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脱渋方法の違いと貯蔵温度がプラスチックフィルム包装した

カキ‘平核無'果実の貯蔵性に及ぼす影響

平 智*1・磯部志帆*1

E旺ectsof Methods for Removal of Astringency and Storage Temperatures 

on Storability in Hiratanenashi Persimmon Packed with Plastic Film 

TAIRA Satoshi*l and ISOBE Shiho*l 

* 1 FaculりI01 Agriculture， }匂magataUniversity 

1 -23， "'匂kaba-machi，Tsuruoka， }匂magata 997 -8555 

Methods of long-term storage of Hiratanenashi persimmons packed in plastic film were investigated. 

We initially studied the effects of di妊erentmethods of removing astringency on the storability of the 

fruit. Three methods were compared: a) storing persimmons individually packed in plastic film at 1 

Oc after treatment with elevated carbon dioxide gas (CTSD method) to remove astringency; b) 

packaging persimmons with reagents for removing astringency and keeping them at 20
0

C until 

astringency removal. then storing them at 1 oc ; and c) packaging persimmons with or without 

reagents for removing astringency and storing them immediately at 5
0

C. We found that persimmon 

softening during storage is clearly retarded by method a)， resulting in a long storability of the fruit. 

We then studied the effects of storage temperature (1 oc and 5 OC) and the presence of an ethylene 

absorber on the storability of persimmons individually packed in plastic film after removing 

astringency (method a)). The storability of the fruit stored at 1 oc was longer than that of the fruit 

stored at 5 oC. A positive effect of the presence of an ethylene absorber on the retardation of 

persimmon softening during storage was observed at 1 Oc and 5 oC. From these results， we conclude 

that the individual packing of persimmons in plastic film ar 1 Oc after astringency removal is e妊ective

for the long-term storage of this fruit. 

(Received May 12， 2005 ; Accepted Aug. 3， 2005) 

山形県庄内地方は，日本の渋ガキの代表的な品種であ

る‘平核無'の北限の産地であるが，それ以西の産地よ

りも通常収穫時期が遅い。従来はこの短所を補うために，

早生品種の積極的な導入など前進出荷のための努力がな

されてきた。しかし，近年は果実の消費期間の拡大をね

らって，収穫時期が遅いことをプラスに生かす方向で長

期貯蔵技術の開発も期待されている。

カキ果実の長期貯蔵法については，樽谷1)やBEN-A悶E

• ZUTKHIら2)によって，プラスチックフィルム包装した

果実を低温で貯蔵することの有効性が報告されている。

さらに，中野ら3)や板村ら4)の報告によると，収穫後に果

実から発生するエチレンの影響を取り除くことが貯蔵期

間の延長に効果がある。

‘平核無'果実の長期貯蔵技術については最近，文室

・蒲生町こより，収穫後にCTSD(高濃度二酸化炭素短

期間処理)法で脱渋した果実をポリエチレンフィルムで

* 1 山形大学農学部(干997-8555 山形県鶴岡市若葉町 1-23)
E-mail:平 智 ;staira@tdsl. tr. yamagata-u. ac. jp 

個別包装して OOCで貯蔵すると約 3か月間の長期貯蔵が

可能で、あるという実験成果が報告されている。しかし，

脱渋方法の違いの影響やエチレン吸収剤の効果について

はまだ明らかになっていない。

本報告は，カキ‘平核無'果実のより実用的な長期貯

蔵法の確立を目的として，脱渋方法や貯蔵温度の違いが

果実の貯蔵性に及ぼす影響とエチレン吸収剤封入の効果

について検討したものである。

実験方法

1 .供試果実

2002年の11月上旬および2003年の10月下旬に，両年と

も果面全体が着色して収穫熟度に達した山形県庄内地方

産のカキ‘平核無'のM級果実を供試した。なお，病害

虫の被害を受けた果実や果面に障害が認められた果実は

あらかじめ除外した。
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2. 2002年の実験

Table 1に示した処理区ごとに60果ずつを供試し，貯

蔵中の果実軟化の進行を調査した。果実の軟化率の算出

は板村ら4)の方法に従い，岩田ら6)の提唱した 4つの基準

のうちの軟化度rn (指で押すと崩壊しそうになる，また

は果肉の一部が水浸状になっている)以上の果実を商品

性を失った軟化果実とみなしてその割合を求めた。また，

これとは別に各処理区ごとにさらに60果ずつを準備して

貯蔵期間中経時的に取り出し，果実の品質(果色，果肉

硬度，果肉の可溶性タンニン含量および果汁の可溶性固

形物含量)を平ら7lの方法に基づいて調査した。

果実は，横ピロー包装機(川島製作所製， KBF-

7011) によって，ポリプロピレン(表側，厚さ0.02mm)

とポリエチレン(裏側，厚さ0.035皿)の複合フィルム

(厚さ0.055凹，大倉工業製)で果実 1個ずつ個別に含気

包装した。CTSD，CO" EtOHおよび:'CO，+ EtOHの各

脱渋処理の方法はTable1の脚注に示したとおりである。

なお， 5
0

C貯蔵においては，処理コストの節減をねらっ

て脱渋剤なしで包装する区 (C-4区)も設けた。なお，

果実の貯蔵性に及ぼす脱渋方法の違いの影響を明確に把

握するためには包装袋内に蓄積するエチレンの影響を除

く必要があるため，すべての処理区にエチレン吸収剤を

封入した。

果実の貯蔵は，収穫用コンテナに包装した果実を l段

のみの平詰めとして， 1:tl'Cまたは 5:tl
O

Cの大型冷

蔵庫に搬入して行った。

3. 2003年の実験

2002年の実験結果を踏まえて， Table 2に示した 4つ

Table 1 Methods of removing astringency and storage of Hiratanenashi persimmon fruit in 

2002 experiment 

Group name Methods for removal 

of astringency 

A CTSD') 

B-1 CO，b) 

B-2 Ethanold 

B-3 CO， + ethanold
) 

C-1 CO， 

C-2 Ethanol 

C-3 CO， + ethanol 

C-4 No reagent') 

Storage temperature Ethylene absorber 

+g) 1 oc 

1 oc after removal of 
astringency at 20

0

C。
+

+

+

 

5
0

C 
+

+

+

+

 a) Persimmons wer巴 treatedwith carbon dioxide gas (above 95%) at 25'C for 24hr after harvest 
and then held at 25'C for 48hr. Thereafter. nonastringent persimmons were sealed individually 
in plastic film (0.055mm in thickness. OPP 0.02mm / LLDPE 0.035mm) for storage at 1 'C. 

b) Carbon dioxide gas (above 95%) was used to treat with individual persimmons in the film bag 
c) Silica alcohol (trade name. Anti-Mold Mild O. 3g; manufactured by Froint Sangyo Co.) was used 

to treat with individual persimmons in the film bag. 
d) Both carbon dioxide gas and silica alcohol were used to treat with individual persimmons in the 

日1mbag. 
e) No reagent for removal of astringency was placed in the film bag 
f) The packed persimmons in each group were stored at 20'C to remove astringency from the 

fruit After the removal of astringency from the fruit in each group was con日rmed. the 
persimmons were stored at 1 'C. 

g) Ethylene absorber (trade name. Ace Pack 2; 2. Og; manufactured by Daiichi Nouzai Co.) was 
also placed in the film bag 

Each group in the experiment comprised 60 persimmons 

Table 2 Methods of removing astringency and storage of Hiratanenashi persimmons in 

2003 experiment 

Group name Method for removing Storage temperature Ethylene absorber 

astnngency 

D-1 CTSD') 1
0

C +b) 

D-2 CTSD 1
0

C 

D-3 CTSD 5"C + 

D-4 CTSD 5"C 

a) See footnote a) in Tablel. 
b) See footnote g) in Tablel. 
Each group in the experiment comprised 60 persimmons 
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の処理区を設けて前年と同様の包装ならび、に貯蔵を行っ

た。

調査の項目と方法も2002年と全く同じである。

実験結果

1. 2002年の実験

果肉の可溶性タンニン含量と食味から判断した各処理

区の脱渋の完了日はFig.1中に矢印で示したとおりであ

る (A区はあらかじめ脱渋が完了した果実を包装してい

るので図中に矢印はない)0B区とC区ではC-4区を除

くすべての処理区で貯蔵期間中に脱渋が完了した。この

うち脱渋の完了が最も遅かったのはC-2区で約38日を

要した。C-4区ではすべての果実が完全に軟化するま

でに脱渋が完了しなかった。この結果，脱渋剤を封入し

ないと脱渋が完了しないこと，ならびに長期貯蔵を前提

とする場合， C-4区を除いて本実験で検討したいずれ

の脱渋方法でも果実を完全に脱渋させることができるこ

とがわかった。
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貯蔵期間中果色と果汁の可溶性固形物含量には，いず

れの処理区も大きな変化はなかった。果肉硬度は貯蔵期

聞が長くなるにつれて，いずれの処理区でもわずかなが

ら徐々に低下していく傾向が認められたが，処理区間の

差は明らかではなかった(以上，データ省略)。

一方，貯蔵中の果実の軟化率の変化には処理区間の差

が明らかであった (Fig.1)。軟化の進行はA区で最も遅

く， 50%の果実が軟化するのに約90日を要し，調査を終

了した貯蔵後約140日に時点でもわずかながら健全果が

残っていた。B区とC区の中では， B-2区で貯蔵初期に

軟化の進行がやや速かったが， 50%の果実が軟化するの

に要した期間はいずれの区とも55日前後であまり差がな

かった。C区の果実は貯蔵後約60日で，また， B区の果

実は貯蔵後約90日で，ほとんどすべて軟化した。

以上のことから，貯蔵中の果実の軟化率の推移から判

断すると，‘平核無'の長期貯蔵にはあらかじめ脱渋処

理を行って完全に脱渋した果実を包装する方法が最も優

れていることが明らかになった。

2. 2003年の実験

軟化率の推移の差を除けば，前年と同様に貯蔵中の果

実品質に処理区間の差はほとんど認められなかった(デ

ータ省略)。

Fig.2に示したように， 5 t貯蔵では，貯蔵後30日前

から軟化果実が認められるようになり， 35-45日で半数

の果実が軟化した。エチレン吸収剤を封入しない区では

貯蔵後約45日ですべての果実が軟化して商品性を失った

が，エチレン吸収剤の封入すると 100%軟化は約15日遅

れた。

一方， 1 t貯蔵では，貯蔵後30日を過ぎるころから軟

化果実が認められ始めたが，調査を終了した90日の時点
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Fig.l E妊ectsof methods of removing astringency and Fig.2 Effects of storage temperatures in the presence or 

storage temperatures on fruit softening in Hiratanenashi absence of ethylene absorber on fruit softening in 

persimmons packed in plastic film Hiratanenashi persimmons packed in plastic film 

The percentage of softened fruits among 60仕uitsfor each The percentage of softened persimmons (n = 60) in each 

treatment is presented. The arrows in the figure represent the treatment is presented. Details of the treatments are shown in 

days of astringency removal for each treatment. Astringency Table 2 

removal was not perfect in C-4 during the storage period. 

Details of the treatments are shown in Table 1. 
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でも軟化率は50%に達しなかった。また，エチレン吸収

剤の効果は，とくに貯蔵の後期に認められた。

これらの結果から，‘平核無'の長期貯蔵には 5tよ

りも 1oCが優れること，ならびにいずれの温度条件下で

もエチレン吸収剤の軟化抑制効果が認められることがわ

かった。

考察

文室・蒲生町立， CTSD法で脱渋した‘平核無'果実

をCO2処理終了後 6時間の時点で厚さ0.05凹程度のポリ

エチレン袋で個別包装して 5tで1日間保持した後 ot

で貯蔵すると， 3-4か月間の長期貯蔵が可能で、あろう

と報告している。両氏らによれば， otで約 4か月間貯

蔵した後の果実の商品化率は約90%と高く，出庫後も 1

週間程度は品質にほとんとe変化がなかったという 。

ただし，生産現場ではCTSD法で処理した果実をガス

(C02)抜き後 6時間前後の時点でコンスタントに包装

処理していくことはかなり困難と思われる。さらに，冷

蔵貯蔵に際しでも，野菜などの予冷用に建設された大型

冷蔵庫を利用する場合が多く， ot付近に精密に制御さ

れた冷蔵庫を確保することはなかなか難しい現状もある。

本研究はこれらの背景のもとに，より実用的な脱渋方

法と貯蔵条件を探ろうとしたものである。

実用面を考えた場合，果実を包装する際に脱渋処理を

兼ねることができればより合理的である。そのため本研

究では，未脱渋の果実を包装する際に脱渋剤をいっしょ

に封入してしばらくの期間20
0

Cに保ち，脱渋の完了を確

認できた直後から低温に貯蔵する区，ならびに 5
0

Cで脱

渋を徐々に進めながら貯蔵する区を設定した。しかし，

結果的には，‘平核無・の長期貯蔵ではあらかじめCTSD

法で脱渋を完了させた果実が最も優れた貯蔵性を発揮す

ることカf明らカ、になった。

本実験のA区(あらかじめCTSD法で脱渋を完了させ

てから包装した区)の果実の貯蔵性は 1oC貯蔵で約60日

であった。軟化率が50%に達するまでに要した日数は約

90日であったが，それで、も文室 ・蒲生5)に成果に比較す

るとかなり短い。この理由としてまず，脱渋処理後包装

までの時聞が本実験の場合48時間と長かったことが考え

られる。この点に関しては，同氏らも脱渋後24あるいは

48時間後に包装した果実では長期貯蔵後の商品化率や果

肉硬度が低下したと述べている。その他の理由としては，

貯蔵温度の違いや包装資材の違いの影響，果実自身の貯

蔵力の違いなどが考えられるが，これらの詳細について

は不明で、ある。

いずれにしても，本研究のA区の方法でも約 2か月の

長期貯蔵は可能であると判断された。山形県庄内地方に

に可能で、あると考えられる。また 1か月間程度の貯蔵

が必要とされる場合には，本研究のB区やC区のような

脱渋剤とともに包装して 1tあるいは 5tに貯蔵する方

法も採用できる可能性があると思われる。

なお，本研究では渋味のチェック以外の本格的な食味

評価は行わなかった。しかしながら， EtOHを脱渋剤に

使用した区では開封時の果肉にアルコール香が感じられ，

果実の風味に対して積極的な影響を及ぼす可能性がある

と思われた。したがって，目標とする貯蔵期聞があらか

じめ決められるような場合には，それに合った脱渋方法

を採用することも，経費の制限や果実の風味の多様化に

つながるものと考えられる。

要約

山形県庄内地方産の渋ガキ‘平核無'果実を供試して，

プラスチックフィルム包装を利用した長期貯蔵法につい

て検討した。

まず最初に，脱渋方法の違いが果実の貯蔵性に及ぼす

影響について調査した。① あらかじめCTSD(高濃度

二酸化炭素短期間処理)法で脱渋した果実を個別包装し

て1oCで貯蔵した場合， ② 未脱渋の果実を脱渋剤とと

もに個別包装し20tに保持して脱渋を確認した後， 1 Oc 
で貯蔵した場合，さらに， ① 未脱渋の果実を各種脱渋

剤とともに，あるいは脱渋剤を入れずに個別包装し，た

だちに 5
0

Cに保持して脱渋しながら貯蔵した場合の果実

の貯蔵性を比較した。その結果，脱渋果の品質には 3つ

の方法問で大きな差は認められなかったが，貯蔵中の果

実の軟化の進行は ① の方法が明らかに遅く，貯蔵性が

優れた。

つぎに， ① の方法で長期間貯蔵する際の貯蔵温度

(1 OCまたは 5t)の影響とエチレン吸収剤封入効果の

有無について検討した。その結果，長期貯蔵には 5
0

Cよ

り1ocのほうが優れていること，ならびにいずれの貯蔵

温度でもエチレン吸収剤の効果が認められることが明ら

かになった。

以上の実験結果から，‘平核無'果実の長期貯蔵には，

あらかじめ脱渋した果実をエチレン吸収剤とともにプラ

スチックフィルムで個別包装し， 1 Ocで低温貯蔵する方

法が優れていることが明らかになった。

謝辞 本実験の遂行にあたり， JA全農山形庄内本

部ならびに第一包装側東北営業所の関係者各位，さらに，
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