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Abstract 

The antifungal effect of postharvest treatment of Artemisia capillaris Thunb. extract on diseases that cause fruit rot in 

peaches after harvesting was examined. It is known the A. capilZαris extract has a potent antifungal effect， and the principal 
ingredient of this extract is capillin. First， the antifungal effects of purified capillin on Monilinia fructicola， Phomopsis sp.， 

Rhizopus sp.， Gloeosporium sp. were investigated. As a result， extremely high antifungal effect on M斤ucticolawas observed， 

and the MIC (minimal inhibitory concentration) value was 0.25-0.5 ppm. However， relatively low antifungal effects on oth巴r
fungi were observed， with MIC values ranging from 2ー4ppm. When peach企uittreated or untreated with A. capillaris extract 

were inoculated with M fructicola， which causes brown rot disease， the diseased areas in treated fruits were smaller than those 
in untreated企uits.The effects of treatment on the quality of peach企uitwere also investigated. The企uitquality was almost 

equal between fruit treated with A. capillaris extract and those that had not been treated. 

Key Words : antifungal effect， capillin， MIC 
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緒言

モモの成熟果実は日持ち性が悪く，収穫後の流通過程で

の腐敗発生が問題になることが多い.モモ果実の腐敗対策

は収穫前の農薬散布に依存するところが大きいが，天候不

順で防除が十分に行えない場合などは腐敗発生率が高くな

る.モモ果実を腐敗させる病害としては，灰星病，フォモ

プシス腐敗病，灰色かび病，疫病および黒かび病などがあ

るが， このうち発生が多いものは灰星病で，次いでフォモ

プシス腐敗病である(落合， 1984). これらの果実腐敗病は

圃場で発生するだけでなく，収穫後の輸送中や匝頭におい

て発生することが多く被害が大きい. このため，収穫後に
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処理できる資材の開発が期待されている.

我が固においては，収穫後の果実に直接処理する防かび

剤(食品添加物)として，カンキツ類に対するチアベンダ

ゾール，オルトフェニルフェノールナトリウム，オルトフェ

ニルフェノールおよびイマザリルの使用が認められている

が，モモ果実には使用出来ない(日本食品化学研究振興財団

厚生労働省行政情報，添加物使用基準リスト).また，カン

キツ類においても，近年の消費者の安全・安心指向を受け

て，これらの剤の利用は敬遠される傾向にあり，これらの代

替となる植物成分由来の資材の開発が求められている.

カワラヨモギ CArtemisiacapillaris Thunb.) はキク科の植

物で， 日本や韓国，中国などの河原や海岸など，砂地に自

生している多年草であり，漢方薬「菌陳高」として古くか

ら利用されている(奥野・難波， 2004). その抽出物は，カ

ワラヨモギ抽出物と称され，厚生労働省の既存添加物名簿

に保存料としての記載がある食品添加物である(日本食品

化学研究振興財団厚生労働省行政情報，既存添加物名簿収

載品目リスト) カワラヨモギ抽出物は，酵母や様々な植物
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病原糸状菌に対して抗菌活性を持つことが報告されており

(今井ら， 1956;角・中村， 1957;大嶋ら， 2002;山田・大嶋，

2006;杉本ら， 2007)，抗菌活性を示すのは，精油成分とし

て含まれるカピリンであることが確認されている(今井，

1956;大嶋ら， 2002;山田・大嶋， 2006;杉本ら， 2007). カ

ピリンはカンキツの主要な貯蔵病害である青かび病ならび

に緑かび病に対しても極めて高い抗菌効果があることが明

らかとなったことから(角・中村， 1957;三好ら， 2005) ， 

カワラヨモギ抽出物を主成分としたカンキツ腐敗抑制資材

(シトラスキープ SK-202，阪本薬品工業)が開発され(三

好ら， 2006)，その他品目への利用拡大も期待されている.

そこで，本報告では，流通過程での果実腐敗の問題が大

きいモモについて，収穫後のカワラヨモギ抽出物処理によ

る果実腐敗病害の抑制効果について検討を行った.

材料および方法

1 力ピリンのモモ果実腐敗病菌に対する抗菌活性

大嶋ら (2002)の方法を用いて，カワラヨモギのエタノー

ル抽出物から精製したカピリン (37%ユタノールに溶解)

を実験に用いた.最終的にカピリンが所定の濃度 (0，0.25，

0.5， 1，2，4および 8ppm)になるように溶媒と同じ 37%エタ

ノールで希釈系列を調製して添加した Potatodextrose agar 

(PDA)平板培地 (Difco) を検定用培地として用いた.モ

モの果実腐敗病の菌株としては，灰星病菌4系統 (Monilinia

斤"Ucticola(Winter) Honey.岡山，福島分離株各 l系統，愛媛

分離株2系統)，フォモプシス腐敗病菌2系統 (Phomopsissp 

岡山，福島分離株各 l系統)，黒かび病菌 l系統 (Rhizopussp. 

愛媛分離株)および炭痘病菌 2系統 (Gloeosporiumsp.茨城

分離系統 2系統)を供試した.

1) MIC検定

各菌株は胞子を形成させ，胞子濃度を約 106個 .mL-1 iこ

調製後，カピリンを含む検定用培地に画線接種した 250C，

3日間培養後，菌糸生育の有無から最小発育阻止濃度 (MIC

値)を決定した.すべての試験は 3反復以上実施した.

2) LC50検定

上記灰星病菌 4系統について， 50%生育抑制濃度 (LC50)

検定を行った.上記灰星病菌株 4系統を各々 PDA培地で 2

~3 日培養後，菌糸先端部をコルクボーラーで打ち抜いて，

カピリンを添加した検定用培地に置床した.250C条件下で

2日間培養後，菌そう直径を測定して LC50を決定した.試

験は 3反復とした.

2. 力ワラヨモギ抽出物によるモモ灰星病抑制効果の評価

接種に用いたモモ灰星病菌は，農業・食品産業技術総合

研究機構果樹研究所圃場(茨城県つくば市)の擢病モモ果

実から組織分離後単胞子分離を行ったものを供試した.

PDA培地に約 1週間 280C条件下で培養した後，形成され

た分生胞子を滅菌水に懸濁し，所定の濃度に調製して接種

に用いた.接種には，果樹研究所内の圃場に栽植してある

‘あかっき'の果実を用いた.果実はすべて 6月上旬に白色

パラフィン紙果実袋を用いて袋掛けし，収穫まで完全有袋

栽培とした.慣行の収穫期に果実を収穫し，収穫当日また

は 1日後に接種を行った.カワラヨモギ抽出物資材として

は，カピリン 2，200ppmのカワラヨモギ抽出物，グリセリ

ン脂肪酸エステル 30%，食用油脂(中鎖脂肪酸トリグリセ

リル)70%を含む溶液 (M08) を，蒸留水でカピリン濃度

が所定の濃度となるように希釈したものを用いた.なお，

M08に含まれるカワラヨモギ抽出物は，大嶋ら (2002)の

方法で抽出・精製したものである

1)付傷接種した場合のモモ灰星病斑拡大に及ぼす力ピリ

ン濃度の影響

M08をカピリン濃度 25，50および 100ppmとなるよう

に蒸留水で希釈した液(各々 88倍希釈， 44倍希釈および

22倍希釈)を調製した(展着剤は無添加). 1 果当たり 3~

4mLの希釈液をスプレーを用いてモモ果実表面全体に噴

霧処理し， 2 ~4 時間風乾して完全に乾かした 果頂部近

傍の縫合線を挟んで相対する 2か所の果実表面に約 1cm角

に切った 4層滅菌キムワイプを静置し， 5 x 105個・ mL-1に

調製した胞子懸濁液 100μLを滴下した.キムワイプ片をセ

ロハンテープで果実表面に軽く固定し，その上から直径

0.6mmの針で lか所 5mm程度刺し傷を付けることによっ

て接種を行った.無処理(無散布)の果実についても同様

に接種し，対照とした.接種した果実は，湿度を保つため

防湿段ボール箱に入れてビニールテープを用いて封誠し(I

字張り)， 250Cで静置した 接種 3日後，段ボール箱を開

封し，接種部に形成された病斑の長径および短径を計測し

病斑面積を長径×短径として算出した.試験は各処理区 12

~ 16果を用い，計 3回実施した.

2)無傷接種した場合のモモ灰星病斑拡大に及ぼす力ワラ

ヨモギ抽出物の影響

M08をカピリン濃度 50ppmとなるように蒸留水で希釈

した液 (44倍希釈)を調製し果当たり 3~4mL をス

プレーを用いてモモ果実表面全体に噴霧処理し， 2 ~4 時

間風乾した 果頂部近傍の縫合線を挟んで相対する 2か所

の果実表面に直径6mmの円形に切り抜いた 16層滅菌キム

タオル片を静置し， 5 x 106個・ mL-1の胞子懸濁液 50μLを

滴下した後，キムタオル片が落ちないようにセロハンテー

プで軽く固定することによって接種を行った.対照として，

無処理(無散布)の果実についても同様に接種した.接種

した果実は，付傷接種試験と同様に防湿段ボール箱に入れ，

250Cで静置した.接種 3日後，接種部分における病斑形成

の有無，および形成された病斑の長径および短径を計測し

病斑面積を長径×短径として算出した.試験は各処理区 16

果 3反復として実施した.

3. 力ワラヨモギ抽出物処理がモモ果実品質に及ぼす影響

評価

試験には，慣行の収穫期に収穫した収穫当日のモモ‘あ

かつき'果実を用いた. M08をカピリン濃度 50ppmとな

るように蒸留水で希釈した液 (44倍 希 釈 ) を 調製し果
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第 1表 モモ果実腐敗病菌に対するカピリンの最小発育阻止濃度 (MIC)

宿主 病原菌の種類

モモ 灰星病菌
モモ 灰星病菌
モモ 灰星病菌
モモ 灰星病菌
モモ フォモプシス腐敗病菌
モモ フォモプシス腐敗病菌
モモ 黒かび病菌
モモ 炭痘病菌
モモ 炭痘病菌

菌株名

岡山

福島

E3 (愛媛)
E4 (愛媛)

福島

岡山

E1 (愛媛)
つくば 1
つくば2

l回目

0.5 
0.5 

4 
4 

当たり 3~4mL を果実表面全体に噴霧処理し，風乾した.

完全に乾かした後，果実を普通段ボール箱に入れ， 250Cで

保存した.対照として，無処理(無散布)の果実について

も同様に保存した.試験には両処理区とも 12果を用いた.

処理3日後，段ボール箱を開封し果実品質(果実重，果

肉硬度， Brix， pH，熟度および食味)の調査を行った.果

肉硬度は，縫合線を挟んだ両側の果皮を薄く剥ぎ，硬度計

(FTllO， Ita1est) により測定した.また，果肉硬度測定部

位付近の果肉から果汁を搾り， Brixはデジタル糖度計 (PR-

100，アタゴ)， pHはpHメーター (B-212，HOBIBA) を

用いて測定した熟度は官能5段階評価 (1:未熟， 2 や

や未熟， 3:適熟， 4:やや過熱， 5:過熱)とし，食味によ

り果肉の粉質化の有無を評価した.

結果および考察

1. モモ果実腐敗病菌に対する力ピリンの抗菌活性

モモの果実腐敗病菌の主要な病原菌 4種類(灰星病菌，

フォモプシス腐敗病菌，黒かび病菌および炭痘病菌)に対

するカピリンの抗菌活性について調査した.その結果，カ

ピリンの灰星病菌に対する MIC値は 0.25~ 0.5 ppmと判

断され，極めて高い抗菌活性を示すことが明らかになった

(第 1表).フォモプシス腐敗病菌，黒かび病菌および炭痘

病菌に対する MIC値は，各々 2~ 4 ppm， 4 ppmおよび

4ppmであり，抗菌活性は認められるものの灰星病に対す

る活性に比較するとやや低いことが明らかとなった.高い

抗菌活性が認められた灰星病菌について， LC50検定を

行ったところ，カピリンの LC50値は 0.53~ 0.73 ppmで

あり，極めて低い濃度において菌糸の生育抑制効果が認め

られた(第 2表). 

第2表 モモ灰星病菌に対するカピリンの 50%生育抑制濃度

(LC50) 

病原菌の種類

灰星病菌
灰星病菌
灰星病菌
灰星病菌

菌株名

岡山

福島

田(愛媛)

E4 (愛媛)

LC50ppm 

0.72 

0.53 
0.68 
0.73 

MIC 値 (ppm) MIC (判定)

2回目 3回目 4回目 5回目 ppm 

0.25 0.25 0.5 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 
0.25 0.25 0.25 
0.25 0.25 0.25 

2 2 2 2 

4 4 4 
4 4 

4 4 

4 4 

これらの結果から，カピリンはモモ灰星病菌に対する高

い抗菌活性を示すことが明らかになり，カピリンを主成分

とするカワラヨモギ抽出物は，モモ灰星病菌に対する腐敗

抑制資材として極めて有望であると考えられた.

2. カワラヨモギ抽出物によるモモ灰星病抑制効果の評価

カワラヨモギ抽出物がモモ灰星病に対する腐敗抑制資材

として有望と考えられたことから，実際にカワラヨモギ抽

出物資材をモモ果実表面に噴霧した場合の灰星病抑制効果

について検討した.

はじめに，カンキツ用として市販されている腐敗抑制資

材[シトラスキープ SK-202(カワラヨモギ抽出物 0.5%，

植物タンニン 0.3%，ショ糖脂肪酸エステル 0.5%，食用油

脂 0.5%，エタノール約 37%)，阪本薬品工業]を用いて検

討した.その結果，モモに処理した場合には果点が黒ずみ

外観を損ねること，無処理果に比べて果実の熟度が急激に

進み，場合によっては発酵臭がすることなど，果実品質の

劣化が認められた(データ略).カワラヨモギ抽出物の溶剤

として添加しているエタノール以外の組成について品質へ

の影響を検討した結果，植物タンニンを除いたものを処理

することによって，果点の黒ずみは解消されたが，熟度の

進みは同様に観察された(データ略).イチジクやカキでは

エタノールの蒸気処理によってエチレン生成の誘導による

果肉軟化が認められていることから(高ら， 1991)，モモ果

実においても資材に含まれるエタノールによってエチレン

生成が促進され，果実品質の劣化が生じた可能性があると

考えられた.そこで，エタノールを含まないカワラヨモギ

抽出物資材 M08を今回の実験に用いた.

カピリン濃度が実際のモモ果実表面における灰星病菌の

生育に及ぼす影響をみるために，カピリン濃度 25，50およ

び 100ppmの3段階となるように調製したM08希釈液を果

実に処理し，モモ灰星病菌を接種した.なお，カピリンに

よる MIC値が 0.5~ 1 ppm以下である緑かび病に対しては，

ウンシュウミカン果実にカピリン濃度を 50ppmとしたカ

ワラヨモギ抽出物を処理した場合に顕著な腐敗抑制効果が

得られることが確認されていることから(三好ら，未発表)， 

モモの灰星病についてもカピリン濃度 50ppmを基準とし

て検討を行った.また，接種は，腐敗抑制効果を確実に評
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第3表 カワラヨモギ抽出物を処理したモモ果実における灰 第4表 カワラヨモギ抽出物を処理したモモ果実における灰

星病抑制効果(付傷接種の場合) 星病抑制効果(無傷接種の場合)

病斑の大きさ (mm2)
処理

l回目 2回目 3回目

無処理 782.0:f: 47.2z aY 434目O土44.6a 365.2土50.3a 

25 ppmx 645.7:f: 50.2 bc 425.7士40.8a 278.4土39.7ab 

50 ppm 395.8士39.5 c 292.1士39.9ab 312.2士41.1a 

100 ppm 290.6士40.3 c 203.5土36.8b 138.7土28.5b 

Z平均値土 SE (日 ~ 24) 

Y異なる文字聞には Tukeyの多重比較において 5%水準で有

意差有り
X処理液中のカピリン濃度

第 1図 カワラヨモギ抽出物を処理した果実におけるモモ灰

星病斑の形成(付傷接種)

左から，カ ピリン 100ppm処理， 50 ppm処理， 25 ppm 

処理，無処理

価するために，胞子懸濁液の付傷接種によって行ったそ

の結果，カピリン濃度が高いと，形成された病斑の面積は

小さくなる傾向が認められた (第 3表，第 l図).収穫 日が

異なる果実を用いて実験を 3回行ったが 3固とも 同様な

結果が得られた.カピリン濃度 100ppmとした処理では，

無処理に比べて有意に病斑が小さくなった.

次に，より自然、の感染条件に近い状況での灰星病に対す

処理
接種 3日後の発病率 病斑の大きさ

(%) (mm2) 

無処理 75.6士6.8z 308.1土37.8Y

50 ppmx 35.6士5.6 88.7:f: 20.6 
有意性 *W  柿 V

Z平均値土 SE(n = 3) 

Y平均値土 SE(n ~ 32) 

X処理液中のカピリン濃度

Wt検定で 5%水準で有意差有り

V クラスカノレ ・ウォリス検定で 1%水準で有意差有り

るカピリンの腐敗抑制効果を検討するために，カ ピリン濃

度 50ppmで処理した果実を用いて，傷を付けずに胞子懸

濁液を果実表面に滴下することにより接種を行った.その

結果，接種 3日後の発病率は処理果で有意に低くなった

(第 4表).また，処理果で形成された病斑は，無処理に比

べて小さい傾向が認められた (第 4表)• 

以上の結果より， 実際のモモ果実においても，カワラヨ

モギ抽出物処理によるモモ灰星病抑制効果が確認された

3.力ワラヨモギ抽出物処理がモモ果実品質に及ぼす影響

カワラヨモギ抽出物処理がモモ果実品質に及ぼす影響を

確認するために， M08希釈液(カピリン濃度 50ppm)を処

理した果実の品質を調査した 常温保存 3日後の処理果で

は，果実重減量歩合，果肉硬度，糖度， pH，食味とも無処

理果と差が認められなかった(第 5表).処理による臭いの

影響も認められなかった.ただし処理果においては果皮

が無処理果に比べてやや黄色みを帯び，地色の上がりがわ

ずかに進んでいることが観察された.圏内輸送においては，

収穫から庖頭販売まで 3 ~ 4 日程度であり ， 常温下では無

処理果も急激に軟化するため，今回観察された M08希釈液

処理によるわずかな熟度の進みが商品性に及ぼす影響はそ

れほど大きくない しかし低温下での長期貯蔵や温度変

化の激しい輸送など条件が異なる場合は，処理による熟度

の進みの影響が大きくなる恐れもあり，再度検討が必要で

ある.また，処理果では，本資材をスプレー処理すること

によって果実表面の毛じが抜けてダマになり，外観を損ね

るという欠点が認められた モモなど毛じのある果実への

利用にあたっては，処理方法についての検討が必要である

以上の結果から，カピリンはモモ灰星病に対して，極め

第5表 収穫後のカワラヨモギ抽出物処理がモモ果実品質に及ぼす影響(常温 3日保存後)

処理 果実重減量歩合(%) 果肉硬度 (N) 糖度 (OBrix) (%) pH 熟度 z 粉質化果数(個/調査数)

無処理 3.2士0.2Y 8.1土 0.4 12.53士0.30 4.23土 0.04 4 0/12 

5o ppmx 2.8士0.3 7.4土0.3 13.05士0.31 4.13:f: 0.02 4 0/12 

z熟度は官能5段階評価 cl 未熟， 2 やや未熟， 3 適熟， 4 やや過熱 5 過熱)とした

Y平均値土 SE(n = 12) 

X処理液中のカピリン濃度

品種は ‘あかつき'を使用した
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て高い抗菌活性を示すことが明らかになった.また，実際

にカワラヨモギ抽出物を処理したモモ果実において，灰星

病の生育を抑制する効果を確認した. しかし，灰星病以外

のモモ果実腐敗病に対する効果は，灰星病ほど抗菌活性が

高くなかったため，今回は検討を行わなかった.今後，他

の病害に対する生育抑制効果ついても検討を加える必要が

ある.

摘要

カピリンを主成分とするカワラヨモギ抽出物のモモ果実

腐敗病の腐敗抑制効果について検討を行った.はじめに，

モモの灰星病菌，フォモプシス腐敗病菌，黒かび病菌およ

び炭痘病菌に対するカピリンの抗菌活性について調査し

た.その結果，灰星病菌に対する MIC値は 0.25~ 0.5 ppm 

と判断され，極めて高い抗菌活性を示すことが明らかに

なった.その他の菌に対する MIC値は各々 2~ 4ppmであ

り，抗菌活性は認められるもののやや低いと判断された.

続いて，実際にモモ果実を用いて収穫後にカワラヨモギ抽

出物を処理した後，灰星病菌の接種を行った.処理果に形

成された病斑の大きさは，無処理果に比べて有意に小さく

なり，処理によるモモ灰星病の抑制効果が明らかになった.

また，処理による果実品質への影響はほとんど認められな

かった.

謝辞試験に用いたモモ灰星病菌を提供いただいた福

島県農業総合センター・果樹研究所菅野英二博士，農研機

構果樹研究所島根孝典博士に深謝の意を表する.
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