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カキ渋用品種‘天王'ガキの形態的特性と果実の発育に伴う

2， 3の成分変化ならびに採取後のエチレン生成
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Abstract 

Diospyros kaki Thunb.‘Tennou' is the main cultivar for kaki-shibu in the south巴m region of Kyoto， Japan; however， the 

morphological， componential， and physiological characteristics have not been described. In this study， the floral organ and 

ma旬releaf morphology， and soluble tannin， sugar， and organic acid content in the企uitof ‘Tennou' were evaluated comparing 

with those of ‘Hiratanenashi'. Changes in the flesh firmness， ethyl巴neevolution， and water loss ofthe fruit col1ected in the season 

for kaki-shibu preparation (15 weeks aft巴rful1 bloom) were investigated during storage at room temperature.‘Tennou' bore only 

female flowers. Configuration ofthe calyces viewed from abov巴theflower was cross-shaped and thin. The mature leafblade of 

‘Tennou' was smal1 with a long el1ipse. 'TI巳nnou'fruit was very smal1 and globular; the fresh weight was 37% ofthat of‘Hira-
tanenashi' at 19 we巴ksafter白11bloom. At 15 weeks a丘紅白11bloom， the soluble tannin content of‘Tennou' fruit was 1.8-times 

higher than that of ‘Hiratanenashi'; the sugar content was lower， but the organic acid content was higher in‘Tennou' than ‘Hira-

tanenashi'. Fruit flesh of ‘Tennou' at the time of col1ection was harder than ‘Hiratanenashi'. Although the extent ofwater loss of 

‘Tennou'企uitduring storage was more marked， ethylene evolution企omth巴fruitwas lower than in‘Hiratanenashi' . 

Key Words : ethylene， fruit firmness， organic acid， soluble tannin， sugar 
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緒言

我が国では，渋ガキ果実は食品としての利用はもとより，

その渋味成分であるタンニンを利用したカキ渋生産にも利

用されている.現在のカキ渋の主要な用途は，タンパク質

と結合して沈殿を生じるタンニンの性質を利用した清酒の

津下げ用清澄剤である(今井， 2003). その他，化粧下地用

化粧品 CTakizawaら， 1992)，石けんの添加物や食品添加

物としても実用化されている.

カキ渋原料としては，タンニンを多く含む果実の小さい

品種が適するとされる(伊藤， 1991).現在の主要品種とし

ては，岐阜の‘田村京都の

があげられ， いずず、れも果実カが1小型カかミら中型の品種でで、ある.

‘天王，は我が国のカキ渋の主たる商業的生産地である京都

府南山城地方で主原料として用いられている. この地方で
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は，‘天王'樹は茶園に散在し，収穫以外はほとんど管理さ

れない.カキ渋用‘天主'果実は成熟前の 9月に採取され

るが，高木であるため樹上で枝ごと採取され，後に枝葉を

取り除きカキ渋製造に用いられる.‘天王'は京都府京田辺

市天王地区が発祥の地であるという説があるが(今井，

2003) ，来歴は定かではない.また，上記 2品種とは異なり

1979年に報告されたカキの種苗特性分類調査(広島県果樹

試験場， 1979) には対象品種とされず，カキ品種としての

特性が明らかにされていない.

タンニン含量の高いカキ渋製造における重要な点とし

て，適した品種を原料とすることに加え，タンニン含量の

高い搾汁液が多く得られる適期に原料果実を採取すること

があげられる(今井， 2003).古くから，成育初期の果実は

搾汁量が少ないため原料としては適さないことが知られて

いる(今井， 2003). また，落柿や熟柿を用いると腐敗・発

酵が起こり，加えて，酸化酵素の活性が活発でタンニンの

収量が低下するとされる(伊藤， 1991).未熟果実を用いた

場合においても，軟化した果実は同様の問題を引き起こす
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ため，採取後軟化する前にできるだけ早く製造するべきで

あるとされる.

カキ果実では，軟化と果実のエチレン生成量には高い相

闘があることが知られている(板村， 1986;岩田ら， 1969; 

高田， 1982). Nakanoら (2001)は‘西条'果実において，

エチレン作用問害剤である MCP(l-methyl cyclopropene)を

処理すると，果実の軟化が完全に抑えられることから，エ

チレンがカキ果実の軟化原因であると報告している.カキ

渋原料としての‘天王'果実は，経験的に採取後の果実軟

化が遅いことが知られている(今井， 2003).カキ渋原料品

種の特性として，カキ渋製造に影響する軟化やエチレン生

成などの果実の生理的特性を明らかにすることは重要であ

ると考えられる.

本研究では，カキ資源としての‘天王'の特徴を明らか

にするために品種特性が広く知られている‘平核無'を

対照とし，‘天王'の形態的ならびに果実の成分や生理的な

特性を調査した.

材料および方法

1.花器の形質調査

形態観察は京府木津川市加茂町口畑地区の茶園に栽植さ

れた成木の‘天王， 5樹を用いて 2007年に行った対照に

は，大阪府立大学附属教育研究フィールドに栽植された成

木で，結果量の調整を行わなかった‘平核無'3樹を用いた.

種苗特性分類調査報告書(広島県果樹試験場， 1979)に

記載のカキの審査基準に基づき観察および計測し，その形

質を調査した.花器の形態観察および計測は満開時に行っ

た.満開日は‘天王'が 5月訂正‘平核無'が 5月 10日

であった.花性，雌花の着生程度，雄花の着生程度および

雌花の遅れ花の多少は樹を観察することにより評価した.

雌花の形質については，第 l表に示した形質について，そ

れぞれ 10花を用いて観察もしくは計測した.雌花の新鮮重

量は，花梗を取り除いた花を用いて計測した.その他の項

目は形態観察により評価した.琴片の釣合は，琴片の斉一

性を評価するもので，葉の着生する方向の尊を Aとし，残

りの 3募片を Aから時計周りに B，CおよびDとしたとき

の4琴片の釣合(大きさの違い)を観察し評価した.

2.成葉の形質調査

花器と同様に‘平核無'を対照として‘天王'の成葉の

形態的形質を調査した.葉の採取は， ‘天王'は7月 20日

に行い， ‘平核無'は 7月 27日に行った.発育が中庸な新

梢上の基部から 3~5 節目に着生した成葉を供した.種苗

特性分類調査報告書(広島県果樹試験場， 1979) に記載の

カキの審査基準に基づき計測し形質を評価した.葉身の

厚さ(葉面中央部)，葉柄の長さおよび太さ(葉柄中央部)

は葉を採取後すぐに 10葉について計測した.葉身の大きさ

(葉面積)，葉身の長短，葉身の形および葉身基部の形は，

成葉 10枚のさく葉標本を用いて計測した.葉身表面の色彩

は晴天時に樹冠を観察して評価した.

さく葉標本を白黒コピーしそのコピー画像をスキャ

ナー (GT-9700F，EPSON)でコンピュータに取り込み， JPEG 

形式で保存した.画像編集ソフトウェア (PhotoshopCS2， 

Adobe)を用い，塗りつぶ、しツールで JPEG画像の葉の黒色

部分を赤く塗りつぶした.画像解析ソフトウェア (Pop

Imaging， Digital being kids) の機能である「色領域の抽出J

を用い，加工した JPEG画像の赤色部の面積比率を求めた.

その比率とコピー用紙の面積から葉面積を算出した.葉身

の長短は，最大葉幅長/葉身全長 x100の式により求めた.

葉身の形は，尖頭から最大葉幅の位置までの葉身の長さ/

葉身全長 x100の値より評価した.葉身基部の形は，葉柄

に対し直角に置いた基線が葉脚部の葉縁とのなす角度より

評価した

3. 果実の採取と果実サイズの計測

果実は， ‘天王'および‘平核無'ともに形態観察用と同

じ樹より満開の 3，7， 11， 15および 19週後に採取した.

‘天王'は午前中に採取し新聞紙で包みビニール袋に入れ

て 30C下で大阪府立大学まで輸送し，翌日 10~ 20個の果

実を液体窒素で凍結した平核無'果実は午前中に採取

し，新聞紙で包みビニール袋に入れて 40Cの冷蔵庫に保存

し，翌日果実を取り出し液体窒素で凍結したいずれの品

種においても，果実の凍結前にその赤道径と新鮮重量(琴

を含む)を計測した.

4.果実の可溶性タンニンの分析

切り刻んだ果肉片5gを沸騰させた100%メタノール50mL

中に入れて 5分間加熱した.その後，バイオミキサー (BM-

2， 日本精機)により磨砕し，磨砕液を 3，000gで遠心し上

澄みを吸引ろ過した.残浮を 100%メタノール 50mLおよ

び、蒸留水 50mLで洗浄し，吸引ろ過した.ろ液と洗浄液を

合わせ， ロータリーエパポレーター (EYELANI-N，東京

理化学機器)でメタノールを減圧留去して水相を得，蒸留

水を加えて 100mLの抽出液とした.抽出液 1mLを蒸留水

で 10~ 50倍に希釈し，希釈液 2mLに対して lNFolin-

Ciocalteau試薬 2mLを加え， 3分後 10%炭酸ナトリウム水

溶液を 2mL加えた.暗黒下で 1時聞置いた後，分光光度

計 (UVmini-1240，島津製作所)で 530nmの吸光度を測定

した.タンニン含量は，カテキンを標品として作成した検

量線を用いて求めた.

5. 果実の糖分析

上述の 100mLの抽出液を用いて糖分析を行った.陽イ

オン交換樹脂 (DOWEX-50W，H+型，ワコーケミカル)と

陰イオン交換樹脂 (DOWEX-l，HCOO型， ワコーケミカ

ノレ)をそれぞれ直径 1cm，長さ 4cmのガラス製カラムに

詰め，陽イオン交換カラムの下に陰イオン交換カラムを接

続した. 40mLの抽出液を陽イオンカラムの上端に加え，

次に蒸留水 30mLを陽イオン交換カラムの上端から流し，

両カラムを通過した中性画分の溶液を糖分析に用いた.中

性画分のうち 5mLを試験管にとり，遠心乾固した乾固

試料 1mg当たり 25μLの蒸留水を加えて溶解し分析試料と
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した.分析は高感度示差屈折計 (RID-300， 日本分光)を

備えた高速液体クロマトグラフィー (M600，Waters)を用

いて行った.カラムは 4.6x 250 mmのNH2 (ジーエルサイ

エンス)を用い，カラム温度は 350Cとした.移動相には

アセトニトリル:蒸留水 (75:25， v/v) を用い，流速は

1 mL・min-1とした.糖の定量は，標準として用いたフル

グトース， グルコースおよびスクロースで作成した検量線

を用いて行った.

6. 有機酸のガスクロマトグラフィーによる定量分析

有機酸は， DOWEX-1カラムから 6Nギ酸 20mLで溶出

しこの溶出液のうち 5mLを試験管にとり遠心乾固した.

乾固試料 1mg当たり 100μLのピリジンで溶解した. ピリ

ジン溶解液を遠心分離し，上澄み液 100μLをスクリュー

キャップのついた試験管に移した N，O-ピス(トリメチル

シリル)アセトアミド 100μLを加え撹拝し， 600Cで 10分

間加熱して有機酸をトリメチルシリル化し，ガスクロマト

グラフィー (GC)試料とした.有機酸分析は，水素炎検出

器 (FID)を備えた GC(GC-14A，島津製作所)を用い試

料 lμLについて行った.カラムはキャピラリーカラム

(CBP1・M25四 025，島津製作所)を用いた.キャリアガスに

は窒素を用い， 150 kPa に設定した.水素ガスは 60kPaと

し，空気は 50kPaに設定した.カラムの温度は分析試料導

入後 900Cを維持し， 1.5分後より 80C・min-1で昇温し 2200C

に達した後， 2200Cを 2分間維持した.FID検出器は 320oC，

気化室温度は 1500Cとした.

7. 果実からのエチレン生成量と果肉硬度の計測

試験は 2009年に， 2007年試験と同じ樹を用いて行った.

満開日は‘天王'が 6月2B，‘平核無'が 5月 12日であっ

た.カキ渋用の果実採取期にあたる満開 15週後に，‘天王'

および‘平核無'の果実を採取した.果実の採取は午前 10

~ll 時の間に行い，梱包用スポンジと新聞紙をひいたパッ

ト上に専を上にして果実を置き，‘天王'は採取後ただちに

大阪府立大学に運び試験に用いた.‘平核無'果実は，採取

後 3時間ι(‘天王'の運搬と分析準備に要する時間)室温下

に置いてから試験に供した.

果実からのエチレン生成量の計測は， ‘天王¥ ‘平核無'

それぞれ果皮や琴が無傷な 5果実を用い，採取後 0，1， 3， 

5， 7， 9日目に行った.エチレン捕集ピン(中75x 100 mm) 

に 1果実を入れ 1時間密閉し，ヘッドスペーガス 1mLを

プラスチックシリンジで抜き取り分析試料を得た.試料中

のエチレンは FIDを備えた GC(GC-8A，島津製作所)に

より計測した.カラムには活性アルミナを充填した 50cm

のガラスカラムを用いた.窒素をキャリアーガスとし，流

速は 30mL. min-1とした.水素と空気はともに，20mL. 

min-1とした.試料導入室の温度は 180oC，カラム温度は

40oC， FID検出器の温度は 1600Cとした.ガスサンフ。ル採

取後ただちに捕集ピンのふたを聞け，次の分析時まで室温

下に置いた.

満開 15週後に採取した果実を用いて果肉の乾物率を計測

した.種子を含まないように果肉をダイスカットし， 800C 

の乾燥器に2週間置き，乾物率を計測した.採取日および

室温下に 9日聞置いた果実の新鮮重量を計測し新鮮重量

の変化から水分喪失率を求めた.採取日および採取 9日後

に果実赤道面から厚さ約 7mmの果肉切片を調製し，直径

第 1表 カキ‘天王'および‘平核無'の雌花の形態的特徴

形質 天王 平核無

大きさ z (gFW) (0.83土 0.03)s 大 (1.94士0.04)
子房の縦断面の形 円形 宝珠形
子房の横断面の形 やや方形 方形
花梗の長さ Y (cm) 中位 (1.25士0.06) やや短 (1.04土 0.04)
花梗の太さ X (cm) 中位 (0.25士0.01) 太 (0.35士0.01)

花梗の曲直 曲折花 多 曲折花多
高の位置 花梗中位 花梗中位

花の向き 下垂 横または下

琴片平面の形 細十字 広十字

琴片側面の形 横開 斜開
等片の斉一性w 全等同大 考A小
考片の中折れV 甚 日虫
喜善片中央脈の突起u 著しい 平
写片の反転t 平 平

Z階級(小1.00g >;中の小1.01-1.30g;中，1.31-1.55g;中の大， 1.56-1.90 g;大， 1.91-2.50 g;頗る大， 2.51<) 

Y階級(短， 0.90cm>;やや短， 0.91-1.20;中位，1.21-1.35;やや長， 1.36-1.50;長， 1.51 <) 

X階級(細， 0.20cm>;やや細， 0.21-0.23;中位， 0.24--0.27;やや太， 0.28-0.30;太， 0.31-0.40;著しく太， 0.41<)
w葉の着生する方向の専をAとし，残りの3琴片をAから時計周りにB，CおよびDとし，大きさを比較する

v専の中央脈を中心に両翼が折れ曲がる程度(階級;平，極僅，僅，弱，中，やや強，強，甚，不定)

u階級;なし，僅，平，著しい

t琴片の縁の曲折または摂じれの方向と程度(階級;上方曲折，上方涙れ，平，下方摂れ，下方曲折，不定)

s括弧内の数値は平均士標準誤差， nニ 10を示す
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3mmの円筒形プランジャーを備えたレオメータ (FUDO

NRM-2002，不動工業)を用いて貫入抵抗値を計測した.切

片の果皮より内側約 5mmの位置を計測箇所とし， 1果実に

つき 3箇所計測し平均値をその果実の貫入抵抗値とした.

しなかった. ‘天王'の 1結果枝当たりの雌花の着生数は 2

~5 花と‘平核無'と同程度であった. ‘天王'果実の収穫

は結果枝ごと行うため，樹は隔年に結実する.そのために，

結果年では花芽の発達が旺盛である可能性があると推察さ

れる ‘天王'の雌花における偽雄ずいの数比 ‘平核無'

と等しく 8本であった.結果および考察

1. 花器および成葉の形質

‘天王'は，雄花および完全花を着生せず，遅れ花も着生

‘天王'および‘平核無'の花器(雌花と等)の形態的特

徴を第 1表に示す.対照に用いた‘平核無'では，雌花の

第 1図 カキ ‘天王'の花器の形態

A，花冠上部の形態;B，花冠側面の形態

第2表 カキ‘天王'および‘平核無'の成葉の形態的特徴

形質 天王 平核無

葉身の大きさ Z (cm2
) 極小 (35.3士2.1)q やや大 (115.3土 3.9)

葉身の長短Y やや細長い 52.8 やや幅広い 62.4 

葉身の形x 長楕円 57 長楕円 59 

葉身基部の形w (0) 中 (45.5土 3.2) 極鈍 (15.5土1.8)
葉身尖頭の有無程度 v 短小 中位

葉身尖頭の鋭鈍u 円い 中位
葉身の厚さ t (mm) 薄い (0.23士0.01) 薄い (0.25土 0.02)

枝梢に対する葉身の向き 直角 直角
葉柄の長さ s (cm) 短い (1.21土 0.12) やや短い (1.38土 0.04)
葉柄の太さ r (mm) 細し、 (2.03土 0.12) やや細い (2.91土 0.12)

Z階級(極小， 50 cm2 >小， 51-70;やや小， 71-90;中位， 91-110;やや大， 111-130;大， 131-150; 

頗る大， 151-200;極大， 201 <) 

Y最大葉幅長/葉身長 x100，階級(極細長， 37.9> ;頗る長い， 38-42.9;細長い， 43-47.9;やや細長

い， 48-52.9;中位， 53-57.9;やや幅広い， 58-62.9;幅広い， 63-67.9;著しく幅広い， 68 <)，階級値

は 10枚の葉の平均値

X 尖頭から最大葉幅の位置までの葉身の長さ/葉身全長 x100，階級値は 10枚の葉の平均値，階級(極紡

錘， 44 >紡錘， 45-48;やや紡錘， 49-52;楕円， 53-54;やや長楕円， 55-56;長楕円， 57-60;頗る

長楕円， 61 <) 

w葉柄に対し直角に置いた基線が葉脚部の葉縁とのなす角度

階級(平 50>極鈍， 5-20;鈍， 20-30;やや鈍， 30-40;中，40-50;やや鋭， 50-60;鋭， 60 <) 

V 階級(無，ほとんど無し，短小，中位，長大)

u階級(尖る，中位，円い)

t階級(薄い， 0.30mm> ;中位， 0.31-0.37;厚い， 0.38 <) 

S 階級(極短い， 0.9 cm > ;短い， 1.0-1.2;やや短い， 1.3-1.5;中位， 1.6-1.8;やや長い， 1.9-2.1;長

い， 2.2-2.4;極長い， 3.0 <) 

r階級(極細い， 2.00mm> 細い， 2.01-2.50;やや細い， 2.51-3.00;中位， 3.01-3.50;やや太い， 3.51-

4.00 ;太い， 4.01 <) 

q括弧内の数値は平均士標準誤差， n = 10を示す
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大きさと苓片の斉一性の 2項目は，種苗特性分類調査報告

書(広島県果樹試験場， 1979) の結果と異なった.種苗特

性分類調査報告書(広島県果樹試験場， 1979)では， ‘平核

無'の雌花の大きさと苓片の斉一性は，それぞれ「中の大j

と iAC琴小jであったが，本調査では，それぞれ「大」と

「琴 A小」であった. ‘天王'の雌花の大きさは非常に小さ

く，‘平核無'雌花の新鮮重量の約 43%の0.83gであり，種

苗特性分類調査報告書(広島県果樹試験場， 1979) に記載

の対照品種である‘四ツ溝¥ ‘久保'および‘田倉' と同

じ最も小さい階級の「小Jに分類された. ‘天王'の子房縦

断面の形は円形であり，横断面の形は「やや方形j であっ

た(第 l表).花梗の長さと太さには，両品種問で雌花の新

鮮重量ほど大きな差はみられなかった‘天王'の雌花は地

表に向いて咲く， i下垂Jタイプであった. ‘天王'の 4枚

の苓片は同じ大きさであり，満開時の花を上から見たとき

の専の形(琴片平面の形)は，細十字，満開時の花を横か

ら見たときの苓片の展開状態(苓片側面の形)は，ほぼ水

平に展開する「横開jであった(第 l表，第 l図).等片の

中央脈を中心に両翼が屋根型に折れ曲がる程度を示す琴片

の中折れをみると， ‘天王'はカキ品種の中で最も大きい

「甚」であった.また，中央脈には突起がみられ，その程度

は著しかった.

成葉の形質では，‘平核無'は葉身の厚さと葉柄の太さの

2項目は，種苗特性分類調査報告書(広島県果樹試験場，

1979)の報告と異なった(第 2表).報告では，葉身の厚さ

と葉柄の太さはそれぞれ 「厚い」と 「中位」であったが，

本研究ではそれぞれ「薄いJと 「やや細い」であった.葉

身面積は‘平核無'が 115cm2~.こ対して， ‘天王'が 35cm2 

であり，葉身の大きさは，種苗特性分類調査報告書(広島

県果樹試験場，1979)の階級に従うと， ‘平核無'が 「やや

大」に対して‘天王'は‘蓮台寺' と ‘黒柿' と同じ階級

の 「極小j であった ‘天王'の葉身の長短は， iやや細長

い」に階級付けられた ‘天王'の葉身の形を示す指数は

57と 「長楕円」の階級であった.業柄に対し直角に置いた

基線と葉脚部の葉縁とがなす角度で階級付けされる葉身基

部の形をみると， ‘天王'は角度 460 の「中」に当たり，種

苗特性分類調査報告書(広島県果樹試験場，1979) に記載

の対照品種である‘正月'や‘会津身不知' と同じ階級で

あった. ‘天王'の葉身尖頭は， ‘平核無'に比べて小さく，

円かった. ‘天主'の葉柄のサイズは‘平核無'より小さ

かった.葉身の色彩などの他の形質に両品種間で大きな違

いはみられなかった(データ未掲載)• 

‘天王'の分布域に隣接した地域である京都府南部の宇治

市や相楽郡の茶園には‘鶴ノ子'が散在しており， この地

域での栽培は約 200年の歴史があると報告されている(広

島県果樹試験場， 1979). ‘鶴ノ子'の収穫期の果実(適正

結果量に管理した状態)は 60g未満と非常に小さく(種苗

特性分類調査報告によると最も小さい階級の「極小jに当

たる)，卵形で，枯露柿やカキ渋の原料とされる. ‘天王'

の形質を種苗特性分類調査報告書(広島県果樹試験場，

1979) に記載の‘鶴ノ子'の形質と比較すると，花性に差

異はないが， ‘鶴ノ子'の雌花の大きさは1.01~ 1.30 gの

「中の小」に当たり， ‘天王'の方が小さかった. 宮島ノ子'

の尊片平面および側面の形は‘平核無' と同じ形状が記載

されており， ‘天王' とは異なった. ‘天王'の葉身の大き

さは 「極小」であったのに対して， ‘鶴ノ子'は 「小」で

あった.葉身の厚さ，葉柄の長さおよび太さも‘鶴ノ子'

より ‘天王'のほうが l階級低かった.葉身の形にも違い

がみられ， ‘鶴ノ子'が 「楕円」であるのに対して‘天王'

が [長楕円Jであった.葉身基部の形を示す葉脚部の葉縁

となす角度は， ‘天王'が 460 の 「中jであったのに対し

て， ‘鶴ノ子'は 30~ 400 の「やや鈍jであると記載され

ている.両品種の現在の分布域は近く， ともに果実の小さ

い品種であるが，花器と葉身の形態には多くの相違点があ

り，両品種の類縁性は低いと推察される.

2. 果実成長

‘天主'の果実横径と果実重量はともに調査期間中‘平核

無'より常に低く，満開 19週後の果実横径は‘平核無'が

6.3 cm ~こ対して， ‘天王'が 4.1cm，果実重量は‘平核無'

が 105.1gに対して， ‘天王'が 38.9gであった(第2図)• 

また，成長後期の‘天王'果実の形状は，球形であった(第

3図).満開 19週後の‘天王'果実は着色始期に当たり，そ

の後完熟までにある程度肥大が続くと思われる.また，組

放栽培であり，人為的に適正結果量には調整されていない

ため，本データは本来の‘天王'果実の肥大能を過小評価

している可能性があるが，カキ品種の中で最も果実サイズ

の小さい階級 [極小，収穫時 60g未満;種苗特性分類調査

報告(広島県果樹試験場， 1979) による]に分類されると

推察される.また，種苗特性分類調査報告(広島県果樹試

験場， 1979) では，雌花サイズが‘天王' と同じく 1g未

120 8 

王
盤
山核

天

平
ム
企

0

・
」n

U

ハU

ハU
0

0

・0
(芭
凶
)

20 

6 .... 
d 
(
E
O
)
 
制
柑
畑
弘
前

wm耐町

A
宮

内

4

ハU

ハ
u

a

u

d

せ

酬明
側
議
康
保
耐
町

。。 0 

20 5 10 15 
開花後週数

第2図 カキ‘天王'および‘平核無'果実の成長に伴う新鮮

重量と赤道径の経時的変化
垂直線は標準誤差 (n= 10)を示す
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第3図 カキ‘天王'の満開 15週後の果実
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第4図 カキ‘天王'および‘平核無'果実の成長に伴う可溶

性タンニン含量の経時的変化

垂直線は標準誤差 (n= 3)を示す
**， * ; t検定により，それぞれ 1%および 5%レベルで、有

意差があることを示す

満の階級であると報告された‘四ツ溝¥‘久保'および‘田

倉'の適正結果量下での収穫果実の大きさは，それぞれ，

「小， 61 ~ 100 gJ， Iやや小， 101 ~ 140 gJ ，および 「大，

221 ~ 260 gJの階級であり， ‘天王'はi雌花が小さいのみ

ならず，着果後の果成長が劣る可能性があると考えられた.

3. 果実の可溶性タンニン含量

‘平核無'の可溶性タンニン含量の消長は，これまでの報

告(稲葉ら， 1971;米森・松島， 1985) とほぼ同じノfター

ンを示し，満開後 3週が最も高く， 7週に大きく低下し， 19 

週に再び低下した(第 4図).満開後 15週と 19週の‘天

王'果実の可溶性タンニン含量は‘平核無'に比べて有意

に高く， 15週では‘平核無'の約1.8倍の 31.7mg. g-IFW 

であり， 19週では約1.5倍の 23.4mg • g-IFWであった.京

都府南山城地方では，カキ渋生産のための‘天王'果実は

9月中に採取される.本実験での満開 15週後 (2007年 9月

6日)は収穫期に当たった.この原料果実の採取時期は，果

実が十分に成長し，かつ，可溶性タンニン含量が十分に高

い時期であるため，可溶性タンニンの収量が最も高い時期

であると考えられる.

4. 果実の糖含量の経時的変化

‘天王'果実に含まれる糖は還元糖のグルコースおよびフ

ルクトースならびに非還元糖のスクロースであった(第 5

図).満開 3週後の‘平核無'果実の還元糖含量は，グル

コースが 12.4mg • g-IFWおよびフルクトースが 12.9mg. 

g-IFWであった.一方， ‘天王'果実の満開 3週後の還元糖

含量は， グルコースが 2.4mg・g-IFWおよびフルクトース

が 3.1mg・g-IFWと‘平核無'に比べ非常に含量は低かった.

満開 19週後には，‘平核無'のグ、ルコース含量が 47.1mg. 

g-IFW，フルクトース含量が 32.5mg • g-IFW，スクロース

が32.0mg • g-IFWに増加した ‘天王'果実の成長に伴う

糖蓄積は‘平核無'より緩慢で、，満開 19週後のグルコース

とフルクトース含量はともに‘平核無'の約 72%であった.

また，カキ渋用果実採取期である満開 15週後において，果

実の還元糖および非還元糖を合わせた総糖含量は， ‘平核

無'では 92.9mg • g-IFWあったのに対し， ‘天王'はその

約 67%の62.7mg・g-IFWであった.

カキは成熟時に70%以上の割合でスクロースを蓄積する

ショ糖蓄積型品種(‘富有¥ ‘次郎 ‘愛宕， )から， 50% 

以上がフルクトースとグルコースの還元糖で占められてい

る還元糖蓄積型品種(‘菊平¥ ‘荷頃子成場， )まで，段階

的に様々な品種が存在する(鄭・杉浦， 1990). 鄭・杉浦ら

(1990) によると， ‘平核無'は還元糖蓄積型品種であると

されている.本実験における‘平核無'果実は，満開 19週

後までの調査ではあるが， この時期のフルクトースとグル

コース含量を合わせた還元糖含量が全糖含量の70%以上を

占め，還元糖蓄積型品種であることが確認された 一方，

‘天王'の満開 19週後の還元糖含量も全糖含量の 70%以上

を占め， ‘天王' も還元糖蓄積型品種であると考えられる.

カキ渋はカキ果実を破砕，搾汁した液を半年から l年ほ

どの間熟成させて作られる.熟成過程で自然発酵が起こり，

細菌が繁殖し糖質を基質として不揮発酸である乳酸やコハ

ク酸および揮発酸である酢酸，酪酸，プロピオン酸，パレ

リアン酸などを生成し，カキ渋特有の酸敗臭の原因となる

(秩山ら， 1969;今井ら， 2001) .本実験の結果，カキ渋用

果実採取期に当たる満開後 15週において‘天王'の糖含量

が‘平核無'の約 67%と低いことが明らかとなった この

ことは‘天王'を原料としてカキ渋生産を行うとカキ渋成

熟の際に発生する異臭が低い可能性を示す.今井ら (2001)

は， ‘天王'と‘田村'を用いて伝統的手法である加水法に

よりカキ渋を製造し，熟成期間中の揮発性有機酸の消長を
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第6図 カキ ‘天王' および ‘平核無' 果実の成長に伴う有機酸含量の経時的変化

垂直線は標準誤差 (n= 3)を示す
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調査した結果，果汁の糖含量の低い‘天王'の方が熟成中

に発生する揮発性有機酸含量は低いと報告している.

5.果実の有機酸含量の経時的変化

果実に含まれる主たる有機酸は両品種と もリンゴ酸で

あった(第 6図). '天王'果実の リンゴ酸含量は，カキ渋

用果実採取期に当たる満開 15週後には急激な増加がみら

れ， ‘平核無' の約 4倍の値であった.今井ら (2001)は，

カキ渋液調製 O日の z天王'のリンゴ酸含量は果汁 1mL 

当たり 2.0mgであり， ‘田村'の 3倍の含量であったと報

告しており，この値は本実験の満開 15週後の含量とほぼ等

しく， カキ渋原料と して採取される時期の ‘天王' 果実は

リンゴ酸を多く含むという特徴があることが確認された.

クエン酸は果実の搾汁時からカキ渋液の発酵終了時まで

ほとんどその含量は変化しないが， リンゴ酸は発酵に伴い

消失すること が確認されている(今井ら， 2001) また，上

241 
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述したようにカキ、渋液の発酵過程で，果実には含まれない

不揮発酸や揮発酸が急増すると報告されている(今井ら，

2001) 従って， ‘天王' 果実に含まれるリンゴ酸は， ‘天

王'果実で製造したカキ渋液を特徴づける有機酸ではない

と考えられる.

6. 力キ渋用果実採取期における果実のエチレン生成量と

果実重量と果肉硬度の変化

果実の採取当日のエチレン生成量は，品種間で有意な差

はなかった(第 7図)• ‘平核無'果実のエチレン生成量は

採取 1日目以降漸増し， 採取 7日目に 7.0:!:1.3μL・kg-1• 

h-1の最大値を示した ‘天王'果実のエチレン生成量は採

取 3日目 から 5日目にかけて漸増し，その後低下した.採

取の 7日および9日後の ‘天王'果実のエチレ ン生成量は

‘平核無'果実より有意に低かった.

採取後 9日間の果実の水分喪失は ‘平核無'よ り‘天王'
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第3表 満開 15週後に採取したカキ‘天王'および‘平核無'果実の乾物率ならびに採取後の果実重量および果肉硬度(貫入抵

抗値)の変化

品種
乾物率z 果実重量 (g) 水分喪失率Y

貫入抵抗値 (kgocm2-I)X 

(%) 0日 9日 (%) 0日 9日

天王 15.5 24.3 21.0 13.6 15.8土0.2 8.0士2.9

平核無 9.0 86.4 79.7 7.7 13.1士 0.3 2.3土1.9

**W ** ** ns 

Z採取直後 (0日)の乾物率を示す (n= 5) 

Y採取後 9日間の果実の新鮮重量低下割合を水分損失率とした (n= 7) 

X平均土標準誤差， n= 5 

Wt検定により nsは有意差なしを，料は 1%レベルで‘有意、差があることを示す

なお，%データは角変換後に統計分析を行った
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第7図 満開 15週後に採取したカキ‘天王'および‘平核無'

果実の室温下でのエチレ ン生成量の経時的変化

垂直線は標準誤差 (n= 5)を示す

**， * ; t検定により，それぞれ 1%および 5%レベルで有

意差がある ことを示す

が有意に高かった(第 3表).果肉の貫入抵抗値を比較する

と，採取時の果肉硬度は‘平核無' より ‘天王'が有意に

高かった.

カキ果実のエチ レン生成は水分ストレスにより誘起きれ

る (Nakanoら， 2001). 本実験では ‘天王'果実の 9日間

の水分喪失は‘平核無'より激しかったが，エチレンの生

成量は‘平核無'より明らかに低かった.この結果から，

天王'果実のエチレン生成は‘平核無'に比べて水分スト

レスの影響を受け難いと推察される

松本ら (2007)は， ‘西条'の幼果 (8月25日採取)と成

熟後期果実 (11月 19日採取)のいずれにおいても果実硬度

の急速な低下に先だってエチレンが生成されると報告して

いる ‘平核無'では，エチレン生成の大きなピークが採取

7日目にみられ，その後採取 9日目にかけて急激に軟化が進

行したと推察される.一方‘天王'では，採取5日目に‘平

核無'より小さいもののピークがみられ， これ以降軟化が

進行したものと考えられる.採取9日目に両品種間で果肉

の貫入抵抗値に有意差がみられなかったことは，エチレン

生成ピーク 後の経過時間の差に起因する と推察される

以上をまとめると， ‘天王'は薬，花お よび果実が小さ

く，‘平核無'とは異なる形態的特徴を有した品種で、あるこ

とが明らかとなった.また，カキ渋生産用果実の採取期に

果実に含まれる可溶性タンニンが豊富で，糖含量の低いこ

とから，‘天王'はカキ渋原料として優れた品種であるとい

える.カキ渋原料として採取される時期の‘天王'の未熟

果実は硬度が高く，果実からの水分喪失が多いにも関わら

ずエチレン生成量の低い品種であることが明らかとなっ

た エチレン生成量の低さは，果実の軟化程度が低いこと

と関連すると思われるが，採取後どの程度の期間カキ渋製

造に適した状態を維持で、きるかは今後詳細に検討する必要

がある.

摘要

京都府南山城地方において，カキ渋用として果実が利用

されているカキ‘天王'の品種特性を明らかにするために，

‘平核無'を対照として花器と葉の形態的特徴ならびに果実

の成長に伴うタンニン，糖および有機酸含量の消長を調査

した. また，カキ渋用果実の生理的特性を明らかにするた

めに，採取後の果肉硬度，エチレン生成量および水分喪失

の変化を調査した.‘天王'は雌花だけを着生し，そのサイ

ズは非常に小さく，花を上部から見たときの琴は細十字の

形態を示した. ‘天王'の成葉は小さく，長楕円形であっ

た. ‘天王'果実は球形で小さく ，満開 19週後の果実新鮮

重量は ‘平核無'果実の約 37%であった. カキ渋用果実採

取期である満開 15週後の‘天王'果実に含まれるタンニン

含量は， ‘平核無'の約1.8倍であった. ‘天王'果実に含

まれる糖と有機酸の組成は‘平核無'と差異はなかったが，

満開 15週後では， ‘天王'果実の糖含量は ‘平核無'より

低く，一方，有機酸含量は‘天王'の方が高かった.満開

15週後に採取された‘天王'果実の果肉硬度は‘平核無'

より高かった.採取後 9日間の果実からの水分喪失は‘平

核無'より大きかったが，果実からのエチレン生成量は‘平

核無' より低かった.
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