のない巣粒

が生産で怠るこどがわかり 栽培面積が飛躍的に増大した.

岡山県では全国一の規模(約1，000ha)で‘ピオーネ'の栽

培が行われており，また山梨県を始めとする他のブドウ産地

でも広く栽培されるようになり，生産量は‘毘l峰¥‘デラウ

エア'に次ぐまでになった.なお ‘ピオーネ'のジベレリ

ン処理については次項で詳述する.

3.5 頭定・整枝

問山のブドウ栽培の特徴の一つに整校・弼定がある.ブド

ウの努定は姫梢男定ど長梢興定に大別され，前者は結果枝

上の芽を 1~2芽だけ残して短く切りつめるのに対し，後者

は 5~10~才:をど残して努定する.全圏的には長絹努定が一般的

であるが，岡山ではいずれの品種および作型でも矩梢弱定

によっている.努定方法によって整校法も異なる.すなわ

ち，長柄興定ではX字状に樹冠を広く拡大させるのに対し，

短梢努定では‘マスカット'についてはパルメット整校，

‘ピオーネ'などこれ以外の品種についてはH字状あるいは

WH字状に整校するのが一般的である.長梢関定では発芽

後の新梢成長が弱いのに対し，短椙努定では旺盛で、ある.こ

のため，有核栽l音には長梢現定が適しており，一方無核栽培ー

には控梢努定が適している.なぜなら，短梢努定だど同化養

分や縞物ホルモンが旺盛な栄養成長に用いられ，種子が形成

されにくいためである.後述するように，岡山以外の産地で

も四倍体ブドウをジベレリン処理して無核で栽培する場合は

知*~努定が推奨されている(閣の.

4. ジベレリン (GA)処理によるブドウの無核化

4.1 GAの発見と応用

植物ホルモンの一種であるジベレリン (gibberellin)は，

イネの草丈が異常に伸長して穂ができない，いわゆる“馬

鹿笛病"障の学名 (Gibberellafujikuroi)に由来しており，

1940年代に発見・同定された.多くの誘導体があり， GAI' 

GA2， GA3……どいった具合に発見された!般に番号が与えら

れ，現在130余種が知られている. GA3の利用が最も一般的

であるが，GA3はGA]あるいはGA41こ代謝されてはじめて

作用性を示すとされている. GAには，細胞の伸長，茎葉の

成長促進，単為結果の誘起などの働きがあり，世界各国で

その利用方法が検討された.アメリカ合衆留では 1950年代

に無核ブドウ品種の果粒肥大に適用され， また我が潤では

1950年代後半に‘デラウエア'の裂巣防止の研究から無核

化の可能性が示唆され，無核果生産技術が開発された(田村

{也， 1980). ‘デラウエア'で最初に実用化された GA処理に

よる種なしブドウを作る技術は世界に誇る農業技術どいえ

解説 295 

る.なお，植物ホルモンど類似の作用を示すか作用を阻害す

る人工的につくられた物質は植物成長調整剤ど呼ばれ，題芸

作物の生産や成熟調節に広く利用されている.

4.2 'デラウエア'の無核化技術

‘デラウエア'は泉粒が密着しているため，成熟期が近づ

くと果粒が相互に任追して裂果しやすい.そこで，細胞や組

織の伸長促進作用を有すGAを処理して花穂を仲良させ，裂

巣を防ぐ試験を行っていたところ，無核(種なし)果がで

きることがわかったー 1960年代には無核果生産のためのGA

処理の時期，濃度，方法などが検討され，満器1O~14 日前

cl回目)ど満開約2週間後 (2回目)にGAの100ppm溶液

を処理する技術が開発された. 1970年代にはこれとほぼ間

様の方法で‘マスカット・ベーリ -A'でも無核化が可能な

ことが明らかになった.これど並行して花穂の整形方法が検

討され，‘デラウエア'では l回目処理時の副穂摘除，‘マス

カット・ベーリー A' では 1 問自処理2~4 日前に花穂先端部

の小花穂(第2次花穂)を 12~14倒残し，先端部分を切り

取る方法が開発された.処理は， GA溶液を入れた専用のプ

ラスチックコップに花穂を浸演するか溶液を噴霧する.この

際回目処理を確実に行うためGA溶液に金紅(色粉)を

混入することも行われる.

4.3 'ピオーネ'の無按化技術

1980年代になると，岡山県でGA処理による‘ピオー

ネ'の無核化技術が開発された(関山猿， 2003).処理方法

は，‘デラウエア'などと異なり 1問自営満開直後， 2回目

を満開10日後に行い，いずれも 25ppmか12.5ppmのGA溶

液で浸-演するか噴霧する.花轄の整形方法も異なり，開花3

日前~開花始めに花穂の先端3~3.5 cm を残して他の小花穂

(第2次花穂)をすべて切除する(但し，先端部分は切らな

い).これにより花(果)穂管理が著しく省力化できる(図

6). 岡山県において‘ピオーネ'で開発されたこの無核化技

術は，山梨県を始めとする全国のブドウ産地に広く普及し，

‘ピオーネ'の栽培罰積が飛躍的に塙I大した.なお， GA処

理により無種子にしたものはニューピオーネとして販売され

ている.その後，この方法は‘回線¥ ‘安芸クイーン¥ ‘翠

峰'など同じ四倍体品穏に適用されただけでなく，‘シャイ

ンマスカット'や‘瀬戸ジャイアンツ'などのニ倍体品種に

も適用されるようになった.

4.4 適用品種の拡大と溝開期1回処理

適用品種の拡大:平成18年 (2006)2月，ブドウに対する

ジベレリンどフルメットの適用範聞が拡大され，それまで品

種ごとに定められていたのが皮応の類似する品種をまとめて

グループ化して登録する方式に変わった.すなわち，ブドウ

はジベレリンに対する反応性が強い11国に，①巨峰系四倍体
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品麓，①欧州系ニ倍体品種，③米国系ニ倍体品種，および窃

GA処理を必要としない三倍体品種の4つに区分されること

になった.このため，関山県で栽培されている‘ピオーネ

‘オーロラブラック¥‘安芸クイーン¥‘翠峰¥‘藤稔'な

どは①臣i峰系四倍体品種， ‘マスカット¥ ‘グロー・コール

マン¥‘瀬戸ジャイアンツ¥‘紫苑¥‘ネオマスカット

‘シャインマスカット'などは②欧州系二倍体品種，および

‘デラウエア¥‘マスカット・ベーリ -A¥ ‘スチューベン'

などは③米国系二倍体品種に属する.このこどによって，そ

れまで登録のなかった品種でもジベレリンが使用できるよう

になった.

フルメットは，ホルクロルフェニュロン (CPPU)を有効

成分どする化合物の商品名で，強いサイトカイニン活性を示

し，細胞の分裂や伸長，単為結巣の誘起，休眠芽の成長など

の働さがある.ブドウに適用できるのは着粒増加ど果粒紐大

で，特に花振るいのj坊止と果粒の肥大に顕著な効果を示す.

しかし， ‘住峰'や‘ピオーネ'に高濃度のフルメットを処

理すると，来粒数の著しい増加によって糖度の低下や着色の

不良が起こる.抗生物質の一種であるストレプトマイシン

は， 1回目処玉虫の処理適期拡大や無核果率向上に有効で，品

穏や産地によっては必須作業とされている.ジベレリンやフ

ルメットの住用時期や使用濃度は品種によって異なり，‘ピ

オーネ'などの巨峰系四倍体品種ではジベレリンが高濃度だ

と小泉梗が硬化して脱粒しやすくなるため，通常，処理は1

回目を満開~満開 3 日後に 12.5~25ppm， 2 問日を満関 1叩O~

1詰5臼後lにこ25ppmで

の先端約3cmだだ、けを用い， 2回目処理もジベレリンの代わり

にフルメットを用いることがある.巨峰系四倍体品積では，

樹勢の強さが無核果率の向上や泉粒肥大に深く関係している

ので，岡山で行われている短稿努定で管理するのがよいとさ

れている(図7).

満開期I間処理:上述したように，‘ピオーネ'の無核果栽

培では， GA処理喜子満開~満開3 日後 cl 回目)ど満開 10~

15日後 (2問自)の2回行うのが基本である.この場合， 1 

回目か2回目のGA処理にフルメットを混用していたが，近

年，落花期に I回だけ処埋する方法が開発された.これは

満開期1回処理といって回目処理時にGA25ppmどフル

メツトlOppmの混液を処理し， 2回目処理は行わない.こ

の方法では，混用するフJレメットの濃度が架実品質に大きく

影響する.従来のGA単用では，果皮の着色はよいものの果

粒が小さし果肉が軟らかく，脱粒しやすい欠点があった

が，フルメットの混用によりこれが改善され，特に養色がよ

くなった.処理時期は満開3~5 日後(落花期)で，処理が

遅いど果粒肥大ど着色が劣る.この方法の利点は，作業の省

力どコストの低減が可能なことである.特に，露地栽培のよ

うな生育のよく揃った作型では適期の一斉処理が可能で、，

しく省力になる.また，従来のGA単用や低濃度のフルメツ
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トの混用処理では，開花していない花穂の穂軸が湾曲した

り，花振るいが生じたりしていたが 1回処理ではこのよう

な問題がなく，果実品質も従来の2回処理ど遜色ない.どこ

ろが，フルメットを混用するとほどんどが着粒し，小泉捜も

幾分知くなるため摘粒に多くの時簡を要するので摘粒を早く

から行う必要がある.この方法は，‘ピオーネ'を含む巨峰

系四倍体品種のすべてに適用できるが，果粒肥大や着色には

品額簡で若干の違いがある.

4.5 無核果形成の機構

通常，ブドウの無核巣栽培ではGA処理を2回行う. 1朗

自は無核来形成， 2回目は果粒肥大が目的である.無核果

は，種子が形成されないため;植物ホノレモンの濃度が低く，有

核果よりも小さい.このため，再度GAを処理して果粒肥大

を促す. GA処理により成熟期が2~3週間早まるが，これは

麓子が形成されないので果実発育第2期が短くなるためであ

る. ‘デラウエア'の場合， 1問自のGA処理により花粉の発

芽能力が低下するどともに，開花が早まって開花時の!庄の

うの発達が遅れるため受精できず f!夜中亥になると考えられ

ている. 1回目の処理を開花前に行う‘デラウエア'や‘マ

スカット・ベーリ -A' ではこの考えで問題ないが， r部花後

に処理する‘ピオーネ'などの品種で、はうまく説明できな

い.そこで， GA処理により花粉管の成長が抑制されるため

に受精できないとの説が提唱された.ところが先に述べたよ

うに， ‘ピオーネ'や‘巨峰'は，元来穂子形成の能力が低

いために無核果が生じやすく， しかも新相成長が旺盛なほど

無核になりやすい.このため，これらの品種を無核泉栽培す

る場合は，短蛸郭定により樹勢を強く維持するこどが推奨さ

れている.これらのことから， ‘ピオーネ'などの無核果は，

元々麗子を形成しない品種にジベレリンを I密だけ処理して

関大だけを保しているアメリカの種無しブドウの生産ど間じ

機構で達成されていると考えられる.
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