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Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｒｏｌｅｓ ｏｆ ｃａｒｂｏｎｐａｒｔｉｔｉｏｎｉｎｇ，Ｃｅｌｌ

ｄｉｖｉｓｉｏｎ，Ｃｅｌｌｅｘｐａｎｓｉｏｎ，ａｎｄｇｉｂｂｅｒｅｌｌｉｎｓｉＱＶＯｌｖｅｄ

ｉｎ ｆｒｕｉｔ，Ｓｉｚｅ ｏｆＪａｐａｎｅｓｅ ｐｅａｉ（ＰｙｒｕｓｗｒｊｆｏＩＩａ

胸ぬカ

（ニホンナシの果実肥大における同化産物の分配、細胞
分裂、細胞肥大およびジベレリンの役割）

学位論文審査委員　　（主査）

（副査）

二男義賢文正遁村行田田執

太田勝巳
板井章浩

学位論　文　の　内　容　の　要　旨

ｌｎ ｆｒｕｉｔ ｃｒｏｐｓ，ｆｒｕｉｔ ｓｉｚｅ ａｔ ｈａｒｖｅｓｔｉｓ ａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔ ａｓｐｅｃｔ ｏｆ ｑｕａｆｉｔｙ．1ｂ ｕｎｃｏｖｅｒ ｔｈｅ

ｍｅｃｈａｎｉｓｍｏｆｆｒｕｉｔｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔａｎｄｅｓｔａｂ＝ｓｈｓｕｉｔａｂｌｅｃｕＩｔｕｒａｌｐｒａｃｔｉｃｅｓｔｏｉｍｐｒｏｖｅｆｒｕｉｔｑｕａＩｉｔｙ，

ｔｈｅ ｒｏＩｅｓ ｏｆ ｃａｒｂｏｎ ｐａｎｉｔｉｏｎｌｎｇ，ＳＰｕｒ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ，ｇｉｂｂｅｒｅｌ［ｉｎｓ，Ｃｅ”ｄｉｖｉｓｉｏｎ ａｎｄ ｃｅｌＩ

ｅｘｐａｎｓｉｏｎｉｎｒｅｇｕＩａｔｊｎｇｆｒｕｉｔｄｅｖｅＩｏｐｍｅｎｔｉｎＪａｐａｎｅｓｅｐｅａｒｗｅｒｅｅｖａ）ｕａｔｅｄ．

1・Ｐａｒｔｉｔｉｏｎｌｎｇ Ｏｆ13ｃ－Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈａｔｅｆｒｏｍ ｓｐｕｒｌｅａｖｅｓ ｄｕｒｉｎｇ ｆｒｕｉｔ ｇｒｏｗｔｈ ｏｆｔｈｒｅｅ

ＪａｐａｎｅｓｅｐｅａｒｃｕｌｔｉｖａｒｓｄｉｆｆｅｒｉｎｇＩｎｍａｔｕｒａｔｉｏｎｄａｔｅ

，ｒｂａｓｓｅｓｓｔｈｅｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｈｏｆａｓｓｉｍｉＩａｔｅｓｕｐｐＩｙａｎｄｅａｒＬｙ／1ａｔｅｍａｔｕｒｉｔｙｏｆｃｕｌｔｉｖａｒｓａｎｄｉｔｓｅ仔6ｃｔ

Ｏｎ ｆｉｎａＩｆｒｕｉｔｓｉｚｅ，ｔｈｅ ｐａｔｔｅ（ｎ ｏｆｃａｒｂｏｎ ａｓｓｉｍｉ［ａｔｅ ｐａｒｔｉｔｉｏｎＩｎｇ ｆｒｏｍ ｓｐｕｒｌｅａｖｅｓ ｔｏｆｒｕｉｔａｎｄ

Ｏｔｈｅｒｏｒｇａｎｓｄｕｒｉｎｇｆｒｕｉｔｇｒｏｗｔｈｗａｓｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｄ ｕｓ）ｎｇｔｈｒｅｅｃｕ帽ｖａｒｓｄｉｆｆｅｒｉｎｇＩｎ ｍａｔｕｒａｔｉｏｎ

ｄａｔｅ．Ｃｏｍｐａｒｅｄ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｅａｒｌｉｅｒ－ｍａｔｕｒｉｎｇ ｃｕ］ｔｉｖａｒｓ‘Ｓｈｉｎｓｕｉ’ａｎｄ‘Ｋｏｕｓｕｉ’，ｔｈｅｌａｒｇｅｒ－ｆｒｕｉｔｅｄ，

Ｌａｔｅ－ｍａｔｕｒｉｎｇ．ｃｕＩｔｉｖａｒ‘Ｓｈｉｎｓｅｔｓｕ’ｈａｄａｇｒｅａｔｅｒｔｏｔａｌｌｅａｆａｒｅａｐｅｒｓｐｕ「ｇｒｅａｔｅｒＳＯｕｒＣｅＳｔｒｅｎｇｔｈ，

ｗｉｔｈｍｏｒｅ13ｃａｓｓｉｍｉ，ａｔｅｄｐｅｒｓｐｕｒａｎｄａ”ｏｃａｔｅｄ・ｔｏｆｒｕｉｔ，ＳｍａｌＪｅｒＪｏｓｓｏｆ13ｃｊｎｒｅｓｐｉｒａｔｉｏｎ、ａｎｄ

ｅｘｐｏｒｔ ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｓｅａｓｏｎ，ａｎｄ（ｏｎｇｅｒ ｄｕｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｅＩｆ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ａｎｄ ｅｎＩａｒｇｅｍｅｎｔ．ＡｓｓｉｍｉＩａｔｅ
ヽ

ａｖａｉ］ａｂｉｌｉｔｙ ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ ｐｅｒｉｏｄ ｏｆ ｃｅ）］ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｗａｓ ｃｒｕｃｉａｌｆｏｒ ｅａｒｌｙ ｆｒｕｉｔ ｇｒｏｗｔｈ ａｎｄ ｃｔｏｓｅＩｙ

ＣＯｒｒｅｌａｔｅｄ ｗｉｔｈ ｆｉｎａｌｆｒｕｉｔｓｉｚｅ．Ｅａｒｌｙｆｒｕｉｔｇｒｏｗｔｈ ｏｆｔｈｅ ｅａｒ［ｉｅｒ－ｍａｔｕｒｉｎｇ ｃｕｌｔｉｖａｒｓ，ｂｕｔ ｎｏｔｔｈｅ

）ａｔｅｒ－ｍａｔｕｒｉｎｇｏｎｅｓ，ＷａＳＳｅＶｅｒｅＪｙｒｅｓｔｒａｉｎｅｄｂｙａｓｓｉｍｉＩａｔｅｓｕｐｐｌｙｒａｔｈｅｒｔｈａｎｂｙｓｉｎｋ］ｉｍｉｔａｔｉｏｎ・
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2．ＥｖａＩｕａｔｉｏｎｏｆｃｅ（［ｄｉｖｉｓｉｏｎａｎｄｃｅＪｌｅｘｐａｎｓｉｏｎｉｎｒｅｌａｔｉｏｎｔｏｆｊｎａＪｆｒｕｉｔｓｉｚｅｉｎＦｙｎＪＳ

Ｐｙ〟ねＪね

Ｉｂｅｖａ）ｕａｔｅｃｅ＝ｄｉｖｉｓｉｏｎａｎｄｃｅ）1ｅｎＪａｒｇｅｍｅｎｔｉｎｖｏ）ｖｅｄｉｎｄｅｔｅｒｍｉｎｌｎｇＯｆｆｉｎａｌｆｒｕｉｔｓｉｚｅｉｎＦｙｒｔＪＳ

Ｐｙｒ亨わ飴Ｎａｋａｉ，46ｃｕ旧ｖａｔｅｄＪａｐａｎｅｓｅｐｅａｒｃｕｆｔｉｖａｒｓａｎｄｔｈｒｅｅｗｉＩｄｐｅａｒｓｗｅｒｅｓｅＩｅｃｔｅｄｔｏ

Ｓｔｕｄｙｔｈｅｒｅ［ａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎｃｅ＝ｎｕｍｂｅｒｐｒｅ－ａｎｄｐｏｓｔ－ａｎｔｈｅｓｉｓ，ＣｅＩＩｓｉｚｅａｔｈａｒｖｅｓｔａｎｄｆｉｎａＩ

ｆｒｕｉｔｓｉｚｅ・Ｔｈｅｒｅｓｕ．ｔｓｓｈｏｗｅｄｔｈａｔｎｏｔｃｅＪ（ｎｕｍｂｅｒｏｆｐｅｒｉｃａｒｐａｔｐｏＩＪｉｎａｔｉｏｎｂｕｔｃｅ”ｎｕｍｂｅｒｏｆ

ｔｈｅ ｍｅｓｏｃａｒｐ ａｔ ｔｈｅ ｃｅｓｓａｔｉｏｎ ｏｆｔｈｅ ｐｅｒｉｏｄ ｏｆ ｃｅｔｔ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ａｆｔｅｒ ｐｏ＝ｎａｔｉｏｎｉｓ ｃｒｕｃｉａＩｆｏｒ

ｄｅｔｅｒｍｉｎｌｎｇＯｆｆｉｎａＩｆｒｕｉｔｓｊｚｅｉｎＰ．ｐｙｒｌｆｂＮａ Ｆｉｎａ）ｆｒｕｉｔｓｊｚｅｊｓｔｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆｃｅｌＩｎｕｍｂｅｒａ什ｅｒ

ＰＯ＝ｎａｔｉｏｎａｎｄｔｈｅｄｕｒａｔｉｏｎｏｆｃｅ‖ｄｉｖｉｓｉｏｎｒａｔｈｅｒｔｈａｎｃｅＩＩｓｉｚｅａｔｈａｒｖｅｓｔ．ＡＦｏｎｇｅｒｐｅｒｉｏｄｏｆ

ＣｅｌｌｄｉｖｉｓｉｏｎａｎｄｇｒｅａｔｅｒｃｅｌＬｎｕｍｂｅｒｉｎ）ａｔｅｒ－ｍａｔｕｒｉｎｇｃｕ［ｔｉｖａｒｓａｒｅｔｈｅｍａｉｎｆａｃｔｏｒｓｆｏｒｔｈｅｆａｃｔ

ｔｈａｔ．ａｔｅｒ－ｍａｔｕｒｉｎｇｃｕＪｔｉｖａｒｓｕｓｕａＪＪｙｈａｖｅＩａｒｇｅｒｆｒｕｉｔｔｈａｎｅａｒＪｉｅｒ－ｍａｔｕｒｉｎｇｃｕ）ｔｉｖａｒｓｉｎＪａｐａｎｅｓｅ

Ｐｅａ「

3・Ｓｐｕｒ ｃｈａｒａｅ盲ｅＦｉｓ翫Ｓ，ｆＦｕ托ｇｒｏｗｔｈ ａｎｄ ｃａｒｂく〉ｎ．ｐａ由出面喝Ｆｎ ｔＷＯ！ａｔｅ－ｍａｔｕｒ細ｇ

ＪａｐａｎｅｓｅｐｅａｒｃｕＩｔｉｖａｒｓｗｉｔｈｃｏｎｔｒａｓｔｉｎｇｆｒｕｉｔｓｉｚｅｌ

ＴｈｅａｉｍｏｆｔｈｉｓｓｔｕｄｙｗａｓｔｏｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｔｈｅｒｏＪｅｓｏｆｓｐｕｒｃｈａｒａｃｔｅｒｊｓｔｉｃｓａｎｄｃａｒｂｏｎｐａｎｉｔｊｏｎＪｎｇ

ｉｎｒｅｇｕ［ａｔｉｎｇｃｕＬｔｉｖａｒｄｉ恥ｒｅｎｃｅｓ′ｉｎｆｒｕｉｔｓｉｚｅｏｆｔｗｏｌａｔｅ－ｍａｔｕｒｉｎｇＪａｐａｎｅｓｅｐｅａｒｓ，Ａｔａｇｏ’ａｎｄ

‘Ｓｈｉｎｋｏｕ’・Ｔｈｅｒｅｓｕ［ｔｓｓｈｏｗｅｄｔｈａｔｔｈｅｙｄｉｓｐｌａｙｅｄｄｉｆＦｅｒｅｎｔｐａｔｔｅｒｎｓｉｎＬｅａｆｄｅｖｅ10Ｐｍｅｎｔ，ｆｌｏｗｅｒ

Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ．ｆｒｕｉｔ ｇｒｏｗｔｈ，ａｎｄ ｓｈｏｏｔ ｔｙｐｅ．Ｏｎ ａ ｓｐｕｒ ｂａｓｊｓ，ｔｈｅｒｅ ｗｅｒｅ ｎｏ ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓｉｎｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆ13ｃａｓｓｉｍ‖ａｔｅｐｒｏｄｕｃｅｄｂｙｓｐｕｒ．ｅａｖｅｓｏｎｅａｃｈＬａｂｅｌｉｎｇｄａｔｅ

ｅｘｃｅｐｔａｔ190ＤＡＡ，ｈｏｗｅｖｅ「ｔｈｅｒｅｗｅｒｅｈｉｇｈ）ｙｓｊｇｎｊｆｉｃａｎｔｄｉｆＦｅｒｅｎｃｅｓｉｎｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆ13ｃ

ａ，ｆｏｃａｔｅｄｔｏｆｒｕｉｔｂｅｔｗｅｅｎｃｕｆｔｉｖａｒｓ・Ｍｏｒｅｏｖｅｒ，ａｈｉｇｈｅｒａｍｏｕｎｔｏｆ13ｃｗａｓａ一，ｏｃａｔｅｄｔｏ‘Ａｔａｇｏ，

ｆｒｕｉｔ ｔｈａｎ ｔｈａｔｉｎ‘Ｓｈｉｎｋｏｕ’．Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｒｅＩａｔｉｖｅ ｓｉｎｋ ｓｔｒｅｎｇｔｈ（ＲＳＳ）ｓｈｏｗｅｄ ｔｈａｔ‘Ａｔａｇｏ’

ｅｘｈｉｂｉｔｅｄ ａ ｇｒｅａｔｅｒＲＳＳ ｏｆｆｒｕｉｔａｎｄＪｏｗｅｒ，ｏｓｓｅｓ ｏｆ13ｃ ｆｏｒｒｅｓｐｉｒａｔｉｏｎ ａｎｄ－ｅｘｐｏｒｔ ｔｈａｎ

‘Ｓｈｉｎｋｏｕ’・Ｔｈｅｓｅ ｒｅｓｕｌｔｓ ｓｕｇｇｅｓｔ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｍｏｖｅｍｅｎｔ ｏｆ ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈａｔｅｓｉｎｔｏ ｔｈｅ ｆｒｕｉｔ ｗａｓ

ｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄｂｙｓｉｎｋｓｔｒｅｎｇｔｈｏｆｔｈｅｆｒｕｉｔｒａｔｈｅｒｔｈａｎｔｈｅｓｏｕｒｃｅｓｔｒｅｎｇｔｈｉｎｔｈｅｔｗｏｃｕｌｔｉｖａｒｓ．

4・Ｗｈａｔ、ｉｓ ｔｈｅ ｆａｔｅ ｏｆ13ｃ・Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈａｔｅ ｆｒｏｍ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｃｕｒｒｅｎｔ ｓｈｏｏｔ ｔｙｐｅｓｉｎ

Ｉａｔｅ－ｍａｔｕｒｉｎｇＪａｐａｎｅｓｅｐｅａｒｄｕｒｉｎｇｔｈｅｐｅｒｉｏｄｏｆｒａｐｉｄｆｒｕｊｔｇｒｏｗｔｈ？
コ

¶）ｅｔｕＣｉｄａｔｅｔｈｅｆａｔｅｏｆｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈａｔｅｓｆｒｏｍｄｉｆｆｅｒｅｎｔｃｕｒｒｅｎｔｓｈｏｏｔｓａｎｄｔｈｅｉｒｉｎｆＩｕｅｎｃｅｏｎｆｒｕｉｔ

ｇｒｏｗｔｈｉｎｎｅｊｇｈｂｏｒｊｎｇｓｐｕｒｃｏｍｐｌｅｘｄｕｒｉｎｇｔｈｅｐｅｒｉｏｄｏｆｒａｐｉｄｆｒｕｉｔｇｒｏｗｔｈ，ｔＷＯＩａｔｅ－ｍａｔｕｒｉｎｇ

ＪａｐａｎｅｓｅｃｕＩｔｉｖａｒｓ：‘Ａｔａｇｏ’ａｎｄＬＳｈｉｎｋｏｕ’，ＷｅｒｅＳｅＩｅｃｔｅｄｆｏｒｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔ．Ｔｈｅ ｒｅｓｕＩｔｓｓｈｏｗｅｄ

ｔｈａｔａｌ10ｆｃｕｒｒｅｎｔｓｈｏｏｔｓｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｄｃｏｕＩｄｅｘｐｏ代Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈａｔｅｓｔｏｔｈｅｎｅｉｇｈｂｏｒｉｎｇｆｒｕｉｔａｎｄ

ｂｕｄｓ．Ｔｈｅｃｕｌｔｉｖａｒｄ粁ｅｒｅｎｃｅｉｎａｍｏｕｎｔｏｆ13ｃｉｓｒｅｓｕｌｔｅｄｆｒｏｍｔｈｅｄｊＨｅｒｅｎｃｅｏｆＲＳＳｏｆｆｒｕｉｔ

ｂｅｔｗｅｅｎｃｕ帽ｖａｒｓ．
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5・13ｃ・Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈａｔｅａｃｃｕｍｕ－ａｔｉｏｎｉｎＪａｐａｎｅｓｅｐｅａｒｆｒｕｉｔｄｕｒｉｎｇｔｈｅｐｅｒｉｏｄｏｆｒａｐｉｄ

ｆｒｕｉｔｇｒｏｗｔｈｉｓｆｉｍｉｔｅｄｂｙｓｉｎｋｓｔｒｅｎｇｔｈｏｆｆｒｕｉｔｒａｔｈｅｒｔｈａｎｂｙｔｒａｎｓｐｏｒｔｃａｐａｃｉｔｙｏｆ
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論文審　査　の　結　果　の　要　旨

ニホンナシの果実肥大は品種によって著しく異なる。この差異が果実肥大に関わる4つの要

素、即ち、、果実の細胞数、果肉細胞の肥大量、光合成生産物の果実への分配の多少、および果

実のシンクカのうちいずれの要素が強く関係しているかを生理学的および生化学的に究明した。

1．′　成熟時期が異なるニホンナシにおける同化産物分配の品種間差異

し成熟時期が異なる3品橡、‘新水’（早生種）、‘幸水’（中生種）、および‘新雪’（晩生種）を供

試し、光合成産物の果実への分配、果琴肥大との関係を調査した。早生品種においては光合成

産物のソース側（短果枝葉）の能力が果実生長に強くかかわり、果実肥大の著しい晩生品種では
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ソース側から長期にわたり光合成産物を果実に転流し、細胞分裂期間を長くしていた。

2．ニホンナシ果実の大きさの品種間差異と細胞分裂および細胞肥大との関係

ニホンナシ46品種および3種の野生ナシ（ニホンヤマナシ、豊富梨、マンシュウマメナシ）の

果実について、受粉前後の細胞数、収穫時の果実径、細胞径および細胞数を調査し、ニホシナ

シの果実の大きさと細胞分裂、および細胞肥大との関係について考察したム

収穫期の果実の大きさは、収穫時の細胞径ではなく、受粉後の細胞数および細胞分裂期間の

長短と相関関係が認められた。このことから、ニホンナシの収穫時の果実の大きさは受粉時の

細胞数よりも細胞分裂終了後の細胞数により決定される事が明らかとなった。早生品種に比べ

て晩生品種の果実が大型になる主たろ理由は晩生品種の細胞分裂期間が長く、細胞数が多いこ

とに基づくとみなされた。

3．晩生種ニホンナシにおける短果枝特性、果実生長および同化産物分配の品種間差異

晩生種で収穫期が近く′また短果枝着生や樹勢がよく似ている品種‘愛宕’（1500ｇ）と‘新興’Ｌ

（400～500ｇ）を用いて短果枝および光合成産物の分配が果実生長に及ぼす琴響を調べた。果実が

着生している短果枝果叢葉に】3ＣＯ2を取り込ませ果実への転流の様相を比較したところ、大玉

果実に肥大する‘愛宕’では‘新興’に比べて果実に分配される同化産物量、割合ともに多か

っ．た。さらに両品種のシンクカの差異を調べたところ‘愛宕’果実は強力なシンクカを持ち、

呼吸や果実から他器官への再転流による損失が少ないことが認められた。これらのことから光

合成産物の果実への分配はソース能力ではなくシンク能力の差異によって決定され、これが‘愛

宕’果実を大果に肥大させる大きな要因と考えられた。

4．ニホンナシ晩生品種の果実肥大期における隣接する新梢の役割

果実生長期の新梢からの光合成産物の分配が果実生長と隣接する短果枝の花芽分化に及ぼす

影響を調査するた吟、晩生品種の‘愛宕’と‘新興’を供試した。・徒長枝、発育枝、花流れ枝、

側枝先端部の新梢のいずれも、伸長停止後に隣接する短果枝の果実へ光合成産物を転流させて

おり、果実発育のための重要なソース源として機能していた。また‘愛宕’果実の方がより強

いシンク能力によって多くの光合成産物を蓄積することが明らかになった。

5．果実肥大期の13Ｃ光合成産物の果実への蓄積量は果梗の転流能力よりは果実のシンクカによ

って決まる

果実生長期における果梗へのジベレリン（ＧＡ叫7）処理は、果梗の直径および収穫果の果実径を

著しく増大させる。組織学的に調査するとＧＡ処理は中果皮の細胞径を増大させるものの、そ

の細胞数および果芯径の増大には影響を与えないことが認められた。一方光合成産物の分配を

調査した結果、ＧＡ処理によって果実のシンクカが増大し、これが果実重の増大に影響してい

るとみなされた。またＧＡ処理による果梗の横断面積（ＣＳＡ）の増大は主として師部、木部のＣＳＡ

の増大によるものであることから、果実生長期のＧＡ処理が果実径を増大させる要因は、ＧＡ

処理により中果皮の細胞径の増大と果実シンクカの増大によって光合成産物の果実への蓄積量

が増加するためであることが明らかとなった。

6．ジベレリン（ＧＡ）が果実肥大期の光合成産物の転流および分配に果たす役割
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果実生長初期のＧＡ処理は果実のシンク能を増大させることによって果実の肥大生長を促進

し、収穫果の果実径と果実重を増大させることが明らかとなった。これについてさらに生化学・

的な面から追求するため、光合成産物分配のキー酵素（鍵酵素）やソルビトール代謝に関わる酵素

の活性とＧＡとの関係を調べた。ＧＡ処理は果実肥大中の果芯の細胞壁結合インベルタｐゼ

（Ｉｎｖ・ＣＷ）、果肉中の中性インベルターゼ（Ｉｎｖ・Ｎ）およびＮＡＤ依存ソルビトール脱水素酵素

（ＮＡＤ・ＳＤＨ）活性を増大させた。したがってＧＡはニホンナシの果実生長期の果芯のＩｎｖ・ＣＷ、

果肉のＩｎｖ・ＮおよびＮＡＤ－ＳＤＨ活性を増大させることで果実肥大および光合成産物の蓄積を促

進していると考えられた。ＧＡによるＩｎｖ・ＣＷ、Ｉｎｖ・ＮおよびＭ・ＳＤＨの活性化はニホンナ

シの果実における糖蓄積とシンク活性の決定にきわめて重要な役割を果たしている事が明らか

となった。

以上のようにニホンナシの品種によって果実肥大量が異なる原因は、果実の細胞分裂期間の

長短による細胞数の多少、光合成産物を果実に集積する力であるシンク能力の強弱の2つの要

因が関わアズいることを明らかにした0さらにジベレリン（ＧＡ）が光合成産物の果実への転流と

糖代謝・蓄積に関与することによって果実のシンクカの強弱に関わっていることを示し、これ

まで説明不十分であったニホンナシ果実肥大の品種間差について生理・生化学的に解明した成

果はきわめて大きく、博士論文として十分な価値を有するものと認めた。

234


