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エチレンおよび脂肪酸処理が力キ‘西条'果実の熟柿化に及ぼす影響
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Effect of Ethylene and Fatty Acid Treatment on Soft-ripening in Japanese Persimmon 

(Diospyros kaki Thunb.)‘Saijo' Fruit 

Kazuyuki Akaural*， Ningjing Sun2 and Hiroyuki Itamura2 

'Uniνersity ofShimane， Matsue College， Hamanogi， Matsue 690-0044 

2 Faculty of Life and Environmental Science， Shimane Universi似 Nishikawatsu，Matsue 690-8504 

Abstract 

To establish a stable production method for soft ripe 'Saijo' persimmon (Diospyros kaki Thunb.)合uit，the fruit were treated 

with fatty acids or ethylene after several weeks' storage at OOC. Softening ofthe fruit first occurred in the vicinity ofthe calyx. 

Partial softening was observed at 23， 16 and 3 days after the beginning oftreatment in the control， and those田 atedwith 100μL 

linolenic acid and 100 ppm ethylene for 48 hours， respectively. With each treatment， the合uitsoft-ripened (complete removal of 

astringency) 3 days after partial softening. All the ethylene treated仕uitsoft-ripened at one time 6 days after the beginning of 

treatment. Ethylene treatment was found to be the fastest and the most reliable method for producing soft ripe‘Saijo'. Colora-

tion in the ethylene-treated fruit was improved and fruit flfmness decreased linearly. Soluble tannin concentration began to 

decrease 3 days after the beginning oftreatment and astringency was removed completely on the sixth day. Fruit that was stored 

at OOC for 2 to 8 weeks and then treated with ethylene soft-ripened 6 days after beginning oftreatment. When fruit were stored 

for longer than 4 weeks at OOC and then treated with ethylene， cracking occurred in the合uitduring the course of soft-ripening. 

キーワード :着色，脱渋，冷蔵，裂果

Key Words : cold storage， coloration，合uitcracking， removal of astringency 

緒言

カキ‘西条'は，一般に二酸化炭素やドライアイスによ

り脱渋処理され，さわし柿として食される.まれに百条'

の熟柿が庖頭に出ることがあるが，樹上で熟柿となったも

のを採取 ・出荷したものと思われ，裂果した果実が多く価

格も低い.種苗特性分類調査報告書(カキ) (r広島県果樹

試験場J. 1979)による と， ‘西条'はさわし柿として品質

極上であり，熟柿としても品質優秀と評価されている‘西

条'の熟柿の肉質は徽密で多汁であり， とろけるような中

果皮やゼリーのような食感の内果皮は，さわし柿とは大き

く異なる特徴である.

現在熟柿の需要は決して多くはないが，飲食業界からは

時々まとまった数の熟柿の要望がある. これに応えて需要

のある時期に多量の品質の揃った熟柿をつくるこ とができ
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本報告の一部は 3rdIntemational Symposium on Persimmon (Jinju， 
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れば， ‘西条'の消費の拡大につながると期待できる

カキについては，脱渋後の果実軟化防止の観点から多く

の研究(倉橋ら， 2005; Nakanoら， 2001;許ら.2003，2004) 

があるが，軟化を促進して熟柿を得ょうとした研究は見当

たらない.カキ果実の軟化はエチレンによって引き起こさ

れると考えられている(板村.2006) そして平田ら (1966)

は，樹上でカキ果実表面に数種の脂肪酸を塗布処理すると

果実の成熟が促進されること，および二重結合の多い不飽

和脂肪酸ほど処理果実のエチレン含量を高めるこ とを明ら

かtこしている

そこで本実験では，まず‘西条'果実に対してエチレン

および数種の脂肪酸処理を行い熟柿化に及ぼす影響につい

て検討した. また，低温貯蔵期聞が異なる果実にエチレン

処理を行い，熟柿化に及ぼす影響について調査した.

材料および方法

実験 1. エチレン処理濃度と時間が低温貯蔵果の熟柿化に

及ぼす影響

カキ‘西条'果実は収穫適期の 10月下旬に島根県松江市

の果樹園で採取し. OOCで2週間貯蔵した.

l
 

l
 

l
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貯蔵果実を 200Cで6時間静置後，以下のようにエチレ

ン処理を行った。12個の果実を容量 9Lのポリカーボネー

実硬度の測定は， レオメ一タ 一 (1トト、、叩、

業製)を用いて以下の要領でで、非破壊的に行つた目プラン

ト製デシケーターに入れ，純度 99.5%のエチレンガスをマ ジャ ーは直径 20mmの平円板形のものを使用し，クロス

イクロシリンジで注入して ヘッドスペースのエチレン濃

度が 20または 100ppmとなるように調節した.これらの

デシケーターを 200Cに調節した室内に静置し，20 ppmで

は48時間後， 100 ppmでは 24時間および 48時間後にデシ

ケーターを開放して処理を終了したー各処理区 48個の果実

を処理に用いた.

エチレン処理が終了した果実は有孔ポリエチレン袋に入

れ，200Cの室内に静置した エチレン処理開始後 5，6お

よび 7日に，各処理区当たり 12個の果実について脱渋の程

度を官能検査により調査した.官能検査は l人で行い渋味

を感じなくなった果実の割合を調べた.

実験 2. 指肪酸と大豆油処理が低温貯蔵果の軟化に及ぼす

影響

この実験には収穫適期の 10月下旬に採取し， OOCで4週

間貯蔵した百条'果実を供試した.果実は 200Cで6時間

静置した後，脂肪酸であるオレイン酸と yーリノレン酸(以

降リノレン酸)および油脂である大豆油処理を行い，果実

の軟化開始日を調査した.脂肪酸および大豆油は原液をマ

イクロピペットを用い，ヘタと果実の接合部で果梗を中心

にして対称の位置の 2ヶ所に 50μLずつ計 100μL滴下した.

果実軟化はヘタ近傍から始まることが認められたので，

ヘタ近傍の果実表面を指先で軽く押さえたとき，わずかに

へこむがすぐには回復しない状態が認められた時を果実軟

化開始日とした.

実験 3.リノレン酸とヱチレン処理が低温貯蔵果の熟柿化

に及ぼす影響

収穫適期に採取し OOCで2週間貯蔵した ‘西条'果実を

供試した

エチレンとリノレン酸は実験 lまたは 2と同様の方法で

処理し， 200Cの室内に静置して果実の軟化開始日および熟

柿完成日を調査した.

実験 4. エチレン処理した低温貯蔵果の熟柿化にともなう

果皮色，果実硬度，脱渋の程度およびタンニン含

量の変化

収穫適期の 10月下旬に採取し， OOCで4週間貯蔵した

‘西条'果実を供試した果実は実験 lと同様の方法でエチ

レン処理を行い，有孔ポリエチレンの蓋をしたコンテナー

に入れ 200Cの室内に静置し，果皮色と軟化程度およびタ

ンニン含量と脱渋程度について毎日調査した エチレン処

理果実 48果のうち， 20果を果皮色と軟化開始日，果実硬

度の測定に用い， 28果をタンニン含量の測定と渋味の官能

検査に用いた.

果皮色の測定には，果実カラーチャート(カキ)(農林水

産省果樹試験場基準，日本色研事業株式会社製作)を用い，

それぞれの果実の赤道部付近 4カ所について測定した.

軟化開始日の調査は，実験 2と同様の方法で行った.果

ヘッド速度 2cm • min-1でカキ果実を圧縮した.果実は横

向きに置き，毎回同じ位置で測定した.荷重を 0.05N-m-2 

から 0.65N_m-2まで増加させた時の果実の変形度 (mm)の

差を果実硬度の指標として用いた (Bourn巴， 1967，1980).

脱渋程度の調査のための官能検査は 4人のパネラーで行

い， 4果を用いて 4反復とした. ["渋味を感じる」をスコア

2， ["わずかな渋味を感じる」をスコア 0.5，["渋味を感じな

し、」をスコア Oの3つの基準により 脱渋の程度を判定した.

可溶性タンニン含量の測定には毎回 4果を供試し，果実

赤道部付近の中果皮からエタノール抽出した後フォーリ

ン・デニス法 (Swain• Hillis， 1959)により測定した

実験 5. 低温貯蔵期間の長さがエチレン処理による果実の

熟柿化に及ぼす影響

実験には， 収穫適期の 10月下旬に採取し，OOCで2，4， 6 

および 8週間貯蔵した百条'果実を供試した果実は 200C

で6時間静置した後，実験 lと同様の方法でエチレン処理を

行った.処理が終了した果実は，実験4と同様の方法でイン

キュベータ 内に静置し脱渋の程度を調査した 4，6， 8週間

貯蔵区では，熟柿完成までの聞に側面の果皮および果肉の

裂聞が見られ，これらの果実は調査の時に取り除いた

脱渋の程度は処理開始後 5，6， 7日にそれぞれ裂果して

いない 6個の果実について官能検査により調査した 官能

検査は実験 2と同様 4人のパネラーで行い， ["渋味を感じ

る」をスコア 1，["渋味を感じない」をスコア Oとして実験

lと同様に脱渋果率を算出した

結果

実験 1. エチレン処理濃度と時間が低温貯蔵果の熟柿化に

及ぼす影響

エチレン濃度 20および 100ppmの48時間処理では，処

理開始後 6日で果実は斉一に熟柿となったが，100 ppmの

24時間処理では6日後にも渋味を感じる果実が認められた

(第 l表)• 

実験 2. 指肪酸と大豆油処理が低温貯蔵果の軟化に及ぼす

影響

無処理に比べて， リノレン酸処理では軟化開始が有意に

7.5日早くなった.一方，大豆油とオレイン酸処理では，有

意ではないものの，軟化が幾分早くなった(第 2表)

実験 3. リノレン酸とエチレン処理が低温貯蔵果の熟柿化

に及ぼす影響

リノレン酸，エチレン処理および無処理区における軟化

開始までの平均日数は，それぞれ 16.3，3.0， 22.7日であり，

これらのいずれの 2つの処理聞にも有意な差が認められ

た.無処理とリノレン酸処理では軟化開始日までの日数に

バラツキが見られたが，エチレン処理では斉一で3日であっ

た(第 3表)
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第 1図 エチレン処理したカキ‘西条'果実の熟柿化にともな

う果皮色および果実変形度の変化

果実変形度は，値が大きいほど果実の軟化程度が大きい

ことを示す

図中の縦線は標準誤差 (n= 20)を表す
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第4表 低温貯蔵期間の長さの違いが ‘西条'果実の熟柿化に

及ぼす影響
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Yエチレン処理開始後日数

実が熟柿になった.いずれの貯蔵期間においても，処理開

始開始後 6日には全ての果実が完全に脱渋し熟柿が完成し

たなお，貯蔵期間 4，6および 8週間の果実では裂果が見

られた(第 4表)• 

一方，果実単位で見たとき，軟化開始から熟柿完成まで

の日数は，いずれの処理区においても 3日であり ，処理間

で差は認められなかった(データ省略)

実験 4. ヱチレン処理した低温貯蔵果の熟柿化にともなう

果皮色，果実硬度，脱渋の程度およびタンニン含

量の変化

果皮色は，処理開始から熟柿完成に至る 6日間に，カラー

チャート 値にして 3程度増加し 7日以降はほとんど変化

しなかった(第 l図)

果実変形度は，エチレン処理終了時には処理開始時より

も増加しており，その後も直線的に増加し，熟柿完成後も

まだ増加は続いた. このことからエチレン処理期間中に軟

化が進行し，その後熟柿完成時を経ても直線的に軟化が続

いたことが明らかになった

可溶性タンニン含量は，処理開始後 3日すなわち軟化開

始日の直前から急激に減少し， 6日には極めて少なくなっ

た.官能検査による渋味も，タンニン含量よりやや遅れて

減少を始めたが，6日には完全に脱渋した(第 2図)• 

実験 5. 低温貯蔵期間の長さがエチレン処理による果実の

熟柿化に及ぼす影響

貯蔵期間 8週間の果実では，処理開始後 5日に一部の果
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考 察

本研究において，エチレンの 20および 100ppmの48時

間処理では処理開始後 6日に果実を斉一に熟柿にしたが，

100 ppmの24時間処理では斉一性に欠けることが明らかと

なった.従って収穫時期や低温期間，収穫から貯蔵までの

日数の異なる果実を用いることを考慮したとき，より高い

エチレン濃度のほうが適用範囲が広いと考え，本研究のそ

の他の実験では 100ppm 48時間処理をエチレンの標準処理

方法とした.

一方，エチレン以外に二重結合の多い不飽和脂肪酸では

カキ果実のエチレン含量を高めることが認められている

(平田ら， 1966). 本実験でも二重結合の多いリノレン酸が

有意ではなかったもののオレイン酸や大豆油よりも軟化を

促進したが，これはリノレン酸がエチレン生成を促進した

ためかもしれない

リノレン酸およびエチレン処理のいずれも無処理に比べ

有意に軟化開始日 までの日数を短縮したが，その効果はエ

チレン処理の方が大きかった.また，オレイン酸，大豆油，

リノレン酸処理および無処理では軟化開始までの日数に果

実間でばらつきがあったのに対し，エチレン処理では処理

開始後 3日には軟化開始を誘導した.

いずれの処理においても軟化開始から 3日後には斉一に

熟柿 となったことから，本研究の‘西条'の熟柿化の指標

として用いたヘタ近傍の軟化は汎用性および信頼性がある

と思われた このように，いずれの処理でも熟柿形成に効

果があったが，実用性の観点からみると，熟柿完成日数の

斉一性や大量処理が可能であることから，エチレン処理が

最も優れていた.

‘西条'をエチレン処理により熟柿にすることにより果

皮の赤味が増加し，カラーチャート値にして 3程度の改善

が見られたことは，果皮の赤味が不足しがちな‘西条'に

とって好ましい結果といえよう なお， リノレン酸処理お

よび無処理の果実でも同様の果皮色改善が観察された

(データ省略)• 

熟柿の食べ方については，ヘタとその上の果肉部分を

1cm含んで切り落とし，種子をよけて縦半分に切ったもの

を横にして器に入れ，果肉をスプーンですくって食べるス

タイルを提唱したいと考えている この食べ方を考慮する

とエチレン処理開始後 6日の熟柿は，果実を切ったり果肉

をすくい取ったりしても果実が容易に崩れないという点で

最も優れていた.

熟柿の材料として， 6， 8週間とい う比較的長期の貯蔵果

実を用いた場合，裂果の発生は処理果実全体の 4分の lか

ら3分の lに達した.裂果した果実は熟柿として販売でき

ないため，この歩留まりの低さは熟柿の安定生産における

大きな障害となる.今後裂果と貯蔵期間との関係を詳しく

調査するとともに，裂果防止の方法についても検討する必

要があると思われる.

摘要

低温貯蔵したカキ‘西条'果実を材料として，熟柿を安

定して製造する方法の確立を目指し実験を行った 果実の

軟化はヘタ近傍から始まった. この軟化開始は無処理と y-

リノレン酸 100μL，エチレン 100ppm 48時間処理果で，そ

れぞれ 23と 16，3日後に認められた.いずれの処理におい

ても，果実は軟化開始後 3日ですべて完全脱渋し熟柿と

なった.エチレン処理によりすべての果実は処理後 6日で

斉一に熟柿と なった.エチレン処理は熟柿化に要する期聞

が最短で最も信頼できる方法と思われた.

エチレン処理により果皮の着色は改善し，果実硬度は処理

後直線的に低下した.また，可溶性タンニン含量は処理開始

後3日から減少が始まり， 6日で完全脱渋した.OOCで2から

8週間貯蔵した果実はいずれもエチレン処理開始後6日に熟

柿になったが， 4週間以上貯蔵した場合には裂果が見られた.
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