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8月以降の台風による渋ガキ果実の潮風害

(果皮の微細亀裂)，その後の脱渋処理で発生する

果面汚損および防止対策

山本隆儀 ・鈴木雅南子 ・奥谷紘平 ・田頭怜子 ・川上 洗・伊藤昌美

(山形大学農学部)

Salty Wind Damage (Fine Cracks in Peel) to Astringent Persimmon Trees by 

Typhoons after August， Stained Skin Occurred during the Treatment for Removal of 

Astringency and its Countermeasures 

Takanori YAMAMOTO， Kanako SUZUKI， Kohhei OKUYA， Reiko TAGASHIRA， Koh KAWAKAMI， and Masami ITOH 

(Faculty 01 Agricul/ure，均magalaUniversity， Tsuruoka， 99τ8555 Japan) 

Abstract 

Remarkable stained skins arose in persimmon‘Hiratanenashi' fruits after treatment for the removal of 

astringency via 95% ethanol at under room temperatures (RA95%ETOH) in 2004. When the surfaces 

were observed at high magnification before RA95%ETOH， barely detectable fine cracks were invisible 

to the naked eye. Further， however， a multitude of cracks stained with methylene blue wer，巴 found.We 

presumed the cause to be salty wind damage because many typhoons had passed through the Japan 

Sea and our country during the late summer season and the dirty f1ecks after RA95%ETOH had been 

distributed on the unilateral fruit surfaces. Subsequently， in 2005 and 2006， certain tests were carried out 

to assess whether spraying salt solution might reproduce the fine cracks， and whether certain washing 

treatments could inhibit the damage. In addition， two different treatments designed to remove astringency 

were tested to prevent staining of the skin. The proportion of the cracked area relative to the fruit surface 

after the spraying of 5% salt solution without washing was well approximated to that found in 2004. The 

proportion of one in 2004 and that in several treatments with 5% or 3% salt solutions， meanwhile， were 

significantly higher than the lower salt levels or 0%， while the stained skin after RA95%ETOH was very 

similar to that found in 2004. Stained skins a仇erthe removal of astringency at a temperature of around 

20'C by 35% ethanol or that by carbon dioxide gas was very little. We hypothesized an explanation that 

the合uitsmight not have been moistened with water drops during the latter two treatments because of 

the constant air temperaωre. As countermeasures to prevent damage and stained skins， the following were 

proposed: washing with copious water immediately after the passage of a typhoon， removal of remaining 

water droplets from plant surfaces by the vibration of branches and selection of the astringency removal 

method 

Key Words: Fine crack， Method for removal of astringency， Persimmon， Salty wind damage， Stained 

skin 

キーワード:カキ，果皮の汚損，脱渋方法，潮風害，微細亀裂
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1.はじめに

2004年山形大学農学部実験果樹園(鶴岡市)のカキ

‘平核無'果実は，収穫時の肉眼観察では全く異常が見

られなかったが，アルコール脱渋したところ，果実表面

に著しい汚損症状が見られた。カキ果面汚損は種々の

環境条件あるいは脱渋方法によって助長され易いが，栽

培管理と脱渋方法は例年と大きく変わらず，病虫害の

発生状況にもその原因は見出されなかった。脱渋処理

前の果実表面を拡大観察したところ， 多くの微細な裂開

(以下，微細亀裂)が認められたこと，同年の夏に台風

襲来が多かったこと，および，汚損部位が果実全面に

現れることなく偏ったことから潮風害が考えられた。そこで，

潮風害を想定して. 2005年に塩水散布による微細亀裂

と汚損症状の再現実験を行うとともに，水洗処理を組み

合わせるととにより，潮風害防止効果を試験した。また.

2006年にも同様な試験を行うとともに，異なる脱渋方法

が果面汚損の発生に及ぼす影響を調査した。なお.2006 

年には果実の肥大 ・品質および薬形質に及ぼす塩水散布

の影響を調査したが.落葉と落果が相当程度発生したた

め，本報では落果率以外については全て省略した。

2.材料および方法

3年間の観察と試験には，山形大学農学部実験果樹園

(Fig.l)栽植の 56年生共台のカキ平核無'樹 (2004年

当時)を用いた。上記果樹園の土騒は砂壊土(地下水位

は約 90cm)で，果樹園北側にニセアカシアの防風垣が

設置されていたが，その一画にカキ園があり，変則主幹

形仕立ての合計 13本の‘平核無'樹が慣行栽培され，毎

年良品の果実を生産していた。

2.1 2004年の脱渋方法および汚損果と微細亀裂の調査

2004年 10月下旬から 11月上旬に，カキ‘平核無'用

カラーチャート(農林水産省果樹試験場作成)を用いて

果色が約 5になったものから収穫し，外形寸法が 50cm 

x 45 cm x 30 cmの収穫用コンテナー内にヘタ部を上

にして果実を積み上げ，その上に新聞紙を載せ，カキ果

実 18kg当たり 5mlの95%以上のエタノールを新聞紙

の上に噴霧散布し，ポリ塩化ビニルフィルム袋で、密閉し，

10日間室温下で脱渋した (Fig.2上，以下.95%アルコー

ル脱渋)。脱渋処理後，汚損果が大量に発見されたので，

果実表面の汚損程度を果実単位に.0 (皆無). 1 (緩め

て少ない ).2(少ない).3(多い)および4(極めて多い)

の5段階に評価したととろ，その中央値は 4であり，汚

損症状のタイプはほとんど、が雲形状で、あった。また，この

原因を明らかにするため脱渋処理前の果実を拡大観察し

たところ，果実表面に無数の微細亀裂が検出された。し

Fig. 1. Shonai area. The c10sed squa閃 (Orchard)and 

the open one (Haguro) indicates the experimental 

orchard in Faculty of Agriculture of Yamagata 

University and the main district of persimmon合Ult

production in Shonai area， respectively. 
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Fig. 2. The schema of method for removal of astrin-

gency by 95% ethanol (upper)， that by 35% ethanol 

(middle) and that by carbon dioxide gas (Iower) 
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かし上記観察では微細亀裂発生程度を定量化し難いこ

とから，果実を0.05%のメチレンブルー水溶液に 10時

間浸潰し，水洗後，デ、ジ、タルマイクロスコープ(キーエン

ス， VH・5910)で表面の亀裂を観察し，画像をパソコン

に取り込み，画像解析した。画像解析には画像解析用ソ

フト(デジモ， Image Hyper 11)を用い，果頂部側平坦

部約 5害IJの面積を対象に，モノクロ輝度しきい値を 80と

して 2値化し，メチレンブルー染色面積の割合を画像計

算し，微細亀裂面積割合(%)とした。

2.2 2005年の温水散布試験，脱渋方法および汚損果

と微細亀裂の調査

2005年9月20日に， 2樹を用い， 4年生側枝で築果

比 20 前後，新梢当たり 1 ~2 果，側枝当たり 10 果に摘

果した後，砲水散布区を4種 (0%，1 %， 3%および 5%

滋度の粗塩を含む水道水の散布 )とその後の水道水によ

る4種の水洗処理(散布 l時間後水洗， 5時間後水洗，

24時間後水洗および無水洗)を組み合わせた合計 16処

理を施した(各処理区 l側枝)。極水散布はハンドスプレー

で l果全面が濡れる程度に枝全体に散布し，また，水洗

処理は果実を対象に，携帯型電動噴霧器を用いて l果当

たり約 5秒間水を噴霧した。水洗後の水滴落とし(枝の

振動処理)は行わなかった。各処理枝の全果実を 10月

28日に収穫し，各区4個の果実を 2.1に記した方法で色

素液に浸演し，微細亀裂面積割合を調査した。各区の残

り6個の果実については， 2.1に記した 95%アルコール

脱渋処理を 10日間室温下で施した。

2.3 2006年の塩水散布試験，脱渋方法および汚損果

と微細亀裂の調査

2006年には，3樹を用い， 4年生側枝で葉果比 20前

後，新梢当たり 1 ~2 果，組IJ枝当たり 10 果に摘果した後，

9月4日に，2005年と同様な方法(16処理)で底水散布

と水洗の組み合わせ試験を行った(各処理J{則枝).こ

のほか，側校2本には 3%の塩水散布(無水洗)を施

し，さらに 2本は無処理とし，いずれも炭阪ガス脱渋試

験用とした。果実は 10月24日に収穫したが， 一部落果

が見られたので，各処理区約 4i!i1Jの果実は微細亀裂の観

察に用い，約 6寄lの果実に脱渋処理を施した。脱渋方法

は2005年と異なり，上記 16区には， 35%エタノールを

噴霧した果実を素早く新聞紙で包み，ポリ塩化ビニルフィ

ルム袋に入れて密閉した状態で一週聞置いた (Fig.2中，

以下， 35%アルコール脱渋)。他の 4本から収穫した果

実は，デシケータ内に入れ，炭酸ガスを充満させ密閉し

た状態で 3日間箇いた (Fig.2下，以下， 炭酸ガス脱渋)。

いずれも，約 20'Cに設定された部屋で行った.脱渋が完

了した後，果実表面の汚損状態を 2. 2に記した方法で

調査した。微細亀裂面積割合の調査方法は 2005年に準
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じたが， 2006年には幾つかの処理区に落果が起きたの

で，微細亀裂面積割合の測定対象を果実単位とせず.残

存果実の表面から無作為に選んだ 8個の矩形とした。な

お， 2006年はこのほかに微細亀裂の最大幅の画像計測

を行った。各処理区の亀裂群画像から 3ケ所を無作為に

選び，画像を拡大し，それぞれの亀裂群の中で最も太い

亀裂を捜し亀裂が走る方向に垂直な亀裂幅を， 2点悶

距離計測手法により画像計測した。

2.4 気象データおよび統計処理

気象データは実験園より約 70m離れた鶴岡気象観測

所で測定された気象データを気象庁ホームページ気象統

計情報の中の過去の気象データ検索から読み取った。ま

た，過去の台風データについては上記気象統計情報の中

の過去の台風資料より読み取った。統計処理にはSAS9.1 

を用いた。

3.結果

3.1 汚損症状および微細亀裂の観察結果

2004年に収穫した果実を95%アルコール脱渋したとこ

ろ，果肉の異常は全く見られず，良好な食味を保持して

いたが，ほとんどの果実で，果面に多数の雲形状の褐色

汚損斑が見られ，商品価値が無くなった (Fig.3A)。汚

損斑が果実全面に満遍なく分布したものは少なく，多くは

果実表面の一部に偏って発生し，同じ果実でもその反対

側果面には全く見られない場合が多かった (Fig.3A)。汚

損斑部分を拡大観察すると，表皮組織が一部裂関し，そ

の部分を中心に淡褐色の変色部分が拡がっていることが

観察された (Fig.3B)。収穫果実 (脱渋処理前の果実 )

には上記の褐色汚損斑は全く観察されなかったことから

(Fig. 3C)， 当初は脱渋過程で発生したものと疑われたが，

通常発生する汚損に比べ，その発生数と程度は著しかっ

た。脱渋処理前の果実表面を注意深く拡大観察したとこ

ろ，微細亀裂がかろうじて検出できた (Fig.3D)oそこで，

観察を容易にする目的で，メチレンブルーで染色したとこ

ろ，微細亀裂数が非常に多いことが判明した (Fig.3E)。

また，果実表面に占める微細亀裂面積割合を画像解析し

たところ，高くて 3~4%にも達した。 染色された亀裂部

分の深さは表面から 1mmにも満たない浅いもので、あっ

た(Fig.3F)。以上のことから，この微細亀裂は果実が樹

に着生した段階で発生したこと，果実表面における発生部

位が偏ったこと，同年 8月と 9月に日本海沿岸に台風が

数多く襲来したこと， 当地方の農作物に潮風害が発生した

ことなどから，その原因を潮風害と仮定した。
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Fig. 3. The photographs (A-F) were obtained from observations using the fruits in 2004. Oirty flecks observed 

after the removal of astringency by 95% ethanol (A)， a fine crack on the dirty flecks (B)， a fruit appearance 

without abnormality to the naked eye before the removal of astringency (C)， many fine cracks observed on a 

fruit surface at a high magnification before the removal (0)， the cracks stained with methylene blue (E) and a 

stained crack in a longitudinal slice (F)目 Nextsix photographs (G-L) were obtained 合omobservations using the 

treated fruits in 2005 or 2006. The cracks stained with methylene blue before the removal of astringency (G)， 

dirty flecks observed after the removal of astringency by 95% ethanol (H)， small width of cracks on a fruit 

treated with 1% salt solution (1)， the large ones treated with 5% salt solutionσ)， a fruit appearance without 

dirty自民kafter the removal of astringency by 35% ethanol (K) and salt deposits on a fruit surface (L)， which 

were observed on several days a仇erthe spraying of the salt solution. 

一一 72 一
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3.2 2005年における塩水散布と水洗の組み合わせ処 3.3 2006年における塩水散布と水洗の組み合わせ処理

理が微細亀裂の発生ならびに 95%アルコール脱渋 が微細亀裂の発生に及ぼす影響および 35%アル

による汚損果発生に及ぼす影響 コール脱渋あるいは炭酸ガス脱渋処理が汚損果発

2005年の塩水散布と水洗の組み合わせ処理の結果， 生に及ぼす影響

色素首長浸漬後の微細亀裂は 2004年発生の微細亀裂とよ 2006年の塩水散布と水洗の組み合わせ処理の結果，

く類似した (Fig目 3G)。また，画像解析の結果. 5%塩 収穫時のカキ果実表面の平均微細亀裂面積割合は全体に

水散布無水洗区の平均微細亀裂面積割合は2004年発 2005年より高かった (Fig.4右)。高濃度区と低濃度区

生の平均微細亀裂面積割合に近似していた (Fig.4左)。 との聞には，平均微細亀裂面積割合の有意差が幾つか認

2004年の自然発生. 5%塩水散布無水洗および 5%極 められた (Fig.4右 )05%塩水散布 24時間後洗浄区とこ

水散布 24時間後水洗の各処理区とこれらよりも低濃度の れより低濃度あるいは 0%の区の聞に亀裂幅の有意差が

海水散布区の多くの聞に有意、差が認められた (Fig.4左)。 認められた (Fig.5)。また，亀裂の幅が大きいものほど亀

ただし，0%塩水散布区の平均微細亀裂面積割合は 1% 裂が深くなるととが観察された (Fig.31および J)。

以下で、あったが， 0%ではなかった(Fig.4左 )0 2005年の 95%アルコール脱渋処理後の場合と大きく

95%アルコール脱渋処理後の汚損斑の果面上分布 異なり， 35%アルコール脱渋処理後 (Fig.3K)あるいは

(Fig.3H)は2004年 (Fig.3A)とは異なったが，汚損症 炭酸ガス脱渋処理後の汚損症状は極めて少なかった。両

状そのものは両者よく類似し，その汚損程度の中央値は 脱渋処理とも，汚損程度の中央値は極く一部の処理区で

0%塩水散布区を除く全ての処理区でl.l7以上であった l前後のものが見出されたほかは極めて小さく (Table1)， 

(Table 1)。 汚損症状の発生を実質的に防止できた。ただし汚損症

Observed in 2004 仁三三三三ゴ ab

5"也(ー)

5"も(24HRS) ab 

5%(5HRS) abc 

5号也 (lHR) bdc 

3事告(-)

3"也(24HRS)

3"也(5HRS) dc 

3%(lHR) dc 

1%(ー)

1%(24HRS) 

1 q也(5HRS)0 d 

1"也(lHR)[コ cd

0%(ー)

0"も(24HRS)

0%(5HRS) 

0"も(lHR)

。

abcd 

abcd 

10 

Cracked area (弛)

2005 

15 

状が発生しなかったこれら果実の表面を拡大観察したとき，

2004年の観察結果 (Fig.3D)と同様に，微細亀裂が検

出され， 一方，塩水を散布しなかった果実には微細亀裂

5%(-) ab 

5%(24HRS) 

5~也 ( 5HRS) I abc 

5%(lHR) I Ibcd 

3%(ー) C:==::J cde 

3号i>(24HRS) C:::::J cde 

3%(5HRS) Dde 

3qも(1HR) C::::::J cde 

1q色(ー) c=Jcde 

1号色(24HRS)Dde 

1%(5HRS) 0 cde 

1qも(1 H R) C:::::J cde 

Oq也(ー)

。%(24HRS)口山d ・
Oq也(5HRS)D cde 

Oqも(lHR) 2006

o 5 10 15 

Cracked area (弘)

Fig. 4. Effects of salt solution sprays combined with several timings of washing on the proportion of crack area 

which were stained with methylene blue before the removal of astringency in 2005 and 2006. The proportion of 

crack area observed in the natural condition in 2004 was shown at the uppermost part in the left figure. The 

abbreviations of the treatments refer to Table 1. The different letter indicates significant difference at the 5% 

level by Tukey-Kramer method (n=4 in 2005， and n=8 in 2006) 
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I冶ble1. Treatments in which salt solution sprayings were combined with sever司1timings of washing， their ab-

br官viations，the numbers of samples (n)， the medians of th氾 degr官esof stained skin after removal of astringency 

bγthe th陀 emethods， and the proportions of dropped fruits. 

Description of the treatments Abbreviations 

of the 

Timings of washing and salt levels (%) in treatments 

the sprayed solutions 

Washing at Ihr after 0% solution spray 0% (旧R)

Median of degrees of stained skin 
Fruit 

坐P(%) 

2005 2006 2005 2006 

95% 35% 
側
一∞2

伊
一

n n n 
ethanol ethanol 

0.25 6 0.75 6 o 0 

Washing at 5hrs after 0% solution spray 0%σHRS) 0.25 6 1.50 6 0 0 

Washing at 24hrs after 0% solution spray 0% (24HRS) 0.25 6 0.25 6 0.00 10 0 0 

0% solution spray and no washing 0% (一)

Washing at Ihr after 1% solution spray 1% (IHR) 

Washing at 5hrs after 1% solution spray 1% (5HRS) 

Washing at 24hrs after 1 % solution spray 1 % (24HRS) 

1% solution spray and no washing 1 % (一)

Washing at Ihr after 3% solution spray 3% (IHR) 

Washing at 5hrs after 3% solution spray 3% (5HRS) 

Washing at 24hrs a仇er3% solution spray 3% (24HRS) 

3% solution spray and no washing 3% (-) 

Washing at lhr after 5% solution spray 5% (IHR) 

Washing at 5hrs after 5% solution spray 5% (5HRS) 

Washing at 24hrs after 5% solution spray 5% (24HRS) 

5% solution spray and no washing 5%←) 
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Fig. 5. Effects of salt solution sprays combined with 

several timings of washing on the maximum crack 

width， which were found within an image of crack 

group in the experiment in 2006. The abbreviations 

of the treatments refer to Table 1. The different letter 

indicates significant difference at the 5% level by 

Tukey-Kramer method (n=3). 

を検出で、きなかった。

3.4 2005年および 2006年における塩水散布と水洗の

組み合わせ処理が落果率に及ぼす影響

2005年にはいずれの処理区でも落果は発生しなかった。

2006年の塩水散布と水洗の組み合わせ処理により，落葉

と洛果が発生した。最終的な落果率は5%散布区>3%

散布区>1%散布区今 0%散布区の順に高かった (Table

l右)。なお， 落果に先立ち，異常な早期着色と果実軟

化が観察された。

4.考察とまとめ

2年聞における塩水散布による果実表面微細亀裂の発

生は 2004年の観察結果に極めてよく近似し， 2004年

の微細亀裂の発生原因が潮風害であると断定できた。メ

キシコ湾岸地帯のハリケーンや熱情諸島のサイクローン

(Pounders et al.， 2006; Normand and Habib， 2001; 

Reighhard et al.， 2001; Zhang et al.， 2002; Thomas， 

2001)と並んで.我が国でも台風の襲来が多く，そのたび

に農作物は著しい被害を受ける。果樹などの園芸作物も
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例外でない。果樹の台風被害には強風による樹体の倒伏，

枝折れ，落果，潮風害などがあり，永年性作物であること

から，その影響は数年に及ぶことが多い。これまでの果樹

に対する潮風害の研究は，台風被害の大きい西日本や東

海地方のカンキツに関するものが多い (Nakagawaet al.， 

1980; Muramatsu et al.， 1994; Ogata et al.， 1995; 

Morinaga et al.， 1999)。また，他の果樹でも落葉被害

を中心として研究され，たとえば.西日本と北陸地方に大

きな被害をもたらした台風 9119号による落葉果樹被害後

の生育相と対策が報告されている (FruitTree Research 

Station， 1992)。ただし，同報告中にはカキ果実への潮

風害，その後の生理落果や汚損果などは記されていない。

実験果樹園(山形県鶴岡市)と日本海との距離は，最

短(北西方角)で約 8km，真西に約 10kmであり，途

中に砂丘がある乙とから (Fig.1)，潮風害が常時問題にな

る西日本や東海地方の沿岸ミカン栽培地帯とは地形的に

異なる。しかし， Aamild and Homtvedt (2002)が行っ

たノルウェイ西部森林調査結果によると，針葉樹の薬に

含まれる塩濃度は，海から 70kmの所に比べ 10kmの

所および 1km付近では，それぞれ，約 1.5倍および約

4倍となり，また，葉の塩被害面積は，それぞれ， 10倍

および数十倍に増加した。さらに台風などの強風が吹く

場合は，風速によってはかなり遠くに塩が持ち運ばれる

(Nakagawa et al.， 1980)。汚損果の発生した 2004年

において，日本海側を襲来した台風は 7月と 10月には

無かったが， 8月と 9月の 2ヶ月間に合計 5個あり，例

年に比べて非常に多かった。各台風のコース概略，庄内

地方に最も接近した日の鶴岡気象観測l所における最大 10

分間平均風速 (以下， 最大風速 )， 平均風向，日雨量お

よび台風通過後の 2日聞における気温を列挙すると以下

の通りである。0411号は 8月2日に発生し，四国 ・中園

地方を横断し，日本海に出て， 8月5日に熱帯性低気圧

に変わったが.鶴岡では 8月6日に最大風速 4ms-1の

西風が吹き，4mmの雨が降り，その後 2日間の平均気

温は 27.2'C(22.6 ~ 32.6'C )で、あった(括弧内は気温の

範囲。以下.同様 )00415号は 8月 14日に発生し，上

陸することなく，対馬海峡を通って日本海に出て， 8月20

日に山形 ・秋田両県の日本海側を通り，青森県に上陸し

た。鶴岡では 8月20日に最大風速 9ms-1の西南西の風

が吹き，7mmの雨が降り，その後2日間の平均気温は

21.3 'C (15.2 ~ 26.6'C )であった。0416号は 8月 19日

に発生し，九州地方と四園地方西岸を通り，日本海に出

てから沿岸を北上し， 8 月 30 ~ 31 日に庄内地方に接近

後， 青森県，北海道に上陸した。鶴岡では 8月31日に

最大風速 10ms-1の南西の風が吹き，12mmの雨が降り，

その後2日間の平均気混は 23.60C(20.1 ~ 28.60C)で

あった。0418号は 8月27日に発生し，九州西岸をかす

め，日本海に出てから沿岸を北上し， 9 月 7 ~ 8 日に圧

内地方に接近した。鶴岡では 9月8日に最大風速 7ms-1 

の南西の風が吹き，26 mmの雨が降り，その後 2日間

の平均気温は 21.80C(18.4 ~ 25.9'C)であった。0421

号は 9月 19日に発生し.四国地方と北|径を横断し， 9月

29日に山形県を横断し，太平洋に出た。鶴岡では 9月

29日に最大風速 6mclの東南東の風が吹き， 4mmの

雨が|怒り，翌日には最大風速 10ms-1の北風が吹き，14 

mmの雨が|繰り，その後2日間の平均気温は25.1'C (14.6 

~ 26.1 OC)であった。これらの台風は程度の差こそあれ，

日本海の原分を持ち運んだ可能性は否定できない。2005

年と2006年の上記と似たコースの台風は8月と9月の2ヶ

月間において l個ずつで， 2004年に比べて少なかった。

筆者らは，2004年の潮風害と最も密接な台風は，お

そらく， 0415号と0416号であったものと考えている。中

でも， 0415号の場合，実験果樹園|坊風垣のニセアカシ

アの樹高が相当高かったこともあって，このうち 2本が直

径約 60cmの根元で真東に倒れ，また，リンゴ老木の太

枝が数本折損した。したがって，このときの最大瞬間風速

は相当大きかったものと考えられる。ほかの 4個の台風

にはこのような樹木倒壊は目立たなかった。Zhanget al. 

(2002)は規模とコースが良く似ており，大被害をもたらし

た3つの台風， 9117号，9119号および 9918号による

農業被害を比較した。いずれも，非常に強い勢力を保ち

ながら上陸した後に進路方向の東側にあたる九州，中国，

四国地方を暴雨域に巻き込みながらこの地域を通過した

が，前 2者では強風により海面から飛散した塩分粒子が

海岸から内陸部に飛散し，台風の通過時に降水が極端に

少なかったために(通称風台風)，付着した塩分が水洗さ

れず，作物への潮風害が発生した。2004年の上記2つ

の台風 (0415号と 0416号)の場合も庄内地方が進路

方向の東側に当たり，また，雨量が少なく，風台風であっ

た点は9117号と9119号に類似していたものと考えられる。

塩化ナトリウムの植物体内イオンに対する様々な害

作用は広く知られている (Grattanand Grieve， 1999)0 

Nakagawa et al. (1980)はウンシュウミカン葉への潮風

害の発生メカニズムとして，葉内浸入鹿は細胞間隙の浸

透圧を高め，急激な脱水，あるいはイオンの害作用をも

たらし薬面付着塩は表層付近の組織に同様な害作用を

もたらすこと考察した。本実験の場合でも，塩水処浬によ

りカキ葉身の一部に褐変が見られ，葉は大きく湾曲すると

ともに膨潤さを失い(葉厚の減少)，しばらくして落葉す

るものも見られたことから，上記のウンシュウミカン葉同様

な壊死や脱水が推察された。

果実の台風害には台風通過時の強風落果や葉ずれ ・
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校ずれによる果面傷害，葉面積減少による果実発育 ・成

熟への悪影響などがある (FruitTree Research Station， 

1992)。しかし，果実の潮風害の報告例は少ない。果実

の潮風害には上記に加え煽の害作用が加わる。本報で初

めて取り上げたカキ果実表面の微細11亀裂発生は果実の潮

風害の l例であり，被塩後約 2 ~ 3 ヶ月経過して果実の

商品性の喪失(汚損果 )に気付く特有なものだけに今後

注視していく必要がある。ただし微細亀裂の発生そのも

のは潮風害に限ったものではない。Watanabe(1967)は，

主要果樹 16種類の果実を用いて，果実生長に伴う表皮

系の変化を比較したが，その中で，渋ガキ白平核無'果

実の表皮系の特徴として，クチクラの厚さは 8~ 10μm 

でやや厚く，他の果実に比べ， AA毛で気孔数は皆無に近く，

亀裂もわずかであるが，条件が加わると亀裂を基点として

果面の汚損が生じるタイプとしている。また， Watanabe 

(1993)は同品種の果実成熟期における自然発生タイプと

考えられる微細亀裂の写真 (走査型電子顕微鏡法 )を報

告した。このほか， Matsumura and Noguchi (1998)は

甘ガキ‘松本早生富有'の開花期に尿素などを葉面散布

したととろ，収穫期に黒色汚損果が発生し，電子顕微鏡

により果面の微細亀裂を観察した乙とから，黒変は亀裂を

水が通過してフェノールが酸化したものであることを報告

している。ただし Matsumuraand Noguchi (1998)が

観察した微細亀裂の長さは写真スケールから判断して数

十μmであり，また， 写真スケールを欠いた Watanabe

( 1993)の写真ではおおよそ表皮細胞 5個分の長さであっ

た。これに対し，本実験で観察された微細亀裂の長さは

数 mmにも達した (Fig.3)。したがって，潮風害として

発生する微細亀裂のサイズは上記のものに比べて格段に

大きかったと考えられる。本実験における微細l亀裂を伴っ

た果実も脱渋前までは肉眼では健全なものと全く区別でき

なかった。その理由として平核無'果実にはリンゴなど

に見られる裂開後のコルク化現象が起きない (Watanabe，

1967)ためであると考えられる。本実験果樹園で測定され

た過去 5年間 (1983~ 1987年)の白平核無句果実の肥

大曲線 (Tairaand Itamura， 1989)によれば，同品種果

実横径の lヶ月間の噌分は 7月が約 22mm， 8月が約

15 mm， 9月が約 8.3mm， 10月が約 10.6mm， 11月

はほぼ皆無であった。このことは 9月でやや緩慢で、あっ

たものの，果実肥大を継続するとともに， 10月の肥大は

9月より旺盛であったことを意味する。したがって，付着

塩の直接的害作用が消失した後でも微細亀裂そのものは

残存するので，その後約 2ヶ月聞に相当する果実成熟期

間の果実肥大により微細亀裂は拡大することが考えられる。

さらに，亀裂の深さがクチクラ屑を超えて表皮細胞や!lE

表皮組織までに及べば，雑菌の侵入や代謝異常を誘発し，

早期着色，果実の軟化および落果をもたらすものと考えら

れる。

塩水散布と水洗の組み合わせ処理の両年の試験結果に

は，塩濃度の上昇に伴う微細亀裂商積割合の上昇傾向が

共通して認められた (Fig.4)。庖濃度 0%の処理区の微

細亀裂面積割合が 0%にならなかった理由として，Fig.3 

に見られるごとく， 1t柱痕跡部のH音色が画像計調IJの対象

に含まれたほか，両年とも，それぞれ l回ずつの九州西

岸をかすめ，日本海に出て沿岸を北上し，庄内地方に接

近した台風(それぞれ， 0514号および 0613号 )の彬響

を受けたことが考えられる。2005年の嵐水散布実験にお

ける微細亀裂面積割合から判断して， 2004年の潮風害

をもたらしたときの塩分濃度は 5%寝水散布相当に匹敵す

るものと推測される。しかし， 2006年の問機な実験にお

ける微細亀裂面積割合は，前年より高く，中には 2倍以

上のものもあった。この違いをもたらしたものとして，台

風襲来後あるいは頃水散布後の気象の違いが考えられ

る。台風 0415号，2005年腹水散布および 2006年取

水散布の後 2日間平均気温 (気視の範囲 )は，それぞれ，

21.rC (15.2 ~ 26.60C)， 19.0oC (14.9 ~ 24.20C)お

よび 20.80C(16.6 ~ 24.70C )であり， 3者聞に大きな追

いがあったとは言えない。しかし，上記の台風や散布日

の後 l週間総雨量は，それぞれ， 46 mm， 62 mmおよ

び29mmであり， 2006年が巌も少なかった。したがって，

被塩後の自然降雨により洗い流された付着煩分量は 2006

年が最も少なかったものと考えられ，このととが 2006年

の落葉や落果を多くした原因と考えられる。加えて，落

果に伴う摘果効果としての果実肥大促進が亀裂の幅を拡

大したことが考えられる。塩水散布後の水洗処理は微細|

亀裂および脱渋処理後の汚損果の発生防止効果としては

必ずしも十分ではなく (Fig.4)，水洗をもっと多くすべき

で、あったものと考えられる。さらに， 2006年の塩水散一布

処理を終えて数日たったときに果実表面を観察したところ，

塩の析出が見られた(Fig.3L)o Nakagawa et al. (1980) 

はカンキツ葉において日中は結晶となって葉商に析出して

いた境分が夕刻から朝にかけて液状になっているのを観

察している。本実験における塩の析出 (Fig.3L)も水洗

に用いた水が果実から十分落下せず，大気の乾燥により

析出したもので，夜間，大気中湿度の上昇により自ら吸水

し，非常に濃い濃度の塩水となって障害を持続させてい

たものと推測される。したがって，水洗E訟を増やすとともに，

水洗後は樹体を揺すり，水洗に用いた水を十分落下させ

ることが肝要であると考えられる。

カキ果実表面が自然発生的に変色し，汚損症状を呈す

ることは珍しいことでもない。Yamamuraet al. (1984) 

はカキ果商の汚損として，品種によって異なるものの，点
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状詩状.縦線状，破線状などの稀々のタイプのものが

発生し，その主な原因として果実発育後期の急激な果実

肥大に伴う果面上の微細亀裂の裂聞によることを述べてい

る。Hamachiet al. (1984)によれば， カキ汚煩果は渋

ガキの主に炭酸ガス脱渋後に現れる黒斑 ・黒変や‘松本

早生富有.fこ現れる緑JJf症と異なるもので，破線状， 雲

1惨状，黒点状に大別され，特に，雲形状には黒変部に

微細11亀裂があるとしている。2004年の脱渋後果実に見

出された汚損症状はその形状や微細亀裂の存在の点で

Hamachi et al. (1984)が報告した雲形状汚損と考えら

れる。2005年の 95%アルコール脱渋処理後における汚

損斑の果而上分布 (Fig.3H)は2004年 (Fig.3A)とは

異なったが，両者の汚損症状そのものはよく頬似し雲形状

で、あった。

これまでに，カキ果面汚損の助長要因として.殺菌剤

や殺虫剤 (Okuchiet al.，1974 ; Hamachi et al.， 1985)， 

果皮中!!!¥機成分含有率 (Nakamuraet al.， 1980)およ

び水滴や接触物 (Moritaet al.， 1985)などが報告された。

しかし，本実験果樹園では連年，ほぼ同一の|妨|徐，施~~，

枝梢管理を施してきたことから，この汚損果の発生原因と

して薬害や病虫害を取り上げることは困難である。一般に

台風通過H寺の葉ずれ ・枝ずれによる果実の風傷は否定で

きない。しかしカキでは葉が密生せず，また，風によ

る果実単独の揺れは少ないので，上記の葉ずれ ・枝ずれ

による風傷は他の果樹より少ないものと考えられる。さら

に，風傷を伴わない 2004年と 2005年の潟水散布処理

で発生した汚煩果の症状と 2004年の汚損果が極めてよく

類似したことから，潮風害として果皮に微細亀裂を生じた

果実が脱渋処理により汚損果になったものと考えられる。

潮風害の防止対策には水洗による付着塩の除去が巌も

重要であるが，汚損果発生を防止するには脱渋方法の変

更が極めて効果的であった (Table1)。その理由として，

脱渋期間の混度の違いによる湿度環境や結露の多少の影

響が考えられる。すなわち， 2004年では平均 14TC下

で収穫し 室温 Fで 10日間脱渋したが，この聞の平均

外気温は 12.80Cで，外気温の範囲は 2.3~ 21TCで、あっ

た。2005年では平均 19.30C下で収穫し， 室温下で 10

日間脱渋したが，この間の平均外気温は 13.4oCで.外気

潟の範囲は 6.2~ 20.80Cであった。これに対して 2006

年では平均気温 10.80C下で収穫し， 35%アルコール脱

渋および炭酸ガス脱渋とも約 200Cの恒温条件下で、行った。

よって，直接測定しなかったとはいえ， 200C恒海条件下

の2006年に比べ， 2004年と 2005年とも，11見渋期間

中の室iAtの淑l変較差は大きかったものと推察で、きるo fI見

渋は密閉袋や密閉容器中で行われたため，果実からの蒸

散によってこれらの内部の空気中湿度は上昇することから，

温度較差の大きい 2004年と 2005年では 2006年に比

べて結露が生じやすかったものと考えられる。Moritaet 

al. (1985)は甘ガキの果面水滴付着処理，果面7/<浸漬

処理および高湿処理と汚損果発生の関係を調査し，高視

区より果面水滴付着区の方が汚損果の発生が多かったこ

とを報告した。本実験のように巣面に多くの微細亀裂が存

在するときは，果実表而に付着した水分は亀裂を容易に

通過し，果肉組織ポリフェノールの酸化と変色を引き起こ

したものと考えられる。庄内地方におけるカキ生産の中枢

である羽黒地区(I日羽黒町，全国市町村ランキング 19位)

からは本報でとりあげた汚損症状は報告されていない。恐

らく，海岸からの距離が本実験果樹園よりさらに約 10km

以上内陸側に位白していること (Fig.1)，および， 炭酸ガ

ス脱渋を行なっているためではないかと考えられる。ただ

し，脱渋方法を変更しても無数の微細亀裂は残存してい

ることから，貯蔵性や果実軟化の進行に及ぼす影響につ

いて不明であり， 今後検討を要する。

結論として以下のことが言える。カキ‘平核無'の潮風

害を防止するためには，台風のコース，風速，通過時の

雨量などをもとに，潮風害の危険度を事前に察知すると

ともに，動力l噴霧総やスピードスプレヤーにより，早めに，

できるだけ多量の水を築と果実の両者に吹きかけるととも

にその後，枝をよく掘すって，水滴をよく落とすことが

重要である。このことにより，台風通過直後の落葉や微

細亀裂の発生を巌小限に抑えることができるとともに，そ

の後の樹上での微細11亀裂幅の拡大を抑えることができる。

さらに，脱渋処理中の結露を防ぐとともに.脱渋方法を

200C下の炭酸ガス脱渋や 35%アルコール脱渋に切り主主え

ることで，商品価値を喪失させる果面汚損症状の発生を

ほぼ完壁に防止できる。
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