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緒
成熟期において，ブドウ果実は，急激な糖の蓄積，有機酸の減少などの果汁成分の変化と平行して，各々の品
種に固有の果色を塁するようになる．この果実の着色の良否は，果実の大きさや糖度及び酸度などと共に市場で
の価格を決定する上での極めて重要な要因となっている，
しかしながら，ブドウ果実の着色は環境や栽培的要因によって著しい影響を受け，実際栽培上の問題となるこ
とが多い．．
例えば我が国の西南暖地においては，夏期（7−8月）に気温，とくに夜温が高く経過することが多く，この
ためこの地域で生産される巨峰果実の着色状態は極めて不良となり，いわゆる赤熱れ果と称され商品的価借を下
げている．

また，近年栽植の拡がりをみせている赤色系の品種群の中には，西南暖地ではほとんど赤色色素の発現をみな
いものもある．．
ブドウ果実の成熟に対する温度の影響については，Buttr・OSe6），小林46），meWer414243｛45〉，苫名ら7071）の報
告があるが，果実の着色は主として果実周辺の温度条件によって直接に影響を受け，比較的低温で促進されるこ
とが実験的に明らかにされている
この他にも，光度と着色の関係414243・54・555657），着果負担と着色の関係44），窒素施肥量と着色の関係42），
微量要素欠乏と着色の関係67）などについての報告がなされている
ブドウ果実の着色は果皮組織中におけるアントシアニン色素の蓄積によって起こる現象であり，その過程には，
一連の成熟現象と同様内的な制御の機構が存在しているものと考えられる．このような機構の解明がなされれば，
その原理に基づいた着色の人為的制御の手段の開発も可能となり，より高品質の果実生産に結びつくものと期待
されるが，これまでのところ樹上におけるブドウ果実の着色の機構について論じた研究例は極めて少ない‖
そこで，本研究ではまず，異なる環境下でのブドウ果実のアントシアニン生成と果実内成分の消長との関連に

ついて調査を行ったい
次いで，果実の着色を関連する酵素活性の面から検討した．
さらに，これらの知見をもとに樹上におけるブドウ果実の着色の人為的制御を試みた小
なお，本研究の取りまとめにあたり，直接の御指導を頂いた京都大学教授 苫名孝博士，同助教授 杉浦明博
士，同助教授 宇都宮直樹博士に対し謹んで深謝の意を表する．．また，本実験を行うにあたり終始御協力を頂い

た京都大学農学部付属農場 久保康隆助手を初め京都大学農学部果樹園芸学研究室関係各位に対し感謝の意を表
する．さらに，実験材料の御提供を頂いた西村昭一・呂氏ならびに久保孝氏に対し感謝の意を表する．．

第1章 異なる環境下におけるブドウ果実の着色と果実内成分の消長
ブドウ果実の着色は種々の要因によって著しい影響を受けることが明らかになっているが

，その作用機作につ

いての解明は十分になされていない
着色という現象が果実の−・連の生長現象の一つであることからすれば，その過程には内的な調節の機構が備
わっているものと考えられ，環境の変化に応じてアントシアニン生成の制御を行っているものと思われる．
本草では，異なる温度条件下及び摘発に伴う果実の着色と果実内成分の消長を調査した
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第1節 異なる温度条件下における果実の着色と果実内成分の消長
成熟期において，果実の着色は温度環境によって著しい影響を受けることが知られている．．…・般に，ブドウ果
実の着色は，昼夜温共に比較的低温において促進され，高温では抑制される84）
さらに，このような着色（アントシアニン生成）に対する温度の影響は，果実を除く樹体の温度環境による間
接的なものよりも，むしろ，果実周辺部の温度環境そのものの影響によるものであることが明らかにされてい
る7071）

アントシアニン生成は，その基質となる物質の多少や重合成過程の促進あるいは抑制物質により影響を受ける
ことが知られており22・2360）

，温度環境もこれら物質の消長に対する影響を介して作用していることが推察され

る
ここでは，このような観点から，アントシアニン生成に関与していると思われる果実内成分の消長に対する温

度環境の影響を調査した
すなわち，京都大学付属農場栽棺の巨峰，デラウェア及びマスカット・ベ・−リ・−Aの成木を用いて，第1図に示
す方法により果実周辺部の温度を200cと300cに制御したこの際樹体は雨よけのためビニ−ル被覆を行った
温度処理は，それぞれの品種のベレゾ−ン期（デラウェア：7月4日，巨峰：7月12日，マスカットベ・−リ、−
A：8月17日）から過熱期まで行った

アクリル樹脂製
円筒

果実の生長については，着果後より処理終了時まで，経時的に果実の横径ならびに果実畳を測定した．．
アントシアニン含畳の測定は，一・定面積の果皮をコルクポーラ・−で打ち抜き1％塩酸メタノ・−ルで12時間抽出
後，上澄を走容し，530nmでの吸光度を測定しアントシアニン含量の相対値とした
ロイコアントシアニン含量は，仝フェノールの測定に用いた試料を希釈し，1mJを試験管にとり，5％塩酸
ブタノ1−ルを加え970cで40分間加熱した後，冷却し550nmでの吸光度を測定し，ロイコアントシアニン含量
の相対値とした。Bla血には，試料に5％塩酸ブタノールを加え加熱せずにおいたものを用いた．
仝糖含量は，果皮1g，果肉5gについて80％エタノ・−ル抽出後アルコ・−ルを除まし，除蛋白操作を行って得
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Homge血eplantmaterialin80％ethanoI
Extract under cooland dark condition（50mLx4ethanol）

l Filtrate and evaporate to aqueousphaseinvacuo
I AdjustpHto2 5with1N−H2SO4andpaItitionagainst4×10mlethylacetate
トー Discard aqueous phase
トー
Adjust pH to2．5and partitionagainst4×10mlethylacetate

Partitionagainst4×10m15％NaHCO3
Discard ethylacetate phase

l

Dry ethyl acetate
l

Paprchromatogaphy（iso￣prOpanOl：NH40H：H20＝10：1‥1・V／v／v）

Bioassay
第2図 巨峰果実のオ1−キシン様物質の抽出・分碓法

Homgemizeplantmaterialin80％methanoI
Extract under cooland dark condition for48hr

Fntrateand evaporate to aqueous phaseinvacuo
Centrifugation（RPM1200fbr12min）and a（1just pH to2．5withlN−H2SO4
1

Partition agalnSt4×10mlethylacetate

ト岬

Discard aqueous phase

Partition against3×10m15％NaHCO3and3×10mlH20，alternately

ト岬 Discard ethyi acetate phase
トー Discard petroleum phase
Adjust pH to25and partition against4×10mlethylacetate
トー Discard aqueous phase
Dry ethylacetate
Partition against3×10mlpetroleum ether

l

Paper chromatogr・aphy（iso−prOpanOl：NH40H：H20＝10：1：1，V／v／v）
l

Bioassay
第3図 巨峰果実のジベレリン様物質の抽出・分離法

Homogenize plant mateIialin70％ethanol
l

Extract at800c forlhr and50c fbr24hr

l Evapor・atetOaqueOuSphaseinvacuoandadjustpHto2l0with1N−HCl
l Dowex50（H＋）ion exchange column

l Washwith120mlH20
Elutewith

120m170％methanol
120ml HzO
5％NH40H andwashwith H20

Dry ammonium eluate
l

Papr■■a
icacid：H20＝4‥1：1，V／v／v）
Bioassay
第4図 巨峰果実のサイトカイニン梯物質の抽出・分離法
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た試料についてアンスロン硫酸法25）により定量した．
有機酸含量は，果皮1g，果肉5gについて，熱水抽出後ろ過して得た試料について，001N−NaOHで滴定し
酒石酸含量に換発した

オーキシン括性については，果皮2g，果肉10gを用いて，第2図に示す方法で分画後酢酸エチル可潜酸性分
画についてアベナ子葉鞘伸長テストにより検定した
ジベレ リン活性は，果皮2g，果肉10gについて，第3図に示す方法により分画後酢酸エチル可潜酸性分画に

ついて，イネ幼苗テスト（品種：短銀坊主）により測定した・
サイトカイニン消性については，果皮2g，果肉10gを用いて，第4図に示す方法により分画後，ダイズカル
Homogenize plantmaterialin80％methanol
］

Extr・aCt under cooland dark condition for24hr
l

Evaporate to aqueous phase
E

AdjustpH to3…O and add200mgnsoluble PVP

I

Filtrate andpartition against3×10mlCH2C12
Dicard aqueous phase

ト∬

Partitionagainst3×10mlCO3＝bufEer（pHlO）

LNDiscardCH2Cl2

AdjustpHto3．0andpartitionagainst3×10mlCH2C12
Discard aqueous phase
dissoIveinmethanol

二∴ニ．二∴‥

MethylatewithCH2N2under N2gaS
し ECD−GCL

第5図 巨峰果実のABAの抽出・分離法
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10％ SE−30（chromosorb W，AW，DMCS）3mmx2m glass
column，COlumn temp．：2200c，N2：60mhlin
第6図 メチル化ABAのガスクロマトグラムと分析条件
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ステストにより測定した
ABA含量は，果皮1g，果肉5gを用いて，第5図に示す方法により分画後，塩化メチレン可溶酸性分画につ
いてメチルエステル化後，ガスクロマトグラフ（ECD）により定量した．分析条件ならびにクロマトグラフは第
6図に示した
その結果，巨峰果実において果実の肥大は果実温300c区において200c区よりもすぐれた（第7図）・また，
1果実垂についても同様の傾向が認められた（第8図）
果皮中のアントシアニン含量は，200c区において処理開始後1週間後に増加し始めその後処理終了時まで急
激に増大した小 これに対し，300c区においては処理終了時までにわずかに増加がみられたのみであった（第9

図）
デラウェア果実においても果皮中のアントシアニン含量は，低温区でより大きく増加し高温区では低いレベル
にとどまった（第10図）
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第7図 巨峰果実の肥大（横径）に及ぼす果実温の
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一方，マスカット・ベ・−リ・−Aについても巨峰及びデ
ラウェアと同様の傾向が認められたが，高温区において
も他の品種と比べてアントシアニンの蓄積量は多く，外
6
4

おいて処理開始後3週間後に急激に増加し，その後しだ

00

巨峰果実の果皮中の全フェノ1−ル含量は，200c区に

0

図）．

︵．白． 〇 ︶ ︻ 召 已 U O 卓 G 亘

斬的には低温区とほぼ同程度の着色状態であった（第11

2

いに減少した．．これに対して，300c区においては，処
理期間中わずかに増加がみられたのみであった 一方，
果肉中の仝フェノ・一ルの含量は果皮中と比較して著しく

17 25 1

低く，また，処理区間での差異は認められなかった（第
12図）．

巨峰果実の果皮中のロイコアントシアニンの消長につ

August

8 15
September

第11図 マスカット・ベ−リ1−・A果実のアントシア
ニン生成に及ぼす果実温の影響

いては，温度処理閏で一足の傾向は認められなかった

また，果肉中のロイコアントシアニン含量は果皮中と比べて著しく低く，やはり処理区間で差異は認められな
かった（第13図）

巨峰果実中の仝糖含量は，果皮中で処理開始後しだいに増加したが，200c区では処理開始後4週間目まで増
加が続きその後やや減少した，30。c区では処理開始後3週間目まで増加が続いたが，その後やや減少した・・こ
れに対して，果肉中の仝糖含量は処理開始後しだいに増加したが，処理区間での差異は認められなかった（第14
図）
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第12図 巨峰果実の全フェノ・−ル含畳に及ぼす果実
温の影響
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第13図 巨峰果実のロイコアントシアニン含量に及

ぼす果実温の影響
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束皮及び果肉中の有機酸含量は，処理開始直後よりしだいに減少した．果皮，果肉共に，300c区では200c区
と比べ有機酸含量が低かったが，とくに果皮中での低下が著しかった（第15図）け
巨峰果実のオ・−キシン活性は，Ⅲ03〜04に認められたが，全体として酒性は低いものであった，果皮中の
オ−キシン晒性は処理期間中しだいに低下したが，処理間での差異は明らかではなかった（第16図）。果肉中の
フトーキシン活性は，果皮中と比べ低いものであったが，処理期間中しだいに低下した．また，処理区間の差異は
明らかではなかった（第17図）‖
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第14図 巨峰果実の仝糖含量に及ぼす果実温の影響
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第15図 巨峰果実の有機酸含量に及ぼす果実温の影
響
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第16図 巨峰果実の果皮中のフトーキシン活性に及ぼす果実温の影響
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第17図 巨峰果実の果肉中のオーキシン痛性に及ぼす果実温の影響
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第18図 巨峰果実の果皮中のジベレリン活性に及ぼす果実温の影響
果皮及び果肉中のジベレリン活性は，各処理区共，わずかに認められたのみで，処理区間あるいは処理期間中
に変化はなかった（第18，19図）。
果皮中のサイトカイニン病性は，200c区で処理開始後しだいに低下したのに対し，300c区では処理開始後5
週間後にも高い活性が認められた（第20図）．また，果肉中のサイトカイニン活性については，果皮中と比較し
て活性は低かったが，ほぼ同様の消長のパターンを示した（第21図）
果皮中の遊離型ABA含最は，200c区，300c区共に処理開始直後より急激に増加したがその後しだいに減少
した．200c区では，300c区と比較して増加の程度が著しくその後も高い値を示した一方，果肉中のABA含
鼠についても果皮中の遊離型ABA含最とほぼ同様の消長パターンを示したが，処理期間を通じて果皮中よりも
含量が低かった（第22囲）
果皮及び果肉中の結合型ABA含量は，遊離型ABA含量と比べて低い借を示したが，200c区，300c区共に遊
離型ABAと同様の消長パタ・−ンを示した（第23図）
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第19図 巨峰果実の果肉中のジベレリン活性に及ぼす果実温の影響
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第20図 巨峰果実の果皮中のサイトカイニン活性に及ぼす果実温の

影響

第2節 摘菓とABA処理が果実の着色と果実内成分に及ぼす影響
前節では，温度環境によりブドウ果実の着色が著しい影響を受け，その際，果実中とくに果皮中のABAレベ
ルに差異の生じることを明らかにした．．

ブドウ果実において，ABAは成熟開始期に急激に増加すること，果肉中よりも果皮中においてレベルが高い
ことなどからも果実の成熟現象のうち，とくに着色との関係が深いものと推察される．
D也血g14）は，ブドウ品種り・−スリングについて摘菓処理を行ったところ，乗数の減少にしたがって果実中の
ABAの増加が抑制され可溶性固形物含巌も低下することを報告している．リ・−スリングが着色系品種でないこ
とから果実の着色に対する影響については言及していないが，着色系品種においては，摘葉処理がアントシアニ
ン生成に対し何らかの影響を及ぼすものと考えられる．
ここでは，巨峰品種について摘菓とABA処理を組合わせて行い，果実の着色及び果実内成分の消長との関係
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第23図 巨峰果実の結合型ABA含畳に及ぼす果実
温の影響

を調査した．

5年生の巨峰鉢植え個体を1新梢1果房に揃え，1果房あたりの果粒数を20粒に制限したいABA処理及び仝
摘発処理は，ベレゾーン期あたるL7月19日に行った．なお，処理の組合わせは以下のとおりである．
1 対照区

2 無摘菓＋ARAlOOOppm
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3仝摘乗

4 仝摘菓＋ABAlOOOppm l回処理（7月19日）

7月26日）

ABA含量ついて前節と同様の方法により測定を行った．

4

処理後，果実を経時的に採取し，アントシアニン含量，
可溶性固形物含量，滴走酸含量，果皮中の全糖含量及び
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5 仝摘菓＋ABAlOOOppm 2回処理（7月19日，

その結果，果皮中のアントシアニン含量は，全摘菓処
理により完全に抑制されたこれに対して，全摘菓処理

19

を・行った場合にも果房にABA処理を行うことでアント

27
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第24図 巨峰果実のアントシアニン含量に及ぼす摘
葉とABA処理の影響

シアニン生成は回復し対照区と同程度（1回処理），あ
るいはそれ以上（2回処理）のレベルにまで達したい 無

摘菓でABA処理を行った場合，最も高いアントシアニン含量を示した（第24図）．
果汁中の可溶性固形物含量の増加は，ABA処理の看無に係わらず，摘菓処理により著しく抑制された（第25
図）．
−・方，滴走酸含量は処理後急速に減少したが，処理区間での差異は認められなかった（第25図）．
果皮中の全糖含量について■は，可i容性固形物含量の消長とほぼ同様の傾向が認められたが無摘菓区でABA処
理により処理直後全糖含量の増加がやや遅れる傾向にあった（第26図）．．
果皮及び果肉中の遊離型ABAは対照区において処理開始後急激に増加したが，仝摘葉区ではその増加は完全
に抑制された 対照区の結合型ARAは処理期間中ほぼ一定のレベルを維持したが，摘菓区ではしだいに減少す
る傾向にあったけ これに対して果肉中の結合型ABAは摘発によって影響を受けなかった（第27図）．
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第25図 巨峰果実の可溶性固形物含鼻（A）及び滴走酸含量（B）に及ぼす摘菓と
ABA処理の影響
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第26図 巨峰果実の果皮中の仝糖含遍に及ぼす摘菓
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第27図 巨峰果実のABA含量に及ぼす摘菓処理の影響
A：遊離型，B：結合型

第3節 考 察
ブドウ果実のアントシアニン生成の適温ついて小林ら46）は，デラウェアでは200c／200cあるいは250c／250c，
昼／夜温にあると報告している一方，苫名ら 7071）は果房周辺の温度を樹体周辺の温度と別に制御した実験か
ら，果実の着色は果実周辺の温度の影響をより強く受けていること，またその適温はデラウェアにおいても巨峰
においても15〜300cの範囲では150cにあることを報告している・
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本実験においても、果実温200c区において300c区と比べ高いアントシアニン含量が認められた
これに対して，マスカット・ベ・−リーA果実においては，デラウェアや巨峰と比べ，300c下でも相当量のア
ントシアニンの蓄積が認められたことから，品種間で温度に対する感受性が異なることが明らかになったこの
うち，巨峰は，アントシアニン含畳の比較的高い品種でありながら，高温下でのアントシアニン生成の抑制の程
度が大きく，温度に対する感受性の高い品種であると思われたこのことは，暖地での巨峰栽培上聞題となる着
色不良の一因となっているものと考えられる．
meweIら45）は，温度環境と果実の着色の関係について調査した結果，アントシアニン合意の多い品種（例，
カベルネ・ソウビニヨン，ピノ・ノア）は高温条件下でもある程度のアントシアニンを生成するが，アントシア
ニン含量の少ない品種（例，トーケイ）では，まったくアントシアニンを生成しないことを見出し，品種間のア
ントシアニン含量の差異が温度に対する感受性と関係すると考えている．
アントシアニンは，ベンゼン環にOH基を有するフェノ・−ル性物質の一つであり，その生合成経路には多く
のフェノ−ル性の前駆物質が介在することが知られているい

本実験においては200c区で全フェノ・−ル含量に著しい増加がみられたのに対し，300c区ではわずかに増加が
認められたのみであったことから，アントシアニンを含めでフェノ・−ル性の前駆物質及び類縁化合物の生合成は
比較的低温で促進されるものと思われた．
アントシアニンの生合成経路については，いまだに不明な点もあるが，一・般には糖を基質としてシキミ酸→ケ
イヒ酸→フラベノール→アントシアニジン→アントシアニンに至るものと考えられている78）．
この系の内でフラベノ−ルからフラバンー3，4ジオールを経て，さらにその重合によて生成されると考えられ
ているロイコアントシアニンは，古くからアントシアニンの前駆物質ではないかと考えられてきた．この説に対
しては肯定的な報告2〉や否定的な報告21）の両者がある一．本実験においては，果実のアントシアニン蓄積との間
に−・定の関係は認められなかった．

内藤55）は，しゃ光とブドウ果実のアントシアニン生成の関係を調査した結果，アントシアニン生成能の低い
品種では，前駆物質→アントシアニンの生合成経路が，しゃ光処理によって前駆物質→ロイコアントシアニンの
経路に変化している可儲性を推察しているが，本実験の結果からは高温条件下でそのような変化が起こっている
ことは考え難かった．
これまで，ブドウ果実の可溶性固形物含量とアントシアニン含畳との間に正の相関関係があることが知られて
いる55） これに対七てPkieとMul血s6162）は，アントシアニン合屋と関係しているのは果汁中の糖含屋ではな
く果皮中の糖含量であると述べている．また，CreasylO）は，T）ンゴ旭果実のアントシアニン生成に対する低温
の影響を調査した実験からアントシアニン生成と関係するのは，果皮のうちでもアントシアニン生成の行われる
表層中の糖含量であろうと推察している．
本実験においては，200c区ではアントシアニンの蓄積に平行して果汁中の可溶性固形物含量や果皮中の仝糖
含量が増加したことから自然状態では，アントシアニン生成に対し，糖の蓄積は前提条件となるかも知れないが，
果実温処理間にみられるように，200c区と300c区でアントシアニン含量の差異が著しいにも係らず，可溶性固
形物含量や着色期前半の果皮中の仝糖含量に差異が認められなかったことは，温度処理による果皮中のアントシ
アニン蓄積に対する影響について，果皮あるいは果肉中の糖含盈が必ずしもアントシアニン生成に対する制限要
因にはなっていないことを示唆している
このことについてWicksら83）は，Ribier・及びEmperor品種について果房のしゃ光及びエセフォンの菓面散布
を行ったところ，両品種共果実のアントシアニン及びフェノール含量に著しい影響を及ぼしたにも係らず，果汁
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中の可溶性固形物含量あるいは，果皮中の糖含量に差異はなく，糖のレベルが果皮中のフェノール蓄積の制御要

因とはなっていないと結論している。
ブドウ果実の成熟と内生生長調節物質との関係について，これまでの研究から，果実の成熟の開始は果実中の
オ−キシンとABAのレベルによって調節されているものと推察されている933）
ブドウ果実中のオ−キシンレベルは発育初期に高くその後しだいに低下し，ベレゾーン直前には極めて低いレ
ベルに達すると考えられている35）．
本実験においても，温度処理開始以後の果皮中及び果肉中のオ−キシン病性は共に低く処理区間にも差異は認
められなかった
また，ジベレリン活性についても処理開始以後の楕性は低く，アントシアニン蓄積との関連は明らかではな
かったい
一方，成熟期において，ブドウ果実中のサイトカイニン活性は発育初期に比べて低いことが報告されてい
る35）が，本実験では果皮中で高い活性が認められ，とくに高温区でより高かった．

サイトカイニンは一般に細胞の分裂活性を高めるばかりでなく組織の老化を抑制する働きをもつと考えられて
おり，アントシアニン生成と何らかの関連があることが推察された．．
果実中のABA含量は，成熟の開始に先立って急激に増加すること，また，ベレゾ1−ン直前のABAの果房浸

漬処理により，成熟の開始が早まることが報告されていが3）．本実験では，200c区と比較して300c区では

ABAの蓄積が抑制されることが明らかになったがベレゾ−ン期以後に処理を開始した結果であることを考える
と，このABAレベルの差異は成熟の開始に対してよりはむしろ，その後の成熟過程の進行に対して影響をもた
らすものと思われた．

温度環境と果実のABAの蓄積に関して，宇都宮ら74）は，ウンシュウミカン果実について，やはり果実周辺
部の温度を樹体から独立して制御した結果，150c，230c，300cの間では，果実温の低いほどABA含量の増加開
始が早まり，300cでは増加の程度は小さく，とくに遊離型ABAは，ほとんど増加しなかったことを見出してい
る。．

これらの事実は，低温がABAの生合成に対して促進的に作用し，高温は逆に抑制的に作用することを示唆し
ているい

一カ，ABA処理によるアントシアニン生成の促進について松井52）は，しゃ光下でアントシアニン生成が抑制
されているデラウェア果実について，ABA処理すると，糖含畳には変化がなかったにも係わらずアントシアニ
ンの発現が認められることから，ABAがとくにアントシアニン生成に対し直接的に作用している可能性を述べ
ている

これらの事実から，温度環境の変化に伴う内生のABAレベルの変動は，アントシアニン生成の制御因子とし
て作用をしているものと推察された．．
次に，摘発処理に伴うブドウ果実中のABA含量の変化については，これまでに相反する2つの報告がなされ
ている．．D血血gら14）は，ブドウ，リ・−スリングについて摘菓処理を行ったところ，乗数の減少に従って果実中
のABA含畳の増加がより大きく遅延され，その際可溶性固形物含量の増加も抑制されたとしている．さらに，
果房上部の節間や果軸に注入された14c−ABAが果実に移動することや連続的なABAの注入が果実の成熟を促
進することなどから，成熟開始期に果実に蓄積するABAの多くは菜より転流してくるものであろうと考察して
いる

これに対して，傍島ら64）は無核化したデラウェア果実について，ベレゾ1−ン直後に新梢を仝摘棄したところ，
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果実の成熟の指標として用いたフラクトース含患は増加が抑制されたにも係わらず，果実中のABAは摘菓の南

無に係わらず増加したと述べている
本実験では，ベレゾ−ン期の摘菓処理により果皮及び果肉中の遊離型ABA含義の増大は抑制され，また結合
型ABA含意も果皮中では減少する傾向にあり，D血血gらの結果と−・致していた．
しかしながら，果実に蓄積するABAが菓で合成され転流してくるという可儲性の他に，果実内で合成される
ABAの基質あるいは前駆物質の果実への移動が摘葉により妨げられることも考えられる．また，傍島らの結果
との不一致については，品種による反応性の相違あるいは有櫻果と無核果の相違なども関係しているかもしれな
い
仝摘実によってABAや糖のレベルが低下した果実においては，アントシアニンの蓄積は全く認められなかっ
たが，ABA処理することにより，かなりの長のアントシアニンの蓄積が認められた．しかし，その場合，果皮
あるいは果汁中に糖の蓄積の促進を伴ってはいなかった．また，無摘菓の場合にもABA処理によりアントシア
ニン含量は増大したが，糖含義の増加が促されることはなかった．
このことは，与えられたA￡Aは，組織中の糖含量の増加に影響することなくアントシアニン生成を促進する
ことを示唆している．

第4節 摘 要
異なる温度条件下におけるブドウ果実の着色と果実内成分の消長との関係について調査を行った結果以下の事
実が明らかとなった．

1．．果実温300c区では，200c区と比較してアントシアニンの蓄積は著しく抑制された
2．果皮中の仝フェノ−ル含量は，200c区で処理開始後3週間目まで急速に増加し，その後は次第に減少し
たが，300c区では急激な増加は認められなかった．果皮中及び果肉中のロイコアントシアニン合最については，
処理間に差異は認められなかった．
3果皮中の仝糖含量は処理開始後しだいに増加したが，200c区では処理開始後4週間目まで増加が続きそ

の後やや減少した．果肉中の仝糖含畳もまた処理瀾始後しだいに増加したが処理間での差異はなかった
4．果皮中および果肉中の有機酸含量は，300c区で200c区よりも大きく減少し，また果皮中での酸含量の低

下は果肉中に比べて大きかったハ
5．果皮及び果肉中のオーキシン及びジベレリン活性は処理期間を通じて共に低いレベルであった．
6．果皮中のサイトカイニン括性は，200c区では次第に低下したが，300c区では増加する傾向が認められた．
果肉中のサイトカイニン活性についても同様の傾向が認められた．
7．果皮及び果肉中のABA含鼠は処理開始後増加し，とくに果皮中での増加が著しかった．一・方，果実温処
理間では，200c区において，300c区と比較して増加の程度が大きくその後も高い借を示した
次に，ブドウ果実の着色に対する摘菜処理とABA処理の影響を調査した結果，以下の知見が得られた．．
1．．ベレゾーン期の全摘兼により果実のアントシアニン生成は著しく抑制された．
2‖ 果皮中の糖含巌及び果汁中の可溶性固形物含畳の増加は摘発処理により抑制された
3 果汁中の滴走酸含盈は，処理後減少したが，処理間で差異は認められなかった．
4．果皮中の遊離型ABAは，ベレゾーン期以後増加したが，摘乗処割こより増加が抑制された‖ 果肉中の遊
離型ABAについても同様の傾向が認められた．
5h 果皮中の結合型ABAは，摘菓処理により減少したが，果肉中のABAは，摘乗処理によって影響を受け

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
−17 −

なかった

6小 ABA処理により，摘菓した個体の果実においてもアントシアニンの蓄積が認められたが，果皮中の糖や
果汁中の可溶性固形物含量に大きな影響はなかった

第2章 L−フユニルアラニンアンモニアリアーゼ活性と果実の着色との関係
着色品種の主要な色素であるアントシアニンは，シキミ酸経路に由来するフラボノイド化合物である
この経路において，L−フェニルアラニンアンモニアリア1−ゼ（PAL）（E‖C‖4．3．1．5，．）は，L−フユニルアラニ
ンからトランス桂皮酸への転換を触媒し，フユノl−）t／物質の重合成に係わるKeyenzymeとして重要な役割を果
たしているものと考えられている7・12・13・15−16325169・78）
本章では，まず，着色程度の異なるブドウ3品種についてPAL活性及びアントシアニン生成の経時的変化を
調査した
次いで，温度，しゃ光及び数種の生長調節物質が果実のPAL活性及びアントシアニン生成に及ぼす影響につ
いて検討を行った

第1節 3品種のブドウ果実におけるPAL活性及びアントシアニン生成の経時的変化
マスカット・オブ・アレキサンドリア，巨峰及びス・−パ1−・ハンブルグの成木を用いた．

6月11日から8月24日まで1週間毎に各々の品種につき50果粒を採取し，10果粒をただちにPAL括性及びア
ントシアニン含量の測定に用い残りは凍結保存し他の分析に用いた．

PAL活性の測定は，FaragherとChamers20）の方法に基づいて行った‖すなわち，果実試料2gを2−メルカ
プトユタノ1−ル（20mM）を含む10mlの01MboratebuBr（pH8．8）中で，ポリタラ−AT（025g／g。f。W）を
加えて磨砕した‖ これに20mLのboratebu鮎Ⅰを加えてホモジナイズした後15000gで30分間遠心分離した小 そ
の上澄20mJに対tて硫酸アンモニウムを70％飽和まで加えタンパクを沈澱させた後15000gで15分間遠心分離
した 沈澱は5mlのboratebu鮎r・に再溶解し，これを租酵素液とした．これらの操作はすべて40c下で行ったぃ

PAL活性は，KoukolとConn48）の方法に従ってトランス桂皮酸の生成速度を268nmの吸光度で測定する方
法で行った‖ すなわち，1mlの25iLML−フユニ）t／アラニンに2mlの租酵素液を加えた反応液を370cで3時間
インキエペ1−

トした．その際，対照としてL−フユニルアラニンのかわりに蒸留水を加えたものを用いた．．0．1

mJの6N−HClを加えて反応を停止した後，5mJのエ
チルエ・−テルで抽出を行った．これを乾固し，4mJ

の005N−NaOHに溶解し，268nmでの吸光度を測定
した。活性は試料1g新鮮重1時間あたりのトランス
桂皮酸生成盈（〟モル）で示した．．

反応生成物の吸収スペクトラムは標品のトランス桂

q可

皮酸のそれと−・致した（第28図）。また，反応生成物
と標品のTLCによるco−Chr・OmatOgraphyの結果は，
2つの溶媒系についてほぼ−・改していた（第1表）．
アントシアニン，全フェノ・−ル，可溶性固形物，滴

走酸及びABA合意の測定は，前章と同様の方法で

むじ一詔q】○∽ ＿＿

＿＿

Authentici−Cirmamcacid Reactionpr・Oduct
第28図 t一桂皮酸及び反応生成物の吸収スペクト
ラム
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第l表 t一桂皮酸及び反応生成物のTLC上のRf値
Rf value
Solvent system
Toluene Methyl formatete
5

Reaction
product

Formicacid
4

Benzene
45

Authentict−Cinnamic
acid

l

Methano1

Aceticacid
4

8

＊Plate：Snicage160F254
行った．なお，ABAの同定は，ガスクロマトグラフ上の保持時間ならびにcis，tranS−ABAのtrans，tranS−ABA
への異性化割合によって行った50）

その結果，巨峰及びスーパ・−・ハンブルグ果実では，ベレゾ1−ン1〜2週間彼の7月23日より急激なアントシ
アニンの蓄積がみとめられ，その後も収穫時まで増加が続いたが，収穫時のアントシアニン含量は，ス1一パ−・
ハンブルグで巨峰果実の約3倍に達したこれに対↓てマスカブト・オブ・アレキサンドリア果実ではアントシ
アニンは全く発現しなかった（第29図）

巨峰及びス・−パ・一・ハンブルグ果実では，果実の生長初期に高いフェノ一ル含量が認められたが，その後ベレ
ゾ−ン1〜2週間後までしだいに低下した．しかし，その後再び増加し収穫期まで増加が続いた‖ 収穫時のフェ
ノ・−ル含量は，巨峰よりもス・−パ−・ハンブルグ果実でより高かった．これに対tてマスカット・オブ・アレキ
サンドリアでは，果実生長の初期には比較的高いフェノ・−ル含意が認められたが，その後しだいに減少し，成熟
期に至っても再び増加することはなかった．仝生長期間を通じて，マスカット・オブ・アレキサンドリア果実で
は，巨峰及びス−パ・−・ハンブルグと比較して，フェノ−ル含量は低い借を示した（第30図）い
巨峰果実について，果実の各部位のPAL括性を比較したところ，果皮中では果実生長の初期に高い病性を示
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第29図 3品種のブドウ果実のアントシアニン含量
の経時的変化
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第30図 3品種のブドウ果実の果皮中の仝フェノ・−
ル含墓の経時的変化
★：果実全体，1：ベレゾh−−−ン
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し，その後しだいに低下して，ベレゾー・ン期には極めて低いレベルに達したが，成熟期に入って再び増大した．
種子中では6月25日から7月2日頃に高いPAL活性が認められたが，その後急速に低下し成熟期以降も低い

レベルに留まった
これに対↓て，果皮組織では全期間を通じてPAL活性は極めて低いレベルのままであった（第31図），
3品種間でPAL病性の消長を比較した結果，果実発育初期においては，3品種共同様に高い活性を示したが，
成熟期直前まで急激に低下した，成熟期においてPAL活性は巨峰及びス・−パ1−・ハンブルグで再び上昇した．．
その程度は，ス−パ−・ハンブルグで，より大きかった… これに対しでマスカット・オブ・アレキサンドリアで
は成熟期においても病性の再上昇は認められなかった（第32図）．
果汁中の可溶性固形物含量は，各々の品種の成熟期においてしだいに増加した．．一方，滴走酸含量は生長初期
から各々の品種のベレゾ−ン期までしだいに増加したが，その後急激に減少した（第33図）
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第31図 巨峰果実の各部位におけるPAL病性の経
時的変化
l：ベレゾ1−ン
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第33図 3品種のブドウ果実の果汁中の可溶性固形
物含量：A及び滴走酸含畳：Bの経時的
変化
August

第32図 3品種のブドウ果実の果皮中のPAL活性
の経時的変化
★：果実全体，l：ベレゾ・一ン
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果皮中の全糖含量は，各々の品種について，成熟期に急速に増加した（第34図）・
巨峰及びスーパ1−・ハンブルグ果実の果皮中の遊離型ABA含量は，ベレゾ・−ン期以後，急激に増大した・一
方，マスカットオブ・アレキサンドリアではベレゾ一ン前にすでにABAの増加が始っていたが・ベレゾ・−ン
以後の増加が著しかった．．

成熟期におけるABAの最大蓄積量には，品種間での差異は認められなかった（第35図）・
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第36図 巨峰果実の果皮中のアントシアニン含盈に
及ぼす温度とABA処理の影響
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第2節 PAL活性及びアントシアニン含量の消長に及ぼす温度，しゃ光及び生長調節物質の影響、
第1項 PAL活性及びアントシアニン含量の消長に及ぼす温度とABA処理の影響

温度処理は，室温を300c±30c昼／250c±30c夜（高温区）及び200c±30c昼／150c±30c夜（低温区）に設
定した制御室内で行った‖ ベレゾーン直前の7月13日に，5年生の鉢植え巨峰樹を制御室に搬入した．各々の個
体は1新梢1果房とし，1果房あたり20粒に揃えたい

各区の半数の個体には，1000ppmABA（005％Tween20加用70％ユタノ・−ル溶液）を温度処理開始時に果房
に噴霧処理した．
その結果，低温区においては果実のアントシアニンの含量は，処理開始後増加を開始したが，高温区では実験
期間を通じてわずかの畳のアントシアニンが蓄積したのみであった．ABA処理は低温区で著しくアントシアニ
ンの蓄積を促した．さらに高温区においてもABA処理により低温区のABA無処理区とほぼ同程度のアントシ
アニンの蓄積が認められた（第36図）．
PAL摘性は，アントシアニンの消長パターンとほぼ同様に変化した… ABA処理は，低温区においてPAL括
性を著しく増大したが，高温区での促進効果はやや小さかった（第37図）．．
果汁中の可溶性固形物含量には処理区間で明らかな差異は認められなかった．また，果汁中の滴定酸含量は高
温区で低温区よりも少ない傾向にあったが，ABA処理による影響は認められなかった．

第2項 PAL活性及びアントシアニン含量の消長に及ぼすしゃ光とABA処理の影響
巨峰及びス−パ・−・ハンブルグの成木を用いた．．1新梢1果房とし，1果房あたり20粒に揃えた 各々の品種
のベレゾ−ン期（巨峰：7月22日，ス1−パ1−・ハンブルグ：7月16日）に，20果房をアルミニウムホイルで完全
しゃ光した．そのうち半数の個体については，しゃ光直前に前項と同様の方法で調製した1000ppmABAを噴霧
処理した．．対照区の兼房には通常のハトロン紙袋をかけた小
その結果，果房のしゃ光処理により巨峰果実のアントシアニンの蓄積は，著しく妨げられた… しかし，しゃ光
下においても，ABA処理を行うことによりアントシアニン生成は大きく促進された（第38図）。．
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第38囲 巨峰果実の果皮中のアントシアニン含量に
及ぼすしゃ光とABA処理の影響
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一溝，PAL活性は，アントシアニンの蓄積とほぼ同様のパタ・−ンを示したが，処理後ピ1−クに達した後，し
だいに低下した。また，ABA処理によりPAL活性の増大が著しく促進された（第39図），
巨峰果実の場合とは異なって，ス・−・パ−・ハンブルグ果実ではしゃ光下においても対照区の約半分程度のアン
トシアニンを蓄積したい
しゃ光下ではPAL滴性の上昇開始が対照区と比較して1週間程度遅れたが，10日後にはほぼ同じレベルにま
で達した（第40，41図）
収穫時に，可溶性固形物含量は対照区と比較して，しゃ光区では，巨峰で2％，ス・−パ・−・ハンブルグで3％
低下したが，ABA処理により影響は受けなかった．
滴走酸含羞に対しては，すべての処理間に差異は認められなかった・

第3項 PAL滴性及びアントシアニン含量の消長に及ぼす生長調節物質の影響

巨峰成木を用い，処理前に前項と同様に果房の状態を整えたベレゾ・一ン期にあたる7月16日に1区20果房に
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第43図 巨峰果実の果皮中のPAL活性に及ぼす生
長調節物質の影響

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
ー23 −

ついてNAA200ppm，Ethrel，（2−Chlor・Oethyl）phosphordc
10 O

acid500ppm水溶液及びABAlOOOppm70％エタノ1−ル

●Contr・01
0Eth・el
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溶液を噴霧処理した
その結果，圃場条件下においても，ABAは巨峰果実
のPAL滴性及びアントシアニンの蓄積を著しく促進し
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ABA処理した果実の果皮中のABA含量は対照区のそれ
の約10倍にまで増加したが，NAA処理は果皮中のABA
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第44図 巨峰果実の果皮中の遊離型ABA含量に及
ぼす生長調節物質の影響

の蓄積に対して効果を示さなかったが，ABAの蓄積に
対してやや促進捌こ作用した（第44図）

果汁中の可溶性固形物含量は，ABA処理により15％，NAA処理により21％，Ethrel処理により2％低下し
たが，滴走酸含量については，いずれの処理による影響もなかった

第3節 考 察
本章において供試した巨峰，ス−パー・ハンブルグ及びマスカット・オブ・アレキサンドリアのいずれの品種
においても，果粒発育の初期段階に高いPAL活性が認められた．
このような幼果中での高いPAL活性は，その組織中の高いフェノ／−ル含量と関係していると考えられる314り
巨峰及びス−パ・−・ハンブルグでは，着色の開始と平行して，再びPAL活性が増大した．この場合，ス・−
パー・ハンブルグ果実では巨峰と比較してより高いPAL痛性を示し，また，より多壷のアントシアニンを蓄積
した．銅⊥活性の強さとアントシアニン生成との相関についてはこれまで，イチゴ30），モモ4），リン
ゴ319′20・68）の果実について報告されている．
巨峰の種子中では，6月25日から7月2日にかけて極めて高いPAL活性が見出されたがこれは，この時期に
進行する種皮のリグニン化と関係しているように思われたい この点についてAokiら4）は，モモの内果皮組織中
で，リグニン化の開始直前からPAL活性が増大することを認めている．
シラズ及びカベルネソウビニョン品種についての調査から，PirieとMuLlins6162）は，果皮中において，ベレ
ゾーン以後5週間には，糖とアントシアニン及び糖とフェノ・−ル含量との間に密接な相関関係のあること，また
これに対し仝成熟期間中，果汁中の可溶性固形物とフェノ・−ル含鼻との間の相関は低いものであることを認めて
いる，さらに彼らは，果実への糖の流人とくに果皮組織への流入がフェノ・−ル蓄楷の速度を決定する主要な要因
の一つであろうと仮定している．
事実，培番条件下ではイチゴの菓ディスクやブドウの果皮ディスクにおいて，培地への糖の添加がPAL活性
あるいはアントシアニンの蓄積の増大を引き起こすことが見出されている1112・60）

本実験においても，果皮中の糖含量の増加は果汁中の可溶性固形物含意の増大とともにPAL活性やアントシ
アニン含量の増加開始に先立って起こっていた．しかしながら，3品種共に果実生長初期には糖や可溶性固形物
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のレベルは低いにも係わらず，果皮中に高いPAL活性が認められることからみると，少なくとも，幼来期にお
いては，PAL活性の誘導に対し糖レベルの増大が前提条件とはなっていないであろう．．
次に，前章の実験結果より，成熟期において，ブドウ果実ではABA含量が増加し，温度や摘菓処理により，
そのレベルに影響を受けることが明らかとなり，果実のアントシアニン生成と平行的な関係のあることが示され
た．本実験においては，3品種の果実において，ベレゾーン期に果皮中のABAは急速に増加したが，その最大
蓄積量には品種間で差異は認められず，品種間のアントシアニン生成能の強弱をそのABAレベルによって説明
することはできなかった．．
−・方，前章の実験結果と同様，低温区と比較して高温区ではアントシアニン生成が著しく抑制された。これと
平行して果皮中のPAL活性も強く抑制された．このことは，温度環境によるアントシアニン生成に対する影響
はPALのようなアントシアニン合成系に介在する酵素の活性を制御することにより，もたらされていることを
示唆している．．
この点について，Fa工・agheI19）は，リンゴ紅玉果実について，収穫果のアントシアニン生成が低温下で促進さ
れ，その際，果皮中のPAL活性の増大を伴うことを明らかにしている．

温度環境によるPAL満性の制御にって，Engelsma17）は，高温条件下では，タンパク質と結合する阻害物質
が，PAL活性と結合し，不活性な酵素一阻害物質結合体を形成するためであり，低温条件下ではこの不活性化
が抑制されるためにPAL活性の増大が起るものと推察している．
−・方，高温条件下でも，ABA処理によりPAL括性が増大し，アントシアニン生成が促進されること，また，

高温条件下では内生ABAの蓄積が抑制されることから，温度によるPAL滴性の制御に内生のABAのレベルが
関与していることが示唆された．
内藤54）は，ブドウ7品種について果実の着色に及ぼすしゃ光の影響を調査したところ，キャンベルア・−リ−
やス・−パ−‥ハンブルグなどのような黒色系ブドウについては，光度の低下の影響は小さかったが，甲州やレッ
ド・ミルレンニウムのような赤色系ブドウの着色は著しく抑制されたと報告しているい この点について，本実験
の結果からみると，巨峰は，温度に対する反応と同様，光条件に対しても比較的感受性の高い品種であるといえ
よう．
果実の着色という点で，巨峰とス1−パ・−・ハンブルグの間に認められた，しゃ光に対する反応性の相違は，品
種間の低光度に対する感受性の差異が，それらのPAL活性の強さに依っていることを示唆している．事実，
ス・−パ−・ハンブルグの果皮は，巨峰やマスカット・オブ・アレキサンドリアと比較して成熟期間中常により高
いPAL楕性を示していたけ

FaragherとChalmers20）は，採取したリンゴ果実（紅玉）について，光照射を受けない場合，アントシアニン
生成がまったく起こらないこと，また，その際PAL活性の増大も伴わないことを報告しているい しかし，暗黒
下に置かれた果皮ディスクの場合，PAL活性は光照射下と同程度に上昇したが，アントシアニンは発現しな
かった‖
このことから，彼らは，アントシアニン生成はPAL活性に依存しているかもしれないがPALは，リンゴの
果皮においてはアントシアニン生成における光要求の原因となるものではなく，光の要求が満たされた段階でア

ントシアニン生成の制御に係わってくるのではないかと推察している
本実験においては，暗黒下でもス・−パ・一・ハンブルグ果実では，かなりの程度の着色が認められたこと，また，
巨峰については，暗黒下においても，ABA処理により多量のアントシアニンが蓄積したことなどから，ブドウ
果実のアントシアニン生成に対する光要求の程度は，リンゴ果実の場合よりも小さいこと，また，光要求そのも
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のがABA処理によって代替されることが示された．

稲葉らは，GA処理により無核化したデラウェア果実について種々の生長調節物質の効果を調査してい
る33・34・35）

．それによると，IAA，NAA，2，4−Dあるいは2，4，5−Tなどのオーキシンは，ベレゾーン直前に処理

した場合，著しく成熟を抑制し，逆にABAは，ベレゾーン前2週間以内に限って処理により成熟の開始を早め
ることから，ブドウ果実の成熟がオ1−キシンとABAにより調節されていることが推察されている．．
果実の着色という観点からみると，ABAのベレゾーン期の処理が，糖の蓄積に影響することなく果実のアン
トシアニン生成を促進すること，また，高い果実温や摘乗処理などによって果皮中のABAレベルの増加が抑制
されることは，ベレゾ−ン直前には既にフトーキシンレベルが極めて低い備にまで低下していることを考慮すれば，
やはり，内生のABAレベルの変動がベレゾーン以降PAL活性を介して，アントシアニン蓄積の開始及び進行

に係わっていることを示している
これまでのところ，ABAによるPAL活性の誘導についての報告は，インゲンマメ胚軸についてのもののみで
あが0）．．その作用機作については，ABAが少なくとも山部には，PALに対する阻害タンパクの作用力を低下さ
せるためであり，その阻害物質の合成あるいは作用を阻害すること，また阻害物質によって影響されることなく
PALの生合成を促進することによるものとみられている＝
クライマクテリアク型の果実に対して，ブドウ果実は，成熟期に達しても多くのエチレンを生産しないことが
明らかにされていb9・33）が，エチレン発生剤（例，Ethephon）によって，果実の着色が改善されたとの報告があ
る6381，82）

Steenkampら65）は，Barlinka品種において，ベレゾーン期にEthephonlOOppmを散布処理した結果，アント
シアニンの蓄積が促進され，同時にPAL活性の増大が認められたことを報告している．．
しかしながら本実験では，果房に対するエスレ）L／処理は，果皮中のABAレベルを上昇させたが，PAL活性ヤ
アントシアニン含畳の増大には影響しなかったぃ この場合，処理した呆房では果軸はやや費色味を帯び小果梗は
やや褐色がかっていた．．これは明らかに，果房の老化が促進されたものと思われた．．エスレル処理による内生
ABAの増大は，老化による維管束の急激な機能低下によって起る乾燥によるところが大きいと考えられ，正常
なPALやアントシアニン生成の活性化が乱されたためではないかと推察される，．

第4節 摘 要
3品種のブドウ果実，マスカット・オブ・アレキサンドリア，巨峰及びス−パ・一・ハンブルグについて成熟に
伴う，L−フユニルアラニンアンモニアリアーゼ（PAL）活性の消長とアントシアニン生成の関係を調査した結果，

以下の知見が得られた‖
1．全品種において果実の発育初期に高いPAL活性が認められたが，その後ベレゾーン期まで急激に低下し
た．．
2．巨峰及びス・−パ・−・ハンブルグでは，果実の着色開始とともに再び果皮中のPAL活性が増大したい
3‖ ス・−パ1−・ハンブルグでは，巨峰果実と比較してアントシアニン蓄積患が多くPAL活性も高かった．．こ
れに対して，マスカット・オブ・アレキサンドリアでは，成熟期においても果皮中にPAL活性の増大は認めら
れなかった．．
4．．全品種において果皮中の糖含量及び果汁中の可溶性固形物含量は成熟期に急激に増加したい また，巨峰及
びスーーパ1−・ハンブルグでは，これらの増加開始は，アントシアニン含盈やPAL活性の上昇開始に先立って起
こった‖
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5．果皮中の遊離型アブシジン酸（ABA）は各々の品種の成熟期に急激に増加したが，最大蓄積量には品種間

での差異は認められなかった‖
次いで，ブドウ果実のPAL活性とアントシアニン生成に対する温度，しゃ光及び数種の生長調節物質の影響

を調査した結果以下の事実が明らかになったい
1．．巨峰果実において，アントシアニン含量とPAL活性は，低温区（200c昼／150c夜）において高温区
（300c昼／250c夜）と比較してより高かった．
2．果房のしゃ光処理により，巨峰果実のアントシアニン生成は完全に抑制され，PAL活性も大きく低下し
たが，ス−パ1一・ハンブルグ果実では，かなりの量のアントシアニンが蓄積し，PAL活性もほぼ対照区と同程

度の値を示した‖
3‖ ベレゾーン期におけるABA処理は，高温やしゃ光下において果実のアントシアニン蓄積及びPAL活性
を増大した．

4．．M処理は，アントシアニン生成ならびに，PAL活性を著しく抑制した‖ 同時に内生ABAの増加も強
く抑制した
5‖ エスレル処理は，果実の内生ABAを増加したが，アントシアニン生成及びPAL病性に対しては影響し
なかった，
以上の結果から，ブドウ果実の着色とPAL活性の間には，深い関連があり，環境や生長調節物質は，PAL病

性の消長を介してアントシアニン生成に影響を与えるもぁと推察された．生長調節物質のうちABAは，PAL活
性の増大に対して著しい効果のあることが明らかになった−

第3章 ABA処理による巨峰果実の着色の制御に係わる要因
前章までの実験結果より，ブドウ果実の着色に著しい影響を与える温度や光，摘菓などの処理は，果皮中の生
長調節物質のうち，とくにABAのレベルに変化をもたらし，そのことによりアントシアニン生成に関係する酵

素系を制御しているものと推察された
このことはさらに，外部から与えたABAが果皮中のPAL活性を著しく高め，同時にアントシアニンの蓄
を強く促進することからも確められた．．
本章では，これらの知見をもとに，巨峰品種を用いて，ABA処理による果実の着色の制御を試み，その際に
関与する要因について検討を行った．

第1節 Af‡A処理の時期及び濃度の影響
京都大学付属高槻農場栽植の巨峰成木を用いた．原則として1新梢1果房とし，1果房あたり約35粒に調整し
た，

処理時期についての実験では，1000ppmABA（01％AtloxBI加用L70％エタノ1−ル溶液）をベレゾーンにあた
る7月17日を中心として前後4週間にわたって，1週間毎に果房に噴霧処理した
処理濃度についての実験では，ベレゾーン期に，0，50，100，250，500，1000ppmの濃度について同様の方法
により処理を行った．
その結果，ABA処理はいずれの時期においてもアントシアニンの蓄積を促進したが，ベレゾーン以前におい
ては，処理時期が早くなるほど収穫時の着色程度は劣っていた（第45図）．
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果汁中の可溶性固形物含量は，ベレゾ−ン以前の亜A処理によりやや低下する傾向が認められた（第46図）

滴定酸含量は，早期の逓A処理直後にやや減少する傾向があったが収穫時には処理間の差異は認められなかっ
た（第47図）
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ベレゾーン期におけるABA処理の効果は0〜1000ppmの範囲内では，濃度の上昇にしたがって増大した（第
48図）．外観上の着色は，250ppm以上の処理で明確に促進された
果汁中の可魔性固形物含畳及び滴定酸含量に対七ては，ベレゾ・−ン期におけるABA処理濃度の影響は小さ
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かった（第49，50図）．
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第2節 S」1BA及びその異性体混合物間の処理効果の差異
ABAには，天然に主に存在するS−ABAの他に光学・立体異性体が存在し，それらの生理痛性にも差異のあ

ることが報告されている153）．．前章までの実験では，すべて，RS−ABA，RS−tranSABA（Sigma純度90％）を処
理に用いてきた．ここでは，S−ABAとその異性体混合物間のアントシアニン生成に対する効果の差異について

検討した
巨峰成木を用いて，以下の処理をベレゾーン期の果房に対して行った
RSTABA・RS−tranSABA（Sigma純度90％）
62−5，125，250，500，1000ppm
RS−ABA（Sigma純度95％）

62．5，125，250，500ppm
S」はA（協和酸酵 純度99％）

625，125，250，500ppm
その結果，収穫期において，いずれのÅBA処理区においても，対照区と比較しでアントシアニン含量が増加した

S一過BAは，他の処理区と比べてアントシアニン蓄積に対する促進効果がより大きい傾向があった（第51図）
果汁中の可溶性固形物含題は，RSTABA・RSptransABAの1000ppm処理区でやや低下する傾向にあったが，
その他の処理区での差異は小さかった
また，滴定酸含量に対しても，処理間に差異は認められなかった
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第51図 巨峰果実のアントシアニン含量に及ぼすS−A8A及び

その異性体混合物の影響
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第3節 ABA処理の効果に及ぼす展着剤及び溶媒の影響
これまで，ABA処理の際の溶媒として70％エタノ・−ルを用いてきたが，生長調節物質の処理の際，処理効果
に溶媒や展着剤の影響があることが知られている．
ここでは，溶媒及び水溶液に加用する展着剤によるABA処理の効果の差異について検討したり
巨峰成木を用い，ベレゾーン期にSrABA（協和醸酵）を第52図に示す展着剤加用水溶液または，エタノ・−ル

溶液として果房に噴霧処理した
その結果，ABAを処理したすべての処理区で対照区と比較してアントシアニンの蓄積が促進された．収穫時

における果実のアントシアニン含量は，ABA125ppmの処隠では，AtloxBIlOOOppm区で最も高く，以下，
EPAlOOppm，70％エタノ−ル，X−771000ppm，EPAlOOOppmの順であった。ABA250ppmでは，70％ユタ
ノl−ル区が最も高く，以下，AtloxBIlOOOppm，EPAlOOppm，EPAlOOOppm，XT771000ppm20％エタノ−ル
区の順であった（第52図）．
果汁中の可溶性固形物含屋及び滴走酸含量には，処理区間で差異は認められなかった．
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第52図 ABA処理によるアントシアニン生成の促進効果

に及ぼす展着剤と溶媒の影響

第4節 ABA処理の効果に及ぼす着果負担及び窒素施用量の影響
温度や光などの環境要因以外に，着果負担の程度や肥培管理などの栽培的要因によっても，ブドウ果実の着色

は著しく影響を受ける
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ここでは，着果負担と窒素追肥量を変えた条件下でのABAの処理効果について調査した

鉢植えの巨峰樹を用い，1個体につき1−2新梢を残し，以下の処理区を設けて膿Aの処理効果を比較した
1果房20果粒／1個体＋ABAlOOOppm
l果房20果粒／1個体
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第54図 巨峰果実のアントシアニン含量に及ぼす
窒素追肥とABA処理の影響

第53図 巨峰果実のアントシアニン含患に及ぼす着
果負担とABA処理の影響
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第55図 巨峰果実の可潜性固形物含盈に及ぼす着果
負担と窒素追肥及びABA処理の影響
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第56図 巨峰果実の滴定酸含量に及ぼす着果負担と
窒素追肥及びABA処理の影響
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1果房30果粒／1個体＋ABAlOOOppm
l果房30果粒／1個体

2果房40果粒／1個体＋ABAlOOOppm
2果房40果粒／1個体

1果房20果粒／1個体＋窒素追肥＋ABAlOOOppm
l果房20果粒／1個体＋窒素追肥
窒素追肥は，他区と同様の施肥の他に，1鉢あたり5gの硫酸アンモニウムを6月24日，7月7日，7月14日，
7月21日，7月28日の計5回追肥した。
その結果，着果負担の程度が大きいほど果実のアントシアニン含量は少なくなった．ABA処理は，すべての
処理区でアントシアニン含量を増大した．．1果房20果粒／1個体以上の着果負担をかけた区においても，ABA
処理により1果房20果粒／1個体のアントシアニン含量を上回る借を示した。しかし，ABAの効果は着果負担
の小さい区ほど大きかった（第53図）
窒素追肥区では，果実のアントシアニン含量が無追肥区と比べて低下した．また，ABA処理によりアントシ
アニン含量は増加したが，その程度は，窒素追肥区では無追肥区と比較して小さかった（第54図）
果汁中の可溶性固形物含量は，着果負担の増大に従って低下した。また，窒素追肥によっても低下が認められ
た（第55図）い滴定酸含盈については処理区間で明らかな差異は認められなかった（第56図）

第5節 考 察
ブドウ果実において，成熟期の制御という観点から，稲葉ら34）は，デラウェア果実についてABA処理を

行っている．それによるとABAlOOOppm5日間連続処掛こよりベレゾーン前2週間以内の期間に限り，GA処
理により誘起した無核果の成熟開始を早めることができたと述べている‖ しかし，有核果ではAおA処理の効果
はまったく認められなかったとしている，．

また，HaleとCoombeら26）の報告によれば，Doradiuo品種に対して，ABAlmM（≒264ppm）を5日連続で
果房に噴霧したところ，ベレゾ・−ン11日前の処理により成熟の開始を早める効果が認められたが，それより以前
や以後の処理では効果がなかったとしている．
このように，ABA処理による成熟開始に対する促進効果は，ベレゾーン前の短期間のみに認められるようで
あるが，これに対して巨峰果実に対するABA処理による着色の促進効果は，ベレゾ・−ン期を中心として比較的
長期間にわたって存在するものと思われ，アントシアニンの生成過程の開始及び進行の両者に作用しているもの
と考えられる一．
一L方，このAおA処理による果実の着色に対する促進効果は，ベレゾーン期以前よりもベレゾー・ン以後により
大きいようであった。とくに，処理時期が遅いほど短期間で着色過程が進行し，アントシアニンの生成速度が速

くなることが示された‖
PirieとMulhs60）は，CabernetSauvigronの菜のディスクを用いて液体培地上でインキエペ1−

卜したところ，

培地中のショ糖濃度の上昇に伴って，アントシアこ・ン生成に対するABAの効果が高まることを報告している．．
また，苫名らJ72）は，巨峰果実の果皮のディスクについて，そのアントシアニン生成について，培地中のAおA

とショ糖濃度間に相乗的作用のあることを見出しているい
これらの事実は，樹上にあっても，果実内の糖含畳の上昇によりABAの処理効果が高まることを示唆してい
る．この点から考えると，より低濃度の処理でも成熟期の後期に行うことにより比較的高い効果が得られること
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が期待できる
ABAの異性体あるいは誘導体間の生物病性についての比較は，いくつかの植物の生長現象を指標としてなさ
れている．

イネ幼領及びコムギ子葉鞘による検定では，生長抑制の強さは，天然のS−ABAを100とした場合，RS−ABA

は50，さらにRS−tranSABAは1であるとされている153）．本実験においても，S−ABAで，アントシアニン生
成に対する促進効果は最も高いように思われたが，その他の異性体混合物間では差異は明らかではなかった。生
理活性を比較する際に指標とする生長現象の種類によって，反応性にも差異があると考えられるが，アントシア
ニン生成に対する効果の差異をより正確に調査するためには，培養細胞系などの均質な材料の利用が有効であろ
う47・76）

ABA処理の際の溶媒及び展着剤の比較については，AtloxBIlOOOppm加用の水溶液が，70％ユタノl一）L／溶液

とほぼ同程度の効果をもつものと思われた
湯田ら79）は，デラウェア果実に対するジベレリン処理による無核果形成率の点から，各種の界面活性剤の効
果を比較している… その結果，AtloxBIをその他の潤滑剤（エアロ1−ルOP，Tween20）と併用することにより
無核果形成率及び果粒への14c−GAの取り込みが促進された。このことから，AtloxBIの添加効果は，薬液の展
着効果を高めるというよりは，薬液中に含まれる物質の植物組織内部への透過を助ける働きをもつものとしてい
る

一方，北島40）は，デラウェア果実のクテクラ膜における2，4−Dの透過性に対する展着剤の影響を調査したと
ころ，AtloxBIが最も膜の透過性を高めたと報告している．
したがって，湯田らの指摘するように，低濃度で高い展着効果を示す湿潤剤とAtloxBIを共用することによ
りABAの処理効果がより高められると考えられる，

過剰な着果や成熟期における窒素の過剰がブドウ果実の着色に対して抑制的に作用することは既に経験的に知
られていることである．このような条件のモデルとして行った本章における実験結果も，それと−L致したもので
あった。一・方，着果過多や窒素過剰な条件の下でもABAの処理効果は認められたが，その効果は小さかった．

第6節 摘 要
ABA処理による巨峰果実の着色の制御に係わる諸要因について検討をおこなった結果以下の事実が明らかに
なった．
1ABAの処理時期については，ベレゾーン前後4週間にわたり，いずれの時期においてもアントシアニン
生成を促進したが，その効果はベレゾ・−ン以後でより大きかった．
2。ベレゾl−ン期におけるABA処理のアントシアニン生成に対する促進効果は，0〜1000ppmの範囲内では

濃度の上昇に伴って増大したい
3．S−ABA，RS−ABA，RS−ABA・RS−tranSABAの間では，S−ABAのアントシアニン生成に対する促進効果が
最も高かった．
4．．ABA処理に用いる溶媒と展着剤の効果を比較したところ，AtloxBIlOOOppm加用水溶液で70％エタノl−
ル溶液とほぼ同程度の効果が得られた．
5着果負担の増大や窒素追肥により果実のアントシアニン生成は抑制されたが，ABA処理によりアントシ
アニン生成の回復が認められた．
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第4章 ABA処理による果実の着色促進効果の品種間差異
ブドウ果実の着色は，種々の環境要因によって著しい影響を受けるのであるが，その程度には品種間で大きな
差異があるといわれている．
内藤54）は，光度の低下によるアントシアニン生成の変化について品種間の比較を行っている．それによると，
アントシアニン生成能の低い直光着色品種（甲州，レッドミルレンニウムなど）では，25％以上のしゃ光による
光度の低下により着色が著しく抑制されたが，アントシアニン生成能の高い散光着色品種（キャンベル・ア・−
リ1−，マスカット・ベ−・リ・−A）では，しゃ光処理による光度の低下と着色とは直接関連がなかったとしている．
また，前章までの実験結果より，品種間でアントシアニン含量及びPAL活性に差異のあること，また，しゃ
光下でのアントシアニン蓄積やPAL活性にも品種間で反応性に遠いのみられることが明らかになったけ
本章では，着色程度の異なる数品種について，ABA処理に対する反応性を比較検討した一

第1節 赤色系品種に対するABAの処理効果
デラウェア（東都農場），フレームトーケイ，紅マスカット（高槻農場），オリンピア，甲斐路，紅富士，井川

250号，ハニ1−レッド（石川県加賀市西村氏園）の成木について各々の品種のベレゾーン期にABAlOOOppm
（01％AtloxBI加用70％ユタノ−ル溶液）を果房に噴霧処理した
その結果，果皮中のアントシアニン含量はいずれの
品種においても，ABA処理により増加した．
フレ−ムトーケイ，甲斐路，紅マスカットでは，対

処理により2〜3倍量のアントシアニンが苗穂した
大赦系の品種群に属する井川250号，紅富士，オリ
ンピア，ハニーレッドでは，井川250号でやや効果は
小さかったが，その他の品種では著しいアントシアニ

ンの蓄積が認められたりデラウェアは供試した品種の
中では，最もアントシアニン含量が多く，ABA処理

∈已Om爪葛．q．〇︻︼︻芳一UO￡︻局

照区のアントシアニン含量は極めて低かったが，ABA

により，アントシアニン含量は対照区の1‖5倍程度に
増加した（第57図）

外観上の果実の着色状態は，オリンピア，ハニー

レッド，紅富士でとくにABAの効果が高いようで
あった．

果汁中の可溶性固形物含量は品種間に差異があり，
オリンピア，ハニーレッド，デラウエアでとくに高

第57図 赤色系ブドウ品種のアントシアニン生成
に及ぼすABA処理の効果

かった．ABA処理の影響は，品種により異なっていたが，その程度は小さかった（第58図）．滴定酸含量につい

ては，デラウェアでやや高い借を示したが，その他の品種ではほぼ同程度の含蛍であった．また，ABA処理に
より，滴定酸含量はわずかに減少する傾向が認められた（第59図）
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第58図 赤色系ブドウ品種の可溶性固形物含量に及ぼすABA処理の影響
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第2節 黒色系品種に対するABAの処理効果
ス・−パ−・ハンブルグ，マスカット・ベ1−リ−A（葡
核果及びGA処理による無核果），バイオレットウエハ

（高槻農場），巨峰（石川県加賀市西村氏園），グロ−
コ・−ルマン（香川県高松市久保氏固）について各々の品

種のベレゾ・−ン期にABAlOOOppm溶液を果房に噴霧処
理したけ さらに，スーパ1−・ハンブルグ及びマスカッ
ト・ベ−・リ・−Aについては，ベレゾ1−ン前後2ないし3

与−○∽の︶帽．q．〇眉焉hUO卓︻局

ラ（東都農場），ピオ・−ネ，マドレスフイ・−ルドコ・−ト

回，1週間間隔で処理を行った‖
その結果，マドレスフイ、−ルドコ1−ト，バイオレット
ウエハラ，グロ・−コ−ルマン，ピオーーネ及び巨峰におい
て，ABA処理による着色促進効果が著しかったい とく

第60囲 黒色系ブドウ品種のアントシアニン生成
に及ぼすABA処理の効果

果実の外観は，グローーコ・−ルマン，マドレスフィールドコ−ト，ピオーネ及び巨峰などで，ABA処理による
着色の促進効果が顕著であったが，マスカット・ベ−リ・−A及びス・−パー・ハンブルグでは，いずれの処理時期

においても，対照区との間に外観上の差異は認められなかった
果汁中の可溶性固形物含量に対しては，ABA処理の影響は明らかではなかった（第61図）い 一方，滴走酸含畳
は，ピか−ネと巨峰においてその他の品種に比べてやや少ない傾向があったが，ABA処理の影響は品種間で異
なっていた（第62図）

第3節 考 察
供試した赤色系及び黒色系のすべての品種においてABA処理により果実のアントシアニン生成が促進された
が品種によりそ・の程度に差異のあることが明らかになった．
土屋73）は，ブドウ果実に対し，しゃ光程度の異なる袋をかけ，その際の果実の着色状態により，太陽の直接
光線を受けてのみ完全に着色する直光着色品種と，散光下でも良く着色する散光着色品種に分類を行っている。．
この分類に従ってみると，ABA処理のアントシアニン生成に対する促進効果は，全体として，赤色系，黒色
系品種共に，散光性品種よりも直光性品種（オリンピア，ハニ・−レッド，紅富士，マドレスフィールドコ−ト，
グロ1−コ・−ルマン等）において大きい傾向にあった‖

赤色系品種のうち，フレームトーケイ及び甲斐路（フレームトーケイ×ネオマスカット）や紅マスカット（紅
アレキ，ロ1−デハネーポート，フレームマスカット，マスカット・オブ・アレキサンドリアの枝変り）などの品
種は，本来果皮中のアントシアニン含量がとくに少なく，不良な条件下ではまったくアントシアニン色素の発現
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小さかった（第60図）
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に，グロ・−コ−ルマン，ピオ・−ネ及び巨峰に対しての促
進効果が大きかった．
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これらの品種に対してABA処理は，アントシアニン生成を促進し，果実の着色を促したが，3品種のうちで
は，紅マスカットに対する効果がやや小さいようであった．
鮮明な赤紅系を本来の果色とする大粒系の品種群の多くもやはり我国の西南暖地では，本来の着色に至らず果

汁成分が充実しているにも係わらず市場価格を下げていることが多いい
これらの品種群のうち供試した井川250号（巨峰×カノンホールマスカット），紅富士（ゴ・−ルデンマスカット
の4倍体×クロシオ），オリンピア（巨峰×巨鯨），ハニーレッドのいずれもABA処理により著しくアントシア
ニン生成が促進され，外観上の着色も良好であった．とくに，オリンピア及びハニーレッドでは，ABAの処理
効果が高く，さらに低濃度の処理によっても効果が期待できた．．
また，オリンピアは，成熟期において，頂部裂果が多発し，商品価値を全く失う危険が多くその対策が求めら
れている．本実験においても対照区の果実には一・部に頂部裂果の発生が認められたが，ABA処理を行った果実
については，その発生が抑えられた。裂果の発生原因には，果皮の弾力性や花柱痕の癒合などが関係していると
考えられるが，この展着剤についてもさらに検討する必要があろう．
黒色系品種のうち，グロ一コ・−ルマンは，ABAの処理効果がとくに高いようであった．
グロ−コ1−ルマンは，実際栽培においては，ガラス室で栽培され，樹勢が強く豊産性であるため，結果過多と
なりやすく着色が不良で本来の特性を発揮することができないことが多いとされており75），ABA処理による着

色及び糖度の改善の可能性が示唆された‖
−・方，巨峰及びピオーネ（巨峰×カノンホールマスカット）についてもABA処理の効果は高く，外観的にも
優れた着色状態となり，実用性も高いものと考えられた．．
これに対して，マスカット・ベ・−リ−A及びスーパ・−・ハンブルグでは，ABA処理によりアントシアニンの
含量は増加したが，その程度は他の品種と比べると小さかった．．また，外観上の差異は認められなかった‖
以上のように，ブドウ果実のアントシアニン生成に対するARA処理の効果の品種間の差異は，光や温度条件
に対する果実の反応性とよく一致するものであった．
着色程度の異なる品種間では，果皮中のABAの最大蓄積量には差異が認められなかったが（第2章，第1
節），本実験の結果から，品種によりABAに対する反応性に差異のあることが明らかになった．

第4節 摘 要
ABA処理による果実の着色促進効果の品種間差異について検討した結果，以下の事実が明らかになった．
1．．ABA処理により，供試したすべての着色系品種においてアントシアニン含量が増大した．
2＝ ABA処理の効果は散光性品種に比べ直光性品種で高かったり
3．．オリンピア，ハニ・−レッドなどの大粒系赤色品種においてABA処理の効果は大きかった‖
4，マスカット・ベ・−リ1−A，スーパ1−・ハンブルグなどの散光性黒色系品種では，ABA処理により，アン
トシアニン含盈は増大したが，外観的な着色状態は対照区と相違なかった．
5．果汁中の可魔性固形物含盈に対するABA処理の影響は品種間で異なっていたが，その程度は小さかった．
6．果汁中の滴走酸含量に対するABA処理の影響については，品種間で異なっていたが，赤色系品種では，

わずかに減少する傾向があった‖
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総 合 考 察
本研究では，前半においでブドウ果実の着色現象と係わりの深い内的要因についての調査を行い，後半では，
その知見をもとにブドウ果実の着色の制御を試みた．
成熟期において，ブドウ果実は温度環境によって着色に著しい影響を受けることが経験的に，あるいは実験的
にも明らかにされている45・4682）

これまでの研究から，ブドウ果実の着色に対する温度の影響が樹体の温度（果実を除く）を通じてのものより
も，果実の周辺部の温度によるところが大きいことが示されている7071∩72）
本研究では，この観点から，とくに果実温を制御した環境下で，果実の着色と果実内成分の消長との関係を調
査した．
その結果，高温（300c）下では，果実のアントシアニン生成は低温（200c）下と比較して著しく抑制れさた．．
また，果皮中の全フェノール含量は200c区処理開始後3週間目まで急激に増大したが，300c区では急激な増加
は認められなかった。−・方，果皮中の糖分量は，処理開始後3週間目まで高温区，低温区共に増加が続いたぃ ま
た，果肉中の糖含量に差異は認められなかった．
このことは，アントシアニンを含めて，フェノ・−ル物質の蓄積に対し，高温は抑制的に作用するが，その場合，
果実中の全糖含量に対する影響がアントシアニン生成の制限要因にはなっていないことを示唆している．．
さらに，温度処理下での内生生長調節物質の消長を調査したところ，か−キシン及びジベレリンほ，成熟期に
はすでに低いレベルに達しており，成熟開始期以後の温度処理によっても影響を受けないことが明らかになった．
これに対して，ABAは，成熟開始初期から急激に増加したが，低温区での増加程度と比較して，高温区では
抑制されていた．また，内生のサイトカイニン活性は逆に高温区で高い傾向にあった．
これらの事実から，ブドウ果実の着色に対する温度環境の影響は，果実中の糖含量に対する影響よりはむしろ，
そのような基質からのアントシアニンヘの転換にあると考えられ，さらにその制限に峠内生の生長調節物質が関
与しているものと思われた．
叫L方，成熟開始期のブドウ樹について仝摘菓を行ったところ，アントシアニン生成と共に果実中の糖含蕊及び
ABA含墓の増加が抑制された．
このことは，温度環境の，アントシアニン生成に対する影響の場合とは別に，果実中の糖含量とABA含量の
増加が同時に抑制を受ける場合があることを示している．
しかしながら，仝摘発処理により，糖やABAのレベ）t／が抑制を受けている場合に，外部から・与えたABAが
アントシアニン生成を促進したにも係わらず，果皮や果肉中の糖のレベルには変化が認められなかったことは，
果実が外部から与えられたABAに反応してアントシアニン生成を行うに充分な基質としての糖のレベルにすで
に達していることを示唆している．
次に，フェノール物質の生合成の律速段階にあるとされるL−フユニルアラこ・ンアンモニアリア・−ゼ（PAL）
汚性の消長と果実のアントシアニン生成との関係を調査したが，果皮のアントシアニン蓄積量の異なる品種間で
は，その事積畳に比例して果皮中のPAL活性の強さも変化した．
この関係はさらに，アントシアニン生成を左右する環境要周（温度，光）を変化させた場合にも当てはまり，
果実のアントシアニン生成とPAL活性の程度が疎く係わっていることが示された．また，成熟期において果実
の着色に対する生長調節物質の影響を，PAL活性との関係からみると，オーキシン（NAA）は抑制的に，逆に
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ABAは明らかに促進的に作用し，アントシアニン生成との関連が極めて明瞭に示された．
以上の結果から，ブドウ果実の着色に対∴して作用する要因は，基質としての糖含量には条件によって影響が異
なるが，共通して果実内のABAレベルに変化をもたらすことが示された。さらに，このABAレベルの変化が
果皮中のアントシアニン合成系に介在する酵素（例えば，PAL）に影響を与えアントシアニン生成を制御してい

るものと推察されたい
次いで，これらの知見をもとに，ABA処理によるブドウ果実の着色の制御を試みた結果，巨峰果実に対して
の処理効果は，成熟開始期を中心として前後2週間の範囲内では，いずれの時期においても促進的であったが，

成熟開始期以後の処理がより効果が大きかった。
このことは，果実中の糖含畳の増加が，ABAの効果をより増加させているものと推察されるが，実際面では，
当年の果実の着色の良否を確認したうえで処理できる可能性を示している．．
処理濃度に関しては0〜1000ppmの範囲内では，250ppm以上の濃度で外観的に処理効果が認められたが，天
然型のS−ABAの利用が可能となれば，さらに低濃度の処理でも充分な効果が期待でき，実際面では有利であろ
う．
ABAの着色促進効果を品種間で比較したところ，巨峰群に属する品種（赤色系では，オリンピア，ハニー
レッド，黒色系では，巨峰，ピフ巨−・ネ）でとくに効果が大きかった川
西南暖地での栽培では，全く着色しなかったり，赤熱れ果となる場合が多く，著しく市場価格を下げる結果と
なっているこれらの品種に対■して，内容的に充実した品質を備えているという前提のもとでのABA処理は着色
改善に対し極めて有効な手段であると考えられた．．

総 摘 要
本研究では，ブドウ果実の着色に係わる内的要因について種々の環境下での調査を行いその知見をもとに，果
実の着色の制御を試みた．その結果の概要は以下の通りである．
1．異なる温度条件下におけるブドウ果実の着色と果実内成分の消長との関係を調査したところ，果実温

300c区では，200c区と比較して，アントシアニンの蓄積は著しく抑制されたい
果皮や果肉中の全糖含量は，処理期間中増加したが，処理聞での差異は明らかではなかったい
果実中の生長調節物質については，処理期間中，オ・−キシン及びジベレリン楕性は極めて低く，処理間の差も
明らかではなかった．

これに対して，ABA含蕊は，ベレゾ1−ン後増大し，増加の程度は低温区においてより大きかった。また，サ
イトカイニン活性は逆に高温区で高く，低温区で低かったり

2．ベレゾーン期の仝摘葉処理により，果実のアントシアニン蓄積は著しく抑制された小
また，同時に果実中の全糖含畳及びABA含盈の増加が抑制された一見ABA処理により，摘菓した個体の
果実についても，アントシアニンの蓄積が認められたが，果皮中の糖や可溶性固形物含意に影響はなかった．
3‥ 3品種のブドウ果実，マスカット・オブ・アレキサンドリア，巨峰及びスーパ1−・ハンブルグについて成
熟に伴うL−フユニルアラニンアンモニアリアーゼ（PAL）楕性の消長とアントシアニン生成との関係を調査し
た結果，全品種について果実の発育初期に高いPAL活性が認められたが，その後ベレゾ・−ン期まで急激に低下
した
巨峰及びスーパー・ハンブルグ果実では，果実の着色開始とともに再び果皮中のPAL活性が増大した．．ス・−
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パ−・ハンブルグでは巨峰果実と比較してアントシアニン蓄積量が多くPAL活性も高かった．これに対して，
マスカット・オブ・アレキサンドリアでは，成熟期にも果皮中にPAL活性の増大は認められなかった．
全品種において，果皮中の糖含量及び果汁中の可溶性固形物含量は成熟期に急激に増加した‖ また，巨峰及び
ス・−パ・−・ハンブルグでは，これらの増加開始はアントシアニン含畳やPAL滴性の上昇開始に先立って起こっ
た．．

果皮中の遊離型アブシジン酸（ABA）は，各々の品種の成熟期に急激に増加したが，最大蓄積量には品種間で

の差異は認められなかった…
4．巨峰果実においてアントシア＝Lン含量とPAL活性は，低温区（200c昼／150c夜）において，高温区
（300c昼／250c夜）と比較してより高かった．．
果房のしゃ光処理により，巨峰果実のアントシアニン生成は完全に抑制され，PAL活性も大きく低下したが，
ス・−パ1−・ハンブルグ果実では，かなりの畳のアントシアニンが蓄積し，PAL活性もほほ対照区と同程度の値

を示したぃ
ベレゾーン期におけるABA処理は，高温やしゃ光下においても果実のアントシアニン蓄積及びPAL活性を
増大した．

NAA処理は，アントシアニン生成ならびにPAL活性を著しく抑制した また同時に内生ABAの増加も強く
抑制した．．
エスレル処理は，果実のABA含量を増加したが，アントシアl＝・ン生成及びPAL活性に対しては影響しな
かった

5．ABA処理による巨峰果実の着色の制御に係わる諸要因について検討を行ったところ，ABAの処理時期に
ついては，ベレゾーンの前後2週間にわたり，いずれの時期においてもアントシアニン生成を促進したが，その
効果は，ベレゾ−ン以後でより大きかった
ベレJ1−ン期におけるABA処理のアントシアニン生成に対する促進効果は，0〜1000ppmの範囲内では，濃
度の上昇に従って増大した．

SrABA，RS−ABA，RS−ABA・RS−tranSABAの間では，S−ABAがアントシアニン生成に対する促進効果が最も
高かった．

ABA処理に用いる溶媒と展着剤の効果を比較したところ，AtloxBIlOOOppm加用水溶液で70％ユタノ一ル溶
液とほほ同程度の効果が得られた‖
着果負担の増大や窒素追肥により果実のアントシアニン生成は抑制されたが，ABA処理によりアントシアニ
ン生成の回復が認められた．
6．ABA処理による果実の着色促進効果の品種周差異について検討したところ，ABA処理により，供試した
すべての品種においてアントシアニン生成が促進されたが，散光性品種と比較して直光性品種で処理効果が大き
かった．とくに，巨峰群といわれるオリンピア，ハニーレッド，巨峰，ピオ・−ネなどの品種でABA処理による着
色促進の効果が若しかった‖ これに対して，マスカット・ベ・−リ・−Aやス・−パ−・ハンブルグなどの散光性黒色
系品種では，ABA処理によりアントシアニン含量は増大したが，外観的な着色状態は対照区とほぼ相違なかった‖
以上の結果から，ブドウ果実の着色に関して，種々の環境要因により，内生のABAレベルが変化を受け，さ
らにその変化がアントシアニン合成に関連する酵素系に対し影響を与えることにより，アントシアニン生成の制

御に係わっていることが示唆された
また，ABA処理は，ブドウ果実の着色改善の手段として有効であることが明らかになった．
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Studies on the Coloration of Grape Berries
with Special Reference to the Regulation of Color Development by Abscisic Acid
Ikuo KATAOKA

Summary
Skin color is one of the most important parameters for evaluating the quality of red and black grapes.
Color development of a grape berry has been known to be influenced by various environmental, physiological and chemical factors; temperature, light, soil moisture, nutrition, leaf area, crop levels, certain
chemicals, plant growth substances etc
In this study, endogenous factors controlling grape berry coloration were investigated under various
environmental or cultural conditions. And based on those results, chemical regulation of color development was studied.
1 The relationship between levels of anthocyanin and those of other constituents such as total
phenolics, sugars, organic acid and endogenous hormones in the skin and flesh of 'Kyoho' berries was
studied during ripening under the two different temperature conditions for fruit clusters at 20°C and 30°C
The accumulation of anthocyanin in berry skin was inhibited when exposed to 30°C but it was greatly
increased at 20°C. The content of total phenolics in the skin rapidly increased 3 weeks after exposure to
20°C, but showed slight increase at 30°C
The concentration of abscisic acid (ABA) in the skin and flesh was increased one week after the start of
the treatment, and sigrdicantly higher concentration of ABA were determined in samples at 20°C than in
those at 30°C at all sampling dates Cytokinin activity in berry skin and flesh was not diierent between
the temperature treatments
By defoliation at veraison, anthocyanin synthesis was completely inhibited, and the soluble solids content
in the juice and sugar levels m the skin became much less than those of the control Furthermore,
endogenous ABA levels in the skin and flesh did not increase throughout ripening period On such
defoliated vines, the berries recovered anthocyanin accumulation by ABA application.
2 The changes in L-phenylalanine ammonia-lyase (PAL) activity were mvestigated during berry
ripening in relation to the coloration of 3 grape cultivars: 'Muscat of Alexandria' (white grapes), 'Kyoho'
(purple grapes) and 'Super Hamburg' (black grapes)
In all cultivars, higher PAL activity in the skin was observed at the earlier stage of berry development,
followed by a rapid decline toward veraison to a considerably lower level
In 'Kyoho' and 'Super Hamburg', PAL activities gradually increased again with the beginning of berry
coloration 'Super Hamburg' had more anthocyanin content and higher PAL activity than 'Kyoho'
The sugar content in the skin rose rapidly in the ripening period in all cultivars, preceding the increases
in both PAL activity and anthocyanin content in 'Kyoho' and 'Super Hamburg' grapes
Free ABA, also, rapidly accumulated in the early stages of ripening m each cultivar and maintained a
considerably higher level However, there was no much difference in the maximum ABA content among
3 culbvar s
3 The regulahon of anthocyanm accumulation by temperature and some growth regulators was studied during berry ripening of grapes m relation to the activity of PAL
In 'Kyoho' grapes, anthocyam content and PAL activity were much higher at low (20°C dayIl5"C night)
than at higher temperature (30°C day125"C night)
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By the cluster shading during ripening period, anthocyanin synthesis in 'Kyoho' berries was completely
inhibited and PAL activity became much less than that of control, whereas 'Super Hamburg' berries
accumulated considerable amount of anthocyanin and had almost the same level of PAL activity as the
control.
ABA treatment to 'Kyoho' clusters at lOOOppm in the biginning of ripening enhanced both anthocyanin
accumulation and PAL activity at high temperature or in the dark. NAA treatment at 200 ppm at veraison
severely suppressed anthocyanin accumulation and PAL activity Endogenous ABA level in the skin was
also inhibited by NAA application. E t h e l application at 500 ppm at veraison increased ABA content but
had no effect on anthocyanin accumulation and PAL activity.
4. All the ABA treatments, at weekly intervals starting on July 2 until July 30 within two weeks before
and after veraison (July 17), enhanced anthocyanin accumulation in 'Kyoho' grapes The treatments at or
after veraison, however, were more effective than those before veraison. Promotion of anthocyanin
accumulation by ABA treatments ranging from 0 to lOOOppm increased as the concentration rose
Amomg the S-ABA, RS-ABA and RS-ABA RS-trans ABA, S-ABA was highly effective on anthocyanin
accumulation
Aqueous solution of ABA containing Atlox BI (1000ppm) was similarly effective to 70% ethanolic
solution
Higher fruit loading or additive nitrogen application severely inhibited anthocyanin synthesis, whereas
ABA treatment could sigrdicantly promoted anthocyanin accumulation of the berries on such vines
5. Using serveral red and black grape cultivars, enhancement of berry coloration by ABA application
was investigated under the field condition
ABA, applied at the beginning of ripening for each cultivar, stimulated the berry coloration in all
cultivars. Among tested cultivars, ABA application was highly effective on the coloration of 'Olympia',
'Honey Red', 'Kyoho' and 'Pione' berries. In the black grapes such as 'Muscat Bailey A' and 'Super
Hamburg' anthocyanin content in berry skin sigmficantly increased by ABA application, whereas visible
color development of the berries was not so diiered from that of control
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