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単位論文内容の要旨

The current study pr'Ovided an ec'Ol'Ogical analysis 'Ofthe pr'Oductivity and fruit quality 'Ofmang'Osteen. 

The tree can'Opy w出 dividedint'O 9 sect'Ors， acc'Ording t'O height (b'Ott'Om， middle， and t'Op) and width (inner， 

center， and 'Outer)， with pr'Oductivity and fruit quality being c'Ompared創n'Ongsect'Ors and tree ages. The number 'Of 

合uitper sect'Or w出 largerin the Sect'Ors 1， 2， 4， and 5 than in the 'Other sect'Ors， with 'Older trees pr'Oducing 

significantly m'Ore合uitper tree. The number 'Of sh'O'Ots that devel'Oped in each sect'Or w出 largerin the t'Op and 

'Outer p'Ositi'Ons 'Of the can'Opy than in the b'Ott'Om and inner 'Ones; h'Owever， the C・Nrati'O 'Of leaves w出 higherin the 

latter than in the f'Ormer. The SPAD value 'Of leaves w倍 higherin the inner p'Ositi'On 'Of the can'Opy f'Or b'Oth y'Oung 

and middle-aged trees， whereas it w田 higherin the 'Outer 'One f'Or 'Old trees. On the basis 'Of the size and 'Occurrence 

'Of scars， which w出 causedby a dis'Order 'On the skin surface， higher quality fruit was 'Obtained fr'Om the Sect'Ors 1， 

4， 7， 5， and 2; h'Owever， the middle and t'Op p'Ositi'Ons 'Ofthe can'Opy produced larger fruit than the b'Ott'Om 'One. The 

t'Otal sugar c'Ontent in白e釘 ilwas higher in fruit harvested fr'Om the b'Ott'Om p'Ositi'On 'Of the can'Opy than in th'Ose 

harvested企om白et'Op 'One. Regardless 'Of sect'Or and tree age， the m'Ost abundant c'Omp'Onent 'Of sugars， 'Organic 

acids， and amin'O acids in the aril w出 gluc'Ose，malic acid， and y-amin'Obutyric acid (GABA)， respectivelぁB'Oth

t'Otal amin'O acid c'Ontent and the c'Oncentrati'Ons 'Of several individual amin'O acids decreased significantly with tree 

age. The 13C distributi'On rati'O in the aril was generally highest in fruit from the Sect'Ors 1， 4， 2， 5， and 7. 

In summary: (1) the b'Ott'Om and inner p'Ositi'Ons 'Of the can'Opy pr'Oduced m'Ore伽 itthan the t'Op and 'Outer 

'Ones， with fruit pr'Oductivity increasing with tree age; (2) light intensity was higher in the 'Outer p'Ositi'Ons than in 

the inner p'Ositi'Ons 'Of the can'Opy; (3) the C-N rati'O 'Of leaves was higher in the t'Op p'Ositi'On 'Of the can'Opy than in 

the b'Ott'Om 'One; (4) the m'Ost abundant c'Omp'Onent 'Of sugars， 'Organic acids， and amin'O acids in the aril w出 gluc'Ose，

malic acid， and GABA， respectively， regardless 'Of sect'Or and tree age; (5) the 13C distributi'On rati'O in the aril was 

higher in fruit harvested fr'Om the Sect'Ors 1，4，2，5， and 7， which pr'Oduced high-quality fruit. 



論文審査結果の要旨

本論文は、マンゴスチンの生産性と果実品質に関する基礎資料を得るため、これらに影響を及ぼすパ

ラメーターについて主に生態学的側面から検討したものである。供試樹はすべて、樹冠の高さ(下部、

中段部、上部)と樹冠の幅(内側部、中央部、外側部)から 9つのセクターに分けられた。

果実の生産性と品質を 9つのセクターと 3つの樹齢(若樹齢:20年生、中樹齢:35年生および高樹

齢:50年生)で比較したところ、着果数は樹冠の下部と中段部および内側部と中央部で多く、また高樹

齢樹ほど多かった。下部、中段部、内側部および中央部の果実は、大きさや果皮の障害発生からみて高

品質であった。圏内の光強度はセクターによって異なったが、樹齢間には差がなく、またどの樹齢も内

側部よりも外側部、下部よりも上部で高かった。上部と外側部では下部と中央部よりも栄養枝が多く発

生した。降雨量によりフェノロジー特性が変動した。

葉中の炭素含量は、若樹齢樹では下部よりも上部で多かったが、中樹齢樹と高樹齢樹ではセクタ一間

に差がなく、一方窒素含量はいずれの樹齢も上部よりも下部で多かった。このため、 C-N率は下部より

も上部で高かった。葉のクロロフィル aは下部よりも上部で多かったが、 bには差がなく、またaIb比

は樹齢が進むほど上昇した。果実(仮種皮)の全糖含量は上部よりも下部と中段部、若樹齢樹よりも高

樹齢樹と中樹齢樹で多かった。いずれのセクターとも、最も主要な糖はブドウ糖で、次いで果糖、ショ

糖の順であった。主な有機酸はリンゴ酸とクエン酸で、中樹齢樹では全酸含量が多かった。主要なアミ

ノ酸は、セクターや樹齢に関係なく y・アミノ酪酸 (GABA) とアラニンであった。全アミノ酸含量は高

樹齢樹ほど少なかった。

結果枝中の 13C_光合成産物の転流・分配をみたところ、施与後 13C濃度は葉で減少する一方、果皮と

仮種皮で増加した。施与 96時間後の 13C分配率は枝で最も高く、次いで果皮、葉、仮種皮および花托と

果柄の願で、仮種皮への分配率は品質の優れた内側部と中央部の果実で高かった。

以上のように、マンゴスチンにおける果実の生産性と品質について、セクターや樹齢など主として生

態学的な側面から解析した本論文は、その栽培改善に際して有益な示唆を与える成果を得たものであり、

博士(農学)の学位に値するものと判定する。


