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Abstract 

A preservativ巴 preparationcontaining extract frol11 Artemisia capillaries 丁目UNB.(SK糊 202)has antifungal effi巴ctson 

satsul11a l11andarin仕日itduring storage. Effects of post叩 harvesttr巴atl11巴ntof SK-202 on ethylene evolution， respiration rate，仕Ult

quality and shelf lif(巴of‘Okitsuwase' satsUl11a l11andarin (Citrus unshiu Marc.) were investigated. Fruit were gently wip巴dwith 

a cloth which had been dipped in SK-202 solution. The treated fruit showed a significant rapid reduction in ethylene evolution 

3 days after treatl11ent cOl11pared with the control， although there was no difference up to the first 2 days after treatm巴nt.

Thereafter， the level of ethylen巴巴volutionwas maintained at approxil11ately 50% of the non“treated fruit until 16-day storage. 

The respiration rate of treated合uitdecreas巴dsignificantly 4 days a会巴rtreatl11ent， followed by consistently lower levels than the 

control during the experil11ent. The rind color of treated fruit was enhanced by treatl11ent in terms of Hunter ila and C values. 

Thus， the treatl11ent increased the total carotenoid content in the t1avedo tissues. The weight loss of treated fruit as well as peel 

wilting was lower than the control. There were few differences in solubl巴 solidsand titratable acid content in the fruit juice 

betw巴entreatl11ent and control groups. 

Key Words : capillin， carotenoid， rind color， weight loss 
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緒街

カワラヨモギ (Artemisiacapillaries THUNB.)は， 臼;<j立や

韓昌，中間の河原などの砂地に自生するキク科の多年草で，

漢方薬 f菌陳藷j として古くから用いられている(後藤・

小宮， 1983;奥野・難波， 2004). カワラヨモギ、からエタ

ノールによって抽出された抽出物は，カワラヨモギ抽出物

と称され，その主成分カピリンは抗徽作用を有し，化粧品

用抗菌剤として利用されている(大l鳴ら， 2002). 三好ら

(2006)および三好 (2009)は，カピリンの抗徽作用に着目

し，カワラヨモギ抽出物に補助成分を添加することにより，

ウンシュウミカンの貯蔵病答に対して顕著な腐敗抑制効果
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を示すことを明らかにした.また，中村ら (2010) は，モ

モへのカワラヨモギ抽出物の収穫後処理が，灰皐病に抑制

効果があることを報告している.

カワラヨモギ抽出物は，保存料として登録されている食品

添加物であり，これを主剤としたカンキツ類向け食品保存料

製剤(シトラスキープ SK-202) は，愛媛県内の共間選果場

などを中心にウンシュウミカンに利用されている(大l鳴ら，

2006). その目的は， ウンシュウミカン果実の腐敗抑制であ

り，徐々に利用が拡大しているが，へた枯れや萎れの軽減効

果，さらに果皮色の向上効果などが観察されている.

カンキツ類は，果実の成熟にエチレンが関与しない非ク

ライマクテリック型であり (111木， 1991)，ウンシュウミカ

ンで、は幼果期にエチレンの生成は多いものの 9月以降成

熟期にかけては検出されない (Hyodo，1977;兵藤・郡田，

1972)か，極めてわずかである(大東・佐藤， 1985). しか

し着生期において，エチレンがウンシュウミカンの浮皮

発生を助長させることが知られており(間苧谷ら， 1983)， 
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このことはヱチレンが果実の生理障害の発生に関与するこ

とを示唆している.また， ‘河内晩柑'では，貯蔵中に起こ

るへた枯れの進行にともないエチレン生成の増加が認めら

れている(井上ら， 2010) ことから， SK-202処理によるウ

ンシュウミカン果実の日持ち性向上へのエチレンの関与が

考えられる.

そこで，本実験では，カワラヨモギ抽出物含有製剤の塗

布処理がウンシュウミカン果実の萎れ，着色などに及ぼす

影響を明らかにすることを目的とし，カワラヨモギ抽出物

含有製剤を処理した果実のヱチレン生成，呼吸および品質

の変化を検討した.

り算出した.果皮色は，果頂部の同じ部位を色彩色差計

(NR-3000， 日本電色工業)により経時的に測定し， L'l.a値，

a/b値， C 髄(彩度:;-(a2十 b2)) として示した. L'l.a値は処

理開始時の数値を Oとした増加量， a!b値および C値は処

理開始時の数値を 100とした比数で表した なお，果皮色

の測定に用いた果実は，エチレン，呼吸の測定および糖度，

酸含量などの破壊分析用果実とは別のグループとした.

フラベドのカロテノイド含量は，定法によりエタノール

およびアセトンで抽出しジエチルエーテルに転溶後 10%

KOH!MeOHを加えてケン化処理を行い，ジエチルエーテル

宅層を減圧濃縮してヘキサンで定容後，紫外可視分光光度計

(DU640， BECKMAN)を用いて 451nmのl汲光度を測定し，

材料および方法 s-カロテン標準品およびその吸光係数により算出した(梅

愛媛県みかん研究所内で栽培された‘興津早生'を供試 問・ )11嶋， 1971). 

した.11月下旬に果実を収穫し，予措 (3%程度の減量)を 3 

行った後，着色，大きさなどの揃った果実を選別し，カワ i ー←無処理

ラヨモギ抽出物含有製剤処理区および無処理区を設けた.

本実験で用いたカワラヨモギ抽出物含有製剤は，シトラス

キープ SK-202(阪本薬品工業)で，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 0.5%，エタノーノレ約 37.5%を含有している.SK-202 

処理主は，供試果実の半数について，剤を染み込ませた布

で果実表面を 1個ずつ軽く塗布した後風乾したものとし，

無処理区については，残りの果実に剤を浸けずに布で同じ

ように軽く拭いた処理とした.処理は区 8果 4反復と

した.その後，平型コンテナーに敷いた新聞紙に果実を入

れて包み，約 200Cの室温で保存した.処理後， 1， 2， 3， 

4， 8， 12および 16日のエチレン生成と呼吸量を調査した.

エチレンの測定は，果実を容器に入れて密封し， 220Cで

一定時間インキュベートした後，容器内の空気をシリンジ

で 1mL採取し，ガスクロマトグラフ (GC-2014，島津製作

所 FID検出器，カラム:活性アルミナ，オーブン温度:

800C，気化室・検出器温度・ 1300C，キャリアガス He，

流速:50mL・min-1
) に注入し，既知濃度の標準ガスとの

比較により定量を行った.エチレンは，単位時間当たりの

生成量 nL・kg-1・h-1として表した二酸化炭素は，エチレ

ンの測定と同様な方法でインキュベートした後，容器内の

空気をシリンジで 1mL採取し，ガスクロマトグラフ (GC-

9A，島津製作所:TCD検出器，カラム:Shimalite Qおよ

びPorapakQを連結しMolecularSieve 5Aとの並列分流，オー

ブン温度:750C，気化室・検出器温度:750C，ブリッジ電

流:50mA，キャリアガス He，流速:40 mL • min-1
) に

注入し，既知濃度の標準ガスとの比較により定量した.呼

吸量は，単位時間当たりの二酸化炭素排出量 mL・均一1・h-1

として表した

処理日，処理後 8および 18日における果実の糖度 (Brix)， 

クエン酸含量，果皮色およびフラベドのカロテノイド含量

を調査した.果汁の糖度は，デジタル屈折計 CIPR同 101α，

AS ONE)で測定し，クエン離は 0.1NNaOH中和滴定によ
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第 T図 カワラヨモギ抽出物含有製剤処理が‘興津平生'果実

のエチレン生成に及ぼす影響

垂線は標準誤差を示す (n= 4) 

*はt-検定により 5%水準で有意差あり，料は 1%水準で

有意義あり
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第 2図 カワラヨモギ抽出物含有製剤処理が‘興津早生'果実

の呼吸速度に及ぼす影響

垂線は標準誤差を示す (n口 4)
吋主t-検定により 5%水準で有君、差あり，料は 1%水準で

有意差あり
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第4国 カワラヨモギ抽出物含有製剤処理が‘興津早生'フラ

ベドのカロテノイド合最に及ぼす影響

ま長線は標準誤差を示す (n=4) 

*は t-検定により 5%水準で有意義あり

結果

果実のエチレン生成最は， SK-202処理後 2日目までは区

間に明らかな差は認められなかった. しかし，処理 3日目

には SK-202処理区において顕著に低下し，その後 16日目

まで無処理症の約 50%に抑制された(第 1関).果実の呼

吸量は， SK-202 処理区において処理直後~4 日目まで有意

に抑制され，その後 16日閉まで SK-202処理広で低く推移

した(第 2図). 

果皮色Ll.a11直は，処理開始時から無処理に比べて SK-202

処理区で約1.5倍に増加した(第 3図A). また， a/b値は，

Ll.a値と同様に無処理に比べて SK-202処理誌で増加した(第
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第5図 カワラヨモギ抽出物含有製剤処理が‘興津一平生'果実

の萎れに及ぼす影響

垂線は標準誤差を示す (n=4) 

3国 B).さらに，彩度を示す C11直は， SK-202処理区で増

加した(第 3図 C). フラベドのカロテノイド含量は，処理

後 SK-202処理底で急増し，処理 18日割では無処理に比べ

て有意に高くなった(第 4図)• 

果実の減量は， SK“202処理IRで少ない傾向にあり(第 5

関)，果皮の萎れは SK-202処理主で抑制された糖度につ

いては処理問に明らかな差はなく，離合量についても処理

問に明らかな差は認められなかった(第 6国). 

考察

エチレン生成は，カワラヨモギ抽出物含有製剤 SK網202処

理果実と無処理区の聞に処理直後~処理2日目までは差が

みられなかったが，処理 3日自には SK-202を処理した果

実において顕著に抑制され 16日目まで低く推移した.ウ
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とを報告している.本実験では， SK-202の丁寧な塗布処理

により乎l汲は無処理に比べ 12.5~ 1.4%抑制された.こ

の原因として， SK-202はカワラヨモギ抽出物のほかに食用。無処理

一・-SK-202 0.8 油 (0.5%)やショ糖脂肪離エステノレ (0.5%)を含有してい

安〉∞ L 1O 
追 ることから，剤の皮膜効果により物理的にガスの透過性が

8 低下したことが考えられる.しかし岩元ら(J976) が報
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第6国 カワラヨモギ抽出物含有製剤処理が‘興津早生'果実

の糖度および駿含量に及ぼす影響

垂端は標準誤差を示す (n口 4)

0，.は糖度，ム，.は酸合還を示す

ンシュウミカンのエチレン生成について，兵藤・郁悶

(J 972) ，日yodo(1977) および大東・佐藤(1985) は，幼

果期には高いが成熟にともない減少し，収穫後の生成は微

量であると報告している.本実験で供試した‘興津早生'

は， 11月下旬に収穫した完全着色果実であるためエチレン

生成はごくわずかであったが， SK-202処理によりエチレン

生成は無処理の約 50%に抑制された.供試した果実のへた

枯れについては，本実験の期間中においては明確な差奥が

認められなかったものの 選果場での処理により出荷後の

へた枯れの進行が遅れることが観察されており， SK-202処

理によるエチレンの抑制がへた枯れに影響を及ぼしている

ことが考えられる

水谷ら(I99]) は，精油成分がエチレン生成の抑制効果

を示すことから，カンキツ果実の非クライマクテリック性

との関連を示唆し，実際に精油成分をウンシュウミカンの

果皮ディスクに処理したところ，低濃度では果皮のエチレ

ン生成を促進するが，高濃度では逆にエチレン生成を抑制

したことを報告している (Mizutaniら， 2000). 本実験で供

試したカワラヨモギ抽出物含有製剤 SK-202Vこは，カワラ

ヨモギ由来の精油成分も含まれていることから， この精油

成分が果実のエチレン生成の抑制に影響している可能性も

考えられる.

カワラヨモギ抽出物含有製剤 SK-202を処理した果実に

おいて，処理後直ちに呼吸が抑制され， 4日目までは無処

理に比べ有意に低く，その後もやや低く推移した.選果場

において SK-202は，近年ほとんど使用されなくなったワッ

クスの塗布装置を利用して処理されている. ウンシュウミ

カン果実へのワックス処理について岩元ら(I976) は，処

理により呼吸が 15~20%抑制されることを報告している.

また，真子(I977) もウンシュウミカンへのワックス処理

により，果皮のガス透過性が低下して呼吸が抑制されるこ

告したワックス処理に比べ，カワラヨモギ抽出物含有製剤

処理による呼吸抑制の程度は小さく，処理 4日目より 161:1 

目まで，処理問差は徐々に縮小したものの，処理4日目ま

では無処理に比べ有意に抑制されており，適度な呼吸の抑

制が日持ち性の向上に寄与している可能性がある.

本実験の結果， SK司 202処理果実は無処理に比べ果皮の a

値が向上し，彩度を示す C値が高くなり，達観による果皮

の燈色も濃く感じられた このような着色向ヒ効果は，選

果場や流通過程において， SK-202処理の腐敗jfll制効果とと

もに商品師値を高める好ましい変化として歓迎される.ま

た，フラベドのカロテノイド含量は， SK目 202処理後増加

し，特に処理 18日目には顕著な増加を示した これは，

彩色設計で測定した果皮色の経時変化とほぼ一致してお

り a値の上昇はブラベドのカロテノイド含量の増加によ

るものと考えられる. ところで，北川・樽谷(I973) は，

カンキツ果実への外生的エチレン処理は，果皮のクロロ

フィルの分解を促進して着色を進めることを報告し，

Stewart 0 Wheaton (1971) は，オレンジへのエチレン処理

により果皮の s-シトラウリンおよびトクリプトキサンチ

ンが増加することを報告している.また， YoungoJahn(I972) 

は，エチレンあるいはエスレノレ処理がタンジェリンなどの

果皮のカロテノイド合i立をi首加させることを報告してい

る さらに， ilill.度条件を変えて人為的なエチレン処理と果

実のカロテノイド生合成酵素遺伝子群の発現を詳細に調査

した Matsumotoら (2009)の報告では， 200Cでエチレン処

理を行った巣突においてブラベドのカロテノイド生合成遺

伝子phytoenesynthaseおよびphytoenedesaturaseの発現が促

進され，カロテノイドの集積を著しく促進した. これらの

報告は，カワラヨモギ抽出物含有製剤 SK-202処理がエチ

レン生成を抑制するにもかかわらず，果皮の a値が向上し，

フラベドのカロテノイド含量の増加を示した本実験の結果

と一致しないようにみえる. この違いについては明らかで

ないが，外生的な高濃度のエチレン処浬と果実が生成する

低濃度のヱチレンの間では，カロテノイド生合成などの代

謝生理に及ぼす影響は異なっていることが推察され，今後

さらに検討を加える必要ーがある.

本笑験において， Sl心202を処理した果実で、は減量率が少

なく，無処理に比べ処理したものでは果皮に張りがあった.

SK-202は食用油を 0.5%含有していることから， この皮膜

効果により蒸散が抑えられ，果皮の萎れを軽減したことが

考えられる

SK同 202処理が糖度および酸含量に及ぼす影響について

は，供試した果実の糖度および酸合最に僧体差が大きく，
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調査期間が短いこともあり明らかでなかった. し か し 選

果場での利用や食味の調査において，無処理に比べ SK-202

処理果実は滴定酸含量の数植がほとんど関じ場合でも，般

の保持がよくしっかりとした食味となることが観察されて

おり，今後食味との関係について検討する必要がある

以上の結果から，カワラヨモギ抽出物含有製剤 SK司 202

は， ウンシュウミカン果実のエチレン生成と呼吸を切らか

に抑制し果皮住が向上し，フラベドのカロテノイド含量

を増加させることが認められた しかし，もともとヱチレ

ン生成量の少ない健全なウンシュウミカン果実において，

エチレン生成の抑制あるいは呼吸の抑制がどのように果実

の代謝生理に影響を及ぼしているか不明である.今後， ウ

ンシュウミカンが生成するエチレンの作用機作を解明する

とともに，エチレン生成抑制に働くカワラヨモギ抽出物含

有製剤の成分を特定する必要がある.

摘要

ウンシュウミカンの貯蔵病答に対して腐敗抑制効果を有

するカワラヨモギ抽出物含有製剤 SK-202が，果実の萎れ，

着色などに及ぼす影響を明らかにするため収穫後の‘興津早

に塗布処理を行い，エチレン生成，呼吸盤，果実品質を

調査した. SK側 202を処理した果実で、は，処理直後には無処

理に比べてエチレン生成に差は認められなかったが，処理後

3 ~ 16臼白までヱチレン生成が約 50%に抑制された.呼吸

量については， SK-202処理後直ちに低下し， 4 El日までは

有意に抑制され，その後も処理j玄で低く推移した.果皮の

L¥a値およびC値がSK-202処理i玄で高くなり，フラベドのカロ

テノイド含量の噌加が認められた.調査期間中の果実の減量

は， SK-202処理区で少ない傾向にあり，果皮の萎れが抑制

された.本実験においては，果汁の糖度およびクエン酸含量

について処理聞に明らかな差はみられなかった.
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