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Abstract 

The citrus cultivar'Setoka'was selected from a cross between'Kuchinotsu No. 37'('Kiyomi'x'Encore') and'Murcott'. 

Because of the excellent quality of this fruit, the growing area is increasing both in open fields and greenhouses. However, exces-

sively softened fruit with a yellowish orange rind and poor taste are sometimes produced, particularly when cultivated in a 

plastic house. In this study, we examine the detailed differences in fruit quality between affected and normal fruit and the 

mechanism of the disorder. Compared with normal fruit, the affected fruit was smaller and had a thinner rind with lower a* 

value. The elasticity of the affected fruit determined by a texture analyzer was about 10% lower than that of normal fruit. Juice 

from the affected fruit had a markedly low sugar content; in particular, sucrose, which is the main sugar of'Setoka', was 65% 

lower than that in normal fruit. The citric acid content of the affected fruit was 27% higher, and the total amino acid content was 

35% lower than that of normal fruit. The average incidence of affected fruit was 3.1 %; in particular, the incidence in the inner 

canopy was 11.8%, which was higher than that in other parts. A tracer experiment with 13C showed that the translocation of 

photosynthates to the fruit was markedly restricted in the affected fruit. The accumulation of callose was microscopically 

observed in the phloem of the affected fruit disc, suggesting that an obstruction of the sieve tube by callose prevents the trans-

location ofphotosynthates to the fruit and results in a lower sugar content. 
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緒日

‘せとか’は，農業・食品産業技術総合研究機構果樹研

究所カンキツ研究口之津拠点（現九州沖縄農業研究セン

ターロ之津カンキッ研究試験地）で‘口之津37号, ('清

見,X'アンコール,)に‘マーコッドを交配して育成され

た中晩生カンキッで，外観が美麗で味がよい品種である

（松本ら， 2003). 2001年に品種登録されて以降，栽培面積

が増加する中，果皮が通常の橙色よりも黄色みを呈し，過

度に軟化した症状の果実がハウス栽培を中心に発生してい

る（第 1図）． この果実は，通常の果実に比べて糖度が低

く，酸度が高いことから食味が極めて劣るため生産上の問

題となっている．
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他の樹種では，カキにおいて軟化果実に関する報告があ

る．その症状は収穫前に発生し，ヘタムシや強風による果

実への直接傷害や，落葉病などの早期落葉に起因するもの

と，果実内エチレン生成量の増加が原因で発生するものに

区別されている（持田・板村， 2007). しかし，‘せとか'

の本症状は，外観上，傷害や落葉はみられず，カンキツは

ノンクライマクテリック型果実で，外生エチレン処理に

よって呼吸の上昇やクロロフィルの分解，カロテノイド生

成による果皮色の変化は促進されるものの（立木， 2007),

果実の成熟にエチレンの発生は伴わない（山木， 1991) こ

とから，カキの軟化果実とは発生様式が異なると思われ

る．一方，富田 (1971)は，ウンシュウミカンに全摘葉処

理した結果，果皮色は黄色みを呈し，果汁の糖度は低く，

酸度は高い果実が生産されることを明らかにしている． こ

の果実は，軟化を除いて本症状と類似点が多いことから，

菓の光合成や光合成産物の転流異常に起因する可能性が考

えられた．
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正常果 軟化症果

第 1図 ‘せとか’の軟化症果の外観（右側）

類似する症状は，露地栽培の‘不知火’や‘西南のひか

り,,'津之輝’でも確認している（未発表）が，このような

症状に関する研究報告はみあたらない．そこで本研究で

は， この症状を‘‘果実軟化症”と仮称し，その果実品質と

発生状況，発生メカニズムの解明を行った．

材料および方法

実験 1. 軟化症果の品質と発生率

愛媛県農林水産研究所果樹研究センターの加湿ハウス内

に植栽された 10年生 (2010年時点）カラタチ台‘せとか'

を用 いて， 2010年産は収穫期の 2010年 12月22日に，

2011年産は収穫 2か月前の 2011年 11月8日と収穫期の

2012年 1月9日に正常果と軟化症果の品質を調査した．本

調査では，正常果に比べて果皮色が黄色みを呈し，指で

握ったとぎの弾力が低い 2つの特徴を有する果実を軟化症

果と した．調査項目は，果実重と果肉歩合，果汁歩合，果

皮色，果皮厚，可溶性固形物含量， クエン酸含量とし，反

復数はいずれも 5果とした．果汁歩合は，果肉をハンド

ジューサーで搾汁し，さらしでろ過した後秤量し，果実重

で除した．果皮厚と果皮色は，果実の赤道面を 1果当たり

2か所測定して平均を求めた．果皮色は色差計 (NF-333,

日本電色工業（株））を用いて L*a*b*表色系の a*とb*と

で評価した．可溶性固形物含量とクエン酸含量は，果汁歩

合の調査で得られた搾汁液を使用し，カンキッ用簡易酸糖

度分析装置 (NH-2000,(株）HORIBA)で測定したまた，

2015年産の収穫期である 2016年 1月20日に正常果と軟化

症果をそれぞれ 20果採取し，テクスチャーアナライザー

(TA.XT.plus, SMS)を用いて果実赤道面の軟化程度を調査

した．使用したプローブはゅ5mmの球形で，果実表面か

ら5mm挿入時の弾性を評価した．

果汁内の成分分析は，前述した 2012年 1月9日採取果

実と同じものを供試し，果汁内の糖と有機酸，アミノ酸を

HPLC (LC-I 0, (株）島津製作所）を用いて測定したいず

れの測定も果肉をハンドジューサーで搾汁し，その果汁

を0.45μmのメンブレンフィルターでろ過した液を試料液

とした．糖の分析は試料液をそのまま使用し，カラムは

YMC-Pack-Polyamine-II ((株）ワイエムシィ），検出器は示

差屈折計 (RID-IOA, (株）島津製作所），移動相は 75%アセ

トニトリル溶液を使用 し，流量 1.0mL • min-1, カラム温度

3s0cの条件で測定した有機酸についても試料液は希釈

せず，ポストカラム pH緩衝化ー電気伝導度検出法を用い

た．使用したカラムは shim-pack-SCR-102H ((株）島津製

作所）にガードカラムを付け，検出器は電気伝導度計

(CDD-6A, (株）島津製作所）を用いた．アミノ酸は試料液

を純水で 10倍希釈後ポストカラム蛍光検出法の生体ア

ミノ酸分析法を用いて分析した．使用したカラムは， shim-

pack ISC-30/S0504Li ((株）島津製作所）で，検出器は蛍光

検出器 (RF-IOA,(株）島津製作所）を用いた．

愛媛県果樹研究センター内の加温ハウス内に植栽された

7年生カラタチ台‘せとか,7樹より計 791果を供試し，

収穫期である 2013年 1月 19日に着果部位別の軟化症果の

発生率を調査したすなわち，樹冠を上・下部と南 ・北の

方位に分けた 4区と， 内成りを合わせた計 5区に分割して

調査した．

なお，ハウス 内の温度調節は，いずれの年も 3月上旬から

加湿を開始し，春季までの暖房の設定温度は 16°C,換気設

定温度は25°Cとし，その他の管理は慣行の方法に従った．

実験2. 結果枝の葉の光合成と 13c を用いた光合成産物の

転流

長崎県南島原市内の加温ハウス園の 6年生カラタチ台

‘せとか, 3樹を用いて，軟化症果近傍の葉の機能につい

て調査した．材料は，後述する 13cのトレース実験に使用

した正常果と軟化症果が着生するそれぞれ 3本の結果枝当

たり 3~5葉用いた．調査日は， トレース実験の前後にあ

たる 2011年 11月25日と 2012年 1月8日とし，光合成蒸

散測定装置 (LCpro+, 英弘精機（株））で光合成速度と蒸

散速度を測定した．測定は 11~ 13時に行い，光合成光量

子束密度は 500µmo!• m―2 • s―1以上の環境下で行った．

光合成産物の転流について，収穫約 3週間前の 2011年

12月23~24日に 13cを用いてトレース実験を行った．材

料は，前述の 3樹を用いて，軟化症果と正常果の両方が着

生している側枝 3本を供試した大型の厚手ポリ袋（厚さ

0.06mm, 横幅 1.3m,縦幅 I.Sm,三友産業（株））で側枝

全体を覆い，袋中に 13cで標識した炭酸バリウム (SIサイ

エンス （株）， 99%含有）を2g入れた三角フラスコをそれ

ぞれ 4個用意し，袋外から 50%乳酸を約 lOmL充填した

注射器を用いて炭酸バリウムと反応させ， 13C02を発生さ

せた．処理中は，袋内に入れた小型扇風機で空気を撹拌

し，前出の光合成蒸散測定装置の外気導入チューブを袋内

に入れることで CO2濃度を測りながら，濃度の低下に合
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第1表 成熟ステージ別の正常果と軟化症果の果実品質

果実重 果肉歩合果汁歩合 果皮色 果皮色 果皮厚
可溶性固形物簡易分析計による

含量 クエン酸含量
(g) （％） （％） (a*値） (b*値） (mm) 

(0Brix) （％） 

正常果 185.8 86.8 57.4 29.03 73.43 2.01 12.3 1.02 
2010年産 軟化症果 170.1 87.7 55.4 20.23 73.67 1.45 7.7 1.58 
収穫期

有意性 Z ＊ NS NS ＊＊ NS ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

正常果 231.4 90.9 60.4 22.10 74.90 1.72 11.78 1.68 
2011年産 軟化症果 154.1 91.2 57.9 6.93 74.14 1.15 8.35 3.04 
収穫2か月前

有意性 Z ＊ NS NS ＊＊ NS ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

正常果 256.8 90.7 61.1 31.73 73.89 1.60 14.1 1.23 
2011年産 軟化症果 169.5 89.7 58.9 27.13 69.94 1.32 9.8 1.72 
収穫期

有意性 Z ＊＊ NS NS ＊ NS ＊ ＊＊ ＊＊ 

2010年産収穫期は 12月22日， 2011年産収穫2か月前は2011年 11月8日， 2011年産収穫期は2012年 1月9日の果実を供試した
zt検定により＊＊は 1%, *は 5%水準で有意差あり， NSは5%水準で有意差なし (n=5)

わせて適宜乳酸を加えた．処理時間は， 23日10時から 24

日17時までの約30時間としたなお，本試験は，光合成

産物の果実への移行を確認することを目的としているた

め，環状剥皮は行わなかった．サンプリングは翌年 1月 14

日に行い，当年葉，結果枝，果梗，果皮，果肉に分け，凍結

乾燥器で乾燥後粉末にし，その 1mgを用いて同位体分析

計 (FlashEAl 112-DELTA V PLUS ConFloIII System, Thermo 

Fisher Scientific (株））で 13c濃度を測定した. 13cの値は，

得られた測定値から， 13C02無施用個体の各器官の 13c濃

度を減じた 13Catom% excessとしたなお，サンプリング

した果実はトレース実験後の果汁内成分分析結果からも軟

化症果と正常果であることを確認した．

実験3. 顕微鏡観察

実験2より，軟化症果は果梗と果実の間で転流異常が認

められたことから，離層形成または飾管閉塞が生じている

と仮説を立てた．離層形成は，中村・柄澤 (1995)の方法

を参考に，果梗から果盤にかけて縦断面のパラフィン切片

を作成した後 0.5%サフラニン溶液を用いて染色し，光

学顕微鏡 (BX50,OLYMPUS (株））で観察した．飾管閉塞

については，原因物質がカロースである知見が多いことか

ら (Currier,1957; Currier• Strugger, 1956; Currier・Webster, 

1964; McNairn• Currier, 1968), 果梗部から果盤部にかけ

て横断面のバラフィン切片を作成し， 0.05%アニリン

ブルーを用いて 1時間染色し，落射蛍光装置 (BX-FLA,

OLYMPUS(株））を取り付けた光学顕微鏡 (BX50,

OLYMPUS(株））を用いて 330-385mnのUV光で励起して

観察および写真撮影を行った．

結果

実験 1.軟化症果の品質と発生率

2010年産と 2011年産とも収穫期の軟化症果は，正常果

に比べて小さかったが，果肉歩合，果汁歩合に差はみられ

第2表 収穫期における正常果と軟化症果の果実の弾性

果実の弾性 (g)

正常果

軟化症果

602.7 

539.2 

有意性 Z ＊
 

2016年 1月20日の果実を供試した
z t検定により＊は 5%水準で有意差あり (n= 20) 

なかった（第 1表）．軟化症果の果皮色はb*値に差はな

かったものの a*値が低いことから，正常果と比べて橙色

が薄く，黄色みがかった色を呈し，果皮厚は正常果に比べ

て2~3割薄かった．軟化症果の可溶性固形物含量は，両

年とも正常果に比べて約3~4割低い 10°Brix以下で，簡

易分析計によるクエン酸含量は正常果より約4~5割高い

1.5%以上だった. 2011年産の収穫2か月前の軟化症果は，

収穫期と同様に正常果に比べて小玉で果皮は薄く，果汁内

の可溶性固形物含量は低く， クエン酸含量は高かった．特

に果皮色の a*値については，収穫期の果実と比べて軟化

症果と正常果との差は大きく，黄色みを呈していた．収穫

期の軟化症果の弾性は，正常果に比べて約 1割低かった

（第2表）．果汁内成分について，軟化症果は正常果に比べ

て全糖含量と全アミノ酸含量（個別のデータは省略）が低

く，全酸含量が高かった（第 3表）．特に，‘せとか’の主

要な糖であるショ糖は，軟化症果が正常果に比べて 65%

低く，主要な有機酸であるクエン酸は27%高かった．軟

化症果の平均発生率は 3.1%で，発生部位別では特に内成

りで高く 11.8%だった（第4表）．

実験2. 結果枝の葉の光合成と 13cを用いた光合成産物の

転流

結果枝の葉の光合成について， 11月と翌年 1月に測定

した軟化症果と正常果近傍の葉の光合成速度と蒸散速度

に，差はみられなかった（第5表） • 1月のそれぞれの葉の
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第 3表 収穫期における正常果と軟化症果の果汁内成分

果糖 ブ ドウ糖 ショ糖 全糖含量 クエン酸 リンゴ酸 全酸含量 全ア ミノ酸含量
(g・lOOmLー1) (g•IOOmL-1) (g•lOOmL-1) (g •IOOmL-1 ) (mg•IOOmL-1) (mg•IOOmV1 ) (mg•IOOmL-1) (mg•IOOmL-1) 

正常果

軟化症果

1.79 

1.32 

2.57 

1.83 

7.12 

2.50 

11.47 

5.65 

1401.3 

1787.8 

188.6 

110.2 

1589.9 

1898.0 

244.5 

180.9 

有意性 Z ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

2012年 1月 9日の果実を供試した

z t検定により＊＊は 1%水準で有意差あり (n=S)

第 4表 軟化症果の樹冠内部位別発生率

着果位置 軟化症果発生率 （％）

上部北

上部南

下部北

下部南

内成り

1.8 b2 

1.3 b 

0.7 b 

4.3 ab 

11.8 a 

全体 3.1 

2013年 1月 19日に調査した (n=7)

z異なるアルファベ ットは，アークサイン変換後Tukey-Kramer
のHSD検定により 5%水準で有意差あり (n=7)

測定値は 11月に比べて著しく低かったこれは， ハ ウス

内の測定時の気温が 11月は約 20°cに対して 1月は約 10°c

だったことから，低湿による影響と考えられる．

13cのトレース実験において，軟化症果に着生した結果

枝の葉の 13cは， 1.67Atom% excess (以降Atom%)で，正

常果の 0.97Atom%と比較して高かった（第 2図）．結果枝

と果梗は，両区とも約 0.3~ 0.4 Atom%で差はみられな

か った．一方， 果皮と果究は，正常果が約 0.3Atom%に対

して軟化症果は約 0.02Atom%で著しく低かった．

実験 3. 顕微鏡観察

軟化症果と正常果ともに果梗から果盤にかけて離層は観

察されなかった （デー タ省略）．一方，軟化症果の果盤部

では，カロースの蓄積に反応する蛍光発色が飾部に多数確

認されたのに対して，正常果ではまったく確認されなかっ

た（第 3図）．
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第 2図 正常果と軟化症果における 13c光合成産物の器官別

濃度

図中の縦棒は標準偏差を示す (n=3)

図中の＊＊と＊は t検定によりそれぞれ 1%, 5%水準で

有意差あり

考 察

‘せとか’の‘‘果実軟化症"は，果実全体が軟化する特

徴があることから生産地によ っては“コンニャ ク症"と呼

ばれることや，その果汁内糖含量が極めて低いこと から，

減酸がある程度進んだ果実を“味なし果"と呼ばれること

もある．周藤ら (2016)は，ニホンスモモ‘貴陽で通常

果実に比べて極端にシ ョ糖とソルビト ール含量の低い味な

し果の発生を報告し，光合成産物の転流阻害について推察

している．樹種は異 なるものの‘せとか’の果実軟化症果

も極端に糖含量が低いことから，障害果が着生する結果枝

第 5表 正常果と軟化症果の結果枝の葉における光合成速度と蒸散速度

2011年 11月25日 2012年 1月8日

光合成速度
2 (µmol• m―. s-') 

蒸散速度
(mmol• m-2 • s―I) 

光合成速度
(μmol・m―2 • s―I) 

蒸散速度
2 (mmol• m―. s―') 

正常果の結果枝の葉

軟化症果の結果枝の葉

10.32 

12.93 

2.38 

3.41 

2.59 

2.81 

0.33 

0.54 

有意性 Z NS NS NS NS 

zt検定により NSは5%水準で有意差なし (2011年 II月 25日： n=3, 2012年 1月 8日： n=3) 

光合成光量子束密度は 500µmol• m―2 • 豆以上で測定した

測定は 11~13時に行った
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正常果の果盤部（横断面） 軟化症果の果盤部（横断面）

第3図 正常果と軟化症果の果盤部箭部におけるカロースの蓄積の有無
矢印（発光部）：カロース
X: 木部 Ca:形成層 P:飾部 Pf:飾部繊維， C:皮層

の葉の光合成速度低下や光合成産物の転流障害と仮説を立

て検証した．軟化症果の結果枝の葉は，正常果のそれと比

べて光合成速度と蒸散速度に差はみられなかったことか

ら，障害果近傍の葉の光合成は正常に機能していると考え

られる．一方， トレース実験の結果，果梗から果実の間で

光合成産物の転流が阻害されていることが示唆された．顕

微鏡観察の結果，転流阻害の原囚は果盤部の飾部における

カロースの蓄積による飾管閉塞と判断された．カロース

は，植物が自ら生成する多糖類の一種で， ときに飾部に蓄

積し，転流を阻害する物質として知られている (Currier,

1957)ことから，‘せとか’の軟化症果では果盤部師部に蓄

積したカロースが，主な転流糖であるショ糖の移行を阻害

し，果汁内糖含量の低下につながったと推察される．

カンキツ果実は，一般に果実の成熟に伴って果皮中のク

ロロフィルが消失してカロテノイド系の色素が集積する

が，果汁中の糖含量が多いほどカロテノイド含量も多い

（白石， 1972). 従って，軟化症果の着色不良の原因は，成

熟期の糖蓄積の低下による果皮のカロテノイド生成の抑制

と考えられる．

果実の硬さは，細胞壁の厚さや強さと，細胞同士の接着

によって支配されることや（山木， 1991), 細胞内の膨圧

によって影響され (Shackelら， 1991), 果皮の硬さは，全

ペクチン質に対する水溶性ペクチン質の含量比率に関係す

るとの報告がある（大東・佐藤， 1984). 軟化症果の軟化

は， これらの要因が関与している可能性が考えられ，今後

調査し検討する必要がある．

果皮の厚さについて， ウンシュウミカンにおいて小玉の

果実は大玉の果実に比べて果皮が薄いことから（井上，

1980), 軟化症果の果皮が薄いことは，小玉化の影響が一

因になっていると考えられる．

富田 (1971)は 11月に全摘莱したウンシュウミカン樹

の果実は，特に酸含羅が高くなることを報告している．摘

葉処理の果実は，光合成産物の蓄粗が減少する点で軟化症

果と類似することから，転流阻害が減酸の抑制に関与した

と考えられる．坂本・奥地 (1968)は，ウンジュウミカン

において果実生育期間の特に 9~10月の高温は減酸を促

進することを報告している．第 1表の 2011年産のクエン

酸含量が2010年産に比べて高かった原因としては， 2011

年産の 8~10月の平均気温が2010年産の同時期に比べて

1~2°C程度低かったため，減酸が抑制されたということ

が考えられる．

軟化症果の発生は， 日射量の少ない内成りで特に多い領

向がみられた．ハウス内は露地に比べて照度や直達光が低

い特徴があり（白石， 1989),'せとか’の軟化症果は主にハ

ウス栽培で発生することから， これらの光条件とカロース

蓄積の間に何らかの関係があるかもしれないこれについ

ては，今後調査し検討する必要がある．

摘要

中晩生カンキッ‘せとか’では，食味の劣る軟化した果

実が主にハウス栽培で一定程度発生することが問題となっ

ている．そこで，本研究では， この症状を“果実軟化症”

と仮称し，軟化症果の品質や発生程度，発生メカニズムに

ついて研究した．軟化症果は正常果に比べて小さく，果皮

色は黄色みを呈しており，果皮厚は薄い特徴があった．果

実の弾性は，軟化症果が正常果に比べて約 1割低かった．

軟化症果の果汁は，正常果と比較して全糖含贔，全アミノ

酸含量が低く，全酸含量が高かった．特に‘せとか’の主

要な糖であるジョ糖含量は 65%低く，主要な酸であるク

エン酸含量は 27%高かった．軟化症果の発生率は，樹全

体では平均 3.1%であったが，内成りでは 11.8%と高かっ

た．軟化症果と正常果が同時に着果する側枝に 13C02を吸
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収させて光合成産物の分配を調査した結果，軟化症果では

果実中の 13cが極めて低かった．また，軟化症の果盤部の

顕微鏡観察で，飾部にカロースが多数蓄積していることが

確認された．以上のことから，軟化症果は，カロースが果

盤部の飾管を閉塞させ，果実へのジョ糖の転流を阻害する

ことによって発生することが示唆された．
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