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ニホンナシ‘新高'の汚れ果症の発生抑制対策

西本年伸.LLi崎|陸子・日浦直之*竹内繁j台本中

Control Measures for Color Disorder in the Japanese Pear 'Niitaka' 

Toshinobu NISHII¥WTO， Mutsuko YAi¥IAZAI<I， Naoyuki HIURA， and Shigeharu TAKEUCHI 

要約

ニホンナシ‘新~é:j' ~こ発生するスジ状タイプの川h採ガピのづC':I. ~I主|を IljJ らかにした.そのう~~I : は紙

質を改良してJ授 7J('lt を r"';J めた~~主主主を f史Jl J することで‘iíll11ìlJ て、きた.

1. il)h栄1ù'の発生は，果実のl肥大により井~~!åが~U主に'併特し始める 8 月 J:. ィïJ tJlから多くなり，来

訪J袋がilJ1\ ì l~J な条件卜でU))1呈された.

2. 栄j支の変色は， Altemaria sp.のjt，j糸，分1.1:.fおよび治義ろ械や Colletotrichumsp.のl基l糸によっ

て引き起こされた.また，減Wjした'慣行ノHtU新聞紙)を;TU立に'折治させi:rr!ill!J条1'1'下に[泣くことで

も発~L した.

:3. ii~ rWr fllliifl立を若し くjl;¥なう r'Jれの的いスジ状タイフaのi'jれ!，!Ui(の先生は，j.技水tlを高めたなV[1[にじえ

良 した栄~袋を利川すると担Il:lìl) できた.

キーワード.ニホンナシ， ‘おí'~:-ij' ， 1りれ栄， 14尖をと

はじめに た.また，その1i'i'.:IXにより i'jれ県対は，スジ状ぞm
ニホンサシ‘析山'は， !?Jj級1114科川と しての需12

が多く， 栄尖品質はもとより外観が判=に:m祝される.

このため，病虫誌のI(jj1徐，県j支のiljれ|坊 l卜や{米議誌

のIjr'1(J で，月~ '3~への袋がけは放桁の必須竹業となっ

ている け.

f匂: ょ~(. 1のようなi"jれ井Uuは， 2002 {I:. tJl からづ~ ~I ー

がみられるようになり，特に200t!:f!には日 j;在来実の

10-30%， 2006年には20-100%と大発生し，大き

ない!日illとなった.そこで， r';::jJJI県民業J支術セン ター

染付'JilA .I.~fr~j~)j と炭Wd反興センタ -~:Ij; I .見j係機関でtlわえす

るプロジ ェクトチームを品川記し，づE ~I: ~IJ，I のfíJ!ío l 日J に

取り組んだ.

まず，~LF('者へのアンケート~jJm査を行ったが1 米，

先生が多くなった以::/[1として， の新聞紙製の米夫袋

の1t化， ①ijU子!，::i主主I!の安化 (1坊|徐同数の減少，小袋

と大袋を 11日lでかける袋がけブJ一社、の普及)，@気象

条1!1の変化(本秋のr'，1:j~J~l~ ， ~iil miの括響)があげられ

* JJ，I. ，'::j知県'1'リ'-:~[;JI_.~ :;tiM興センター

** 刀l7，':j tiltl， I;J~1J>l J}l~ 却、 lfi.i住戸製

201 11，1' 8 J 1 4 LI 受J~H

紋;IR， ilíi アザ状，よI~、ダレ :1)、の各タ イプに分引でき，

Y，{"Í、を IY;)係機関|人lでえた・した • H~ も発止1・のf多く，ぞJ

しく li:fi"II'rfilli1r!r:をf氏ドさせるのはスジ状タイ プであっ

た (写点 1).

全I.EJ1' 1'0 にも汚れ糸川ーの発~I: は以 IJÎjから 1Iリ目立となっ

ており) 11.[松・実 1:L~ 7 )は病lJiljy，jとして Alternaria

sp.7.えび Pho!J/otsisSp. によるすシ'r') ~~:Jikj を '(:I1. fl;- して

いる また，ガIS~J'(・ 中桐 ・1 ) は ， HyalodelldroJ1 Sp. 

及びStenellaSp.の関与ー をIljJらかにし，安IU 0) ， -;1' 

上・ 'ii:'jl'1 )は担子jhlj系酔!サねiWjAcα}，OJ11yces ingoldii 

>>-び MeimSp.を病以として追加lした.これらのめ

来:JII:jの発λ1Jillilil)対策としては，幼巣J!JJにさ::fl，j3--:.Uが

多くず，]制度環境となりやすい阿坊では，薬剤散布ーか

ら小袋がけまで、の作一莱|刈隔を短くすることとされて

いる 1) 

プロジーLクトチームでは，各(i;地で、発病j1/111il)対策

の実言JEliljlを設iiil:し;lJIi)干rを行ったが， 炭必散布後すぐ
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区三国

:与:~~~ 1 ナシi'5れ県広の作タ イプ

に小袋がけしても効果の;認められないJi(J血があっ

た. また， UH文;Ikゃ市Lアザ;1犬タイプのめれ症状は，

その 1k;l)よから鳥取県や 1 ，1;) 山県で党~I: した i'j米Mに似

ており，日立11~Ii~ で i最も I "IJJ ~芭となっているスジ状タイ

フ@のi'ji'L果抗とは ~/IS なっていることが判明した.

そこで，本liJf先では，ニホンナシ，>>Ji出'のスジ

状タイプの十lJれ栄木を 11-'心lこ，i'jれ糸川;のFfJJi試験，

党止 ~Ikl の WíoWlおよび栄笑袋の紙質改良による Jfll;I;1J

効果について般討し， j;11見を何たので'Nifl;.する

本/1)1究を尖施するにあたり，小林製袋産業株式会

-1'.1:， 1-j.J火点jLl業振興センター， Ij'央I!!iJK.J.、振興セン

ター，引I Ii~í ;足立.JJIit"~センター， j民業技術センター病

1}j!.J11 当 および米特Jijj\}~失J揚の l隊員のん々には初日仁 Ihh力

を)1'1いた. ここに記して感謝の定を去す.

材料および方法

試験 1.汚れ果症の再現試験

果樹試験場|人'J+I自殺の主主地、|ι初IJ~友情のニホンナシ

'%~íï';::j' 21， 36年生各5樹をJIJいた.散水|亙と月!日立

Aく|豆を設け， ii立水|メ:は棚J.2111に設[宣した十ffLl:スプ

リンクラーを)Flいて， 2007年G)'14日一 10)J5 11ま

で， )盟に 1-:3 liJl (1待問iU以外)のペースで刑 331日1

i放水した. 6)'1 (8 liJJ)， 7 n (5 1111)， 9 ):1 (9 10])， 

10)-1 (2 10]) はLjイ去に|年間liil:奥訴で、:30111111f!1リ立， 8 

) 1 (9 1111) は'rlit(.こ40111111tl' I支を目立ノ'1，した. )i!ril技71<

区は 1'1然の昨日jにまかせた.袋がけは慣行の新聞紙

裂の封~'j~袋を )1) い，ノj、袋がけを 5 )'12::; 1:1，大袋がけ

をG) 1 1:3円にわっ た.

'(，]れ裂がの発~L伎は， 7 ):125 LI から各 lメ 1 0 :.l~ずつ

ILI FI附|府で吋 ンプリングし， .主制により以|、の JII~不

で;i)，1)1fした.

O 米1主に'('jれのづt':!がない

1 :県 }:!L に十干 か l こ i'jÜ7う汚色 ~I :.

2 :米 j支 Tí:i iHiの 11 4 未満に '('jれが発~t

3 .月!:J主 l(riMの 1 / 4 }:1. 1'.1 / 2 未満に i'~ れが先生

4 ω 封~}主 ïfli fi'[の 1 / 2 以上に汚れが発，+.

試験 2.発症果実から分離された糸状菌およびその

培養ろ液と果皮の変色の関係

1 )分離糸状菌と果皮の変色の関係

県|人j の汚れ果j，;[ を発抗した見当j支の i~: I)分から分断し

て何られたiFJJ包子分l)jli5 I:Fi株 (表 1)をIHいた.

J主砲にJl l し、た.J1-~ 言t は， 2008年 8)Jに栄樹試験場の

諒i也放J:，}I凶j~)jから J末収したi'jれ以内t米<Jt ;lrr の‘新尚'

のよJlX，:A果実を，;]，j.!i;]く1j.Jで5分11¥)の超音波洗浄を

21日|繰り返した後， 70%エタノールに:30秒1:'，]浸1i!tし
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て表面i殺IMiし， 旦}ITiU吃したものをmいた ('j染ガー

ゼは，i;吃熱iltriAi(160.C， 120分) したガーゼ (各 4

cm角)をブドウ糖加1mジャガイモ煎汁寒天 (PDA)

平板培地に[置床した」二に， CU試j~ï株を移柄し， 25.C， 

崎県条i+-rで17FIIM]培養して作製した.

f，uの接種は，減I是i/JくをH負移してiEらせた果皮に，

l果!こっき 1枚ずつftt'ij，jした.その後，プラスチ Y

ク容昔話内に?色、I;;Jして25.Cで、hjh冒した 1j均株につき

2栄ずつmいた 4cm角に裁断して乾熱滅菌した

ガーゼおよび表 2のAの慣行小袋についても 同様に

処世した.なお，静置期Ij4'Jrllは朱実と小袋およびガー

ゼがi!i，!il '，!jで街11e した状態で保てるように適宜減j~，i ノ'J，

をl噴霧した.

-ti::l!T( 7 Lll去に， 11111付下の占R&の変色の程度は， )主

観により以 |二の lj~ i!，ii，で部l食した また，変色白1¥を光

学:~'f[微鏡により観察した.

O 変色なし

1 ;栄j支が;3~ く変色

2 ;来j支がやや濃く変色

3 ;梨j主が濃く変色

2 )分離糸状菌の培養ろ液と果皮の変色の関係

fj日式j~，j柄、は，県内の '('j ~ L ;.j~ 1;1' を 9UI'I~ した果実から

分自Iiして得られた ijj.1J包子分離がi株のうち 1<1の

07-02-Aを|徐く 4-rJ'，j株をFFJいた. +支稀に月jいた果実

は， 2009{le 8 ) Jに味付j試験場ーの露地栽塙|出1J易から保

取した '('J れよRiil~未発症の‘新市i' の未成熟果実を，

試験2.1) と 間以に殺 |却処 r~ll した . ì'j "!4-~ ガ ーゼは ，

供試j~i株を PDA ~I ' 板桁 j也で25.C ， IIj¥1県条件下で14

|二II:¥J桁悲 した的叢を 2mm角に切り収り， リチ ヤー

ス il~W j:ì\iJ血 :~ ) 101111に移他し， 25'C， 11青黒条件下で

241二1r:¥jJj!;養した後， J:-iO)fI(記を減ilHろk11:と 0.2μIIIの

表 l iJtiIi¥Wiイイ，

W;i株t:1 {!Ti 分自It{1三月日
07・02-A Alternω-w sp. 2007. 8.15 
06-0J -A Altemaria sp 2006. 8.21 
06-08-P PhoJJlotsis sp. 2006.10.1.1 

06-11-Co Collefolricll1tJJ/ sp. 2006. 9.29 
05-32-C CIσdos戸orWJ/lsp 2005.11.22 

fM式 袋がけ
果実袋 川数

A (慣行 21QI
13 (3主袋 2同

C ( 3主袋 1Irrl 
iJ) I:l. C の!，JらU~は小村、烈公J1 裟株式会主| 製

ノl、袋
茶新聞 1m
JJd*左足外i'lr字

ミリポアフィルターでろ過して培養ろ械を得た.こ

のろ液に 4Clll jfJの滅菌;ガ ーゼを浸漬 して作製し

た， jfiのJ妾極はよ験2.1)と|吉J，f!fdこわ った.

接 種10円後に， fillj付下の巣J支の変色程度を試験

2，1)と|日l様に閑査した.また，光学顕微鏡で果皮

を観察し，糸状閣の有無を嗣炎するとともに果j支の

変色古1¥をカミソ リで示IJ1~lf し， 1 N-I-ICIで pH4に

1íJ~~ま した PDA 平板Jf，:J也」二へîi~J示し， 25'C， 10日間

的養後， -e¥iの生育の有無を調布した.

試験 3.果実袋の種類と果皮の変色の関係

fJtili¥資材は，表 2のAの十iq行の新11刊紙製の小袋と

大袋， B のN~水'Ig を改良した小袋と大袋， [':1色干IJ:'-I'.

k1tをそれぞれ1[cm jfJ (，こ1&1析し，~!L熱 ilili，ï笥 ( 1 60.C， 

120分)して}IJいた 桜町fにmいた栄笑は， 2009{1:: 

8) Jに果樹試験j))jの露j也1μ;1，'1由IJ友iから採取した汚れ

栄好I~未発抗の‘新高'の未成熟保安を ， 表百iif史的し

ないもの，および木造/J(I.IIで 5分間の超音波i7l泌を

21日|繰り返した後， 70%エタノールに60秒間浸iikし

て表市l殺l指し， _..EL}民乾したものを}IJいた. WiのJ妥

前は，試験2.1)と1"什1(;に各資材を来j立にf!川τjした.

なお，対 I!日としてi成長jガーゼを!日いた.

Jよf1f!7 1:1 後に，資材下の巣j支の変色作肢を試験

2. 1) と同様に制査した また，表îflT~1ihlj し た果皮

の変色古1¥を切llY'.り pH<1に刺殺 した PDA工ド似府地

にiiii:J;j;;して25'C， 11れI~下 ， 7 1二|清張後，Th¥iの生育の

有無を訓f亡した.

試験 4. 改良果実袋の汚れ果症抑制効果

栄枯J.試験場IkJM放の平仰Jil~ JI!!， ~& ti'i‘新市'j'23{1士|

6樹を)日いた. 1 1孟1制当たり 5来ずつに表 2に示

した保安袋を袋かけし，引 30梨をJlJいた.袋がけ10:1

数を 21il1としたA，B区では，ノl、左足がけを2009:if-5 

月201こ1， 大左足がけを 6}'J 8 U (こ行い，大袋は小袋

のうえにかけた.袋がけ|百|数が 1liilのC区は 5月20

'-'に大袋がけを行った.なお， 6 れ果:JiI~の発生を促

すため， 9)'J1.2守 4-8ド|の討171旦1，樹L-.スプリ

ンクラーで午後!こ3011l1ll和q支fi士Aくした.

J設;]('1'1:
}JIIT 
× 
O 
O 

~11芸|斉IJ
処羽l

x 

o 
O 

新聞 2重

J天主fi;袋・)未知袋阿Tm;活字
!王寺ft袋・ l夫総袋外活字・ JJd:rí.;;.~~r，j ぱl活字
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9 FJ 29 EIに県災を収穫し，外観制読として，jljれ

泉佐のタイプ日Ijの発~I:来数，果舵音1\ に緑色が残った

果笑数や活色ムラ，来伎が赤l引とをおびた呆~詩文を制

作した. 9 TJ30日に必災!jl;や地色，栄肉ji!l!度などの

よR実品質を調行した 地色はニホンナシj也色JHカ

ラーチャートを川い，来m音1¥の県j主をi'jljいで調査し

た 果|夫j硬度は，マグネステーラ一般!度計，直径 5

ハ 6inch の平副状主 IV(，Î をJlJ い，果実縦 l11f ftiiの赤道 ;~I\

を 1 扶当たり 2 カ J川市，~3!î~した. また，果:iHi，II新聞の

ゲ'j';j旦f，I¥を 1羽毛当たり 2カ所，よf.!:1勾をくさび型に切り

取り来十|を絞り，精度百 1 7Y~度は，デジタルJ!I\1Jí' fJ，ff度

言IAPAL-1 (アタコ"l!:製)，架:rI"pH は， pHメー

タB-211( ~IIPßj製作所生りをそれぞ'~êJIJ い間持した.

みつ jiI~の発生税 j文 (無 (0) -多(:3)) は，佐久

1M] 8)にiヤzじて調宅千した

結果

試験， .汚れ果症の再現試験

スジ状タイプの汚れ呆症は， 7 )J 2:' 1二|の|時点で、は，

i放水i玄，，1!!f， lrx水 li ともづt ~Lがみられなかったが， 8 

n 9 1ご|に同区で発々がみられ~fìめ， ij文水区では無ij文

;J([;{に比べ11)れ杭j支が[fijく.j(f'ftした.また， 背任目立水

区も [j年7J(}sーが多くなった 9月20LI 以降には汚h将l立

が[f'IJくな った (1記/1). 

試験 2.発症果実から分離された糸状菌及びその培

養ろ液と果皮の変色の関係

糸状j;f;jの汚染ガーゼを!!ii十lした結果， 1J t ~A l;T，j 1~' 

06-0卜Aおよび06-11-Coの汚染ガーゼでは， fiii 1;J 

古1¥の来J支が黒く変色 したが， 07-02-Aや06-08-P，

05-32-C，滅Wjガーゼでは変色しなかった.なお，

A (慣行小袋) では弱い赤."I:~の変色はしたが，

06-01-Aおよび06-II-Coによる変色とは色調が呉

なった，持~J主の変色白1\ を光学顕微鏡で観察したとこ

ろ， 06-01-Aおよび06-II-Coの貼付高[¥とも表皮キ111

胞の附に菌糸や分':[:.子が認められたが，慣行小袋の

fh 1 i1-Jによる変色 i~l\の表皮にはT1fií糸は認められなかっ

た(表 3). 

06-08-P， 06-II-Coおよび05-32-Cの府主主ろ液で、

は呆J支に~'f[.t;な変色はしなかったが， 06-01-Aのよi?

養ろ i夜ではガーゼlh~行司会 ;'~: I) のよi主皮が変色した.なお，

変色した来j支から T~i の分高!íを行ったが，いずれも供

試ilii株と同じ糸;[犬 Î~T はf1'J分離されなか っ た (表 3 ) 

試験 3.果実袋の種類と果皮の変色の関係

1Jtfi，t資材をNi1;Jした結果， A (，慣行小袋)， A (1白

4 

3]L 0 I 一散水区

J:I;J 

r'j 2 
れ

Jjt 。
7/25 8/9 8/23 9/6 9/20 10/4 

}olll=l 

[~Il +:Jj上スプリンクラ - '1技水による 'l均jlJ~ê担!主
の 1((~移 (2007)

ii) J主観によりづi': ~I ' .f'， !1えを以 卜の 0-" の 5 段階に 庁十 iill i。ョ~I主に 'rJ; れの 1i': ~1ー がない

1 .;jυI}(こ 1Wかに jりれが1t~1

2 月~I主 IÍli ;fi'i の I / ， 1 未満に i'j れがヲt~

3 ::!1とI:Ufii.friの1/ ，1 以 1.I / 2 米 ~i:l:j に i'j れがづt ~l
・I 採j主l町村の 1/ 2 以 lこに i'j れがづt ~l:

表 3 精霊肉体および治養ろ液のよ主純による果)支の変色 (2008，2009) 

精子E凶休の桜種 以養ろ波の銭{iTi.
保体 !1'，j1*名 産i{草 変色の z) 変色官11のけ 変色の け ~色古11 の y ) fFJ分出!ix) 

力ーゼ

07-02-A 
06・Ol-A
06-08・p
06町l.l-Co
05-32-C 
[成立、|

A (，慣行小袋)減夜、l

Altenwria sp. 
Altemaria sp 
PlIomotsis sp 

Colletolrichum sp. 
C ladostoriwl1 sp. 

程度 W~糸の有鉦 程度 ïfj糸の布~時
0.0 NTw) NT 

3.0 + 2.0 
0.0 0.0 
1.5 + 0.0 
0.0 0.5 
0.0 NT 
0.5 NT 

NT 
N'j、

χ) jnJiによ り変色枕肢を以 l、の o- :~の 4 段 IWr に，河(i1fi. 数111i は 2 反復の ~fJ~J1ÎI( を方、す.
o :変色な し
1 来J支がi炎く変色
2 米)支がやや濃く 変色

:3 : ;j~1之がilt く変色
y} !!，';1.) 7 11 後にt~色 '(';1 1 を光年日良i政鋭により観祭した. -.1潟糸記、められない+:I¥-:i糸が認められる.
x)一 11Iうf白Iiされない， + :T'iうf白Iiされる.
w)試l放を行 っていないことを1)くす.

NT 

NT 

NT 
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行大袋)，.P1: ~ 紙では，やや濃いー濃い変色をした .

B (小袋)では淡いーやや濃い変色， B (大袋)で

はやや濃い変色，ガーゼの!1Mτlでは変色はしなかっ

た.なお，果実のまIlIi~(1: Ihliの有無によ る影響はほと

んどなかった (表 4).いずれも呆j立の変色部から

は Altemaria属l量i， Phomotsis J売i*i， Colletotrichum 

属存i， Clados戸onum属f.Nは分向liされなかった.

試験 4.改良果実袋の汚れ果症抑制効果

スジ;1犬タイフ舎のj'5れ以指は， 'l'itt1a

j:の新1111紙製のノj、

袋と大袋の 2同袋がけを行ったAで発生がみられ，

紙質を改良 し機水性を73Jめた B，Cの井!:';iミ袋では発

さiのすみられなかった.他のi')れ来症のタイプでは，

~~/アザ症タイプが全袋で， Jilf ダレ1f1~ タイプがC でみ

られた (表 5). 

**外観ではBで新色ムラ， !AU支が7#1米をおびた

果実が，C でよ長悦 ~il\ に紙色が残った来笑がみ られた

(表 5). 

県笑1111質は， 来実i1J.'¥コ地色， :tJ，lf}文言|示j文，来十l'pH，

みつ症の発生松j主で-は平fxと1、な4L・はみられなかった.

朱肉硬肢は， B でややit~か っ た (表 6 ) . 

考察

スジ:1犬タイプのj'jれ来JXが病害かどうかをIY4らか

にするため，県内で汚れ栄症を発抗した果実から分

出!iした糸状Wiを来実に接続した. その結 果，

06目 01-A (Altemaria sp.)， 6 -J J -Co (Colletotrihcu1η 

sp. )は呆突の表皮を， 問中刻!でも変色させた.また，

この果皮の変色音1¥を光学顕微鏡で観祭すると，表皮

細胞がめくれた隙tnJに15¥1糸や分生子の有在が確認さ

れた.これらの|誌による架j支のW，変は， 1省糸や分~-I:.

子そのものの色であると考えられた.今!日|の試験で

は，Alternaria 1r'手;育、lのよff養ろlf記でも変色がみられた.

Alternaria )，両国 は， ~士主特兵的毒素 (H S T : 

host-spesific-toxin) 5 )を代謝することが知lられてお

り，サシ県β:1::)お肉の!出'豆性品砲の誌に活性を示す

Alく7F奈は*1fI!J包践の変形や，原形質l撲の陥入を引き

起こすとされている 叫 が，ilj れ身~liJ~の果皮の症状

とは J~I~ なった.また，これらの ï'ii f1; による米j支の変

色と ~1:.Jlû現場で発tl しているスジ状タイプの 1')れ梨

症とは変色の色調が41!なっており，スジ状タイ プの

ilj れ井~ J;I の発~I :. ~こ病 }Jj( 1ii-iカ {ï!l!:1~ r;，gJ与しているかは判

然とせず，むしろ別の発~I・~医| があるのではないか

と考えられた.

近年，新I1ilií'1\の I~ P ' j<インクは石(11i~I: I 来のものから

他物1:1:1米のものに変化してきており，その影響によ

りインクが梨j支に付希するということが考えられ

た.これは，アルコールで係るとよ-IHtのスジ状タイ

表 4 供 riえ果実袋と米皮の変色の関係 (2009)

lj~ i:jUWj~左足-資材 一一主主の干lUiχ}
1t色;¥1¥からの1泊分:)jlt数 y)1前!な数

まえTfii殺Ihliあり 表立iit(閣なし

i¥(慣行小袋) 3.0 2.5 0/6 
A(慣れ大袋) 2.5 3.0 0/6 

B(小袋) 1.5 2.0 0/6 
日(大袋) 2.0 2.0 0/6 
羽生紙 2.5 2.0 0/6 
ガーゼ 0.0 0.0 。16
χ)ヨd 主主mt数他は， 2 J.又qu:の'1ι均liuを示す目
y)数11!iは，Altemaria J，'fi， l:r，i， PhoJJlotsis j'封I'l'i，Collelolric/IU削減的，C/adostoru日nJi武闘の分縦数

ヨミ 5 県笑袋の違いが1'7れ果症の発と1・，来実外観に及ぼす影響(2009)

lJ~試来笑袋 制査栄数
汚れ来症 封~~ミ外観

スシ司:Ik ;詩アザ 県ダレ 来腹部緑色 着色ムラ 赤l引く

A(慣千)-) 24 j 6 (67) 7 (29) o ( 0) o ( 0) o ( 0) o ( 0) 

B (3重袋) 25 o ( 0) 6 (24) o ( 0) o ( 0) 1 (4) 2 ( 8) 

C (3重袋) 26 o ( 0) 4 (15) 1 ( 4) II (15) o ( 0) o ( 0) 

itl数字は果数で( ) 1)')1立側主E~~数に刈する割合 (%)

君主 6 果実袋の違いが果実品質に及ぼす影響(2009)

作~ f;jt来笑袋 果~霊w 地色 巣肉政度(1bs) 'fA!f I.J{ !i'l1iτ度 *汁2!:! みつfa"発生j主

A(怯i行) 937 5.3 6.8 14.2 4.9 O 3 

B (3主袋) 871 5.2 6. J llL3 5.0 0.3 

C (3韮袋) 844 5.3 6.7 1.4.4 5.0 0.8 
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フ。の汚れのi'，'ll分を除くことができたためであった.

しかし，高まIIV共和〔業技術センターでこの汚れの部分

を分析したがi果，その成分は印字インクと異なるも

のであることが判l列した(遠藤:在、信).

試験 1の岡場での再現i削除では，散水区で果皮表

tWと果実袋がljh-承!し始める 8)L!旬から， 11民散水i孟

では降水量が多くなった 9J'J下旬から スジ;1)(タイプ

の汚れ果の発生が11;g)J[Jした. また，訟にち貴 3からはiz

illlJ 条件|亡で滅i1fJì斉みの呆;iü~の切片を柴j支に詐i、新さ

せると，強いスジ状タイ 7'の t/~れ果:症と同級の変色

を生じるが，来)支に術活しにくいガーゼでは変色を

~t. じないことが明らか となった. これらから ， ~!u~ i'l~j 

条fejと果皮への街飛という こつの条件が揃って，果

実袋が採j支表Hti に何 らかの呉常を~L じさせ，スジ状

タイプのi'jれ来症が発:::1するものと -1ft祭さ れた.

慣行の果実袋は新Ifl'!紙製であり機水性が早期jに低

下するため，袋に按した県j支がi!u!il~J条例ーになり干す

い. 試!段 4の凶iA試験においておtFtを改良してj琵水

'I~I を尚めた果実袋の効果を検討した結果，スジ状タ

イプの ì'jれ巣痕は全 くづ~~・しなかった.このことか

ら，栄笑袋を従来の新聞紙製から綴水生の出jい紙質

製に改良し，お! il~J 条干!を 旧避することがスジ状タイ

フーの汚れ果症の発~tjfIJ ;j ìlJ に有効であることが1 9-1 らか

となった.

しかし，他のタ イプの汚れ県症は完全にはif[JililJで

きなかった.特に泌 アザ状タ イプのi'jれ採杭は改良

した米実袋でもみられた.また，改良した果実袋は

fiE">l?:の新聞紙製糸笑袋よりみつ応の発生が多い傾向

もみられた.今後，これらの});(悶の解明と発生怪減

の対策を検討していく必要がある.
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Summary 

We examined the causal agent of stains on lhe fruil surface of ]apan巴sepear ‘Niitaka' and control m巴asures

for this. We concluded that most serious type of stain occurs as a resull of close contact between the fruit surface 

and bag under moist conditions. and the use of fruit bags made of waterproof paper reduced occurr巴nc巴 ofthe 

stam 

1 . Fruit stains are a recurring disease. particularly in early August when wet conditions promote the use of fruit 

bags for fruit ripening 

2 . Discoloration of the skin is caused by Alternaria and ColLetotrichum species. 1n addition. even wh巴refungi 

were not present‘the skin was discolored if the bag was touching the skin. 

3 . Occurrence of symploms significantly impairs lhe commercial value of th巴 fruit.The use of water repellenl and 

improved quality paper bags could be a solution. 

Key words ]apanes巴 pear. Niilaka. color disorder. fruit bags 
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