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Studies on the Necrosis in Grapevine Buds (III) 

Time of the Occurrence of Bud Necrosis in 'Kyoho' and the 

between its Occurrence and the Amounts of Nutritional 

Elements in Buds 

Ryuji NArrO, Hiroshi YAMAMURA and Shinichi MUNESUE 

Relation 

The time when necrosis was first detected in the central buds of lateral buds 

in 'Kyoho' grapevines was a little different depending on their position on shoot ; 

it was 28 days after full bloom between the 5th and 8th nodes at which the per-

centage of necrotic buds was highest and was 34 days after full bloom between 

the 13th and 16th nodes. Necrotic buds increased rapidly thereafter and the 

percentage of them reached the highest value in about 20 days. Only few buds 

developed necrosis after the period. The time when necrosis was first detected 

was almost the same in the axillary buds of lateral buds as in the central ones 

although the occurrence percentage in the axillary buds was much lower than 
that in the central ones. Further, the percentage of necrotic buds was higher in 

both the central and axillary buds of strong shoots than those of weak ones, and 

strong shoots elongated vigorously during the time when the suspective lateral 

buds at lower position on them developed in size. 

Among the contents of starch, reducing sugar, non reducing sugar, N, P, K, 

Ca, Mg, Mn and B in the lateral buds of lower position on shoots, only those of 

starch, total sugar and reducing sugar exhibited close relation with the occurrence 

of necrosis. In 'Kyoho', starch was higher and on the contrary total and re-

ducing sugars were lower in weak shoots than in strong ones. Furthermore, 
starch was higher than total sugar in weak shoots and an oposrt tendency between 

them was detected in strong ones during the period when necrotic buds increased 

rapidly. Almost the same quantitative relation of both elements was found be-

tween the strong shoots of 'Kyoho' which was suspective to necrosis and those 

of 'Delaware' and 'Muscat Bailey A' which were resistant 
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は，‘巨峰’についてその発生時期を明確にすることであ

る．

　側芽におげる壊死の発生は新梢の強さに比例的であ
1，2，3）

り，開花期付近におけるジベレリソ（以下GA）の施用
　　　　　　3，4）
により促進され，生長抑制剤SADHの施用により抑制
　　2，5）

されることが報告されている．そしてこれらの事実か

ら，‘クイーソ。オブ・ヴァイソヤード’や‘巨峰’など

の品種で強い新梢の側芽で壊死が発生しやすいのは，芽

の内生GAの高レベルに起因すると推測されている
～・4・5）

が，その場合に芽の炭水化物や無機成分などの化学組成

に変化の生じている可能性が考えられる．その点を明ら

かにすることが本実験の第2の目的であり，‘巨峰’の

強，弱新梢に加え，比較のため壊死の発生しにくい‘デ

ラウエア’，‘マスカット・べ一リーA’（以下べ一リーA）

　　　2）
の強新梢も供試し，壌死の発生と側芽の化学組成との関

係を調べた．

　　　　　　　　材料および方法

　1983年

　島根大学農学部圃場栽植の樹勢の強い成木‘巨峰’1

樹を用い，満開（5月29日）後3目，18目，33目，47

目，64目に強い新梢をそれぞれ10本選び，全長を測定

後，第14および15節の側芽についてまず大きさの概略値

を第1図に示す方法により求め，さらにハソドセクショ

ソで縦断し，実体顕微鏡下で主芽および副芽の生死を判

別し，それぞれの壊死率を算出した．なお，‘巨峰’の側

芽は，通常1個の主芽と2個の副芽計3個の芽を含んで

いる．

　1984年

　前年と同じ‘巨峰’樹を用い，満開（6月8目）後15

目，30目，45目，60目に強い新梢をそれぞれ10本採取

し，全長を測定後，第1節から20節までの側芽につい

て，大きさおよび壊死の調査を前年と同様の方法により

行なった．

　1986年

　1984年と同じ‘巨峰’樹を用い，結果母枝の頂部より

でた強新梢，基部よりでた弱新梢を，満開（強新梢5月

28日，弱新梢5月30目）後25日に15本ずつ，満開後40目

に12本ずつ，満開後57目に10本ずつ採取した　また比較

のため，側芽の壊死が起りにくい，‘デラウエア’，‘べ一

リーA’の強新梢を，満開（‘デラウエア’5月24目，

‘べ一リーA’5月31目）後40目に採取した．これらの新

梢について，全長，第6節と11節の側芽の大きさおよび

第1節から20節までの側芽の壊死の調査を1984年と同様

の方法で行なった．またこの年は第5～6節間，第10～

τ’一

b
↓．．．．．

Scar　of

1atera1sh

Scar　of　lea

ザ
b
↓

　　　　Roughbud　slze＝a×b×c　mm3

Fig．1．　Diagram　showing　the　method．s　of

　measurement　and　ca1cu1at1on　of　bud　s1ze

の11節間の太さ（長径×短径）も測定した．

　側芽の化学的組成の調査には，壊死の発生しやすい部

位である第5～12節（‘巨峰’弱新梢のみ第5～16節）の

側芽を供試した．70℃で乾燥し，粉砕した試料につい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6）
て，還元糖，全糖，全炭水化物を村山らの方法および
　　　　　　　7）
Somogyi・Ne1sOn法により定量し，全炭水化物含量一

全糖含量を殿粉含量とした．さらに無機成分；N，P，

K，Ca，Mg，B，Mnの定量を行なった．Nはケルダー
　　　　　　　8）
ル法，Pは高木のリソ・バナドモリブデソ酸法，Kは炎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9）
光法，Ca，Mg，Mnは原子吸光法，Bは高橋のクルク

．ミソ法を用いた．

　　　　　　　　結　　　　　果

a．‘巨峰’における側芽の壊死の発生時期

　1983年に調べた‘巨峰’の強い新梢の第14，15節の側

芽内の主芽と副芽の壊死率の経時的変化は第1表に示す

通りである．満開後33目には全く壊死が認められなかっ

たが，満開後47目では主芽の15．O％，副芽の2．5％に壊

死が発生していた．壊死はその後急速に進行し，満開後

64目では主芽の75．O％，副芽の23．3％に発生が認められ

Tab1e1．　The　occurrence　of　necrotic　buds　at

　the14th　and15th　nodes　on　strong　shoots
　of‘Kyoho’grapeYine　in1983．

　　　　　　　Rate　of　necrot1c
　　　　　　　　　　　　　　　Shoot　　　BudD・y・・ft・・　b・d・y．％　1。。gh・。i。。・
　F．B．z　　Centra1Ax111ary　　　cm　　　mm3
　　　　　　　　buds　　buds

3
18

33

47

64

O
O
O
15，0

75．O

O
O
0
2，5

23．3

147．4

204．3

262．9

301．4

331．4

174．5

469．5

457．7

550．3

591．1

z　F．B．：fu11b1oom（May29）．
y　Mean　of　the　va1ues　at　the14th　and15th　nodes
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Flg. 2. The pattern of the occurrence of necrotic buds on shoots 

of 'Kyoho' grapevine in 1984. z Full bloom : June 8. 

2. The growth of shoots and buds m Kyoho grapevme during the survey 
of necrotic buds in 1984. 

Days after F.B.z Shoot length 

cm 

Bud size mm3 
1 s t-4th 5th-8th 9th-12th 13th 16th 17th-20thy 

15 

30 

45 

60 

170. 6 

215. 9 

264. 3 

258. 9 

251. 

1 98. 

228. 

237. 

8
 
4
 
3
 
2
 

515. 4 

453. 6 

533. 7 

504. O 

425. 8 

498. o 

480. 9 

464. 3 

244. 3 

373. l 

418. 4 

455. O 

87. 7 

302. 2 

273. 1 

365. 6 

y
 

F.B. 

Bud 
, full bloom (June 8). 

position on shoot. 
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Table 3. The occurrence of 
grapevine in 1986. 

necrotic buds on strong and weak shoots of 'Kyoho' 

Rate of necrotic buds ~6 
Days after 

F.B.z Shoot vlgour 
Central buds Axillary buds 

Ist-
4th 

5th-
8th 

9th-
12th 

13th- 17th- Ist-
16th 20th 4th 

5th-
8th 

9th- 13th- 17th-
12th 15th 20thy 

25 

40 

57 

Strong 

Weak 
Strong 

Weak 
Strong 

Weak 

8. 3 

O
 

14. 6 

O
 

35. O 

8. 3 

8. 3 

O
 

18. 8 

O
 

80. 8 

33. 2 

O
 
O
 

10. 4 

O
 

68. 2 

4. 2 

o
 
O
 
o
 
O
 

29. 5 

o
 

o
 
o
 
o
 
o
 
5. o 

o
 

1. 7 

O
 
2. 8 

O
 

17. 3 

O
 

1. O 

O
 
3. O 

O
 

41. 3 

10. OQ 

o
 
o
 
2. 8 

O
 

24. 3 

o
 

O
 
O
 
O
 
O
 

13. 3 

O
 

O
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 

y
 

F. B. : full bloom (May 28 
Bud position on shoot. 

in strong shoots and May 30 in weak shoots). 
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発生時期においても芽の位置により相違があった．満開

後15目にはどの位置の芽にも発生が認められなかった

が，満開後30目において第12節以下の芽ではいずれも20

％以上の，第13～16節の芽では2．5％の壊死率で，第17

～20節では全く発生が認められなかった．満開後45目に

は，第16節以下の芽ではいずれも壊死率が顕著に増加

し，第17～20節でも始めて壊死の発生が認められた．満

開後60目の壊死率は，第17節から20節を除いて45目と大

きな差はなかった．したがって第16節以下の側芽の主芽

で，壊死が急速に進行する時期は満開後30～45目であ

り，前年より約2週問早かった．副芽におげる壊死の発

生時期は主芽とほぼ同様であったが，発生率は全般的に

低く，とくに第12節以下の芽においてその差が大きかっ

た．なお第2表に示すように，壊死の発生時期の満開後

30～45目におげる新梢の伸長生長は，まだ旺盛であっ

た．側芽の大ぎさ（容積）の時期的変化は位置により異

なり，第12節以下では増加がほぼ止っていたが，13～20

節の芽はまだ容積拡大中であった．

　1986年は，同一樹の強，弱新梢について，満開後25

日，40目，57目に第1～20節までの側芽の壊死の状況を

調べた．第3表に示すように，強新梢の主芽では，満開

後25目に第8節以下で僅かに発生が認められ，満開後40

目には9～12節でも発生した．満開後57目には，20節以

下のすべてに発生が認められ，壊死率の増加遠度もこの

期間がもっとも高く，最高の壌死率を示した5～8節で

は80．8％に達した．これに対し，弱新梢の主芽では，満

開後40目までは壊死の発生はまったく認められず，57目

に始めて第12節以下で発生したが，壊死率は強新梢と比

べ著しく低かった．副芽におげる壊死発生の時期的経過

は強，弱新梢とも主芽の場合とほぽ同様であったが，壊

死率は主芽の場合よりはるかに低かった．第4表に示す

ように，壊死発生時期と見られる満開後40目～57目に

は，強，弱新梢ともにまだ伸長中であり，肥大生長（第

5～6節問，第10～11節問）も盛んであった．また第6

Tab1e4． The　growth　of　shoots　and　buds　m‘Kyoho’grapevme　durmg　the　surYey
of　necrotic　buds　in　1986．

Days　after　F．B．z Shoot　yigour　　Shoot1ength

　　　　　　　　　　　　Cm

　　Internoda1
Cross　sectiona1area
　　　　　　　　mm2

Bud　size

mm3
5th－6th　　　　　1Oth－11thy　　　　　　6th 11thx

25

40

57

Strong

Weak
Strong

Weak
Strong

Weak

228．3

115．1

277．5

131．0

346．0

142．8

116，2

44．3

109，2

46．3

118，4

54．1

82，4

22，5

81，5

27．8

109，9

33．7

616．6

330．3

653．6

356．9

667．7

422．3

636．8

165．1

643．7

208．7

712．6

278．1

Z

y
X

F．B．：fu11b1oom（May28in　strong　shoots　and　May30in　weak　shoots），
Node　Position　on　shoot．

Bud　position　on　shoot．

烏
∈
1

ご

9
○

白
◎

O

F塘・3．

15

10

5

0

S（刃Vhite）：Strongshoot

W（B1ack）：Weakshoot

　TC　ST　　TS　　RS　NRS　　TC　　ST　　TS　　RS　NRS　　TC　ST　　TS　　RS　NRSz

　　25d．y。。ft。・f．1lb1・・m　　40d・y・・ft・・舳bl・・m　　57d・y・・ft・・f・nb1・・my

The　contents　of　carbohydrates　in　buds　on　strong　and　weak　shoots　of‘Kyoho’

grapeyine　around　the　time　of　the　occurrence　of　necrotic　bud，s　in1986．

z　TC　Tota1carbohydrates，ST　Starch，TS　Tota1sugar，RS　Reducmg　sugar，

　NRS　Nonred1ucmg　sugar
y　Fu11b1oom：May28in　strong　shoots　and　May30in　weak　shoots．
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9
目
①

自
◎

O
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50

40
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20

1O

W

S

ミ2．0

8　　　W
烏
昌　　S
卜1・5

お

冨1．0

着
◎

0
　0．5

Fig．4

S（White）：Str㎝g　shoot

W（Black）：Weakshoot

N　P　K　Ca　Mg　N　P　K　Ca　Mg　N　P　K　Ca　Mg
25days　after　fun　b1oom40days　after　fu11bloom57days　after　fun　bloomz

　The　contents　of5ma〕or　fert111zer　e1ements　m　buds　on　strong

　and　weak　shoots　of‘Kyoho’grape▽me　around　the　t1me　of

　the　occurrence　of　necrot1c　buds1n　1986

　z　Fu11b1oom：May28in　strong　shoots　and　May30in　weak　shoots．

S（Vrh1te）Strongshoot
W（Black）Weakshoot

　　　MnB　MnB　MnB25days　after　F．B．40days　after　F．B．57days　after　F．B子

F1g5　The　contents　of　manganese　and　boron
　　　　in　buds　on　strong　and　weak　shoots　of

　　　　‘Kyoho’grapevme　around　the　t1me　of
　　　　the　occurrence　of　necrotic　buds　in1986．

　　　z　Fu11bloom：May28in　strong　shoots
　　　　and1May30in　weak　shoots．

Tab1e5．

および11節の側芽では，大きさ（容積）の時期的変化を

調べたが，強，弱新梢いずれの側芽も満開後40目～57目

にはまだ容積拡大中であった．

b．‘巨峰’における側芽の壊死発生と炭水化物および無

機成分含量との関係

　1986年，壊死の発生状況を調べた側芽のうち，壊死の

発生しやすい部位の第5～11節（弱新梢のみ第5～16

節）の側芽について，全炭水化物，殿粉，全糖，還元

糖，非還元糖，N，P，K，Ca，Mg，Mn，B含量を測

定した．第3図に示すように，満開後25日，40日，57目

の3時期を通じて，全炭水化物含量は強，弱新梢間でと

くに相違がなかった．しかしながら殿粉含量は常に強新

梢より弱新梢で高く，差の最も大きかった満開後57日で

は2倍近い値であった　一方，湿元糖，非還元糖含量

は，ともに弱新梢で低く，とくに量的に多い湿元糖含量

に．おける両者の差が時期が遅くなるほど大きくなること

が認められた．また殿粉と全糖との相対量でも，強，弱

The　occurrence　of　necrotic　buds　on　strong　shoots　in‘Kyoho’，　‘De1aware’

and‘Muscat　Bai1ey　A’grapevines40days　after　fu11b1oom　in1986．

Rate　of　necrotic　buds　　　％一

Cu1tiYar Centra1buds Axi11ary　buds

1st－　　　5th－　　　9th－

　4th　　　　8th　　　12th
13th－

　16th
17th－　　　1st－　　　5th－　　　9th－　　　13th－　　17th－

　20th　　　　4th　　　　8th　　　12th　　　16th　　　20thy

‘Kyoho’

‘De1aware’

‘Muscat　Bai1ey　A，

14，6　　18，8　　10．4　　　0

0　　　　0　　　　0　　　　0

4．2　　0　　　　0　　　　0

0　　　　　2．8　　　3．0　　　2．8　　　0

0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0

0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0

O
O
O

z　Fu11b1oo㎜：‘Kyoho’＝May28，‘De1aware’＝May24，‘Muscat　Bai1ey　A’＝May31．
y　Bud　position　on　shoot．
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Tab1e6． The1engths　and　th1chnesses　of　strong　shoots　and　the　s1ze　of　the1r　buds1n

‘Kyoho’，‘De1aware’anポMuscat　Ba11ey　A’40days　after　fu11b1oomz　m1986

Cu1ti▽ar Shoot1ength
　　　　　Cm

　　Internoda1
Cross　sectiona1area
　　　　　　　　mm2

Bud　size
mm3

5th－6th 1Oth－11thy　　　　　　　6th 11thx

‘Kyohog

6De1aware’

‘Muscat　Bai1ey　A’

277．5

251．8

280．3

109，2

45，5

57．1

81．5　　　　　　　　　　653，6

35．3　　　　　　　　　133，8

45．2　　　　　　　　　　161．3

643．7

115．5

134．5

z　Fu11b1oom：‘Kyoho’＝May28，‘De1aware’＝May24，‘Muscat　Bai1ey　A，＝May31．
y　Node　position　on　shoot．

x　Bud　pos1t1on　on　shoot．

新梢間で著しい相違があり，とくに満開後40目，57目に

おいては，弱新梢の殿粉含量が全糖含量より高いのに対

し，強新梢では逆に低く，この場合も両老の相違が時期

が遅くなるほど大きくなった．第4図はN，P，K，Ca，

Mg含量の推移を示したものである．NおよびKで

は，強，弱新梢問で3時期を通じて一定の傾向は見られ

なかったが，P，Ca，Mg含量のいずれも弱新梢が強新

梢より常に高い値を示した．第5図はMnおよびB

含量の推移を示したものである．Mn含量は，弱新梢で

は時期が遅くなるほど著しく低下したが，強新梢では逆

に上昇し，その結果両者問におげるMn含量の量的関

係は満開後25目と57目で逆となった．B含量は，3時

期を通じて弱新梢より強新梢で常に高い傾向を示した．

c．‘巨峰’ペデラウエア’，‘べ一リーA’，における側芽

の壊死発生と炭水化物および無機成分含量との関係

　‘巨峰’，‘デラウエア’，‘べ一リーA’において満開後

40目に調査した第20節までの側芽の壊死発生状態を示し

たのが第5表である．‘巨峰’では第12節までの側芽の主

芽は10％以上壊死していたのに対し，‘べ一リーA’では

第1～4節に約4％の発生が認められたに過ぎず，‘デ

ラウエア’では全く発生していなかった．また恒峰’

は副芽でも壊死が発生していたが，‘デラウユア’，‘べ一

リーA’では全く発生が見られなかった．なお，いずれ

の品種でも強新梢を供試したが，第6表に示すように，

3品種間で新梢長には大きな差異はなかった．しかし新

梢の太さ，側芽の大きさは品種で異なり，‘巨峰’が著し

く大きく，次いで‘べ一リーA’で，‘デラウエア’が最

も小さかった．次にこれら3品種の第5～12節の側芽中

の炭水化物含量の調査結果を示したのが第6図である．

全炭水化物含量においては，‘デラウェア’は‘巨峰’よ

り高く，‘べ一リーA’では逆に低く，前述の‘巨峰’の

強，弱新梢問の場合と同様に壊死発生との対応関係は認

められたかった．殿粉含量においては，‘デラウエア’，

‘へ一リーA’に比へ‘巨峰’は低く，湿元糖，全糖含量

では逆に高く，また‘巨峰’では殿粉含量が全糖含量よ

り低くかったのに対し，他の2品種では逆に殿粉含量の
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…

ご10
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G
9　51
≡
1
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　O　　　TC　ST　TS　RS　NRS　TC　ST　TS　RS　NRS　TC　ST　TS　RS　NRSz

　　　　　　Kyoho　　　　　　　De1aware　　　　　MascutBai1eyA

Fig．6．　The　contents　of　carbohydrates　in　buds　on　strong　shoots

　　　　of‘Kyoho’，‘De1aware’and‘Muscat　Bai1ey　A’grapeYines

　　　　40days　after　fu11b1oomy　in1986．

　　　　z　TC　Tota1carbohydrates，ST　Starch，TS　Tota1sugar，
　　　　　　RS　Reducmg　sugar，NRS　Nonreducmg　sugar
　　　　y　Fu11b1oom：‘Kyoho’＝May28，‘De1aware’＝May24，
　　　　　　‘Muscat　Bai1ey　A’＝May31．
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Fig．7．　The　contents　of5ma〕or　fert111zer　e1ements1n　buds　on　strong

　　　　shoots　oピKyoho’，‘De1aware’and．‘Muscat　Bai1ey　A’grape▽ines

　　　　40dlays　after　fu11b1oomz　m1986
　　　　z　Fu11b1oom：‘Kyoho’：May28，‘De1aware’＝May24，
　　　　　　‘Muscat　Bai1ey　A’＝May31．
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Fig．8．　The　contents　of　manganese　and　boron

　　　in　buds　on　strong　shoots　of‘Kyoho’，

　　　‘De1aware’and’Muscat　Bai1ey　A’grape－

　　　vmes40days　after　fu11b1oomz　m1986
　　　z　Fu11bloom：‘Kyoho’＝May28，

　　　　‘De1aware，＝May24，
　　　　‘Muscat　Bai1ey　A㌧May31．

ほうが高く，6巨峰’の強，弱新梢問で見出された傾向と

全く同じであり，壊死発生との対応関係があった．第7

図はN，P，K，Ca，Mg含量の調査結果である・前項

で，壊死発生の多い‘巨峰’の強新梢の側芽では，発生

の少ない弱新梢の側芽に比べ，P，Ca，Mg含量が低い

ことを示したが，‘巨峰’と‘べ一リーA’，‘デラウェア、

間では，いずれの要素についてもこの様な関係は認めら

れなかった．また第8図に示すように，Mn含量は品種

問でほとんど差異がなかった．B含量では，‘巨峰’が他

の2品種より低く，‘巨峰’の強，弱新梢間の場合と共通

する壊死発生との対応関係は認められなかった

　‘巨峰’の新梢の側芽内の主芽におげる壊死の発生始期

は，年次によりまた側芽の位置により多少異なったが，

最も壊死率の高かった第5～8節では満開後約28日

（1984年，1986年の平均），13～16節では約34目　（1983

年，1984年，1986年の平均）であった　そして壊死率は

その後急激に高まり，約20目間で最高値となり，その後

の増加はほとんど認められなかった．副芽におげる壊死

発生率は主芽より低かったが，発生時期はほぼ同様であ
　　　　　　　1）、
った．LAvEEらが‘クイーソ④オブ勾ヴァイソヤード’

の第3～4節の側芽で調査した結果と本実験のこれに対

応する位置の側芽での値を比較すると，発生始期では約

1週問遅かったが，発生期問は約20日問とほぼ同様であ

った．したがって壌死発生の時期的経過は，栽培環境や

品種の違いであまり影響されないように思われる．

　この様に比較的基部の側芽に，しかも限定された時期

と期問内に壊死は発生するが，その事実と関連があると

思われるのが新梢の生長と側芽の発育との相対関係であ

る．側芽における壊死発生が，新梢の強さと密接に関係
　　　　　　　　　　　　　　　1～2・3）
することはすでに認められているが，本実験の結果でも

弱新梢に比べ強新梢での発生率は著しく高かった．壊死

の発生しやすい強新梢の基部に近い側芽が外部形態的に

発達する時期は，新梢がまだ伸長生長を盛んに続げてい

る時期である．一方，強新梢でも上部の側芽では壊死の

発生率は低いが，これらの側芽が発育する時期には，新

梢の伸長生長は緩慢となっている．また弱新梢では，基



内藤・山村・棟居：ブドウの側芽の壊死に関する研究（第3報） 一17．一

部に近い側芽が発育する時期でも新梢生長は比較的緩慢

である．すなわち強い新梢の，伸長生長が盛んな時期に

外部形態的に発育する側芽で，しかもその発育がかなり

終りに近づいた頃に壊死は発生しており，このような条

件のあることが壊死の発生する側芽の位置と発生する時

期が限定される理由と考えられる．

　本実験では，壊死の発生しやすい部位の側芽につい

て，殿粉，還元糖，非湿元糖，N，P，K，Ca，Mg，Mn，

B含量を調べたが，これらの成分のうちで壊死発生との

問に対応関係が認められたのは，殿粉，全糖および還元

糖であった．すなわち殿粉含量は壌死の発生しやすい

，巨峰’の強新梢より発生しにくい弱新梢で高く，逆に全

糖，還元糖はともに弱新梢で低く，とくに壊死の発生盛

期である満開後40日，57目の弱新梢では殿粉含量が全糖

含量より高いのに対し，強新梢では逆に低かった．全く

同様な関係が側芽の壊死の発生しやすい‘巨峰’の強新

梢と発生しにくい‘デラウニア’，‘べ一リーA’の強新

梢の間でも認められた．このような殿粉と糖との相対量

の相違が壊死発生の直接の原因となりうるかどうかは，

現在のところ不明である．しかし，この点について，GA

との関連性は検討する価値があると思われる．緒言で述

べたように，‘クイーソ・オブ1ヴァイソヤード’や‘巨

峰’の強い新梢の側芽で壊死が発生しやすい原因は，芽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）
の内生GAのレベルが高いためであろうとZlvらおよ
　　　3，5）
び内藤らは推測している．またGAが植物組織中の殿

粉加水分解酵素の活性を増加することは周知の事実であ
　ユ0）

る．したがって本実験の結果で，壊死が発生しやすい側

芽内の殿粉含量が低く，還元糖含量が高かったことは，

これら側芽の内生GAレベルが高いことを示唆してい

るように思われる．この点を明確にするには，壊死の発

生しやすいあるいはしにくい条件の側芽内のGA活性

を調査する必要があり，また同時にα一アミラーゼなど

の加水分解酵素の活性の調査を行なえは，側芽の壊死発

生の機作の解明に役立つと思われる．

　　　　　　　　摘　　　　　要

　‘巨峰’の新梢の側芽内の主芽における壊死の発生始期

は，側芽の位置により多少異なり，最も壊死率の高かっ

た第5～8節では満開後約28目，第13～16節では絢34目

であった　壊死率は約20目問で最高値となり，その後の

増加はほとんどなかった．副芽の壊死率は主芽より著し

く低かったが，発生時期はほぽ同様であった．また，側

芽におげる壊死の発生率は，弱新梢より強新梢で高く，

壊死の発生しやすい強新梢の基部に近い側芽が外部形態

的に発達する時期には，新梢の伸長生長は盛んであっ

た．

　壊死の発生しやすい部位の側芽について，殿粉，還元

糖，非湿元糖，N，P，K，Ca，Mg，Mn，B含量を調

べたが，これらの成分のうちで壊死発生との対応関係が

認められたのは，殿粉，全糖および還元糖であった．す

なわち‘巨峰’の強新梢より弱新梢で殿粉含量が高く，

逆に全糖，還元糖はともに弱新梢で低く，とくに壊死の

発生盛期の弱新梢では，殿粉含量が全糖含量より高かっ

たのに対し，強新梢では逆に低かった．全く同様な関係

が側芽の壊死が発生しやすい‘巨峰’の強新梢と発生し

にくい‘デラウエア’，‘べ一リーA’の強新梢の間でも

認められた．
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