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Abstract 

To identifシthecause ofpoor fruit set in the triploid Japanese plum ‘Kiyo' (Prunus salicina Lindlふweperformed morpho-

logical observation of the inside of ovules using histological techniques. Early企uitdrop of‘Kiyo' occurred at a higher rate than 

that of‘Taiyo'. The fruit drop rates of 'Taiyo' and ‘Kiyo' at 42 days after hand pollination (DAHP) were 77.8 and 88.0%， respec-

tively. Even during the flowering time， the embryo sac of 60% or more of‘Kiyo' remained undifferentiated. Regarding the plums 

with embryo sacs other than those undifferentiated， while many‘Kiyo' managed to develop in the same manner as‘Taiyo'， we 

observed a higher rate of‘Kiyo' embryo sacs with developmental delay and/or degeneration compared with ‘Taiyo'. With regard 

to the development of the embryo and endosperm at 14 DAHP， we observed a higher rate of developmental delay as well as 

problems such as embryo sacs without a勾goteand/or endosperm nucleus in ‘Kiyo'. In the observation at 35 DAHP， the rate of 

ovules with both a proembryo and endosperm nucleus was 91.7% in‘Taiyo'， whereas it was 75.0% in ‘Kiyo'. Moreover， while 

most ofthe 0刊 lesof dropping企uitsin 'Taiyo' were merely undifferentiated， those of ‘Kiyo' also had the problems ofembryo 
sacs with developmental delay and/or degeneration as well as a non-divided zygote and/or endosperm nucleus. 

Key Words : embryo development， embryo sac development， endosperm development， paraffin section， poor fruit set 

キーワード:匪発育，匪のう発育，匪乳発育，結実不良，パラフィン切片

緒扇

ニホンスモモ (Prunussalicina Lindl.)‘貴陽， (高石，

1996) は果実品質が優れているものの，他品種と比較して

結実が非常に悪いことが，栽培において大きな問題点とな

り(富田， 2008)，普及拡大のネックとなっている.

大林ら (2009) は， ‘貴陽'の結実不良の原因を解明す

るためにいくつかの基礎的な調査を行った結果，早期落果

が激しいことに加え，花粉や種子などの生殖器官に異常を

認め，さらに， 24本の染色体数を有する三倍体であるこ

とを明らかにした.

2013年9月27日受付. 2014年 1月22日受理.

本研究は科学研究補助金(基盤研究 C課題番号 21580030) と

園芸振興松島財団研究助成によって行った.本研究の一部は園

芸学会平成20年度秋季大会で発表した.
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一般的に，三倍体植物は，減数分裂時に不規則な染色体

の分離により異常な染色体数を持つ配偶子を多く形成する

ため低稔性となる(石田ら， 1990;佐藤， 1990;徳永ら，

2005;八幡ら， 2005). そのため，果樹の三倍体では受精や

種子形成に異常を招き，それによって結実不良となること

がある(佐藤， 1990;八幡ら， 2005). 三倍体のリンゴ‘陸

奥'では，二倍体品種と比較して，匪のうの発育遅延や異

常な匪珠が多いことに加え，重複受精率の低下，受精後の

匹発育の異常などが認められており，これらが早期落果の

一因となっている(佐藤， 1990). 

‘貴陽'においても，種子の発達異常や後代から多くの

異数体の出現が認められていることから(仲僚ら， 2008; 

大林ら， 2009)，匹のう発育の異常や受精後の匪あるいは

匪乳発育の異常が起こっているものと考えられ， これらが

‘貴陽'の集中的な早期落果を引き起こしているものと推

察される.そこで本研究では， ‘貴陽'の結実不良の原因

を解明するために，受粉日から受粉 42日後までの落果調
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第 1図 受粉日から受粉 42日後までの‘貴陽'

おける累積落果率

縦棒は標準偏差を示す (n= 3) 

z *は t検定により品種間で 5%水準で有意差があるこ

とを示す

第2図 ‘貴陽'における妊のうの発育過程 (Bars= 20μm) 

A:未分化 (開花 2日後)，B 一核期(開花当日)， 

C:二核期 (開花 2日後)，D 四核期(開花 6日後)， 

E:八核期 (開花 8日後)，F 退化 (開花 8日後)

矢印は核を示す

四核期ロ二核期口核期 ・退化ロ未分化-八核期

100 

90 

80 

70 

60 

認知

40 

30 

20 

10 

0 

‘太陽'と

28 

人工受粉後日数

:n陽太陽

開花10日後

‘太陽'

21 14 7 

。。

と

自陽太陽

開花8日後

第3図 開花当日から開花 10日後までの‘貴陽'

における匹のうの発育過程の比較
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査と，組織学的手法を用いて受粉 35日後までの匹珠の内

部観察を行った.

静岡大学農学部研究ほ場栽植の‘貴陽' と ‘太陽'

10年生の成木 (y字仕立て)をそれぞれ 3樹供試した.

受粉日から受粉 42日後まで 7日間隔で落果数を測定し，

全受粉花数に対する落果数の割合から落果率を求めた l 

樹当たり 300花供試した

匪のう発育観察用サンプルを開花当日から 10日後まで

2日間隔に 50花(短果枝に着生する完全花)程度ずつ，

匪と匹乳の初期発育観察用のサンプルを受粉 14日後から

35日後まで 7日間隔に樹上果実と落下果実 20個程度ずつ

それぞれ採取し，FAA [70%エタノール:酢酸:ホルムア

ルデヒド=90 : 5 : 5 (v/v/v) ]で固定 した.固定後，子房

をエタノールとブタノールで、脱水し，パラフィンで包埋し

た.包埋後，回転式ミクロトームで 15μm厚の連続縦断切

片を作成し，サフラニンとファーストグリーンで二重染色

後，第一匹珠の内部形態を光学顕微鏡 (BX51， OLYMPUS) 

下で観察した 匪のうの発育段階を， ー核期， 二核期，四

核期，八核期，退化および匹のうが認められない未分化に

分類した.また，匹と匹乳の初期発育段階を，匹のう未分

化，匹のうの発育遅延・退化，接合子と一次匹乳核，接合

子と匪乳核，前匹と一次匹乳核および前任と匹乳核に分類

し，これら以外のものを異常とした.

なお，落果調査と匹と匹乳の初期発育観察については，

2007年 3月中旬から下旬の満開期に，開花していない花

を取り除いた後，150C， 12時間人工気象器内で開罰した‘ハ

リウッド'花粉を毛ばたきを用いて‘貴陽' と ‘太陽'

開花した花に人工受粉を行った.匹のう発育観察について

は，開花直後の花に人工受粉を行った

‘貴陽'と‘太陽'の経時的な落果調査を行った結果 (第

1図)， ‘貴陽' と‘太陽' ともに受粉 28日後まで同様の

落果を示したが，それ以降の‘貴陽'の落果は， ‘太陽'

より激しく，受粉 42日後の落果率は， ‘太陽'が 77.8%で

あったのに対し， ‘貴陽'は 88.0%であり， ‘貴陽'の方が

有意に高かった.

匪のう発育を観察した結果(第 2，3図)，‘貴陽¥‘太陽'

ともに，調査したいずれのステージにおいても観察した匪

珠の 60%以上が未分化の匪のうであった(第2図A).また，

‘貴陽'では開花 6日後から退化した匪のうがみられた (第

2図 F) 未分化と退化を除いた残りの匪珠でみると(第 4

図)， ‘太陽'は開花当日で一核期 (第 2図 B)，2日後で

二核期(第 2図 C)，そして 4日後で四核期のものが多

く観察され(第 2図D)，八核期も観察された(第 2図E).

6日後以降，八核期の占める割合が急増し， 10日後で 80%

程度が八核期の状態であった ‘貴陽'の匪のう発育も‘太

の約

材料および方法

の

果土土
中日
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の匹珠の約捌でこのような異常が認められた ④ 
次に，樹上果実と同様に落下果実で受粉 14日後から 35

日後までの匹と匪乳発育の観察を行った(第 6図 B).そ

の結果， ‘太陽'では，受粉 14日後はすべて未分化のもの

であり， 21日後も半数以上の落下果実の匹珠が未分化の

状態であった 未分化以外には，匹のうの発育遅延 ・退化

と接合子と一次匹乳核が観察された.受粉 28日後以降は，

接合子と一次匪乳核あるいは睦乳核の状態のものに加え，

接合子や匪乳核がない匪珠が半数以上占めたそれに対し，

‘貴陽'は受粉 14日後の匹珠において，未分化以外に匹の

うの発育遅延 ・退化と接合子と一次匹乳核の状態のものが

認められた 受粉 21日後では，それらに加え接合子と匪

乳核の状態のものが認められた 受粉 28日後以降は， ‘太

陽' と同様に接合子と一次匪乳核あるいは匪乳核の状態の

もの，接合子や匪乳核がない異常駐珠が観察された.
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第4図 開花当日から開花 10日後までの‘貴陽'と‘太陽'

における未分化と退化を除いた匪のうの発育過程の比較

陽' とほぼ同じ速さで発育したが，開花 10日後の八核期

の状態が 66.7%と， ‘太陽'より低く，さらに，開花 8日

後以降から四核期より三核期の方が多くみられ，匪のう発

育の遅延が認められた.

次に，受粉 14日後から 35日後までの樹上果実における

匪と匹乳発育の観察を行った結果 (第 5図，第 6図A)，受

粉 14日後の‘太陽'は，接合子と一次匹乳核の状態の匪

珠が 80%以上であり(第 5図 A)，残りは，接合子と一次

匪乳核が分裂を開始した匹乳核の状態のものが観察された

(第 5図 B). 21日後には接合子も分裂が進み，前匪と匪

乳核の状態ものが 40%程度認められた (第 5図 C).28日

後以降では， 85%以上の匹珠で前匪と匹乳核の状態のもの

が確認された 一方， ‘貴陽'は‘太陽'と同様の匹と匹

乳の発育パターンを示したが ‘太陽' と異なる点がいく

つか認められた.受粉 14日後では，40%以上の匹珠で接

合子と匹乳核が観察され， ‘太陽' より発育が進んでいた

しかし，受粉 21日後以降では， 責陽'の匹珠は前匹と匹

乳核の状態に成長しているものの， ‘太陽' と比較してそ

の形成頻度は低く，さらに，接合子または匹乳核がない異

常な匹珠が多く観察された(第 5図D).35日後では賢陽'

第5図 受粉 14日後以降の ‘貴陽'における脹と匪乳の発育

過程 (Bars= 50μm) 

A:接合子+一次匹乳核(受粉 14日後)， 8 接合子+

怪乳核 (受粉 14日後)，C:前匪十匹乳核(受粉 21日後)， 

D 退化 (受粉 21日後)，zy:接合子，pen:一次臨乳核，

en 庇乳核， pe:前日壬
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第6図 受粉 14日後から受粉 35日後の樹上果実 (A) と落
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発育過程の比較



110 仲篠誉志幸・大林沙泳子・八幡昌紀・永嶋友香・成瀬博規・増田幸直・向井啓雄・原因 久・高木敏彦

考察

三倍体植物は匪のう母細胞の減数分裂時の染色体行動が

不規則となり，異常な染色体数を持つ配偶子が高頻度で形

成されるため，仮に受精しても，受精卵や一次匹乳核の初

期分裂などその後の種子の発育過程に障害が現れる(中川，

1978) .そのため，果樹の三倍体では激しい落果が起こり，

結実不良となるものも認められている(佐藤， 1990;八幡

ら， 2005). 

本研究では， ‘貴陽'の結実不良を解明するために，組

織学的手法を用い，早期落果期間中の匪珠の内部形態観察

を行った.まず，開花当日から開花 10日後までの匪珠の

内部形態は，すべての観察時期において‘貴陽¥ ‘太陽'

ともに観察した匹珠の 60%以上が未分化の匪のうであっ

た.未分化以外の匪珠では， ‘太陽'は開花 10日後に 80%

の匹珠が八核期であった.受粉 14日後以降の匪および匪

乳発育も，ほとんど異常が認められず，正常に発育した.

それに対し‘貴陽'は，‘太陽'と同程度の速さで匹のう，

匹および匪乳が発育するものの，匪のうの退化や発育遅延，

接合子または匪乳核が認められないものが‘太陽'より多

くみられた.また，落下した果実の匹珠の状態は， ‘太陽'

では匪のうの未分化がほとんどであったが， ‘貴陽'では

それに加えて匪のうの発達遅延や退化，接合子や匪乳核の

未分裂が認められた.

人工受粉，整枝・勇定方法，施肥量などの栽培管理技術

の向上により結実の不安定さが改善されつつあるものの，

‘太陽'も他のニホンスモモ品種と比べると結実が不安定

な品種である(鈴木， 2007;山口， 2007). 大林ら (2009)

の報告によると， ‘太陽'の開花時における花器形態や自

己花柱内の他品種花粉管の伸長は，他品種と比較して異常

または差異は確認されていない.また， ‘太陽'の後代か

らは，比較的高い頻度で倍数体が出現することが報告され

ているものの(河合ら， 2010;末貞ら， 2007)，それが結実

不良に影響しているかは明らかではない. このように‘太

陽'の結実不良の原因については現在のところ全くわかっ

ていない.本研究では，組織学的手法を用い，匪のう，匹

および匹乳発育過程を観察したが， ‘太陽'の受粉 14日後

以降の匹と匪乳発育の結果では，樹上果実の匪および匪乳

発育はほとんど正常で、あり，落下果実のほとんどが匹のう

の未分化であったことから，未分化の匪のうを有する花あ

るいは果実が落下するものと考えられ，匪のうの未分化が

‘太陽' と‘貴陽'の結実不良に大きく影響している可能

性がある.また， ‘貴陽'は， ‘太陽' と ‘小松， (‘サマー

クイン， )の雑種とされており(渡辺ら， 2008)， ‘太陽'

と ‘貴陽'において匪のうの未分化が多いのは，遺伝的な

影響も考えられる. これらの点を含めて，今後， ‘大石早

生すもも'や‘ソルダム'などの主要品種や，‘サンタロー

ザ¥ ‘サンルージュ¥ ‘サンセプト'などの‘太陽'と遺

伝的につながりのある品種について，匹のうの発育観察を

行い，匹のう未分化と結実不良との関連性を明らかにする

必要がある.

リンゴの三倍体である‘陸奥， (2n=51)も，ジューンド

ロップという早期落果が激しく，適正な着果量を確保する

のが難しい品種である.佐藤 (1990)は， ‘陸奥'の早期落

果の原因を解明するために，生殖器官についていくつかの

調査を行った結果， ‘陸奥'は異数性の配偶子を形成し，二

倍体品種と比べ匪のうの発育遅延や退化，核数の異常など

により開花時の匹のうの完成度が悪いものや，受精後の匹

と匹乳発育において，接合子や一次匪乳核の分裂が行われ

ないもの，匪や匪乳が初期の段階で発育停止しているもの，

あるいは匪や匪乳の形態が異常なものなどが多く認められ，

これらの異常を‘陸奥'の激しい早期落果の一因としている.

また，九倍体カキの‘平核無， (2n = 135) は，単為結果性

が強いため激しい生理落果は認められないが，人工受粉を

行っても種子がほとんど入らない. ‘平核無'においてもリ

ンゴ‘陸奥' と同様に受精後に生じた異数性の匪乳や匹の

不均衡による異常分裂や退化などが起こることが認められ

ている(石田ら， 1990;傍島ら， 1975;圧ら， 1990). 

‘貴陽'に関しては，受粉28日後までは‘太陽' と同様

の落果率を示したが，それ以降の落果は‘貴陽'の方が激

しかった.大林ら (2009) は， ‘貴陽'の開花時における

花器形態と自己花柱における他品種の花粉管行動について

観察を行い，親品種である‘太陽' と比較しているが，両

品種間で差異あるいは異常は認められなかったことを報告

している.一方で，大林ら (2009) は， ‘貴陽'の収穫時

の種子について調査したところ， ‘太陽' と比較して子葉

の発達が不十分な種子が多いことを認めた.また， {I中僚ら

(2008) は，それらの種子を無菌培養し，得られた後代の

倍数性を評価したところ，二倍体や三倍体の正倍数体以外

に多くの異数体が出現し ‘貴陽'は減数分裂時に異数性

の配偶子が形成されていることを報告している.以上のこ

とから， ‘貴陽'では， リンゴ‘陸奥'やカキ‘平核無'

と同様に受精後の初期の匪乳または匪発達に異常が生じ，

それが激しい結実不良を引き起こしているものと考えら

れる.

本研究では， ‘貴陽'の結実不良を解明するために，組

織学的手法による匪珠の内部観察を行ったが，開花時の半

数以上の花で匹のうが未分化であった.さらにそれに加え，

匹のうの退化や発達遅延，受精後の接合子と匹乳核の分裂

異常が起こっていることが明らかとなった.

摘要

三倍体ニホンスモモ‘貴陽'の結実不良を解明するため

に，落果調査と匪珠の内部形態観察を行った ‘貴陽'は‘太

陽'より早期落果が激しく，受粉 42日後の落果率は‘太陽'

が77.8%であるのに対し， ‘貴陽'では 88.0%であった.

開花期における‘貴陽'の匪のうの 60%以上が未分化で

あった.未分化以外の匪のうでは， ‘貴陽'は‘太陽' と
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同様の発達過程を経たものの，発達遅延や退化したものが

‘太陽'より多く観察された.受粉 14日後以降では，‘貴陽'

の匹と匪乳発育は， ‘太陽' と比べ，発達遅延が認められ，

それ以外にも接合子や匹乳核がない異常なものも観察され

た.受粉35日後の前匪と匹乳核の観察された匪珠は‘太陽'

が91.7%であるのに対し，‘貴陽'は 75.0%であった.また，

落下果実の匪珠は， ‘太陽'では匪のうの未分化によるも

のがほとんどであったのに対し， ‘貴陽'ではそれに加え

て匪のうの発達遅延や退化，接合子や匪乳核の未分裂が認

められた
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