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カンキツ育種並びにｶﾝｷﾂ新品種の
特性と栽培上の留意点

（独）農研機構 果樹研究所

カンキツ研究チーム

高原利雄
ウンシュウミカンの栽培面積及び生産量の推移

(日園連統計より作図)
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ウンシュウミカンの卸売価格の推移（日園連統計より作図）
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カンキツ育種の目標

• 栽培が容易

• 安定生産（豊産性）、耐病性

• 高品質果実生産

• 外観良好・個性的、芳香性

• 食べ易さ；剥皮容易、じょうのう膜薄く柔らか
い、無核性、柔軟多汁性、手が汚れない

• 高糖度、さわや か、旨味

• 機能性成分

栽培が容易

• 枝が開張性：樹姿は温州、ナツミカン等

• トゲがない：育成品種でトゲが発生したらエイ
ジング（加齢促進）、放射線や 重イオンビーム
等の変異源を照射して無棘化を図る

• 細根や 着葉数が多

• 無着果期間は樹冠拡大が旺盛→結実開始
後は樹冠拡大が緩慢

・収穫が容易：樹勢良好で樹が小型化→わい
性(カラタチ・ヒリュウ）台木利用等

エイジング促進でトゲ無化

１年間で３ｍ以上伸長、世代促進を図り
その先端部を再度接ぎ木して、３～ ５回接ぎ
木を繰り返すとトゲが著しく減少．

エイジング前(左）、エイジング後(右)
品種：「べにばえ」

• エイジング処理のトゲ
短小化.JPG

• べにばえの夏梢のトゲ.JPG
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安定生産（豊産性）

• 毎年適度の着花と新梢・新葉が発生

• 細根が発生しや すい（着葉数が多い）

• 台風等の強風で倒伏し難い

• 枝や 節間が長くなく、発生も適度

• 葉：や や 小型で厚、立ち気味（受光体勢良好）

（葉はナツミカン程度の大きさ）

・適期・適切な管理は不可欠

耐病虫性

• ウイルス・ウイロイド類耐病性（台木問題大）

• ＣＴＶ免疫性・抵抗性等：カラタチの後代品種
育成・マンダリン（ウンシュウミカン）程度

• そうか病・かいよう病等への耐病性

• そうか病耐病性品種は多い。かいよう病は
り病性が多いため、ポンカン・「不知火」程度
の耐病性品種の育成

• その他の病害虫への耐性

高糖度系品種の育成

カンキツ
例：「麗紅」、「べにばえ」、「たまみ」、「西南のひかり」、

「津之輝」、「不知火」、「せ とか」、「はるみ」など
水分ストレスの強付与なく高糖度の果実が生産され
る事が重要

• 成熟期の糖度：年内成熟12％以上、1～ 3月成熟
13％以上、4月以降11%以上カンキツ

• 酸含量は成熟期で0.8～ 1.0％程度

☆ウンシュウミカン・「はれひめ」は低糖度→シートマ
ルチ栽培で高糖度化、ハウス栽培で高糖度化

樹体へ強い水分ストレスの付与が必要

外観良好・個性的、芳香性

• 果実の大きさ：1０0～ 300ｇ程度

• 果形・外観：扁円形、果面滑、光沢

• 11～ 2月成熟品種：赤橙色～ 濃橙色

• 3月以降品種：黄色～ 淡黄橙色

• 個性的：特有芳香、カラー(ﾃ ｺ゙)、果面、果形

果皮はや や 粗でも軟、肉質：柔軟多汁

又はサクサク感
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食べ易さ

• 剥皮容易：剥皮時果皮の油で手が汚れない

• じょうのう膜：分離容易→軟らかい

破れるほど薄い

・無核性～ 少核性（0～ 3粒）→雌性不稔の利用

・手頃の大きさ：一人で食べる適度の大きさ

↓

100～ 300ｇ

・柔軟多汁性→食べる時果汁で汚れない

美味しい果実

• 糖度：露地で12度以上、成熟時酸１％以下

甘い→美味しい→コクがある

旨味成分の多含量→アミノ酸類や 果糖・ショ糖

例：「不知火」（デコポン)、「はるみ」、「せ とか」

食感・風味良好で美味：「はれひめ」←シートマルチ栽培で
糖度12以上

• 糖度：10.5～ 12度→さわや かさ、爽快さ、旨み

↓
例：「はるか」、「ｵﾛﾌ ﾗ゙ﾝｺ」(ｽｲｰﾃｨ)、ﾋｭｳｶ ﾅ゙ﾂ、「天草」

熟期の多様性

☆ウンシュウミカン（9月中下～ 12月成熟）

極早生ウンシュウ、早生ウンシュウ、中生ウン
シュウ、普通ウンシュウ、高糖系ウンシュウ

中生～ 高糖系ウンシュウは浮き皮少品種

☆早生カンキツ（年内成熟：11～ 12月）

☆中生カンキツ（１～ 3月成熟）

☆晩生カンキツ（4月以降成熟）

カンキツ育種上の問題点

• 多胚性：ウンシュウミカン、オレンジ、グレプフルーツ、
ポンカン→雑種育成難、利点：珠心胚変異育種、台
木利用

• 雄性不稔性：花粉親に利用難

• 雌性不稔性：交配母本利用不可

• 育種年限長い：交配～ 着花・結実に８～ 10年以上

• 実生に棘発生：初期はトゲ掻き

• ヘテロ性：生育、樹体特性、果実特性の変異大
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左：単胚 右：多胚

（根角原図）

カンキツ育種上の問題点への対応

• 多胚性→オレンジ、ウンシュウ等優良形質継続の単胚性品
種・系統育成：例→「清見」、「HF-9」等

• ガラス室（開花前～ 幼果期高気温）利用で胚数減少→雑種
率向上

• 雄性不稔・雌性不稔性：利点は単為結果性で無核性品種、
雄性不稔性はガラス室（開花前高気温）利用で花粉が稔性
化

• 育種年限：高接ぎ、寄せ 接ぎ、3年生カラタチ台への接ぎ木

• トゲ問題：一時トゲ少～ 無個体選抜→現在トゲによる選抜無
第1次選抜以降にエイジング処理でトゲ無化

交配により獲得した種子より育種実生の育苗
１１月中旬以降に採種し，剥皮後12月に播種する．

冬期加温により生育促進を図り，１０月に接ぎ木のため採穂．

ブラスチック箱へ播種鉢へ播種

実生の生育 播種10カ月後の実生

交雑実生育苗と生育不良実生の寄せ
接ぎによる生育促進

• 交雑実生6月12日２.JPG

実生の生育状況１
実生の生育状況２

寄せ 接ぎ実生実生の生育状況３
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台木用カラタチ実生の育苗経過

カラタチ実生３.JPG
平箱へ播種

育苗状況１

定植1年目

定植2年目

定植3年目育苗状況２

3年生カラタチ実生へ腹接ぎ後の生育

• 交雑実生接ぎ木生育6月12日２.JPG

カラタチ台接ぎ木翌年6月の生育状況

腹接ぎ翌春

接ぎ木1年後の生育

接ぎ木翌春8月下旬

伸長開始初年度の育種実生の生育状況
接ぎ木時期：前年９月下～ 10月上旬
３月に接ぎ木部上部で切り，単幹で接ぎ穂の伸長させ る．
支柱への結束により枝折れ防止，伸長促進を図る．
左は５月，右は８月の伸長状態

水平に誘引
接ぎ木2年目

先端部新梢発生

接ぎ木2年目
の着果
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育種実生の接ぎ木3年後の生育状況

シイクワシャー台 カラタチ台

３年目の初結実の状態

ウンシュウミカンへの高接ぎ実生

高接ぎ3年目の着果

2次選抜用温州珠心胚実生
定植2年目

2次選抜用温州珠心胚実生
定植3年目

2次選抜高接ぎ
1年目の生育状況

2次選抜高接ぎ
2年目の着果状況
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カンキツ育種とDNAマーカー利用

育種目標形質のDNAマーカー利用で育種が大

幅に効率化

口之津の育種実生1000個体／ 年間

DNAマーカーで１：１に分離形質を例にすると

３～ ４種類のマーカー利用選抜→最終的1000
個体育種で約10000個体育種と同等可能性

現在：育種利用DNAマーカーCTV免疫性、雌

性不稔性由来無核性

DNAマーカー育種の問題と対策

• 現状の問題点

• 限られた特性判別

• 分析機器や 操作技術が必要

• 分析に時間と労力→圃場育成期間を考慮すると大幅な効率化

• 各形質特性にはDNAマーカー判別のみで不可も有

• 対策

• DNAマーカー判別の簡便化と大量分析手法開発でより効率化
可能（低価格機器と簡便判別法開発への期待？ ）

• DNAマーカー数の増加が必要

• DNAマーカー以外の育種と併用

カンキツの品種関係

１．温州みかんの生産動向

２．有望温州ミカンの特性：枝変わりおよび珠心
胚実生育成

３．育成ｶﾝｷ ﾂの特性と栽培上の留意点

いず れも交雑による育種

温州ミカンの生産対策

☆極早生温州、早生温州、普通温州ともシート
マルチ栽培が必要→灌水対策、高品質果実
の安定生産対策

☆高糖系温州→ヒリュウ台の利用：ヒリュウ台
の栽培技術が重要→シートマルチ栽培

☆中晩生カンキツ→基本は露地栽培→敷草、
敷ワラ及び灌水対策が必要

☆はれひめ→シートマルチ栽培必要

-
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温州ミカンで高価格販売の品質

• 極早生温州

9月下～ 10月上出荷：糖度11％、酸１％以下

10月上中旬出荷：糖度11～ 12、酸１％以下

• 早生温州：糖度12％以上、酸1％以下

• 普通温州:糖度13％以上、酸１％以下

• 中晩生カンキツ：糖度12％以上、酸１％以下

◎温州ミカンと「はれひめ」：マルチ栽培必要

極早生温州の動向

☆生産量は１5万t以上、9月出荷量は少なく価格や や
高､10月中旬以降暴落傾向

☆極早生は生産量がや や 多すぎ→低品質
☆日園連等の糖度規格：9月9度、10月10度、11月11

度→ハウスミカン糖度12度以上→極早生温州は低
糖度→品質で価格差拡大

☆各産地優良品種へ切り替え→極早生温州減少→
高品質化：9月糖度10以上、10月10.5～ 11度以上
→マルチ栽培不可欠：高品質果実の価格は安定→
例：ゆ ら早生のマルチ栽培:マルチ栽培で糖度11度
以上で高単価

極早生温州の産地の取り組み

• 優良品種への更新

• 「宮本早生」→「ゆ ら早生」、「日南の姫」

• 「市文早生」→「いさお早生」

• 「肥のあかり」、「豊福早生」、「肥のさや か」

• 極早生温州の面積削減方向→２～ ３割程度

• シートマルチによる品質向上

• 適期適切なマルチ栽培で高品質果実生産

極早生温州の果実糖度
(A産地露地）

H18年 8/1 9/1 10/1
肥あかり 7.7 9.1 9.7
豊福早生 7.2 8.5 9.3
肥のあけぼの 7.5 9.0 9.7

H19年

肥あかり 8.1 9.5 9.8
豊福早生 7.8 9.0 10.5
肥のあけぼの 8.3 9.8 10.8
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極早生温州の果実品質
(シートマルチ栽培:口之津)

• H19(糖） 7/28 8/29 9/29 10/13
日南の姫 7.3 9.2 10.3 11.7
肥のあかり 7.4 10.2 11.9 13.1
肥のさや か 7.5 11.1 12.2 13.9
・H19（酸）

日南の姫 2.47 1.84 1.05 1.01
肥のあかり 3.08 1.73 0.97 0.97
肥のさや か 3.05 2.13 0.98 0.95

極早生温州の果実品質
(シートマルチ栽培H19とH2０）

H20年９/３ H19年9/７
• 品種名 糖度 酸 糖度 酸

肥のあかり 10.0 1.06 10.0 1.40
日南の姫 11.8 1.37 11.8 1.27
肥のさや か 10.0 1.32 10.6 1.22
豊福早生 9.8 1.58 10.4 1.27
日南1号 9.8 1.78 10.5 1.88
ゆ ら早生 10.4 1.65 11.4 1.67

各処理「肥のさや か」の果実品質
（平成20年９月10日調査）

処 理 糖度 酸度 糖酸比

マルチ 前摘 Fig 11.9 1.51 7.88
〃 無 11.0 1.37 8.03

後摘 Fig 13.8 1.90 7.23
〃 無 12.5 1.69 7.40

露地 前摘 Fig 8.5 1.21 7.02
〃 無 7.7 1.17 6.58

後摘 Fig 9.0 1.20 7.50
無 8.9 1.25 7.12

日南1号

• 10月上中旬出荷用→全国的に多く栽培

• 樹勢及び収量性良好

• 露地栽培で糖度10程度

• シートマルチ栽培で糖度11以上

• 10月中旬完着、完着後は多少浮き皮症発生

• 「日南1号」→「肥のさや か」、「豊福早生」は

本品種より優良、特に「肥のさや か」はシート
マルチ栽培でより高品質果実生産可能

-
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「日南１号」の着果状況(10/10)

• 日南1号の10月10日.JPG

日南の姫

• 9月下～ 10月上旬出荷用

• 樹勢、収量とも良好で安定生産

• 果実品質→露地栽培で糖度９～ 10度

• シートマルチ栽培で糖度10度以上

• 着色後は浮き皮症発生

• 「肥のあかり」果実品質は「日南の姫」より優
良で美味しい→収量少、小玉、裂果→樹勢維
持と早期摘果＋シートマルチ栽培

「日南の姫」の着果状況(10/10)

• 日南の姫110月10日樹姿.JPG

ゆ ら早生

• 10月出荷極早生温州→果実品質最優良

• じょうのう膜破れ薄い、肉質・食味・食感良好

• 問題点→樹勢劣る、小玉、果形球形、着色が
や や 遅く果梗部の着色遅い、着花過多→一
部ウイロイド問題→ウイロイドフリーでも樹勢
や や 弱

• 果実品質は「肥のさや か」、「豊福早生」より
良好、果実の大きさ、収量性と安定生産性に
劣る→着花過多が問題点

-
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「ゆ ら早生」(10/10)
左：変異系、右：ゆ ら早生

• ゆ ら早生10月10日着果.JPG

早生温州の動向

生産量多:栽培容易→隔年結果少、安定生産

品種：宮川早生、興津早生中心

最近人気：田口早生、肥のあすか

他：大幸早生、原口早生、肥後早生、山下

紅早生、小原紅早生、鹿島温州

11月中下旬→価格暴落→慢性的

マルチ栽培、完熟栽培、袋かけ完熟→価格高
→隔年結果や や 大傾向

早生・普通温州の果実糖度
(A産地・露地）

• H18 8/1 9/1 10/1 11/1
早生温州 7.3 9.0 9.2 11.4
普通温州 8.1 9.0 9.3 10.4
・H19
早生温州 8.3 10.3 11.1 11.6
普通温州 8.9 9.7 10.0 10.4

早生温州の果実品質
（シートマルチ栽培:口之津）

• H19（糖） 9/29 10/13 10/26 11/10
田口早生 10.3 12.0 13.3 14.5
肥のあすか 11.9 13.5 14.7 15.7
興津早生 9.4 10.9 12.0 12.7
・H19（酸）

田口早生 1.78 1.36 1.25 0.97
肥のあすか 1.73 1.63 1.61 1.30
興津早生 1.74 1.44 1.22 1.10

-
1
2
-



普通温州の果実品質
（シートマルチ栽培:口之津）

• H19（糖） 8/24 9/21 10/22 11/26
石 地 9.3 11.6 13.0 14.4
川田温州 9.8 11.5 12.9 14.8
させ ぼ温州 9.7 11.1 12.5 15.7
・H19（酸）

石 地 3.20 1.86 1.13 0.94
川田温州 3.92 1.79 1.17 1.07
させ ぼ温州 3.30 2.52 1.56 1.13

田口早生

• 和歌山県で「興津早生」の変異樹で発見

• 樹勢は「興津早生」よりや や 旺盛、豊産性

• 中玉で玉揃良好、10月上旬着色始、11月上

旬に完着

• 「興津早生」より増糖、減酸や や 早い

• 11月上中旬糖度11～ 12→浮き皮少→その

後増糖→じょうのう膜薄い、肉質・食味良好

• マルチ栽培糖度13以上の高品質果実生産

「田口早生」の果実と着果状況

• 田口早生１.JPG

石地

• 広島県で「杉山温州」変異樹として発見

• 未結果期間の樹勢旺盛→結実後や や 弱い→ウイ
ルス・ウイロイド問題→無毒化：枝が立ち性

• 表年着花多→着果過多→隔年結果

• 11月下旬成熟→浮き皮発生無→完熟栽培可

• 11月中旬完着、果皮色淡い、12月濃くなる

• 11月中旬糖度11、酸１～ 0.8％、11月下～ 12月増
糖大、収穫期は11月下~12月上旬糖度12以上

• マルチ栽培で糖度13以上の高品質果実生産
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「石地」の果実と着果状況

• 2006.12.4 石地果実 (3).jpg

川田温州

• 愛媛県で「宮川早生」枝変わりで発見

• 未結果期間は樹勢旺盛、結実後は落ち着く

• 熟期は11月下～ 12月、完着は11月中旬

• 果形は扁球形で果皮色は11月までは淡いが12月
に中旬に橙色→浮き皮し難い→完熟栽培可能

• 糖度12～ 14、酸は0.8～ １％、食感が良く食味良好
→同糖度では美味しく感じる

• 隔年結果激しい→緑化が遅い→直花中心は結実す
るが、現状では有葉花は結実し難い→安定生産技
術が確立されると温暖化で最も優良品種

「川田温州」の果実と着果状況

• 2006.12.4 川田果実 (6).jpg

させ ぼ温州

• 長崎県で「宮川早生」の枝変わりで発見
• 節間短、枝数多、葉色濃→区別容易
• 発芽数多で生育不良→細根多→樹勢良好
• 成熟期は12月、果面滑、果皮色濃、美麗
• 10月下旬以降の増糖が大、特に着果が多いと高く

糖度13、酸は１％→食味良好→糖度14以上で食味
が良好な果実→出島の華

• 高接ぎは比較的着果→苗木由来樹は結実劣
• 潮風害に強、かいよう病にや や 弱い
• マルチ栽培で高品質果実安定生産
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「させ ぼ温州」の果実と着果状況

• 2006.12.4 させ ぼ果実 (6).jpg

「させ ぼ温州」の安定生産技術①

• 大苗定植、耕土は浅め

• 定植後→芽カキ・摘心→樹冠拡大

• 4年生樹で初結実→主枝以外は誘引し、亜主
枝、側枝は水平～ 先端部や や 下垂

• 亜主枝の間隔は他品種より広く

• 開花期自己摘心無の新梢は展葉部で摘心

• 亜主枝、側枝部の立ち枝は誘引又はせ ん除

• 着花多・新梢多樹は芽カキ・新梢部分せ ん除

「させ ぼ温州」の安定生産技術②

• 開花期以降伸長の新梢は芽カキ

• 初結実樹は夏秋梢発生→翌年から本格結実開始：
着花過多しない

• 結実樹のせ ん定は着花確認後弱せ ん定

• 開花始期～ 満開10日後→ＧＡ25ppm＋尿素500倍
液散布に加え、開花前後に新梢の芽カキ・せ ん除と
併用→結実促進

• 摘果→着果少部はほぼ全摘果、着果多部は７月下
～ ８月摘果

• ７月中下旬からシートマルチ栽培＋フィガロン散布

「させ ぼ温州」の安定生産技術③

• 収穫は12月上旬

• 収穫後シートマルチ除去＋施肥＋灌水？

• 12月中に尿素300～ 500倍液葉面散布3回

• ２月下～ 3月上旬に尿素300～ 500倍液葉面

散布

• 枝の発生が多く密生しや すいため、亜主枝間
隔を広く、通風・採光を良好

• その他の管理は通常管理
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有望中晩生カンキツ

• 温州ミカンと適正品種構成：労力分散→有限労力有
効利用、危険分散、消費ニーズ対応品種の導入

• 早生カンキツ：はれひめ、べにばえ、西南のひかり

• １~２月用品種：麗紅、たまみ

• ２～ ３月用品種：はるみ、不知火、せ とか、はるか等

• ４月以降品種：南津海、ヒュウガナツ、カワチバンカ
ン→今後、最も要優良品種育成

• 施設用品種：天草、不知火、せ とか、津之輝等

はれひめ

• 果樹研興津で(清見×オセオラ）×宮川早生→育成

• 樹勢は中、かいよう病にや や 弱い、結実性良好、成
熟期は12月上中旬→着色は遅く完着は12月→果
肉先熟型→果皮はや や 厚い→裂果無

• 果実は180ｇ→愛媛の産地では温州並の100～ 130
ｇの果実を生産、糖度10～ 10.5、酸0.8％→夏秋期
に晴天乾燥で高品質果実生産→マルチ栽培が不可
欠→糖度12以上で食味良好

• 浮き皮無、剥皮容易、じょうのう膜薄、肉質柔軟多
汁、ほぼ無核性→食べや すい、芳香性→瀬戸内地
域を中心に普及→マルチ栽培で高品質化

「はれひめ」の栽培

• 耕土の深くない園に導入→温州ミカンで糖度12以
上の生産園

• 未結果期間はかいよう病にや や 弱いので防除の徹
底

• 減酸は良好、糖度が低いためシートマルチ栽培は
不可欠

• 摘果は50～ 80葉に１果→7月中下旬に摘果：果実
重は150～ 200ｇ

• 糖度12以上、減酸は問題ない→糖度12以上の温
州ミカンより風味、食味ともに良好

• シートマルチ栽培で果皮色良好

「はれひめ」の果実と着果状況
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「はれひめ」左12月、右1月 べにばえ

• 果樹研口之津で（林温州×福原オレンジ）×アン
コール→育成：適地→わが国のカンキツ栽培地域

• かいよう病には「はれひめ」よりや や 強い
• 樹勢は中、収量中、幼木期はや や 立ち性
• 棘がある→エイジングでほぼ無棘化
• 果実は150～ 180ｇ、果皮は濃橙色、滑で美麗、剥

皮は比較的容易、早生アンコールで種子(約5粒)が
少なく、果皮障害がない、ヘソから裂果し易い

• 熟期は12月中下～ 1月、糖度12月に12以上、1月
に13~14以上、酸は1.2～ １％→甘くて美味しい

• 農林登録→平成20年3月種苗登録

「べにばえ」の管理

• 樹がや や 立ち性で結実開始頃誘引で開張

• 高接ぎ２年目、苗木３年生樹で少し結実、夏
秋梢発生樹冠拡大、その翌年から本格結実

• 後肥大型：７月上中旬粗摘果で摘果の2/3程
度、8月中下旬に仕上げ摘果で残り1/3：その
際、果頂部一部亀裂果を摘果、7月では不明

• 他は管理他の中晩柑と同様

「べにばえ」の果実と着果状況
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西南のひかり

• 果樹研口之津で（アンコール×興津早生）×
陽香→育成：約１年後品種登録予定

• 樹勢は中～ や や 弱、かいよう病は中～ や や
強、トゲ発生→エイジング処理→トゲ少～ 短

• 比較的豊産性、栽培容易、マンダリンタイプ

• 果実は180ｇ程度、果皮は橙色、滑で剥皮容
易→食べや すい、弱アンコール香、外観良好

• 成熟期12月上中旬→下旬以降少浮皮発生

• 糖度12以上、酸１％食味良好、少核~無核

「西南のひかり」の管理

• 高接ぎ樹は樹勢比較的良好

• 苗木：幼木時は芽カキ、摘心で樹冠拡大

• 夏梢はトゲ掻き、結実開始期に誘引処理開張処理

• 初結実は夏梢は発生する程度

• 摘果は80葉に１果程度を目途に、６月下～ ７月上旬

に粗摘果、７月下～ ８月上旬に仕上げ摘果

• かいよう病は「はれひめ」よりや や 強、温州ミカン・
「不知火」よりや や 弱い甘夏程度の防除

• 管理は他の中晩柑程度

「西南のひかり」の果実と着果状況 麗 紅

• 果樹研口之津で(清見×アンコール）×マーコット→
育成：平成17年12月種苗登録

• 樹勢比較的旺盛、発芽数や や 多、枝が細く短、葉は
細長くや や 小、豊産性→樹勢弱化・着花多で奇形果

• 果実180ｇ、果面滑、果皮は濃橙色で美麗

• 剥皮容易、アンコールの香が少、基本的に無核性
→他品種花粉で有核化

• 成熟期→1月下~2月、糖度12～ 13、酸１％甘くて美
味しい→200ｇ以上の大玉果はじょうのう膜や や 硬
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｢麗紅」の管理

• 花粉品種の近接園は種子多で、植栽しない

• ｢不知火｣、温州ミカンの近く植栽

• 結実性や や 不良→GA25ppm＋尿素500倍開花始め～ 満開
日（満開3～ 5日が適）

• 晩秋肥後潅水、12月尿素500倍液3回以上散布、2～ 3月尿
素500倍液散布、開花前総合液肥散布、マグネシウム2回程
度葉面散布

• 摘果は6月下～ 7月上旬粗摘果、７月下～ 8月上旬仕上げ摘
果、果実重180ｇ程度大玉果はじょうのう膜厚く硬い

• 樹勢低下、着花多→奇形果～ 変形果→樹勢良好保持

• 他の管理は中晩柑と同じ

「麗紅」の果実と着果状況

たまみ

• 果樹研興津で清見×ウイルキング→育成

• 樹勢は中、隔年結果性や や 大、かいよう病に
や や 弱、枝・葉は細い

• 果実は150～ 180ｇ、果皮は橙色、果面はや
や 滑、剥皮容易、種子は比較的少→他品種
の花粉受粉で種子数多→オレンジ様の香

• 成熟期1月中～ 2月上→小玉は4月まで可

• 糖度12~13、酸１％食味良好

• 平成19年1月種苗登録

「たまみ」の果実と着果状況
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津之輝

• 果樹研口之津で(清見×興津早生）×アンコール→
育成：約１年後種苗登録予定

• 樹勢は中、収量性中、トゲほとんど無、枝葉は細・
や や 小→多着生、かいよう病や や 強、「不知火」より
や や 弱

• 果実は150ｇ、果皮は濃橙～ 淡赤橙色、成熟期1～
2月、糖度13程度､酸１％､食味濃厚

• 剥皮比較的容易、無核性、じょうのう膜薄く破れ→
食べや すい、露地→天候で裂果発生

• 少加温栽培→12月成熟→高品質果実生産：果実
250ｇ、外観良好→着果開始期→大型ヘソ発生

｢津之輝｣の管理

• 着花始期は奇形花多→奇形果多：ヘソ果多

• 着花多樹は小葉化→早期摘果→夏梢発生→樹冠
拡大→葉数確保

• 次年度から奇形花や や 減→ヘソ果減

• 露地の果実150g→早期摘果→大玉果180g
• 施設栽培では３～ ４ｔ/10a、露地２～ ３ｔ/10a
• 早期摘果→裂果減少

• 弱せ ん定で葉数確保

• 他の管理は中晩柑程度

「津之輝」の果実と着果状況 はるみ

• 果樹研興津で清見×ポンカン→育成

• 樹勢中、若木時や や 立ち性、隔年結果性大

• 着花→結実性良好→落果少

• 果実200～ 250ｇ、果皮橙色、果面滑、果皮や
や 弱→果皮付傷容易→成熟後半浮き皮発生

• 成熟期2月、剥皮容易、芳香性、じょうのう膜
薄く軟､種子無～ 少核性→食べや すい

• 肉質良好、糖度12～ 13以上、酸１％､食味良
好、夏秋期乾燥→高酸果実生産の可能性
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「はるみ」の栽培

• 耕土の深く肥沃園へ導入→植え穴大

• 結実開始期→誘引して開張

• 過乾燥、過湿→回避、敷ワラ・敷草徹底､灌水

• 着花枝、無着花枝の区別徹底→樹冠上部着果極
少→大枝毎の着果→無着果枝：最初から無着花厳
守→無着果枝の早期全摘果、開花期直後Mg施用

• 夏秋期乾燥→高酸果、ヤケ果→灌水、細根増→Ca
剤の施用・吸収促進

• 浮き皮発生前収穫の徹底

「はるみ」の果実と着果状況

不知火(デコポン）

• 果樹研口之津で清見×ポンカン→育成

• 樹勢中、や や 良→ウイロイド保毒→弱樹勢

• 樹勢良好樹はデコ発生、や や 不良→ヘソ発
生・扁円果でデコ無→高酸果になりや すい

• 成熟期3月、果実250ｇ、デコ発生、果面中～
や や 粗、果皮橙色、芳香性、剥皮容易、じょう
のう膜薄、無核性で食べや すい、糖度13以上、
酸１～ 1.2％食味良好

• 高接ぎ樹、弱樹勢、夏秋期乾燥→高酸果実

「不知火」（デコポン)の栽培

• 耕土が深く肥沃地へ導入→植え穴大

• 乾燥で高酸果実生産→灌水、敷ワラ・草

• ウイロイド無毒樹(M-16A等)の導入

• 多肥は回避→細根減少←堆肥施用注意

• 開花後の苦土施用、施肥法注意

• 早期摘果→早期一発摘果回避：夏梢発生多→裂果
多可能性→2～ 3回摘果の徹底、m3当たり12果位

• 夏秋期乾燥→高酸果実・ヤケ・水腐れ果発生→細
根増加・灌水の徹底←樹勢弱化回避
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「不知火」の樹姿と
着果状況：８月下旬
夏梢が少発生程度
弱せ ん定、早期摘果

「不知火」の着果状況
８月下旬

「不知火」の果実と着果状況

「不知火」（デコポン)の新系統・品種

• 肥の豊：熊本県で珠心胚実生→育成
樹勢良好、減酸15～ 20日早

• 佐賀果試34号：佐賀県で珠心胚実生→育成

樹勢良好、減酸15~20日早

• 真鍋系デコ：真鍋氏が珠心胚実生→育成

樹勢比較的良好、減酸や や 早い

• 陽のかおり：宮崎県で変異樹→発見
樹勢中ー無毒化で良好→減酸1ヶ月早？

• 大将季：鹿児島県で枝変わり→発見

樹勢や や 弱→無毒化で良好、果皮・果肉濃、糖度や や 高
• その他(紅系、減酸系）

せ とか

• 果樹研口之津で（清見×アンコール）×マーコットで
育成

• 樹勢や や 弱、発芽数多、かいよう病はイヨカン程度、
収量性は中、トゲ多→エイジング処理で少～ 短、枝
梢はや や 短、葉はや や 小

• 果実重200g、果皮薄い・じょうのう膜薄く軟らかい、
無核性、柔軟多汁性、糖度13以上、酸は0.8～ １％、
食味極良、熟期2月～ 3月、露地、施設栽培用、露
地栽培では果皮弱→傷果発生多

• 日焼け果、こんにゃく果(味なし果）発生
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「せ とか」の管理①

• 発芽数多→幼木時芽カキ、摘心で樹冠拡大

• 亜主枝の間隔広く、樹冠内部へ散乱光

• 主枝は立ち気味、亜主枝、側枝は水平から
や や 下垂傾向→果実が早い時期から横～ 下
向きに

• 内なり、裾なり果はこんにゃく果発生で摘果

• 上向き果、小玉果、内成果、傷果早期摘果→
６月下～ ７月上旬、７下～ ８上仕上げ摘果

「せ とか」の管理②

• せ ん定はや や 強め、収穫後実施

• 摘果は夏梢少発生程度

• 夏肥はNは年間の15％程度、Mg・Ca肥料施用し、

果皮の強化を図る

• 11月下旬からサンテ被袋→退色防止

• 夏梢はトゲ発生→軟弱時にトゲ掻き

• 9月まで十分灌水、10月以降はや や 乾燥気味→20
日以上晴天時灌水

• 他の管理は中晩柑並

トゲ短少「せ とか」の樹姿と
着果状況：傷果発生減少

トゲ短少「せ とか」
着果状況

「せ とか」の果実と着果状況

-
2
3
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その他優良品種

• 紅マドンナ（愛媛28号)：愛媛育成､12月成熟、外観が美しい
250g、肉質柔軟多汁性、食味良、果皮弱

• 甘平（愛媛34号）：愛媛県育成、2月成熟
食味良、食べや すい、裂果多

• せ とみ：山口県育成、3月成熟
樹勢旺盛、150ｇ、着色遅、高糖で食味極良、立ち性で初期結実性劣

• はるか：日向夏の偶発実生、2～ 3月成熟
栽培容易、じょうのう膜厚、種子多、食感良好

• 南津海：カラの珠心胚実生、4月以降成熟
高糖度食味良好、かいよう病弱い

• 天草：果樹研育成、１月下2月成熟
高糖度ではないが食味良好、豊産性、剥皮し難い

-
2
4
-



カンキツの遺伝資源とその利用

農研機構果樹研究所

研究支援センター 遺伝資源室

根角博久

C. ｔachibana Tanaka

日本書記、古事記に
導入の経緯が記載され
ている。日本で最も古く
導入されたのではないか
と考えられているのが
タチバナである。
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日本に導入され、改良、保存されている柑橘類
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カンキツ遺伝資源の海外からの導入・活用に関係する条約および法律

目的（第１条参照）

（1）地球上の多様な生物をその生息環境とともに保全すること
（2）生物資源を持続可能であるように利用すること
（3）遺伝資源の利用から生ずる 利益を公正かつ衡平に配分すること

１．生物の多様性に関する条約
Convention on Biological Diversity（CBD）

２．植物の新品種保護に関する国際条約
International Convention for the Protection of New 
Varieties of Plants（UPOV条約）

生物資源について
原産国は主権的

権利を有する

第四条 内国民待遇（参照）
締結国間においては、育成者権の付与及び保護に関し、当該他の締約国
の法令によりその国民に対し現在与えられており又は将来与えられること
のある待遇と同一の待遇を享受する。

種苗法

３．植物防疫法

（輸入の禁止）
第７条 何人も、次に掲げる物（以下「輸入禁止品」という。）を輸入入してはならない。
ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用に供するため農林水
産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
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締約国は、
生物の多様性が有する内在的な価値並びに生物の多様性及びその構成要素が有する生態学上、遺伝上、社会上、経済上、科学上、教育上、文化上、レクリエーション上及び芸術上の価値を意識し、
生物の多様性が進化及び生物圏における生命保持の機構の維持のため重要であることを意識し、
生物の多様性の保全が人類の共通の関心事であることを確認し、
諸国が自国の生物資源について主権的権利を有することを再確認し、
諸国が、自国の生物の多様性の保全及び自国の生物資源の持続可能な利用について責任を有することを再確認し、
生物の多様性がある種の人間活動によって著しく減少していることを懸念し、

生物の多様性に関する情報及び知見が一般的に不足していること並びに適当な措置を計画し及び実施するための基本的な知識を与える科学的、技術的及び制度的能力を緊急に開発する必要があることを
認識し、

生物の多様性の著しい減少又は喪失の根本原因を予想し、防止し及び取り除くことが不可欠であることに留意し、

生物の多様性の著しい減少又は喪失のおそれがある場合には、科学的な確実性が十分にないことをもって、そのようなおそれを回避し又は最小にするための措置をとることを延期する理由とすべきではない
ことに留意し、

更に、生物の多様性の保全のための基本的な要件は、生態系及び自然の生息地の生息域内保全並びに存続可能な種の個体群の自然の生息環境における維持及び回復であることに留意し、
更に、生息域外における措置も重要な役割を果たすこと及びこの措置は原産国においてとることが望ましいことに留意し、

伝統的な生活様式を有する多くの原住民の社会及び地域社会が生物資源に緊密にかつ伝統的に依存していること並びに生物の多様性の保全及びその構成要素の持続可能な利用に関して伝統的な知識、
工夫及び慣行の利用がもたらす利益を衡平に配分することが望ましいことを認識し、

生物の多様性の保全及び持続可能な利用において女子が不可欠の役割を果たすことを認識し、また、生物の多様性の保全のための政策の決定及び実施のすべての段階における女子の完全な参加が必要
であることを確認し、

生物の多様性の保全及びその構成要素の持続可能な利用のため、国家、政府間機関及び民間部門の間の国際的、地域的及び世界的な協力が重要であること並びにそのような協力の促進が必要であるこ
とを強調し、

新規のかつ追加的な資金の供与及び関連のある技術の取得の適当な機会の提供が生物の多様性の喪失に取り組むための世界の能力を実質的に高めることが期待できることを確認し、
更に、開発途上国のニーズに対応するため、新規のかつ追加的な資金の供与及び関連のある技術の取得の適当な機会の提供を含む特別な措置が必要であることを確認し、
この点に関して後発開発途上国及び島嶼（しょ）国の特別な事情に留意し、
生物の多様性を保全するため多額の投資が必要であること並びに当該投資から広範な環境上、経済上及び社会上の利益が期待されることを確認し、
経済及び社会の開発並びに貧困の撲滅が開発途上国にとって最優先の事項であることを認識し、

生物の多様性の保全及び持続可能な利用が食糧、保健その他増加する世界の人口の必要を満たすために決定的に重要であること、並びにこの目的のために遺伝資源及び技術の取得の機会の提供及び
それらの配分が不可欠であることを認識し、

生物の多様性の保全及び持続可能な利用が、究極的に、諸国間の友好関係を強化し、人類の平和に貢献することに留意し、
生物の多様性の保全及びその構成要素の持続可能な利用のための既存の国際的な制度を強化し及び補完することを希望し、
現在及び将来の世代のため生物の多様性を保全し及び持続可能であるように利用することを決意して、
次のとおり協定した。

農業生物資源ジーンバンク

生物の多様性に関する条約(前文より）

多様性の保全 持続可能な利用

生物の多様性が有する内
在的な価値

生態

文化

経済
科学

教育

芸術食料

多様性消失の危機

農業生物資源ジーンバンク
http://www.gene.affrc.go.jp/index_j.php
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来歴・特性情報
データベース
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K U M AM OTO

I SHI GAK

FU KU YA M A

J OET SU

Z EN TS U J I

NIS H I N A SUN O

セ ン タ ー バ ン ク

植 物 サ ブ バ ン ク

微 生 物 サ ブ バ ン ク

動 物 サ ブ バ ン ク

D N Aサ ブ バ ン ク

試験研究または教育用に
植物遺伝資源を配布
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海外遺伝資源探索の事例

（ベトナム社会主義共和国）

カンキツの種類と品種を区別するベトナム語

ベトナム語 日 本 語 英 語
buoi ブンタン pummelo
cam オレンジ、雑柑 orange
quyt ミカン mandarin
chanh ライム、レモン、香酸カンキツ lime、lemon
ｑｕaｔ キンカン、シキキツ類 kamquat
ベトナム語 日 本 語 英 語

chua 酸っぱい sour
duong 甘い sugar
mat 蜜のように甘い honey
sanh（sanh dieu) 味の良い have good taste
do 赤い red
vang 黄色の yellow
chum 水瓶形の、球形でネックがあるもの。 protrusion
chun 短い？ short?
ngot やわらかい ? grow softer?
hoi 臭い bad smelling
the 異臭のする storong smell aroma
vo ngot vo:果皮？ 果皮の柔らかい softpeel?
giay 紙のように薄い(果皮の厚さ） paper
voi 象（象のように強い） elephant
sen トゲを持った? みすぼらしい？ stingy?parsimonios?
nam roi 盗むと鞭 grab and rod
tat 平手打ち（を食わす）、叩きつける？ slap？
bu 母親（北ベトナムの方言）? 人名の可能性有り mother?
ta 地場産の our, national
tau 唐（中国） fromchina
xa 村 commune
tich giang へそのある?? navel??
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テト（旧正月）飾られるにQuatとモモ

ハノイ

調味料として使われるChanh

ハノイ
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ベトナム北部の少数民族が栽培するカンキツ

ディエンビエン

ソンラー
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巨大なシトロン？と赤い ブンタン

ハーザン

ベトナム中部のカンキツ
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Cam Voi

メコンデルタの主要なQuytとCam

Quyt duong

Cam Mat

Cam Sanh
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Buoi Num Roi

カンキツの種子

単胚性 多胚性
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カンキツ遺伝資源導入方法

穂木、種子の保存種子の消毒と乾燥

海外のカンキツ遺伝資源探索・導入
植物防疫法による輸入禁止品の特別許可による導入
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輸入禁止品の輸入許可後

検疫
指定場所による

隔離栽培・
無毒化処理

検定 合格したものにつ
いて試作開始

熱処理条件（昼35℃、夜30℃）
で発芽した茎頂0.2mmを鋭利な

カミソリで切り、暗黒条件で徒長
させ た台木に置床し、パラフィルム
で乾燥を防ぐことで、ウィルスフリー
の個体が得られる。
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国内の在来カンキツと
その地域特産化の取り組みの事例

• シイクワシャー （沖縄県）

• 辺塚ダイダイ ＜岬の香＞ （鹿児島県）

• へベス （宮崎県）

• ゆ うこう （長崎県)

• 長門ユズキチ （山口県）

• じゃばら （和歌山県）

• 新姫 ＜熊野市天然記稔物＞ （三重県）

• 菊池レモン (東京都 小笠原）

国内遺伝資源

日本で発生した

香酸カンキツ

直七 ユズ

徳島３X１号スダチユコウ
木酢

岬の香カボス
（香美の川）

ゆ うこうじゃばら

清岡橙モチユ
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長崎市の香酸カンキツ‘ゆ うこう’

長崎市

長崎市南部と
外海地域の
みに特異的に
古木が現存
するカンキツ
である。長崎
市オリジナル
の品種として、
地域特産化
の取り組みが
始まり、ス
ローフード協
会の「味の箱
船」にも取り
上げられた。

小笠原の菊池レモン
（ヤップレモン、島レモン、テニアンレモン、サイパンレモン）

リスボン マイヤー菊池レモン

取り木により増殖した菊池レモン
の３代目木

和田 実氏が所有し，父島

のレモンの一部は本樹を母樹とし
て増殖されている。

２月25日に折田氏の栽培園で採取した

果実。通常は年内収穫する。この果実は
遅れ花によるもの。果皮が薄く，種子が
少ないなど優良な特性を持つ。

ヤップ島

テニアン島

八丈島 小笠原

北マリアナ諸島

ミクロネシア連邦

昭和15年7月に菊池雄二氏により

苗木が持ち帰られる
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「はれひめ」の育成経過に見る
遺伝資源の導入・保存・活用の重要性

(日本)
宮川早生

清見
トロビタオレンジ

E-647

はれひめ
1937年導入 オセオラ 宮川早生

1969年導入

(アメリカ) トロビタオレンジ

クレメンティン

ダンカングレープフルーツ オセオラ
オーランド

ダンシータンジェリン

1949

1978

1942
1911

1990＊

海外導入品種の育種への利用

無核紀州の種子発育異常

無核紀州種子

平紀州種子との
比較

平紀州 無核紀州

この雌性不稔性は、多く
の組み合わせにおい て、

優性に遺伝する。

在来品種の有用形質
の利用（育種素材化）
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無核紀州

谷川ブンタン × リー × キングマンダリン ×

サザンイエロー カンキツ中間母本農5号 カンキツ中間母本農6号

無核性育種素材
の開発

育種親として利用されるとともに、経済栽培品種としても注目される。

かんきつ育種におけるCTV抵抗性の重要性

‘はやさき ’に認められた強毒CTVの被害

‘スタールビー ’グレープフルーツ
への強毒CTVの被害

強毒
CTVに

感染
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カラタチの持つCTV免疫性を

カンキツ属に取り込み経済栽培品種の育成を
目指すまでの経緯

基礎的知見

カラタチおよびその後代に
は、強毒CTVを接ぎ木接種
してもCTVが感染しないもの

が多く認められた。（吉田ら
1983）

カラタチの持つCTV感受性は、

劣性形質で、１対の遺伝子座で
支配される。＜免疫性は優性形
質＞（吉田、1985）

カンキツとカラタチの属間雑種
においても、CTV免疫性の個体
は分離し、その遺伝様式は1対

の遺伝子座で説明できる。
（吉田、1993）

ハッサク × ヒリュウカラタチ

H・FD－1

H・FD－1のCTV免疫性の確認結果（吉田）
接種CTV系統 1988.9 1998.4 1998.5 1999.6 1999.9 2003.4

Ky・OT
（1988.7接種）

－ － － － － －

－；ELISA検定により、未感染を確認

1994年より、数世代先にCTV免疫性カン

キツ品種の育成を目指す育種を開始

∵免疫性⊂抵抗性

近縁属の有用形質の
利用（育種素材化）

CTV免疫性品種育成のための

中間母本 農７号と農８号

宮川早生
清 見

トロビタ

かんきつ中間母本農８号
ハッ サク

H・FD－１
ヒリュウ

晩 白 柚

かんきつ中間母本農７号
ハッサク

H・FD－１
ヒリュウ

品種登録番号 １４５４４号
（2006年12月 登録）

品種登録番号 １６７７１号
（2008年3月 登録）
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－－－，with the aim of encouraging the development of new varieties of plants, 
for the benefit of society.(from mission statement of UPOV )
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National Agriculture and Food Research Organization

農業・食品産業技術総合研究機構

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です

平成平成2020年度年度 革新的技術研修革新的技術研修
研修課題名研修課題名 果樹の省力・低コスト等対応技術果樹の省力・低コスト等対応技術
果樹のゲノム研究とその利用果樹のゲノム研究とその利用 ①①

果樹研究所
カンキツ研究興津拠点

果樹ゲノム研究チーム
上席研究員・清水 徳朗

果樹におけるゲノム研究の背景と目的果樹におけるゲノム研究の背景と目的

ゲノム研究の取り組みゲノム研究の取り組み

ゲノム情報の解析
とデータベース化

ゲノム情報の解析ゲノム情報の解析
とデータベース化とデータベース化

高品質化を達成
する技術開発

高品質化を達成高品質化を達成
する技術開発する技術開発

迅速で低コスト
な新品種開発

迅速で低コスト迅速で低コスト
な新品種開発な新品種開発

育成品種の
権利保護

育成品種の育成品種の
権利保護権利保護

DNAマーカー開発
遺伝連鎖地図作成

DNADNAマーカー開発マーカー開発
遺伝連鎖地図作成遺伝連鎖地図作成

重要形質の分子
機構解明

重要形質の分子重要形質の分子
機構解明機構解明

研究での取り組み研究での取り組み

選抜マーカー開発選抜マーカー開発選抜マーカー開発

先端的知見を活用した
農業生物の開発および
その利用技術の開発

先端的知見を活用した先端的知見を活用した
農業生物の開発および農業生物の開発および
その利用技術の開発その利用技術の開発

農業の競争力強化と健全
な発展に関する研究

農業の競争力強化と健全農業の競争力強化と健全
な発展に関する研究な発展に関する研究

次世代の農業を先導する
革新的生産技術の研究開発

次世代の農業を先導する次世代の農業を先導する
革新的生産技術の研究開発革新的生産技術の研究開発

食の安全・消費者の信頼
確保と健全な食生活の実現

食の安全・消費者の信頼食の安全・消費者の信頼
確保と健全な食生活の実現確保と健全な食生活の実現

果樹研究所のミッション果樹研究所のミッション

ゲノム研究ツール
の開発と利用

ゲノム研究ツールゲノム研究ツール
の開発と利用の開発と利用
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ゲノム研究とバイテク研究ゲノム研究とバイテク研究

「バイテク研究」とは？「バイテク研究」とは？「バイテク研究」とは？

目的現象の評価、解明のためにいわゆる「バイオテクノロ
ジー」を利用する多様な技術と研究手法の総称である。
「バイテク」研究には組織培養、細胞融合、生化学分析、
免疫分析、遺伝子工学などの技術がよく利用される。
いずれも数十年以上の歴史がある技術であり、メリクロン

栽培のように商業化されているものや、ウィルス検定のよう
に日常的な分析技術の一つとして定着しているものも多く、
「バイテク研究」として特に区別することの意味は今日で
は無くなっている。

「ゲノム研究」とは？「ゲノム研究」とは？「ゲノム研究」とは？

生物が固有に有する遺伝情報の総体（ゲノム）の研究を通
じて、生物固有の現象や目的とする形質の解明、利用を目
指す研究。
「バイテク研究」とはPCR分析のように共通の分析手法を使
用する点で接点があるが、対象とする範囲が網羅的であり、
膨大なデータを集積して利用することを前提とする点で異な
る。現在でも多くの手法の開発が進められており、バイテク
研究よりも情報工学的手法をより積極的に活用することも特
徴の一つである。

着手期 基盤拡充期 大規模解析期 高精度解析期

「ゲノム研究」の4段階「ゲノム研究」の「ゲノム研究」の44段階段階

•基本的な分析技術の確立

•研究対象の選定と評価

•遺伝資源の評価

•遺伝連鎖解析の推進

•発現遺伝子情報の収集

•DNAマーカー開発

•基本連鎖地図の作成

•遺伝子導入系の開発

•データベース開発

•大規模発現解析

•高精度DNAマーカー開発

•物理地図作成

•育種へのマーカー利用

•全塩基配列の解析

•対象形質の網羅的解析

•他生物のゲノム情報を活用
した重要形質の機構解明

…

（発展途上の研究手法が多い）

•発現遺伝子情報

•遺伝連鎖地図

•DNAマーカー

DNAマーカーによる品種判別

連鎖マーカーによる早期選抜

効率的で計画的な育種計画

複数の遺伝子に支配される重
要形質の選抜体系の構築

遺伝子情報を利用した品質や特
性の詳細な評価

品質制御のための分子機構解明

開花予測、開花制御による着花、
着果の適正化と省力化

DNAマーカーを利用した育成
品種の育成者権保護

固有の現象の機構解明によるあ
らたな需要の喚起

果樹・果実を特徴付ける現象
の解明による基礎研究への貢献

育種育種への利用への利用

栽培栽培研究への利用研究への利用

その他その他

画期的な新品種育成 新しい栽培技術・指標の開発
次世代農業への革新的技術
開発、食の安心、信頼確保

ゲノム情報と解析技術の利用ゲノム情報と解析技術の利用

•品種間多型情報

•形質連鎖マーカー

•全塩基配列

•マイクロアレイ解析

•大規模連鎖解析

•遺伝子組換え
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DNADNAマーカーと遺伝連鎖地図マーカーと遺伝連鎖地図

1 2 3 4 5 6 7 8 9

遺伝連鎖地図

細胞 核

DNAマーカー（染色体上
の目印）を利用して遺伝

連鎖地図を作成する

連鎖群
DNAマーカーで表現

した染色体の仮想構造

形質マッピング
重要形質の位置を連鎖
地図と対応づけて表示

目的形質に最も近い
DNAマーカーを選択

最も近いDNAマーカー
を調べることで、目的
形質の有無を推定する
ことができる

最も近いDNAマーカー
を調べることで、目的
形質の有無を推定する
ことができる

○単一遺伝子に支配される形質で
あれば少数のマーカーの評価で解
析が可能

×複数の遺伝子に支配される形質
では複数のマーカーが必要だが数
が増えるとマーカー作成自体が困
難になるという問題もある

DNAマーカーによる早期選抜DNADNAマーカーによる早期選抜マーカーによる早期選抜
マーカー1

マーカー2
マーカー3

マーカー4
:
:

DNADNAマーカーマーカーの利用：育種での早期の利用：育種での早期選抜選抜

DNAマーカーを利用して
幼苗段階で選抜する

数年かけて育成し、特性評価接木により増殖幼苗を育成

選抜した個体だけを育成
事前に選抜した個体から
優良なものをさらに選抜

DNAマーカーを利用した早期選抜育種

従来育種...

圃場の利用効率向上圃場の利用効率向上圃場の利用効率向上
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DNADNAマーカーの利用：品種判別マーカーの利用：品種判別

サンプリング（生葉や果実等）

DNAマーカー分析DNAマーカー分析

DNA抽出DNA抽出

背景：平成17年度種苗法改正により、育成者権侵害に
対する罰則が引き上げられ、加工品にも権利が及ぶこ
とになった。

目的：外観などに頼らず、加工程度の進んだ製品でも
科学的な品種判別技術を提供することで、育成者権を
適切に保護する。

品種判別の背景と目的品種判別の背景と目的
マーカー情報の照合

品種・マーカー情報
データベース

ブドウブドウ

バナナバナナバラ科バラ科

カンキツカンキツ

Apr 2003~ Apr 2003~ Mar 2001~ Mar 2001~ 
International Grape 
Genome Project
International Grape International Grape 
Genome ProjectGenome Project

The Global Musa Genomics ConsortiumThe Global Musa Genomics ConsortiumThe Global Musa Genomics Consortium

International Citrus Genome 
Consortium
International Citrus Genome International Citrus Genome 
ConsortiumConsortium

21% 13%

22% 21%

世界の果樹生産における割合世界の果樹生産における割合

International Rosaceae
Genomics Community

International RosaceaeInternational Rosaceae
Genomics CommunityGenomics Community

NIFTS

NIBR

NIFTS

2007年に解読結果を公表20072007年に解読結果を公表年に解読結果を公表

リンゴ: ゲノム8x を2008年に公開予定
モモ: 2008年中の解読を予定
リンゴリンゴ: : ゲノムゲノム88x x をを20082008年に公開予定年に公開予定
モモモモ: 2008: 2008年中の解読を予定年中の解読を予定

ゲノム1.3xを2006年に解読ゲノムゲノム1.3x1.3xをを20062006年に解読年に解読

2009年からゲノムｘ８の解読を開始20092009年からゲノムｘ８の解読を開始年からゲノムｘ８の解読を開始

ゲノム解析を計画中ゲノム解析を計画中ゲノム解析を計画中

果樹のゲノム解析の現状果樹のゲノム解析の現状

-45-



ゲノム関連用語集ゲノム関連用語集

それぞれの生物を特徴付ける遺伝情報のうち、一つ
の生物学的特徴を指令する情報を遺伝子と称する。遺
伝子は酸性物質であるデオキシリボ核酸（DNA）中に
アデニン（A）、シトシン（C）、グアニン（G）、チミ
ン（T）という４種類の塩基成分が鎖状に結合した構造
を有する。遺伝子はDNA中のA、C、G、Tのいずれか
の配列で特定されるアミノ酸の配列を納めており、その
情報を元に作られるアミノ酸の配列から特有の機能を
持ったタンパクが作られる。 各遺伝子の情報に従い合
成されるタンパクを、遺伝子産物と称する。

ある特定の遺伝子の染色体上での位置。遺伝連鎖
解析を利用することで染色体上での相対的な位置を推
定することが可能となる。

染色体上で、耐病性や果実品質などの遺伝的な形
質や特定のDNA配列などがどのような順序で並んでい
るかを2次元の地図として示したもの。 地図上の個々
の情報はマーカーと呼ばれる。

Expressed Sequence Tag（発現配列タグ）の略。メッ
センジャーRNAの相補的（complementary）DNA
（cDNA）の部分塩基配列のこと。cDNAは細胞内で発
現された遺伝子の塩基配列を表し、ESTは遺伝子の塩
基配列に到達する手段のひとつと考えられている。

真核細胞の核内に存在する構造体で、そのなかに遺
伝子が保有されている。 この構造体はDNAと種々のタ
ンパク質から構成され、顕微鏡下で染色することにより
その形を観察することができる。 染色体の数は生物種
によって決まっており、カンキツでは９組の相同染色体
からなる合計１８本の染色体をもつ。

あ行
遺伝子、
遺伝子産物

遺伝子座

遺伝連鎖地図

EST

さ行
染色体

相補的DNA。mRNA（メッセンジャーRNA）を鋳型に
試験管内で合成されたDNA。 cDNAはタンパク質に翻
訳される情報をもったmRNAと相補的な塩基配列を持
つことから、それらの塩基配列を明らかにすることによ
り各配列がどのようなタンパク質（アミノ酸配列）の合
成を担っているのかが解析できる。

ある特定の形質を、その形質を個別に検証すること
なく、DNA分析のみで判定することが可能なDNAマー
カーのこと。果実形質では結実はで10年程度待つ必要
があり、その間圃場で長期間材料を維持しなければな
らない。DNAマーカーを使用することで播種後数ヶ月
で分析することが可能となり、材料維持のめの労力と
コストを大幅に低減することが出来る。

特定の病気に対して抵抗性を示す性質。 耐病性は
遺伝子に支配される形質であり、耐病性遺伝子を有す
る品種と有さない品種を交配することで、耐病性の遺
伝子を組み込んだ個体を育成することができる。

遺伝子や遺伝子以外のDNA配列が個体間や品種間
で異なりをもっていること。たとえばある遺伝子が多く
の個体についてそれぞれ違った配列を持っていると「
多型性が高い。」という表現を使う。品種識別に用い
る部分は、品種内では多型性が無く（一定の配列）
、品種間では多型性（異なった配列）をもつものでな
ければならない。

遺伝連鎖地図上の特定の位置と対応付けることが可
能な、特定のDNA断片のこと。生物学的なマーカー
（遺伝マーカー）と区別する目的でDNAマーカーと呼
称される。 近年の分子生物学的手法の進歩により、
生物的な特性に関わりなく、信頼性の高いDNAマーカ
ーを効率よく作成することが可能となった。特定の形
質と密接に連鎖するDNAマーカーを用いることで、育
種を大幅に効率化することが可能となる。

cDNA

早期選抜マー
カー

た行
耐病性

DNA多型

DNAマーカー

ゲノム関連用語集ゲノム関連用語集

ポリメーラーゼ連鎖反応（Polymerase Chain Reactions）
法の略。DNAポリメラーゼと呼ばれる、もとのDNA鎖
を利用して新しいDNA鎖を合成する酵素（ポリメラー
ゼ）を利用し、DNAを繰り返し複製させる方法。DNA
中にある複製したい塩基配列の始めと終わりの部分と
相補的な短いDNA断片（プライマー）を作り、もとの
DNAと結合させ、その部分をスタートとしてDNAポリメ
ラーゼにより目的の領域をコピーさせる。

ヌクレオチドの複製を行う際必要な、複製開始点とな
る相補的ヌクレオチド断片。PCR反応ごとに個別のプラ
イマーを組み合わせることで、任意のDNA領域を選択
的に増幅するために使用する。

特定のDNAの断片を大腸菌や酵母、動植物などの細
胞中で、細胞分裂の過程においても安定的に維持する
ことが可能なDNA断片。通常、抗生物質の抵抗性遺
伝子が組み込まれており、このベクターが導入された
細胞が抗生物質に抵抗性となる性質を利用して、ベク
ターが導入された細胞のみを選択することが可能とな
る。

短い数塩基の配列の繰り返し構造のこと。 品種間で
高頻度に多型を示すことから、DNAマーカーとしてよく
利用される。SSR、STRとも呼ばれる。

は行
PCR法

プライマー

ベクター

マイクロサテ
ライト
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National Agriculture and Food Research Organization

農業・食品産業技術総合研究機構

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です

果樹の省力・低コスト等対応技術

果樹のゲノム研究とその利用②

ゲノム研究における

バイオインフォマティクスについて理解する

果樹研究所 カンキツ研究興津拠点

果樹ゲノム研究チーム

藤井 浩
2008年11月26日

バイオインフォマティクスとは

バイオインフォマティクス誕生の背景
さまざまな生物に関するゲノムプロジェクトが実施され、大量のゲノム・遺伝子情報が公開
されている

ゲノム・遺伝子情報から、生物学的な意味を読み取ることを目的に、生命科学と情報科学
が融合した「バイオインフォマティクス (情報生物学あるいは生物情報学)J という学問分野

が誕生した。

初期段階では、その研究対象はゲノムアッセンブリ)、また、ゲノム配列への遺伝子予測な

ど、が中心だった

最近のバイオインフォマティクス研究
最近では、遺伝子がコードするタンパク質の構造予測や、ゲノムツールである DNA マイク

ロアレイの設計やマイクロアレイによる遺伝子発現データの解析、塩基・アミノ酸配列比較
プログラムを用いた機能未知の遺伝子に対するアノテーションなども解析対象としている

拡大するバイオインフォマティクス研究
遺伝子同士あるいは遺伝子とタンパク質の相互作用を予測したり、それらの相互作用を
総体として理解しようとするシステム生物学という分野にも拡大している。

上記の解析を行うためのコンビュータプログラムの開発や得られた情報のデータベース化
およびデータベースのWeb 公開などもバイオインフォマティクスの対象と考えられている
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増大する塩基配列情報とバイオインフォマティクス研究

次世代型 DNAシークエンサー(DNA 塩基配列解読機)
最新のシークエンサーを用いると、かつて10 年以上かかったヒトゲノムの解読が、1年程度

で完了するところまでシークエンス技術が進化している。

「次世代型」ではは、塩基配列の解読だけでなく、ゲノムワイドな SNP (一塩基多型)の探索や
網羅的遺伝子発現解析、エピジェネティクス(DNA の配列に変化を起こさず、かっ細胞分裂を
経て伝達される遺伝子機能の変化やその仕組み )に関連するDNA メチル化解析、プロモー

ター活性解析など、ゲノム研究における新たな解析対象についても、複合的に解析が可能と
なっている。

次世代型DNAシークエンサーの影響

今後、さらに大量かつ多様なゲノム・遺伝子情報が比較的安価に得られることが予想され、
ゲノム・遺伝子情報から生物学的な意味を解読するバイオインフォマティクスの重要性が高
まっている。

果樹のゲノム情報リソース EST

果樹分野でのゲノム情報リソースとしてのEST

EST というのは、組織や細胞中で発現している遺伝子を大量に集めて、その塩基

配列を網羅的に解読した遺伝子の断片的な塩基配列データのことである

EST の大量解析により、遺伝子を収集した組織や細胞中でどのような遺伝子がど

れくらい発現しているかがわかる

ゲノムプロジェクトで収集されたEST は、DDB]、NCBI、EMBL といった国際塩基配列

データベースからインターネット上に公開されており、誰でも無料で利用することが
できる

果樹のEST がどれくらい国際塩基配列データベースに登録されているかについて
は、NCBIのdbEST内の サイト Numbers of ESTs
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/dbEST_summary.htm) に紹介されている

2008 年5 月30 日時点で、ブドウ、リンゴ、オレンジ、といった主要果樹では、20 万
を超えるEST が登録・公開されている
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バイオインフォマティクスの基本的な手法；相同性検索

果樹のESTの特徴
EST は遺伝子の断片配列であることから、何らかの機能を持っていると考えらるが、果樹の

場合、実験的に機能が解明された遺伝子数は非常に少ない

収集したEST のうちのほとんどは、機能未知の遺伝子由来ということになる

相同性検索によるESTの機能推定

相向性検索という手法を用いると遺伝子機能をすばやく推定することができる

別種の生物であっても、塩基配列が類似していれば、遺伝子機能も類似していると推定でき
る。

この知見者利用して、果樹のEST の配列を質問配列として、DDBJなどの塩基配列データ
ベースに登録されている別の生物種の遺伝子の塩基配列と比較を行い(配列の類似性を検
索するソフトウエアとしてBLASTが有名である)、類似していれば同じ機能をもつだろうと考えて、
果樹のEST の遺伝子機能を推定する

大量のEST について機能推定を行い、データベース化しておけば、果樹の重要形質に関わ
る遺伝子がすでに既存のEST の中に存在しているか否か検索することができる

求める遺伝子がすでに存在していれば、遺伝子の配列情報をただちに入手できる。

機能が推定されたEST からプライマーを設計し、多数のDNA マーカーを設計することも容易

である

DNAマイクロアレイとバイオインフォマティクス

DNAマイクロアレイとは
遺伝子配列から特異的な部分を20 ～ 60 塩基選び、これをプローブとして、数万の遺伝子に

由来するプローブをガラス板の上に並べたものである

発現している遺伝子(mRNA) を取り出して、マイクロアレイ上でプロープとハイブリダイゼー

ションするか否かをしらべる

ハイブリダーゼーションしたプローブに付加されている蛍光色素が光るので、どの遺伝子が
発現しているかがわかる

例えば、ある薬剤の処理の前後で遺伝子の発現状況をDNA マイクロアレイ用いて比較する

ことにより、処理によって発現が変動した遺伝子を網羅的に知ることができる

通常の実験では、解析の対象とした遺伝子の発現しか見ることができないが、DNA マイクロ

アレイでは、網羅的に遺伝子発現を見ることができるので、実験者が関連を予期していない遺
伝子についても、発現の変動が明らかとなり、新たな生物学的事実の発見につながる

DNAマイクロアレイ実験におけるバイオインフォマティクス
DNA マイクロアレイを行うには、数万のプローブの設計やプローブの基となる遺伝子の配列

および機能を整理するためのデータベースの作成が必要である

発現データの蓄積と解析などでも大量のデータ処理が必要である

マイクロアレイを設計する前に、重複したEST を排除する目的で、EST に対して類似性をコン
ビュータで評価して、類似したEST をグループ化して、その代表 ESTを選ぶ配列クラスタリングと

いう計算が必要となる
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バイオインフォマティクス研究手法の実際

DDBJなどのサイトを使用する場合、検索したい遺伝子数が少数ならば、各サイトにブ
ラウザで接続し、GUIで操作可能なインターフェイスを利用すればよい

しかし、数千あるいは数万の遺伝子の検索をこうしたインターフェイスを利用して行う
ことは現実的でない

このため、多くのデータベースサイトでは、ブラウザで提供しているのと同じデータセッ
トと検索プログラムを圧縮してFTP( ファイル転送 )サイトからも提供している

ユーザは、必要なデータセットとプログラムをFTP サイト内から探し出し、ダウンロード
して圧縮を解いた上で、WindowPC またはLinux サーバにプログラムとデータセットを設

定しなければならない

そして、複数の別々のファイルに格納されている CSV 化されたデータを自前で用意し

たリレーショナルデータベースで組み合わせて利用することも少なくない

このように、バイオインフォマティクスの解析を行うためには、ある程度の情報処理の
技術と知識がないと実現できない

果樹のゲノムリソースとその利用

果樹ゲノム情報リソースは、昨年から今年にかけて、さらに充実する

オレンジの1. 3 倍量のゲノム配列が公開された

ブドウの全ゲノムドラフト配列が公開された

今年はリンゴとモモの全ゲノムドラフト配列が公開される予定である

全ゲノム配列には、当然、全遺伝子の塩基配列が含まれており、全ゲノム配列が完
了した生物種の遺伝子研究を行うならば、まずゲノム情報から、完全長の遺伝子配列
やエクソンーイントロンジャンクションなどの構造情報、あるいは、遺信子のゲノム上に
おける全コピー数など、基本的な情報を調べてから開始した方が、遥かに効率的に研
究が進められる

ドラフト配列公開の段階では、遺伝子の位置等のアノテーションは十分公開されてい
ないが、バイオインフォマティクス技術があれば、ドラフト配列から、自前でさまざまな情
報を抽出することが可能となる
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今後のバイオインフォマティクス研究

2010 年には「次世代型J シーケンサーをはるかに凌ぐ、1兆塩基/日の解読を行うシー

ケンサーが開発されるといわれている

こうしたシーケンサーを果樹のゲノム・遺伝子解読に適用できれば、果樹の品種ごと
の全ゲノム配列の解読や、発育ステージや組織ごとの全遺伝子発現解析、ゲノムワイ
ドな数百万オーダーのSNP マーカーの開発も夢ではなく、品種間差の塩基配列レベル

での解明や全遺伝子発現プロファイルの獲得、任意の位置あるいは任意の遺伝子へ
のDNA マーカーを配置も容易になるなど、果樹の多くの研究分野で遺伝子レベルでの

解明が進展する

シーケンサーにより得られた膨大なデータを有効に活用するためには、バイオイン
フォマティクスによるさまざまな解析を行う能力があることが前提である

ゲノム研究が進展している生物種では、現段階でも、すでにシークエンス速度の向上
にコンピュータの性能が追いつかず、事実上コンビュータが解析の律速となっている

果樹の研究分野においても、超高速なシーケンサーの出現という新たなゲノム・遺伝
子研究のフェーズを迎えるためには、バイオインフォマティクス研究やそれを実現するた
めの計算機資源の確保が不可欠である

国際塩基配列データベースと果樹分野で有用なゲノムデータベース
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高糖系温州の高品質果実
安定生産法

(独）農研機構果樹研究所

カンキツ研究チーム

高原利雄

ウンシュウミカンの栽培面積及び生産量の推移
（日園連統計より作図）
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ウンシュウミカンの卸売価格の推移（日園連統計より作図）
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高糖系温州の品種とその特性

☆高糖系温州：青島温州、大津四号、丹生系温州、今
村温州、十万温州等

１．樹勢が旺盛

２．樹が立ち性で枝の分岐角度が狭い

３．発芽数が少なく、枝梢が長く太い強い

４．５葉以上の有葉花(果）が着生しやすい

５．大玉果が生産され、大玉果は成熟が遅れる

６．隔年結果し易い

７．大玉でじょうのう膜が厚い
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高糖系温州の特性と問題点高糖系温州の特性と問題点

▼▼特性特性

高糖系温州→晩熟性、高糖度、品質良好

貯蔵性大、樹勢旺盛

▼▼問題点問題点

枝が立ち性・分岐角度が狭、発芽数少

樹勢旺盛→5葉以上の有葉花→大玉果

隔年結果性→晩熟性で収穫が遅い

大玉果→果皮及びじょうのう膜が厚、熟期遅

高糖系温州の隔年結果の原因

◎一般的：着果過多、収穫の遅れ、気象要因、
遊休枝不足、施肥不足

☆高糖系特有：５葉以上の有葉花（果）→大玉

☆強枝梢→有葉花→大玉→収穫遅→強枝梢

☆大玉果→収穫遅延→12月中旬以降収穫

☆強枝梢の発生→立ち枝、有葉果の果梗枝

☆樹高率が高い→早生：70、高糖系：60～ 65
であり、65以上は強枝梢が発生し易い
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ウンシュウミカンの果実の大きさと可溶性固形物（井口，1980）
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「青島温州」の結果初期からの収量の推移(井口，1980)
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母 枝果こう枝直果・有葉果の割合

果実の大きさと直果・有葉果の割合，果こう枝および母枝の特性との関係

（「青島温州」，2003年8月下旬）

Ｚ 有葉果 １ ： １～４葉の 有葉果
有葉果 ２ ： ５葉以上の有葉果
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枝梢の強弱と母枝の種類
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枝の角度および太さによる着花と発育枝発生の違い
（「青島温州」）
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強枝梢と弱枝梢の角度との関係
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8.81.1 c0.52.48.30.1 b無処理

5.92.9 b0.62.83.21.7 a切り返し+摘葉
W

5.03.5 a0.33.58.30.6 ab
x

摘 葉

平均長
(ｃｍ)

発生数
(本/母枝)

有葉花2
y

(本/母枝)

有葉花1
y

(本/母枝)

直花
(本/母枝)

発育枝
(本/母枝)

処 理

発育枝
Z
（2003年7月）新しょう数（2003年5月）

摘葉処理が「今村温州」の着花および発育枝の発生に及ぼす影響

Z 落花（果）した有葉花（果）の果こう枝を含む
y 有葉花 1：1～ 4葉の有葉花，有葉花 2：5葉以上の有葉花

x 異なる文字間にはTukeyの多重検定で5％レベルで有意差あり

w 先端2，3芽を切り返した後摘葉処理

高糖系温州の安定生産技術①

◎苗木定植4年目・高接ぎ2年目の管理：重要

☆この時期に主枝はやや 広げ、亜主枝、側枝
は近水平に誘引

☆9月下～ 10月中旬まで夏梢を摘葉及び立ち
枝はせん 除

☆摘葉は夏梢の発生数の1/3～ 2/5→太く長い
夏梢摘葉

やや 細く短目の夏梢無摘葉

☆秋肥はN主体でやや 多目(約20%程度)
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摘葉処理直後 摘葉後の発芽状況

無摘葉の新梢摘葉処理後の新梢

春 枝

輪 状 芽
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摘葉後に発生した弱枝梢

摘 葉 2 年 目 の 着 花

-61-



無 処 理 樹 の 新 梢摘 葉 処 理 樹 の 新 梢

摘葉処理等枝梢管理による発育枝長の分布(青島温州)
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‘青島温州’の結果母枝の枝径分布
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摘葉処理2年後の着花 ・ 5 枚以上の有葉花は摘蕾

芽 カ キ 前 芽 カ キ 後
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高糖系温州の
着果状況

細く短い春梢
高糖系温州の

新梢と着果

階級別果実が収量に占める割合（青島温州）
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高糖系温州の安定生産の樹相

☆樹高率は60～ 65→樹幅100で樹高60～ 65
早生温州の樹高率→70程度

☆主枝を除き立ち枝少

亜主枝や側枝 →水平～先 端部やや 下垂

☆発芽数多→春梢長：５～ 10cm
☆有葉花→1～ 3葉→上向きは除く→５葉以上

は摘蕾→摘蕾後の有葉花→最適結果母枝

無 処 理 の 樹 姿 摘 葉 処 理 の 樹 姿
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高品質果実生産の水ストレス状況 高糖系温州安定生産樹

高糖系温州の安定生産技術②

☆初結実年→苗木定植樹：4年目→5年目から

本格的着果

☆高接ぎ樹：2年目初着果：3年目本格着果

☆初結実年は夏秋梢が発生する程度に着果→
大玉果でも翌春の着花過多を制限

☆有葉花多の場合→一部摘蕾し適度に着果

☆9月下～ 10月上中旬に有葉果の果梗枝摘葉

☆12月収穫→上向大玉果枝基部せん 除
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高糖系温州の安定生産技術③

☆5年生樹・高接ぎ3年目→春の枝梢管理

☆上向きの強枝梢→4月下旬基部からせん 除

☆5葉以上の有葉花→開花前に摘蕾

☆7月上中旬：1回目Fig3,000倍液散布→20日後に2
回目Fig3,000倍液散布

☆梅雨明後（７月下～８ 月上旬）→シートマルチ栽培

☆8月下以降乾燥に応じ灌水：葉色は淡緑色→萎れ：

午後萎れて翌朝まで萎れ→灌水→部分灌水：点滴
灌水→50～ 80㍑／樹

高糖系温州の安定生産技術④

☆摘果：過多着果→8月中下旬

やや 多着果→9月中下～ 10月上旬

☆摘果法：大玉果、傷果、小玉果、奇形果

☆特に大玉果摘果が重要：有葉果→上向きの
有葉果は果梗枝基部からせん 除、横向き～
斜め向き有葉果は摘果と摘葉を同時進行

☆不成り樹は無摘果、特に大玉果でも12月ま
で摘果しない→翌春の着花抑制：収穫時に
果梗枝の基部からせん 除
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上向き果実の果梗枝ごと剪除

高糖系温州の安定生産技術⑤

☆収穫：12月上中旬→早い方が安定生産

☆露地栽培：11月上中旬に晩秋肥施用

☆マルチ栽培：収穫後直ちにマルチ除去後、施
肥+灌水、又は施肥＋N（尿素）中心の葉面
散布３～ 7日毎に尿素300～ 500倍液を3回以
上（10℃以上散布）

☆収穫後：可能な限り樹勢回復対策実施→厳
寒期まで葉色を戻す：樹勢回復→極重要
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高糖系温州の安定生産技術⑥

☆厳寒期後のNの葉面散布：2月中下旬～ 3月
中旬→N（尿素300～ 500倍液）を3～ 7日毎
に3回以上散布→気温10℃以上必要→貯蔵

養分・花芽分化・発芽数増加：春期の新梢や
花・蕾の充実促進

☆4月中下旬（新梢伸長・展葉期）のNPK液肥
の300～ 500倍液３～ 7日毎に3回以上散布

☆5月中下旬Mg中心の葉面散布２～ 3回程度

高糖系温州の安定生産技術⑦

◎せん 定：通常は着花確認後の4月中下旬

表年：前年秋季と厳寒期直後

不作年：発芽・着花確認後の4月中下

旬以降

◎せん 定量：基本的に弱せん 定→５～ 10％以下

通常：５～ 10％程度せん 除

表年：15～ 20％程度せん 除→予備枝含

不作年：５％以下で成り粕中心のせん 除
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高糖系温州の安定生産技術⑧

◎不作年から表年は隔年結果是正のチャンス

☆不作年の果実は部分多着果は摘果、その他
は大玉果、傷果でも12月残果→着花抑制

☆10月に夏梢せん 除＋摘葉、夏梢は強枝梢は
摘葉、中小梢は春梢境でせん 除と摘葉

☆10月に強枝梢は摘葉

☆せ ん定は厳寒期以降早めに、強め、切り返し
中心、予備枝作成、枝基部周の１２～ 13倍長
→せ ん定量は15～ 20％：整枝のチャンス

高糖系温州の安定生産技術⑨

☆不作年→豊作年の秋肥は20％増､12月の葉

面散布はしない

◎収穫後～ 1月下旬にGA25ppm+マシン油乳
剤100～ 150倍散布→予備枝、前年着果部

→樹冠上部、下・懐枝、枝別散布→樹全体散
布回避→着花減少過多のおそれ

☆発芽・着蕾確認後→予備枝作成：坊主枝

☆花肥施用+4月中下旬N中心の葉面散布3回
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高糖系温州の中玉果安定生産高糖系温州の中玉果安定生産
（まとめ）（まとめ）

• 樹相：樹高率60~65％、結果母枝は弱小枝

中心、立ち枝は主枝、他は水平～ 下垂

• 弱せん 定＋誘引及び摘葉・有葉花の摘蕾

• せ ん定時期：通常は着花確認後

表年は前年秋季に摘蕾＋早期せん 定

不作年は果梗枝のみせん 除

• その他：着花・結実管理、土壌・施肥管理、水分管
理等適期に適切に実施
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果実の健康機能性成分とその利用 （担当：小川一紀） 

 
１．果実に含まれる化学成分 

果実は多様な化学成分を含んでいる． 

 

２．食品と薬 

 
植物には多様な化学成分が含まれている． 
食品として植物を食べる時に，多くの化学成分を摂取している． 
植物が有毒である場合は，これを食べない 

ただし，救荒食（ソテツなど），ワラビ，キャッサバ等は有毒成分を除いた上で食用とする．梅等も未熟
なうちは青酸配糖体を含む． 

通常の摂取量で大きな健康上の問題は起きないものが食品となる． 
ただし，嗜好品が食品とみなせるかどうかは微妙である． 

植物に含まれる成分で，特定の反応を引き起こすものを生薬として利用する．病的状態を治す． 
明瞭は作用を示す成分：アルカロイド（ケシ，マオウ，ホミカなど），アントラキノン（アロエ，センナなど） 
単独では明瞭な作用を示さないが組み合わせることで効果を求める：漢方処方 

機能性食品あるいは特定保健栄養食品は，病的状態を治す訳ではない． 
血圧が高めの方，食後の血糖値が高めな方． 

食品に含まれる成分が，病気の予防に役立つという作業仮説のもとに健康機能性の研究が行われる． 
あくまでも病気の予防に関しての効果である．また，間違いなく予防が可能という訳ではない．そのよう
な食品があれば，とっくに人類共通の認識になっているはずである．人類は既に何千年にわたり系統
だった医療体系を有し，経験を通したエビデンス（漢方薬がその例）を有しているが，病気にならない
食品は見いだされていない．しかし，バランスのとれた食品の摂取（もしかしたら人により異なるかもし
れない．オーダーメードメニュー）は，リスクを下げることは間違いのない事実として認識されている． 

時として，特定の人にだけ望ましくない作用をもつ成分を含む場合がある． 
アレルギー：果物（オレンジ，キウイフルーツ，モモ，リンゴ，クルミ．重篤な例は少ないとされる） 
薬物との相互作用（多くの場合，効果の増強による副作用．グレープフルーツ） 

必須な食品というものは存在しない． 
果物は，健康の維持に重要なものであるが，栄養素だけを考えると他の食品で代用することは，可能
である．しかし，そのような努力をするのであれば，果物を食べた方がおいしく，簡単で，バラエティに
とんだ食生活が可能である． 

 

果実に含まれる代表的成分 

 カンキツ リンゴ ブドウ 

成分数* 509 44 145 

精油 リモネン   

カロテノイド β‐クリプトキサンチン 
ビオラキサンチン 

  

クマリン オーラプテン，DHB   

リモノイド リモニン，ノミリン   

フラボノイド ヘスペリジン，ナリンジン 
ノビレチン，タンゲレチン 

ケルセチン配糖体，フロレ
チン，プロシアニジン，エピ
カテキン 

アントシアニン 
 

ポリフェノール クロロゲン酸 クロロゲン酸 ベラトロール 

*：Dictionary of Natural Products (Version16:1)でのヒット数  
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図１．果実に含まれる主要な化学成分 

 

カンキツに含まれるフラバノン配糖体：カンキツに普遍的に含まれるフラボノイド．ナリルチン，ヘスペリジ
ンには苦味がないが，ナリンジン，ネオヘスペリジンはグレープフルーツの苦味成分苦味である． 

アントシアニジン類：植物内ではカンキツフラバノン配糖体のように糖が結合して存在している．糖が結合し
た化合物をアントシアニンといい，糖の種類，結合の違いで約 600 種類が知られている．果実・野菜・花の赤
から紫色はこのアントシアニンによる． 

ナリルチン

ナリンジン

プロシアニジン

レスベラトロール
フロリジン 

ネオヘスペリジン 

ノビレチン 

ケルセチン エピカテキン 

ヘスペリジン 

カンキツに含まれるポリメトキシフラボ
ン．果皮に含まれる成分 

リンゴ果皮に多くにまれフ
ラボノール．配糖体で存在

多くの植物に含まれるポリフェ
ノール． 

リンゴに含まれるジヒドロカルコン リンゴに含まれるポリフェノール ブドウに含まれるポリフェノール

シアニジン デルフィニジン ペラルゴニン
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２．果物の機能性ー各論ー 
 
２－１．カンキツ類 
２－１－１．主な栄養成分 

カリウム、ビタミン A、葉酸、ビタミン C 
２－１－２．含有される主な成分 

モノテルペノイド（リモネン），リモノイド（リモニン，ノミリン），フラボノイド（ヘスペリジン、ナリンジン、ナリ
ルチン、ノビレチン、タンゲレチン）、クマリン（オーラプテン）、フェニルプロパノイド（クロロゲン酸類） 

２－１－３．機能性 
（１）疫学研究 
 多数の研究報告がある。 

１）北米、ヨーロッパで行われた７つのコホート研究が解析された。その結果によれば、β－クリプトキサ
ンチンの摂取は肺がんのリスクを下げるが、β－カロテンの摂取と肺がんのリスクには関連が見られ
なかった。喫煙は肺がんの最大の危険因子であるが、β－クリプトキサンチンを多く摂取することで
そのリスクをいくらか下げると考えられた (Männistö, S. et al.: Dietary carotenoids and risk of lung 
cancer in a pooled analysis of seven cohort studies. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., 13(1): 
40-48 (2004))。ウンシュウミカンはβ－クリプトキサンチンを摂取するのに最も適した果実である。 

２）果物と野菜の摂取と心臓血管疾患のリスクとの関連についての、フランス、北アイルランドでの疫学
研究の結果によれば、果物のなかでカンキツのみにその摂取頻度と急性冠動脈疾患の発症率の
低下とに関連が見られた。なお、野菜には関連は認められなかった (Dauchet, L. et al.: Frequency 
of fruit and vegetable consumption and coronary heart disease in France and Northern Ireland: the 
PRIME study. Br. J. Nutr., 92(6): 963-972 (2004))。 

３）中国で実施されたカロテノイド摂取と前立腺がんの関連を調べる症例対照研究で、カロテノイド（リコ
ペン、α－カロテン、β－カロテン、β－クリプトキサンチン、ルテイン、ゼアキサンチン）摂取の増加
に伴い前立腺がんのリスクは減少し、またカンキツ類の摂取量とそのリスクは逆の関連が見られた。
カロテノイドを多く含む果物・野菜の摂取は前立腺がんの予防につながることを示唆する(Jian, L. et 
al.: Do dietary lycopene and other carotenoids protect against prostate cancer? Int. J. Cancer, 113(6): 
1010-1014 (2005))。 

４）歯の喪失は心臓血管疾患と関連があるとされる。その理由は明確でなかったが、北グラスゴーで実
施された調査によれば、男性では歯の全喪失はカンキツ類の摂取が少ないこと関連しており、その
ため血漿ビタミン C レベルが低くなったためと考察されている (Lowe, G. et al.: Total tooth loss 
and prevalent cardiovascular disease in men and women: possible roles of citrus fruit 
consumption, vitamin C, and inflammatory and thrombotic variables. J. Clin. Epidemiol., 
56(7): 694-700 (2003))。 

５）西インドで行われた口腔がんのリスク要因を調べる症例対照研究で、頻繁に野菜や果物を食べるこ
とは口腔がんのリスクを下げるという結果が得られた(Rajkumar, T. et al.: Oral cancer in Southern 
India: the influence of body size, diet, infections and sexual practices. Eur. J. Cancer Prev., 12(2): 
135-143 (2003)。 

６）ポーランドで行われた口腔がんに関する疫学研究で、果汁やカンキツ類をたくさん食べることにより
口腔がんのリスクを下げることが示唆された (Lissowska, J. et al.: Eur. Smoking, alcohol, diet, 
dentition and sexual practices in the epidemiology of oral cancer in Poland. J. Cancer Prev., 12(1): 
25-33 (2003)。 

７）メキシコで行われた良性の乳房疾病と食事の関連を調べた研究で、カンキツを含む果物類、乳製
品、リグナンを含む食品をたくさん摂取するグループは、そのリスクを下げることが示された 
(Galvan-Portillo, M. et al.: Dietary and reproductive factors associated with benign breast disease in 
Mexican women. Nutr. Cancer., 43(2): 133-140 (2002))。 

８）VHL 遺伝子は腫瘍抑制遺伝子で腎細胞がんの発生に関わる。スエーデンで行われた腎細胞がん
患者のVHL遺伝子の変異に関する研究で、カンキツ類は VHL遺伝子の変異の頻度を減少させる
ことが示された (Hemminki, K. et al.: Molecular epidemiology of VHL gene mutations in renal cell 
carcinoma patients: relation to dietary and other factors. Carcinogenesis, 23(5): 809-815 (2003))。 

９）韓国で行われた胃がんのリスクと食事に関する症例対照研究で、カンキツの摂取は有意ではないが
胃がんのリスクを下げることが示された (Kim, H. J. et al.: Dietary factors and gastric cancer in 
Korea: a case-control study. Int J. Cancer, 97(4): 531-535 (2002))。 

１0）米国で行われた食事と食道と胃の腺腫との関連を調べた研究で、カンキツ類をたくさん食べると食
道腺腫のリスクを抑制できることが示唆された (Chen, H. et al.: Dietary patterns and adenocarcinoma 
of the esophagus and distal stomach. Am. J. Clin. Nutr., 75(1): 137-144 (2002))。 

１1）米国でのがん予防に関するコホート研究で、カンキツを多く摂取することは、男性の死亡にいたる
胃がんのリスクを緩やかに下げることを示唆した (McCullough, M. L. et al.: Cancer Epidemiol. 
Biomarkers Prev., 10(11): 1201-1205(2001))。 

12）ブラッドオレンジジュース（600mL）を３週間飲用した介入試験で、飲用者は血漿中のビタミン C、カ
ロテノイドなどが増加し、酸化ストレスに対する DNA 損傷は抑制されていた。ブラッドオレンジジュ
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ースは、抗酸化作用による防御機構を改善するのではないかと考えられる (Riso, P. et al.: Effects 
of blood orange juice intake on antioxidant bioavailability and on different markers related to 
oxidative stress. J. Agric. Food Chem., 53(4): 941-947 (2005))。 

13）妊婦の血漿中のホモシステイン濃度が高いと胎児の神経管障害や循環器系疾患のリスクが高まる
と言われている。葉酸の摂取はホモシステイン濃度を減少させる。葉酸含量の異なる食事を摂取し
た時の血清中の葉酸と血漿中のホモシステイン濃度を調べた介入試験では、野菜や生のベリー類
とカンキツ類をたくさん食べると、血清中葉酸濃度が高まり、血漿ホモシステインは減少した 
(Brouwer, I. A. et al.: Dietary folate from vegetables and citrus fruit decreases plasma homocysteine 
concentrations in humans in a dietary controlled trial. J. Nutr. 129(6): 1135-1139 (1999))、(Silaste, M. 
L. et al.: Plasma homocysteine concentration is decreased by dietary intervention. Br. J. Nutr., 89(3): 
295-301 (2003))。 

14）冠状動脈のバイパス手術を受けた高コレステロール血症患者に、補助食品としてスイーティ（オロ
ブランコ）を１～２個摂取させると、血漿中の総コレステロール、LDL－コレステロール、トリグリセリド
値が下がった。また血漿中の抗酸化能力が高まっていた。高コレステロール血症患者において、ア
テローム性動脈硬化症の予防に効果があると考えられる (Gorinstein, S. et al.: Preventive effects of 
diets supplemented with sweetie fruits in hypercholesterolemic patients suffering from coronary 
artery disease. Prev. Med., 38(6): 841-847 (2004))。 

（２）動物試験 
１）ラットにしらす干しとスダチ果汁を同時に与えると、しらす干しに由来するカルシウムの生体利用効

率が増大し、骨再吸収が抑制された (Nii, Y. et al.: Japanese citrus fruit (sudachi) juice is associated 
with increased bioavailability of calcium from whole small fish and suppressed bone resorption in 
rats. J. Nutr. Sci. Vitaminol. (Tokyo), 50(3): 177-183 (2004))。 

２）ラットの骨細胞をβ－クリプトキサンチンとともに培養すると細胞のカルシウム同化作用を高めた。ラッ
トにβ－クリプトキサンチンを経口投与した場合でも大腿骨組織のカルシウム含量が増加し、DNA
含量も高まった。β－クリプトキサンチンは、骨の構成要素の同化作用をもつことを示す (Uchiyama, 
S. et al.: Oral administration of beta-cryptoxanthin induces anabolic effects on bone components in 
the femoral tissues of rats in vivo. Biol. Pharm. Bull. 27(2): 232-235 (2004))。 

３）フリーラジカルはクロモゾームの異常につながる DNA 損傷の原因となる。放射線はフリーラジカル
の発生を引き起こすが、抗酸化成分はフリーラジカルを消去しDNA損傷を抑える。グレープフルー
ツなどのカンキツ類の成分の一つであるナリンジンを投与すると、マウス骨髄細胞の放射線による
障害を抑制することが示された。フリーラジカルを消去する事による (Jagetia, G. C. et al.: Naringin, 
a citrus flavonone, protects against radiation-induced chromosome damage in mouse bone marrow. 
Mutagenesis, 18(4): 337-343 (2003))。また放射線照射による骨髄中の赤血球の異常も抑えた 
(Jagetia, G. C. et al.: The grapefruit flavanone naringin protects against the radiation-induced 
genomic instability in the mice bone marrow: a micronucleus study. Mutat. Res., 519(1-2): 37-348 
(2002))。マウス骨髄細胞の放射線障害の予防作用は、ダイダイ抽出物でも示されている 
(Hosseinimehr, S. J. et al.: Radioprotective effects of citrus extract against gamma-irradiation in 
mouse bone marrow cells. J. Radiat. Res. (Tokyo), 44(3): 237-241 (2003))。 

４）カンキツ類に広く分布するクマリンの一つであるオーラプテンは、肝臓における異物排除に関わる酵
素のグルタチオン－S－トランスフェラーゼを活性化することで、発がん物質を体外への排泄を高め
ることで発がん予防効果を持つと考えられる (Murakami, A. et al.: In vitro absorption and 
metabolism of a citrus chemopreventive agent, auraptene, and its modifying effects on xenobiotic 
enzyme activities in mouse livers. Nutr. Cancer. 36(2): 191-199 (2000))。 

５）閉経後の骨粗鬆症のモデルである卵巣摘除マウスを用いた実験によれば、カンキツの成分である
ヘスペリジンを投与したグループはコントロールに較べ、骨密度の減少が有意に抑制され、血清と
肝臓の脂質含量は有意に減少していた (Chiba, H. et al.: Hesperidin, a citrus flavonoid, inhibits 
bone loss and decreases serum and hepatic lipids in ovariectomized mice. J. Nutr., 133(6): 1892-1897 
(2003))。 

６）ウサギに高コレステロール食を与えた高コレステロール血症の実験で、グレープフルーツなどカンキ
ツ類の苦味成分であるナリンジンを摂取させると、動脈の脂肪線の形成、マクロファージの血管内
皮への進入、細胞間接着分子の発現を抑制し、脂肪肝の予防にも効果があった。ナリンジンは動
脈硬化の予防に寄与するとともに、肝臓の保護作用があると考えられる  (Choe, S. C. et al.: 
Naringin has an antiatherogenic effect with the inhibition of intercellular adhesion molecule-1 in 
hypercholesterolemic rabbits. J. Cardiovasc. Pharmacol., 38(6): 947-955 (2001)、(Lee, C. H. et al.: 
Anti-atherogenic effect of citrus flavonoids, naringin and naringenin, associated with hepatic ACAT 
and aortic VCAM-1 and MCP-1 in high cholesterol-fed rabbits. Biochem. Biophys. Res. Commun., 
284(3): 681-688 (2001))。 

７）カンキツフラボノイドのナリンゲニン、ヘスペレチン、タンゲレチン、ノビレチンのアテロームの形成抑
制作用をマウスを用いた動物実験で調べた結果、ノビレチンは、血漿のコレステロールレベルを下
げ、血管壁でのマクロファージの泡沫化を抑制することで動脈硬化を予防する可能性を示した 
(Whitman, S. C. et al.: Nobiletin, a citrus flavonoid isolated from tangerines, selectively inhibits class 
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A scavenger receptor-mediated metabolism of acetylated LDL by mouse macrophages. 
Atherosclerosis, 178(1): 25-32 (2005))。 

８）がんの進行には炭水化物が介在する機構がある。ある種の炭水化物はその介在機構を調節してが
んの進行や転移を抑制する可能性がある。カンキツ由来のペクチンに処理を加え改変したペクチ
ン（MCP）の作用を検討したところ、経口投与によりヌードマウスに移植したヒト乳がんあるいはヒト結
腸がんの進行や転移を抑制した。がん予防あるいは治療における食事由来の炭水化物の重要性
を示している (Nangia-Makker, P. et al.: Inhibition of human cancer cell growth and metastasis in 
nude mice by oral intake of modified citrus pectin. J. Natl. Cancer Inst., 94(24): 1854-1862 (2002))。 

９）カンキツの主要フラボノイドのひとつであるヘスペリジンと水溶性誘導体であるグルコシルヘスペリジ
ンを、高血圧ラットに食事とともに長期間（25 週）与えた結果、期間中血圧は減少した。正常ラットで
は血圧の低下は起きなかった (Ohtsuki, K. et al: Effects of long-term administration of hesperidin 
and glucosyl hesperidin to spontaneously hypertensive rats. J. Nutr. Sci. Vitaminol. (Tokyo), 48(5): 
420-422 (2002))。 

10）カンキツに含まれるリモノイド類は、動物実験で化学発がんを抑制する作用を有することが報告さ
れている。リモニン、オバクノンは発がん物質によるラット結腸がんの発生を抑制した (Tanaka, T. et 
al.: Inhibition of azoxymethane-induced colon carcinogenesis in male F344 rats by the citrus 
limonoids obacunone and limonin. Carcinogenesis, 22(1): 193-198 (2001))、(Tanaka, T. et al.: Citrus 
limonoids obacunone and limonin inhibit azoxymethane-induced colon carcinogenesis in rats. 
Biofactors, 13(1-4): 213-218 (2000))。リモニンは発がん物質によるハムスターの頬への発がんを抑
制した(Miller, E. G. et al.: The effect of citrus limonoids on hamster buccal pouch carcinogenesis. 
Carcinogenesis. 1989 Aug;10(8): 1535-1537))。リモニン、ノミリンはハムスターの胃における化学発
がんを抑制した(Lam, L. K. , et al.: Inhibition of benzo[a]pyrene-induced forestomach neoplasia in 
mice by citrus limonoids. Nutr. Cancer, 12(1): 43-47 (1989))。 

11）ノビレチンはラット大腸における化学発がんを抑制した (Suzuki, R. et al: Citrus nobiletin inhibits 
azoxymethane-induced large bowel carcinogenesis in rats. Biofactors, 22(1-4): 111-114 (2004))。 

12）ヒト胃がん由来のいくつかの細胞系統に対してノビレチンは、増殖抑制作用、アポトーシス誘導作
用を示した (Yoshimizu, N. et al.: Anti-tumour effects of nobiletin, a citrus flavonoid, on gastric 
cancer include: antiproliferative effects, induction of apoptosis and cell cycle deregulation. Aliment 
Pharmacol. Ther., 20(Suppl 1): 95-101 (2004))。 

13）ノビレチンは、UV-B 照射による日焼けなど皮膚の炎症や紫外線による皮膚の老化を抑制する効果
がある (Tanaka, S. et al.: Prevention of UVB-induced photoinflammation and photoaging by a 
polymethoxy flavonoid, nobiletin, in human keratinocytes in vivo and in vitro. Biochem. Pharmacol., 
8(3): 433-439 (2004))。 

３．その他の文献 
１）ラットに経口投与したノビレチンは、尿中にメチル基が外れた 4’-ヒドロキシ-3’,5,6,7,8-ペンタメトキシ

フラボンに代謝された形で排泄される (Yasuda, T. et al.: Urinary metabolites of nobiletin orally 
administered to rats. Chem. Pharm. Bull. (Tokyo), 51(12): 1426-1428 (2003))。 

 
２－２．ブドウ 
２－２－１．主な栄養成分 

カリウム 
２－２－２．含有される主な成分 

ポリフェノール（アントシアニン，カテキン，ジヒドロフラボノール，フラボノール，プロアントシアニン，レス
ベラトロール）． 

２－２－３．機能性 
（１）疫学研究 

１）男性の韓国人高血圧患者を対象にした二重盲検試験において、ブドウ（コンコード種）抽出液は血
圧を降下させることが確かめられた (Park, Y. K. et al.:  Concord grape juice supplementation 
reduces blood pressure in Korean hypertensive men: double-blind, placebo controlled intervention 
trial. Biofactors, 22(1-4): 145-147 (2004))。 

２）無作為二重盲検介入試験において、ブドウ種子抽出物は食事制限を受けている肥満被検者のエ
ネルギー摂取を抑制できることが示された (Vogels, N. et al.: The effect of grape-seed extract on 24 
h enery intake in humans. Eur. J. Clin. Nutr., 58: 667-673 (2004))。 

（２）動物試験 
１）レスベラトロールは、抗酸化、抗変異原性、第２相の薬物代謝酵素活性誘導により発がんを予防す

る (Jang, M. et al.: Cancer chemopreventive activity of resveratrol, a natural product derived from 
grapes. Science, 275: 218-220 (1997))。 

２）レスベラトロールの経口投与は，ラットにおいて肝臓がん細胞の増殖・転移を抑制した。また、血清
中のトリグリセリド、VLDL および LDL コレステロール濃度を低下させた (Miura, D. et al.: 
Hypolipidemic action of dietary resveratrol, a phytoalexin in grapes and red wine, in 
hepatoma-bearing rats. Life Sci., 73(11): 1393-1400 (2003))。 
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３）ブドウ果汁成分はラットの乳がんの生成を抑制した (Singletary, K. W. et al.: Inhibition of rat 
mammary tumorigenesis by concord grape juice constituents. J. Agric. Food Chem., 51(25): 
7280-7286 (2003))。 

４）ブドウ抽出物あるいはブドウ種子から抽出したプロアントシアニジンは、マウス皮膚がんの生成を抑
制 し た  (Alam, A. et al.: Chemopreventive effect of Vitis vinifera extract on 
12-O-tetradecanoyl-13-phorbol acetate-induced cutaneous oxidative stress and tumor promotion in 
murine skin. Pharmacol. Res., 46(6): 557-564 (2002))、(Mittal, A. et al.: Dietary feeding of 
proanthocyanidins from grape seeds prevents photocarcinogenesis in SKH-1 hairless mice: 
relationship to decreased fat and lipid peroxidation. Carcinogenesis, 24(8): 1379-1388 (2003))。 

５）ブドウ種子抽出物は、ラットの乳がんの生成を抑制した (Kim, H.: Chemoprevention by grape seed 
extract and genistein in carcinogen-induced mammary cancer in rats is diet dependent. J. Nutr., 
134(12 Suppl): 3445S-3452S (2004))。 

６）ブドウ搾汁残渣を添加した飼料をラットに摂取させると、血清・肝臓・心臓中のコレステロール濃度が
低下した (Bobek, P. et al.: The effect of dried tomato, grape and apple pomace on the cholesterol 
metabolism and antioxidative enzymatic system in rats with hypercholesterolemia.Nahrung, 42(5): 
317-320 (1998))、(Bobek, P.: Dietary tomato and grape pomace in rats: effect on lipids in serum and 
liver, and on antioxidant status. Br. J. Biomed. Sci. 56(2): 109-113 (1999))。 

７）ブドウ種子抽出物は、リパーゼ活性を阻害するので脂質の吸収を抑え、体重をコントロールすること
ができる（Moreno, D. A. et al.: Inhibitory effects of grape seed extract on lipases. Nutrition, 19(10): 
876-879 (2003)）。 

８）ラットを用いた研究で、慢性的なエタノール摂取により引き起こされる肝機能障害がブドウ由来ポリフ
ェノールの摂取により改善された (Sun, G. Y. et al.: Dietary supplementation of grape polyphenols 
to rats ameliorates chronic ethanol-induced changes in hepatic morphology without altering changes 
in hepatic lipids. J. Nutr., 129(10): 1814-1819 (1999))。 

９）種子由来のプロシアニジンは、インシュリン様の活性を示した（Pinent, M. et al.:  Grape 
seed-derived procyanidins have an antihyperglycemic effect in streptozotocin-induced diabetic rats 
and insulinomimetic activity in insulin-sensitive cell lines. Endocrinology 145(11): 4985-4990 
(2004)）。 

10）種子由来のプロシアニジンは尿酸値を低下させた （Wang, Y. et al.: dministration of procyanidins 
from grape seeds reduces serum uric acid levels and decreases hepatic xanthine 
dehydrogenase/oxidase activities in oxonate-treated mice. Basic. Clin. Pharmacol. Toxicol., 94(5): 
232-237 (2004)）。 

11）ブドウジュースは、ハムスターのアテローム性動脈硬化を赤ワインや脱アルコール赤ワインよりも効
果的に抑制した(Vinson, J. A. et al.: Red wine, dealcoholized red wine, and especially grape juice, 
inhibit atherosclerosis in a hamster model. Atherosclerosis, 156(1): 67-72 (2001))。 

（３）その他の文献 
１）ブドウ生果を収穫後，果実に紫外線を照射するとレスベラトロール含量が最大 11 倍増加した 

(Cantos, E. et al.: Postharvest stilbene-enrichment of red and white table grape varieties using UV-C 
irradiation pulses. J. Agric. Food Chem., 50(22): 6322-6329 (2002))、(Cantos, E. et al.: Postharvest 
induction modeling method using UV irradiation pulses for obtaining resveratrol-enriched table 
grapes: a new "functional" fruit? J. Agric. Food Chem., 49(10): 5052-5058 (2001))。 

２）ワイン摂取群、水とブドウ抽出物、水と疑薬を与えた群を比較した介入試験によれば、ワイン摂取群
のみ血中 LDL－コレステロールが上昇し、フィブリノーゲンを降下した。この効果はアルコールに由
来し、ブドウ含有成分によるものではないことを示唆している (Hansen, A. S. et al.: Effect of red 
wine and red grape extract on blood lipids, haemostatic factors, and other risk factors for 
cardiovascular disease. Eur. J. Clin. Nutr., 59(3): 449-455 (2005))。 

３）ビタミン C とブドウ種子ポリフェノールの摂取と血圧の関係について介入試験を行ったところ、これら
を同時に摂取した場合、血圧が有意に上昇することが示された。高血圧患者がこれらを含むサプリ
メントを摂取する場合は注意を要すると指摘している (Ward, N. C. et al.: The combination of 
vitamin C and grape-seed polyphenols increases blood pressure: a randomized, double-blind, 
placebo-controlled trial. J. Hypertens., 23(2): 427-434 (2005))。 

 
２－３．キウイフルーツ 
２－３－１．主な栄養成分 

ビタミン C、ビタミンＥ、葉酸、カリウム、マグネシウム、食物繊維 
２－３－２．含有される主な成分 

トリテルペノイド 
２－３－３．機能性 
（１）疫学研究 

１）キウイフルーツを１日２個、約 1 ヶ月食べたところ、血小板凝集を抑制し、血清中のトリグリセリドレベ
ルを下げた。この結果は、心臓血管系疾患を予防する可能性を示唆する (Duttaroy, A. K.: Effects 
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of kiwi fruit consumption on platelet aggregation and plasma lipids in healthy human volunteers. 
Platelets, 15(5): 287-292 (2004))。 

２）キウイフルーツを３週間食べたところ、酸化による DNA 損傷を抑制し、抗酸化レベルが上昇し、
DNA 修復が高まった。がん化につながる DNA の突然変異の誘発を抑制すると考えられる 
(Andrew, R. C. et al.: Nutritional modulation of DNA repair in a human intervention study 
Carcinogenesis. 24(3): 511–515 (2003))。 

３）キウイフルーツジュースの摂取により、 酸化的 DNA 損傷が抑制されていた。この効果はキウイフル
ーツに含まれるビタミン C によるものではないと考えられる (Collins, B. H. et al.: Kiwifruit protects 
against oxidative DNA damage in human cells and in vitro. Nutr. Cancer, 39(1): 148-153 (2001))。 

（２）試験管試験 
１）キウイフルーツに非常に強い抗変異原性が認められた (Ikken, Y. et al.: ntimutagenic effect of fruit 

and vegetable ethanolic extracts against N-nitrosamines evaluated by the Ames test. J. Agric. Food 
Chem., 47(8): 3257-3264 (1999))。 

２）キウイフルーツ（ゴールド種）は、ヒト口腔がん細胞に選択的に細胞毒性を示した。また、抗－HIV 活
性、ラジカル生成抑制、活性酸素消去能を示した (Motohashi, N. et al.: Cancer prevention and 
therapy with kiwifruit in Chinese folklore medicine: a study of kiwifruit extracts. J. Ethnopharmacol., 
81(3): 357-356 (2002))。 

（３）その他の文献 
１）暑い環境でのスポーツトレーニング時に、キウイフルーツを主とする飲料の補給は、疲労の予防と回

復に有効である  (Chen, J. D. et al.: The effects of actinidia sinensis planch (kiwi) drink 
supplementation on athletes training in hot environments. J. Sports Med. Phys. Fitness, 30(2): 
181-184 (1990))。 

２）骨粗鬆症の予防にはカルシウムとビタミン D が重要である。また、マグネシウム、カリウ
ム、ビタミン C、ビタミン K なども重要な栄養素である (Nieves, J. W.: Osteoporosis: the role of 
micronutrients. Am. J. Clin. Nutr., 81(5): 1232S-1239S (2005))。キウイフルーツはマグネシウム、
カリウム、ビタミン C が多く含まれるので、骨密度の維持に役立つと思われる。 

 
２－４．バナナ 
２－４－１．主な栄養成分 

カリウム、マグネシウム、ビタミン B６、食物繊維 
２－４－２．含有される主な成分 

ポリフェノール 
２－４－３．機能性 
（１）疫学研究、ヒト試験 

１）バナナには、ビフィズス菌を増やす働きを持つフラクトオリゴ糖が含まれている。フラクトオリゴ糖をヒ
トに投与した実験では、ビフィズス菌が増加し、排便回数の増加や便の軟化など、便通の改善に効
果があったと報告されている (徳永隆久ら: ビフィズス, 6: 143-150 (1993))。 

２）下痢が持続的に続く幼児に、調理した青バナナを毎日摂取させると、下痢からの回復が早いことが
報告されている (Rabbani, G. H. et al.: Clinical studies in persistent diarrhea: dietary management 
with green banana or pectin in Bangladeshi children.Gastroenterology, 121(3): 554-560 (2001))。 

３）ウルグアイにおける疫学調査の結果、バナナを多く摂取すると直腸・結腸ガンの発生リスクが減少す
ると報告されている (Deneo-Pellegrini, H.: Vegetables, fruits, and risk of colorectal cancer: a 
case-control study from Uruguay. Nutr. Cancer, 25(3): 297-304 (1996))。 

４）韓国で行われた結腸直腸がんと野菜・果物摂取との関係を調べた症例対照研究によれば、男性で
はバナナなどの果物を多く摂るヒトほど結腸直腸がんのリスクが低いという結果が得られている 
(Lee, S. Y. et al.: The relationship between intake of vegetables and fruits and colorectal 
adenoma-carcinoma sequence. Korean J. Gastroenterol., 45(1): 23-33 (2005))。 

５）スエーデンでの疫学研究の結果では、果物・野菜をたくさん食べるヒトは腎がんのリスクが低くなり、
さらに果物で最も強い効果をもつのがバナナであったと報告されている (Rashidkhani, B. et al.: 
Fruits, vegetables and risk of renal cell carcinoma: a prospective study of Swedish women. Int. J. 
Cancer, 113(3): 451-455 (2005))。 

６）タイバンコクで行われた結腸直腸がんのリスク要因に関する症例対照研究によれば、バナナとパパ
イアはリスクを下げるという結果が得られた (Lohsoonthorn, P. et al.: Asia Pac. J. Public Health., 
8(2): 118-22 (1995))。 

（２）動物試験 
１）バナナの果肉を凍結乾燥し、高コレステロール、高脂肪食とともにラットに与えたところコレステロー

ル値の低下がみとめられた。加熱乾燥バナナでは作用認められなかった。加熱による褐変と関連
があると推定している。バナナのコレステロール低下作用は、食物繊維に由来すると考えられてい
る  (Horigome, T. et al.: Hypocholesterolaemic effect of banana (Musa sapientum L. var. 
Cavendishii) pulp in the rat fed on a cholesterol-containing diet. Br. J. Nutr., 68(1): 231-244 
(1992))。 
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２）タイ北部で栽培されているバナナ２品種の抗潰瘍効果をラットを用いて調べた。パロおよびホム品種
は 人 工的 に 発 生 さ せ た潰 瘍 を抑 えた 。 ホ ム 品種 の み に 潰瘍 の 治 癒 効果 が 認 め られ た 
(Pannangpetch, P. et al.: The antiulcerative effect of Thai Musa species in rats. Phytother. Res., 
15(5): 407-410 (2001))。 

３）未熟の料理用バナナに含まれるロイコシアニジンは、アスピリンによる実験的潰瘍に対して保護作
用を示した (Lewis, D. A. et  al.: A natural flavonoid present in unripe plantain banana pulp (Musa 
sapientum L. var. paradisiaca) protects the gastric mucosa from aspirin-induced erosions. J. 
Ethnopharmacol., 65(3): 283-288 (1999))。 

４）未熟の新鮮バナナは、ラットを用いた実験で、人工的な胃粘膜障害を抑制した。単一の成分による
い保護作用ではなく、複合的な作用であると考えられる (Dunjic, B. S. et al.: Green banana 
protection of gastric mucosa against experimentally induced injuries in rats. A multicomponent 
mechanism? Scand. J. Gastroenterol., 28(10): 894-898 (1993))。 

 
２－５．パイナップル 
２－５－１．主な栄養成分 

カリウム、銅、マンガン、食物繊維 
２－５－２．含有される主な成分 

ブロメリン、食物繊維 
２－５－３．機能性 
（１）疫学研究 

１）ブロメラインはパイナップル茎から抽出されるシステイン分解酵素である。ブロメラインはタンパク分
解活性の他に、抗浮腫、抗炎症、抗血栓、血栓溶解作用などの他、血液中の接着分子や血管内
皮細胞の機能を変化させたり、免疫系細胞とサイトカイン生成の調節・活性化に関係したりするなど、
種々の生理活性を有している。茎由来の酵素と構造上の違いはあるが、この酵素は果肉にも含ま
れているので、同様な活性を持つことが考えられる。報文数も多数あるので総説をあげる (Maurer, 
H. R.: Bromelain: biochemistry, pharmacology and medical use. Cell. Mol. Life Sci., 58(9): 
1234-1245 (2001))。 

（２）動物試験 
１）がん細胞（ザルコーマ L-1）をブロメリンとともに培養した後、マウスに接種しがん細胞の増殖を調べ

たところ、腫瘍の形成や転移がコントロールに較べ抑制された。またがん細胞接種後ブロメリンを与
えたところ腫瘍の形成が抑制された (Beuth et al.: Modulation of murine tumor growth and 
colonization by bromelaine, an extract of the pineapple plant (Ananas comosum L.). In Vivo, 19(2): 
483-485 (2005))。  

（３）試験管試験 
１）テトラハイドロ－β－カルボリン類は、ほ乳類の体内に見いだされるアルカロイドである。パイナップル

やバナナにもテトラハイドロ－β－カルボリン類が含まれている。テトラハイドロ－β－カルボリン類は
抗酸化活性やフリーラジカル消去活性があることから果実摂取後吸収され、体内でこれらの作用を
示すことが示唆される(Herraiz, T. et al.: Tetrahydro-beta-carboline alkaloids occur in fruits and fruit 
juices. Activity as antioxidants and radical scavengers. J. Agric. Food Chem., 51(24): 7156-7161 
(2003))。 

２）果物の抗酸化活性を調べたところ、パイナップルは果実の中でも比較的強い抗酸化活性を有して
いる (Murcia, M. A. et al.: Evaluation of the antioxidant properties of Mediterranean and tropical 
fruits compared with common food additives. J. Food Prot., 64(12): 2037-46 (2001))、(Sun, J. et al.: 
Antioxidant and antiproliferative activities of common fruits. J. Agric. Food Chem., 50(25): 
7449-7454 (2002))。 

（４）その他の文献 
１）パイナップル葉のエタノール抽出物は、糖尿病ラットの血糖値、トリグリセリド、総コレステロール、

LDL-コレステロール、糖化アルブミンレベルを有意に下げる一方、HDL-コレステロールレベルを有
意に上昇させ、体重減少、血中・脳・肝臓・腎臓での脂質酸化を抑えた (Xie, W. et al. : The effects 
of Ananas comosus L. leaves on diabetic-dyslipidemic rats induced by alloxan and a 
high-fat/high-cholesterol diet. Am. J. Chin. Med., 33(1): 95-105 (2005))。植物由来の糖尿病治療薬
としての可能性が示唆される。 

２）タイ国バンコックにおいて糖尿病患者が食べている 6 種の一般的な果実（ドラゴンフルーツ、ドリアン、
グアバ、ロンガン、マンゴー、パイナップル）の植物成分と食物繊維を調べたところ、食物繊維を最
も多く含む果実はグアバ、植物成分を最も多く含む果実はパイナップルであった (Nitithan, S. et 
al.: Phytate and fiber content in Thai fruits commonly consumed by diabetic patients. J. Med. Assoc. 
Thai., 87(12): 1444-1446 (2004))。 

 
２－６．パパイア 
１．主な栄養成分 

カリウム、ビタミン A（カロテン）、葉酸、ビタミン C 
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２－６－２．含有される主な成分 
フェニルプロパノイド、カロテノイド、ベンジルイソチオシアネート、パパイン 

２－６－３．機能性 
（１）疫学研究 

１）インドで行われた食事と胆のうがんに関する症例対照研究で、パパイアは他のいくつかの果実類と
ともに胆のうがんの予防効果があると考えられた (Pandey, M. et al.: Diet and gallbladder cancer: a 
case-control study. Eur. J. Cancer Prev., 11(4): 365-368 (2002))。 

２）ヘルニアによる腰座骨神経痛の患者に、パパイア由来のタンパク分解酵素を椎間板に注射すること
で、十分な成績を得たという報告がある (Troisier, O. et al.: The treatment of lumbosciatica by 
intra-discal injection of proteolytic enzymes (nucleolysis). Nouv. Presse. Med., 9(4): 227-230 
(1980))。 

３）ヒト乳頭腫ウイルスの持続的感染と食事の関係を調査した結果では、パパイアの摂取と持続的な感
染とは逆の相関があるという結果が得られている (Giuliano, A. R. et al.: Dietary intake and risk of 
persistent human papillomavirus (HPV) infection: the Ludwig-McGill HPV Natural History Study. J. 
Infect. Dis., 188(10): 1508-1516 (2003))。 

４）タイバンコクで行われた結腸直腸がんのリスク要因に関する症例対照研究によれば、パパイアとバ
ナナはリスクを下げるという結果が得られた (Lohsoonthorn, P. et al.: Colorectal cancer risk factors: 
a case-control study in Bangkok. Asia Pac. J. Public Health., 8(2): 118-122 (1995))。 

（２）動物試験 
１）未熟パパイアのエタノール粗抽出は、高血圧モデルラットの血圧を低下させた。α－アドレナリン受

容体遮断作用を示す成分を含むためと考えられる (Eno, A. E. et al.:  Blood pressure depression 
by the fruit juice of Carica papaya (L.) in renal and DOCA-induced hypertension in the rat. Phytother. 
Res. 14(4): 235-239 (2000))。 

（３）試験管試験 
１）パパイアの芽の抽出物は、LDL の酸化を抑制した (Salleh, M. N. et al.: Inhibition of low-density 

lipoprotein oxidation and up-regulation of low-density lipoprotein receptor in HepG2 cells by 
tropical plant extracts. J. Agric. Food Chem., 50(13): 3693-3697 (2002))。 

２）パパイア種子抽出液は血管拡張作用がある。作用は種子成分の一つであるベンジルイソチオシア
ネートによるものと考えられる (Wilson, R. K. et al.: Effects of papaya seed extract and benzyl 
isothiocyanate on vascular contraction.Life Sci., 71(5): 497-507 (2002))。 

３）グルタチオン－S－トランスフェラーゼ（GST）は体内に取り込まれた物質の解毒酵素として知られてい
る。GST を誘導することで有害物質の排泄を早める効果が期待できる。果実類の GST 誘導活性を
細胞を用いた実験でスクリーニングしたところ、パパイアとアボカドに強い活性が認められた。パパ
イアの活性成分はベンジルイソチオシアネートであった  (Nakamura, Y. et al.: A glutathione 
S-transferase inducer from papaya: rapid screening, identification and structure-activity relationship 
of isothiocyanates. Cancer Lett., 157(2): 193-200 (2000))。 

（４）その他の文献 
１）パパイアにはがんのリスクを下げるという報告もある一方、ハワイにおける前立腺がんと果物・野菜摂

取に関する症例対照研究によれば、70 歳以上の男性ではパパイアの摂取と前立腺がんのリスクに
相関が見られたという結果が示されている (Le Marchand, L. et al.: Vegetable and fruit consumption 
in relation to prostate cancer risk in Hawaii: a reevaluation of the effect of dietary beta-carotene. Am. 
J; Epidemiol., 133(3): 215-219 (1991))。 

 
２－７．マンゴー 
２－７－１．主な栄養成分 

カロテン（ビタミン A）、ビタミン E、ビタミン B6、葉酸、食物繊維 
２－７－２．含有される主な成分 

カロテノイド（β－カロテン、ヴィオラキサンチン）、 
２－７－３．機能性 
（１）疫学研究 

１）インドで行われた食事と胆のうがんに関する症例対照研究で、マンゴーは他のいくつかの果実類と
ともに胆のうがんの予防効果があると考えられた (Pandey, M.: Diet and gallbladder cancer: a 
case-control study. Eur. J. Cancer Prev., 11(4): 365-368 (2002))。 

（２）動物試験 
１）マンゴー樹皮の抽出液にはマンギフェリンなどのキサントン類が含まれている。マンギフェリンには

多くの生理活性が見いだされており、抗炎症作用や鎮痛作用などの機能が検証されている 
(Garrido, G. et al.: Protection against septic shock and suppression of tumor necrosis factor alpha and 
nitric oxide production on macrophages and microglia by a standard aqueous extract of Mangifera 
indica L. (VIMANG). Role of mangiferin isolated from the extract. Pharmacol. Res., 50(2): 165-172 
(2004))、(Garrido, G. et al.: In vivo and in vitro anti-inflammatory activity of Mangifera indica L. 
extract (VIMANG). Pharmacol. Res., 50(2): 143-149 (2004))、(Leiro, J. et al.: An Anacardiaceae 
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preparation reduces the expression of inflammation-related genes in murine macrophages. Int. 
Immunopharmacol., 4(8):991-1003 (2004))、(Garcia, D. et al.: Modulation of rat macrophage 
function by the Mangifera indica L. extracts Vimang and mangiferin. Int. Immunopharmacol., 2(6): 
797-806 (2002))。マンゴー果実の場合、マンギフェリンは果肉には微量含まれるだけであるが、果
皮には多く含まれている。 

２）ストレプトゾトシンによる糖尿病ラットを用いた動物実験では、マンギフェリンの摂取は血清グルコー
スレベル、総コレステロール、トリグリセリド、LDL－コレステロールレベルを下げ、HDL－コレステロー
ルレベルを上昇させる等の作用があり、高脂血症を伴う糖尿病や心臓血管系の合併症の治療に有
用であると考えられる  (Muruganandan, S. et al.: Effect of mangiferin on hyperglycemia and 
atherogenicity in streptozotoci diabetic rats.J. Ethnopharmacol., 97(3): 497-501 (2005))。 

３）トリテルペン類の一種であるルペオールはマンゴーにも含まれているが、マウス皮膚がんの発生を
抑制した (Saleem, M. et al.: Lupeol modulates NF-kappaB and PI3K/Akt pathways and inhibits skin 
cancer in CD-1 mice.Oncogene, 23(30): 5203-5214 (2004))。 

（３）その他の文献 
１）食物繊維やポリフェノールは LDL－コレステロールを下げ動脈硬化を予防する効果がある。熱帯果

実のこれらの含量を調べたところ、完熟マンゴーは食物繊維やポリフェノールともに高い値を示した。
マンゴーは動脈硬化の予防に望ましいと考えられる (Gorinstein, S. et al.: Comparative content of 
total polyphenols and dietary fiber in tropical fruits and persimmon.J. Nutr. Biochem., 10(6): 
367-371 (1999))。 

 
３．果実成分の分析 
３－１．なぜ分析するか 
 
成分を高濃度で含有する品種を探す． 
成分分布から，分類学的な知見を得る． 
成分育種の素材を探す． 
望ましくない成分の存在を知る． 

薬物相互作用を示す物質を評価する． 
 

３－２．分析手法 
 
酵素反応を利用した分析 

糖類，有機酸類 
高速液体クロマトグラフ法 

個々の成分を正確に定量することができる． 
ただし，複雑な成分系だと困難を伴うことがある．HPLC－MS／MS などを利用する． 
標準品がないと定量はできない． 

ガスクロマトグラフ法 
揮発性成分．糖類等も揮発性の誘導体にして分析可能．高分解能．GC－MS 

個々の成分を特定しないが，抗酸化能力などを評価する 
ポリフェノール類：フォリンチオカルト法 
ラジカル消去能：DPPH 法，ORAC（Oxygen radical absorbance capacity）法 
 

３－３．分析方法の例 
 
別添参照 
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（別添）カンキツ果実のフラボノイドの分析 

 
はじめに 
 カンキツは Citrus（ミカン）属，Fortunella（キンカン）属，Poncirus（カラタチ）属の総称として使われる．ミカ

ン属，キンカン属の果実は食用とされる他，ウンシュウミカンなどの未熟果実あるいは成熟果実の果皮は，

枳実，陳皮，橘皮の名で古来より薬用として用いられている．カンキツ類は表１に示す様に多様な成分を含

んでいる．この中でもフラバノン配糖体およびフラボン配糖体を主とするフラボノイド配糖体の含有量は高

い．フラバノン配糖体はアグリコン部分として，ヘスペレチン，ナリンゲニン，イソサクラネチン，エリオジクチ

オール，糖部分としてルチノースとネオへスペリドースが知られており，これらの組み合わせから 8 種類の配

糖体ができる．ネオヘスペリドースをもつフラバノン配糖体のナリンジンとネオヘスペリジンは苦味を有して

おり，グレープフルーツの苦みはナリンジンによる．このようにカンキツに含まれるフラバノン配糖体は食味

に関係するフラボノイドであり，また後述する様に機能性も期待される成分であることから，品種間差異や栽

培条件が含有量におよぼす影響など，その評価は重要である．本項では高速液体クロマトグラフ法による

フラバノン配糖体分析方法を紹介する． 
 
準備するもの 
1. 装置 
・高速液体クロマトグラフ（HPLC）装置：送

液ポンプ（２液グラジェントの可能な機種），

デガッサー（あるいは背圧装置），オートサ

ンプラー，カラム恒温槽，紫外線検出器の

ぞましくはダイオードアレイ検出器，データ

処理装置． 
・カラム：オクタデシル基化学結合型シリカ

を充填した逆相系カラム（製品名に ODS あるいは C18 が含まれる場合が多い）を使用する．本分析例では

YMC ODS-M80 を用いているが，各社から販売されている標準的な製品であれば，条件設定にさほど大き

な差を生じないと考える． 
・ホモジナイザー（ポリトロンなど） 
・遠心分離器（10000rpm，1.5ml，50ml のチューブが使用出来ると都合が良い） 
・器具：分液ろうと，メスフラスコなどのガラス器具 
・凍結乾燥機 

 

2. 試薬 

・溶媒：特級アセトン，特級メタノール，特級酢酸エチル，特級エタノール，HPLC 用メタノール，HPLC 用ア

セトニトリル，高純度精製水，特級リン酸 
・標品：主要なフラバノン配糖体については市販品がある．これらの純度は，HPLC分析用として保証されて

いない場合があることを考慮する必要がある． 
 
3. 消耗品 

・分析試料濾過用シリンジフィルター（ポアサイズ：2.0μm）．細胞壁の破砕物を多く含む場合，通常のフィ

ルターではすぐ濾過不能になるので，植物抽出液をそのまま濾過できるように特殊処理されたフィルターが

表１．カンキツ類に含まれる成分 

グループ名 具体的な成分名 

カロテノイド β-カロチン，β-クリプトキサンチンなど 

フラボノイド ヘスペリジン，ナリンジン，ノビレチンなど 

クマリン オーラプテンなど 

リモノイド リモニン，ノミリンなど 

フェニルプロパノイド クロロゲン酸など 

アクリドン  

抗酸化ビタミン アスコルビン酸，トコフェロール 

テルペノイド リモネンなどの精油，植物ステロール 

アミン，アミノ酸 シネフリン， 環状ペプチド 

脂質 グリセログリセロールエステルなど 
ぺクチン  
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市販されているのでそれを用いると良い． 
 

プロトコール  
１. 試料 

試料として，果汁，生の試料，乾燥試料など目的に応じて使い分ける． 
・果汁試料：果汁は，レモン搾り器や果汁搾り器，ミキサーなどで得る．この時不溶性成分を取り除くために

超高速遠心機に付すと後の濾過処理がしやすい．この時沈殿物に目的とする成分が吸着されている場合

もある．沈殿物を水等で再度抽出し，再抽出が必要かどうかを確認しておく必要がある． 
・生試料：果皮，じょうのう膜，果肉を生の状態で抽出する場合は，水あるいはメタノール-水系を加えてホモ

ジネートにより成分を抽出する．ホモジナイズ後，不溶物を超遠心機にて可能な限り沈殿させ，沈殿物を抽

出液で洗った後，合わせて試料の 10 倍程度の定容とする．ホモジナイズしたものをそのまま定容とし，分析

試料とする方法もある．固形物が含まれるが通常大きな誤差にはならない．なお，成分によっては，水，メタ

ノールに難容性である場合がある，適切な抽出溶媒を検討する．カンキツの場合ヘスペリジンがその例で

あり，ジメチルスルホキシド/メタノール（1:1）などは有用な抽出溶媒の一つである． 
・凍結乾燥試料：試料の保存を考えると乾燥試料が便利である．また成分が微量な場合，水分を除去でき

るので 10 倍程度の濃縮が行える．凍結乾燥法が成分の分解が少ないので望ましい．以下例を示す．カン

キツは，じょうのう膜（内果皮）で包まれたままだと乾燥しにくいので，全果をナイフで荒切りした後凍結乾燥

を行う．乾燥前に果皮を剥く操作は油室を破壊し，精油に含まれる成分を失う可能性があるので，乾燥後，

果皮と果肉と種子にわけ各々を細切する方が良い場合もある．乾燥試料の場合，乾燥状態によって分析

値にばらつきが出る．秤量直前まで乾燥機，デシケーター中に保存しておくことが望ましい．また凍結乾燥

では，減圧操作により果皮精油中の低沸点の成分が揮発することを考慮する必要がある．乾燥試料の一

定量を精密に量るが，量り取る量が少ない場合，十分に粉末化した試料を用いないとサンプリングに偏りが

でる．抽出の方法は，生の試料に準ずる． 
・加工品：ジャム，ゼリー，アメ，菓子類等の場合，水を加えホモジナイズ後定容とし，フィルター濾過を行い

分析試料とする．凍結乾燥できる場合は，乾燥後抽出する方が成分の濃縮ができるので扱いやすい．糖が

多い場合は，メタノール-水系で抽出すると糖が試料表面に析出し，分析対象成分の抽出効率が低くなる

場合があるので注意する． 
 
2. 分析条件 

 カラム：YMC ODS-M80（粒子径 4μm，150mm×4mm i.d.，ワイエムシィ社），溶媒系：メタノール/20mM 
リン酸，溶出液組成：最初の 5min 間メタノール濃度 20%，その後 45min 間で 20%から 45%まで直線的に

組成を変化させる．溶媒組成，濃度勾配等はカラムの種類によっては若干の修正が必要となる場合がある．

カラム温度：40℃，注入量：5.0μl，流量：1.2ml，検出：UV 波長 286nm．定量法：絶対検量線法で定量を行

う．あらかじめ試料に予測される最高濃度と何段階かに希釈した濃度の標準液を作成し，直線性を確認し

ておく．通常は原点を通過する．フラボノイドなどフェノール基を持つ物質の分析の場合，解離を抑えるた

めに溶出液を酸性条件とする．リン酸緩衝液を用いる場合が多いが，リン酸酸性でも問題のない分離を得

ることが出来る．フラバノンは，2S 体として生合成されるが，生成後自然にあるいは加工処理によりラセミ化

し 2R 体と 2S 体の混合物となる．特に 4’位が遊離の水酸基である場合ラセミ化しやすい．糖が結合している

のでジアステレオマーとなるが，通常のカラムでは分離はしない．溶出液で用いるリン酸溶液は，微生物の

繁殖を起こしやすいので毎日交換することが望ましい．また，フラボノイドの種類，共存する成分との分離状

態，カラムの種類によっては，溶媒系をメタノールからアセトニトリルに変えた方が分離等が良好になる場合



 - 85 -

もあるので確認をした方が良いと考える．アセトニトリルは溶出力が強いので，アセトニトリルの組成比を下

げる必要がある．  
3. プロトコールのポイント 

・水で抽出する場合は，微生物の繁殖に注意が必要である．抽出後は凍結しておき要時解凍し分析すると

良いだろう．またオートサンプラーは冷却機能のあるものが望ましい． 
・抽出溶媒に，メタノール/ジメチルスルホキサイド（1:1）で抽出すると，配糖体からアグリコンまで抽出可能で

ある．本溶媒の場合，HPLC 装置への試料注入量が多いとピーク形状が分裂したりブロードになったりする

ので，注意が必要である．なお，溶媒の毒性等取扱に注意を払う． 
・内部標準法は，複雑な成分組成に重ならない物質を選ぶのが困難であり，また抽出方法も単純なため，

取り入れる必要はないと考える． 
・カンキツの場合，特にじょうのう膜にはペクチンが多く含まれるので，水を加えてホモジナイズするとゲル状

になり，かなり希釈しないと濾過ができない．じょうのう膜のフラバノン含有量は多いことから分析上の問題

はないと思われる． 
・分析方法の妥当性は，変動係数CV(%)=（標準偏差/平均）×100で判断する．CV値がどの程度なら実験

の精密さ（ばらつき，精度）が確保できているかは目的による．同一サンプルを同じ装置で繰り返し測定した

際の CV 値は通常数％以下であるが，数値が大きい場合は装置に問題がある．オートサンプラーの不具合

（吸引部の異常，ニードルの先端がサンプル瓶の底にあたっているなど），サンプル瓶中の溶液の不均一

（凍結サンプルを解凍した場合）などが考えられる．同一

試料から複数回抽出した分析試料の CV 値が大きい場

合は，多くの場合抽出方法に問題があると考えられる．

植物成分の場合，組織中からの抽出になるため，残渣

を何回か抽出しないと完全に抽出されない可能性があ

る．複雑な植物成分の分析では，共存成分が種ごとに

異なる可能性があり，妨害ピークとして対象ピークと重な

る可能性もあるので，純度確認のためにフォトダイオード

アレイ検出器で標準品のスペクトルと比較することが望ま

しい．正確さ（真の値からのずれ，真度）の評価は難しい

が，精密さが良い分析であれば，迅速分析，管理分析と

して利用価値がある．多くの植物成分の分析は，これに

あたるといえる．フラボノイドやカロテノイドなどの植物成

分の分析で，論文ごとに大きく数値が異なる場合がある

のは，栽培法や栽培地，収穫時期などによって異なるだ

けでなく，分析方法の正確さが異なることも含まれている

と考えられので，他のデータと数値を比較する際には注

意が必要である． 
 
分析例 
 カンキツ中のフラバノン配糖体を分析し，キンカン属と

キンカン属とミカン属の雑種と考えられる C. madurensis
（シキキツ）がミカン属と異なるフラボノイド組成を持つこと

を明らかにした例を示す 1）．ミカン属は図１に示すように，

C. grandis

C. junos

C. unshiu

C. tachibana

C. madurensis

F. hindsii

F. margarita

1
2 

3 
4 

5 

4030 20 100 min

C. aurantium

図１．カンキツフラバノン配糖体の分離例
1，ナリルチン；2，ナリンジン；3，ヘスペリジン；4，ネ
オヘスペリジン；5，3’,5’-ジ-C-グルコピラノシルフロ
レチン． 
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ナリンジンを含む C. grandis（ブンタン），ナリンジン，ネオヘスペリジンを含む C. aurantium（サワーオレン

ジ），4 種をすべて含む C. junos（ユズ），ナリルチンとヘスペリジンを含む C. unshiu（ウンシュウミカン），ヘス

ペリジンを含む C. tachibana（タチバナ）の 5 つのパターンに分けられる．キンカンにはナリルチンが含まれ

るとする報告が多かったが，ピーク 5 は 3’,5’-ジ-C-グルコピラノシルフロレチンであり，キンカン属はミカン属

に含まれるフラバノン配糖体を含まないことを示している．また，シキキツは，3’,5’-ジ-C-グルコピラノシルフ

ロレチンを含み，同時にフラバノン配糖体も含むことから，ミカン属とキンカン属の雑種である可能性を植物

化学分類学的に示している． 
 
終わりに 
 毎日果物 200 グラム運動や 5-A-Day 運動は，果実は健康維持に重要であり積極的に食べることを推奨し

ている．多くの疫学研究で，果物の摂取量と心臓病・脳卒中の罹患率に負の関連があることが示されてい

るからである 2, 3, 4）．血管の病変が関係する疾病の要因の一つとして，LDL-コレステロールの増加があげら

れる．カンキツ果汁の摂取と生化学指標の改善との関係に関する研究で，グレープフルーツあるいはオレ

ンジジュースを高コレステロール血症ウサギに与えると，血清中の LDL-コレステロールおよび肝コレステロ

ール濃度が低下することが示されていること 5），またコレステロール投与ラットにおいて，血清中のコレステロ

ールの減少や，コレステロール合成系酵素の活性が低下していることが示されている 6）.ヒトでのオレンジジ

ュース摂取試験では，HDL-コレステロールの増加作用が認められている 7）. カンキツ中のどの様な成分が，

このような効果に結びついているのか興味あることであるが，フラバノン配糖体の含有量が高いことから，そ

の作用について研究が行われており，たとえば，肝細胞を用いた実験において，ヘスペリジンやナリンジン

のアグリコンであるヘスペレチンおよびナリンゲニンはコレステロール合成系を抑制することが知られている
8）．このようにカンキツに含まれるフラバノン配糖体は，健康機能性と大きく関わると考えられ，それらの含有

量は重要な評価項目である．フラバノン配糖体の分布と含量は，カンキツ類の品種・系統間で大きな違い

がある．田中長三郎は形態学的な特徴から Citrus 属をいくつかのグループ分けているが 9），この分類とフラ

バノン配糖体の分布はよく一致していることから，由来不明な地方品種のフラバノン配糖体の分布や含有

量による類縁関係の推定にも応用可能である．田中諭一郎は，田中長三郎の分類をもとに，日本産あるい

は導入されたカンキツを詳しい記載とともに図譜としているので参考にされたい 10）． 
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果実の機能性成分の疫学的研究 
 

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

果樹研究所 健康機能性研究チーム 杉浦 実 

 

１．はじめに 

 わが国における果物の摂取量は、総務省の家計調査によれば、１人当たり１日平均 87 グラムに

過ぎず、欧米先進国の半分以下です。果物にはエネルギー源となる糖質以外にも、ビタミン・ミ

ネラル・食物繊維が豊富に含まれ、更には、近年その生理機能が明らかになってきているカロテ

ノイドやフラボノイド類等の植物性二次代謝産物も豊富に含まれています。このような果物の摂

取は、野菜と同じくらいにがんや心臓病等の生活習慣病の予防に有効であることが、近年の疫学

研究により明らかにされてきました。1991 年(平成 3 年)に始まった「5 A DAY」運動にみられる

ように、毎日 400～800 グラムの果物と野菜を摂取することで生活習慣病を予防しようという取り

組みが欧米で拡大していますが、我が国でも健康増進と生活改善を図ることを目的に、文部省(文

部科学省)、厚生省(厚生労働省)、農林水産省の 3省合同による「食生活指針」、「果物のある食生

活推進全国協議会」による「毎日くだもの 200 グラム運動」等、科学的根拠に基づく果物摂取と

健康増進の啓発運動が展開されています。 

本日の研修では果物と健康をテーマに、近年報告されている国内外の疫学研究の成果と現在、

果樹研究所健康機能性研究チームで取り組んでいる三ヶ日町研究の成果についてご紹介させてい

ただきます。 

 

 

２．果物とがん 

1997 年に世界がん研究財団、米国がん研究所から発表された「食物、栄養とがん予防：国際的

な展望」では、研究事例が不足している臓器を除き、多くの臓器で果物・野菜の摂取ががん予防

に役立つと結論していました 1)。ところが最近のより研究精度の高い大規模な調査では必ずしも

このような効果が認められないとする結果が報告されるようになってきました。WHO（世界保健機

構）と FAO（世界農業食料機構）による食物・栄養と慢性疾患予防に関するエキスパート・コン

サルテーションの報告によれば、果物と野菜のがん予防効果の評価は、「食物、栄養とがん予防：

国際的な展望」では「確実にリスクを下げる」という評価から「可能性大」というように 1 ラン

ク低くなっています 2)。このように最近欧米から報告される大規模な疫学研究では発がんリスク

の軽減効果を認めなかった例が少なくありませんが、日本ではどうでしょうか。これまで日本国

内での疫学研究の報告は少なかったのですが、近年、厚生労働省研究班による多目的コホート研

究（JPHC study）と文部科学省科学研究費による大規模コホート研究（JACC study）の成果が相

次いで発表されるようになってきました。ここでは日本人に多い、胃がん、肺がん、大腸がんに

ついて最近の知見をご紹介するとともに、日本のミカンに特徴的に多いβ-クリプトキサンチンの

がん予防効果の可能性について考えてみたいと思います。 

 

2-1）胃がん 

 JPHC Study は、岩手・秋田・長野・沖縄に住む 40-59 歳の男女 39,993 人を対象に行われまし

た。食品との関連を解析した結果、果物を「週 1日未満」しか食べないグループを 1にした場合、

「週 1-2 日」食べるグループの胃がん発生率は 0.68 に下がり、「週 3-4 日」では 0.67、「ほとん

ど毎日」では 0.70 に下がっていました 3)。ところが、胃がんの発生率は「週 1日未満」のグルー

プに比べて、「週 1-2 日」以上のグループでは、いずれも大きな違いは無いという結果でした。こ

の研究では「週 1日未満」のグループは全体の 8%ほどで、胃がんのリスクが高いのはこのような

少ないグループであり、それ以外の大多数では果物の摂取頻度が増えても胃がん発生のリスクと

は関係ないことになります。一方、52市町村の 40-79 歳の男女 110,792 人を対象にした JACC Study

では胃がんによる死亡率と果物・野菜の摂取頻度とに全く関連は認められなかったと報告してい

ます 4)。胃がん予防に必要な果物や野菜の摂取量がどれくらいなのか、今後のコホート研究の結

果が待たれます。 
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2-2）肺がん 

 がんの中でも肺がんは胃がんと並び多いがんです。肺がんのリスク要因は数多くありますが、

中でも特に喫煙は肺がんのリスクを高めることが明らかになっています。欧米３カ国の男性喫煙

者 1,578 人を対象にした研究では、果物の摂取頻度を３段階に分け解析した結果、あまり食べな

いグループのリスクを１としたときの中程度摂取群のリスクは 0.56、よく食べる群では 0.69 と

有意に低かったと報告しています 5)。一方、日本での調査である JPHC Study では肺がんと果物摂

取に関連は認められなかったと報告していますが 6)、JACC Study では男性の喫煙者において肺が

んのリスクを低減したと報告しています 7)。興味深いことにミカン類を週に３～４回以上食べて

いるグループでは、月に１，２回未満のグループに比べて肺がんのリスクがおよそ 25%低下した

と報告しています。がんの中でも特に肺がんについては果物の予防効果が多くの研究で認められ

ています 8-10)。 

 

2-3）大腸がん 

 果物・野菜には食物繊維が豊富に含まれるためにこれまで大腸がんの予防に有効だろうと考え

られてきましたが、残念ながら最近の欧米における疫学研究ではリスクを下げないとする報告が

多くなってきました。日本の調査でも JPHC Study の結果では、果物の摂取量と大腸がんに関連は

認められなかったことが報告されました 11)。 

 

2-4）果物でがんは予防できるのか？ 

 これまでがんに有効と考えられてきた多くの研究に対し、近年、関連が認められなかったとす

る研究は、調査手法・規模ともにそれまでの研究と比較してより精度の高い研究の結果です。で

は果物はがん予防に効果が期待出来ないのでしょうか？「はじめに」で書きましたように WHO と

FAO はおそらく予防的としています。また、国際がん研究所の報告では、これまでの疫学研究・

実験研究をまとめ、果物摂取はがんに対して予防効果の可能性はあると評価しています。国内の

大規模な調査でも胃がんや肺がんに対して予防効果は認められており、また多くの循環器疾患の

予防に有効であることが判明しているため、果物の摂取は奨励すべき生活習慣であることに変わ

りはありません。 

 

2-5）β-クリプトキサンチンとがん予防 

果物・野菜にはα-カロテンやβ-カロテン、リコペンといったカロテノイド色素が豊富に含ま

れており、ミカンにはβ-クリプトキサンチンが特徴的に豊富に含まれています。これらのカロテ

ノイド類は活性酸素の害から体を守る働きがあり、がんに対して予防効果があるのではないかと

以前から考えられていました。ところがβ-カロテンのサプリメントを投与した大規模な臨床試験

では逆に喫煙者の肺がんリスクを高めるという結果が相次ぎ、カロテノイドのがん予防について

の研究は期待を裏切る結果となってしまいました 12, 13)。一方、最近の疫学研究では、β-クリプ

トキサンチンがある種のがんに対して優れた予防効果があるのではないかとする研究結果が相次

いで報告されるようになってきました。 

これらの研究では食事から摂取したβ-クリプトキサンチンの量を推定し、がんのリスクとの関

連を解析したもの、あるいは血中のβ-クリプトキサンチン濃度を測定してがんのリスクとの関連

を解析したものがあります。現在のところ、肺がんに対する予防効果は特徴的で、多のカロテノ

イドでは全く効果が無いのにβ-クリプトキサンチンの摂取量が多い、あるいは血中のβ-クリプ

トキサンチン濃度が高いグループで肺がんのリスクが低下したとする結果が相次いで報告されて

います 14-17)。興味深いのは喫煙者でのリスクを低下させることです。喫煙者では非喫煙者に比べ

て特に酸化ストレスに曝されており、このような酸化ストレスが亢進した状態では特にβ-クリプ

トキサンチン特有の効果があるのかもしれません。現在のところ肺がんとの関連を報告した論文

が最も多いですが、その他にも胃・食道がん、前立腺がん、子宮がん、大腸（直腸・結腸）がん、

乳がん、皮膚がん、膀胱がんとβ-クリプトキサンチンとの関連が報告されています。しかしなが

ら子宮頸部がんについての一部の論文 18, 19)が追跡研究の結果である他は、多くが症例対照研究や

コホート内症例対照研究という研究デザインによるもので、肺がん以外でβ-クリプトキサンチン

にがんのリスク低減効果が認められた大規模な追跡研究の結果は極めて少ないのが現状です。 

以上、これまでの研究結果を総括すると、β-クリプトキサンチンには肺がん、胃・食道がん、
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前立腺がん、子宮がんに対する予防効果が期待でき、特に肺がんに対して優れた効果が期待でき

そうです。これは果物あるいは柑橘類の摂取量が多いと肺がんのリスクを低下させるという結果

とも一致しており、β-クリプトキサンチンの豊富なミカンをはじめとする柑橘類の摂取は特に肺

がん予防に有効なのかもしれません。またβ-クリプトキサンチンはミカンをはじめとする柑橘類

に多く含まれていますが、これら柑橘類にはビタミンＣや柑橘特有のフラボノイド類が豊富に含

まれており、これらの成分の関与も考えられます。 

 

 

３．果物と高血圧・心臓病・脳卒中予防 

近年、果物の摂取により心臓病など循環器系の病気を予防できることが大規模な疫学調査から

明らかとなってきました。がんについては否定的な研究結果が相次いで報告されていますが、高

血圧や心臓病、脳卒中などの血管系疾患に対する果物の予防効果はほぼ確立したものとなってお

り、特に柑橘類にはその予防効果が高いことが多くの研究で認められています 20)。 

特に興味深い報告として、フランス人と北アイルランド人で心血管系疾患を有さない 50-59 才

の男性を 5 年間追跡調査し、果物・野菜の摂取と虚血性心疾患発症リスクとの関連を解析した

Dauchet らの報告があります 21)。この研究では、野菜類の摂取は虚血性心疾患発症リスクと全く

関連が無いのに、果物でも特に柑橘類の摂取量が多いほど、有意に発症リスクを下げたと報告し

ています。また Joshipura らはアメリカの医療職従事者である 34-75 才の男女 126,399 名を 8-14

年間追跡調査した結果、ジュースを含む柑橘摂取量の最も多いグループでの心筋梗塞発症リスク

が約 19％低下したと報告しています 22)。一方、虚血性脳梗塞の発症リスクとの関連を調べた報告

もあり、デンマークで行われた 54,506 名の男女を平均で約 3年間追跡調査した結果では、柑橘類

の摂取量が最も多いグループでの虚血性脳梗塞の発症リスクが 37％低下し、このような効果は野

菜では認められなかったと報告しています 23)。また最近、日本を代表する大規模疫学研究である

JPHC Study においても、果物を多く摂取グループにおいて、脳卒中・心筋梗塞の発症リスクが有

意に低下することが示されました 24)。この研究成果では、特に柑橘類に予防効果が認められたと

報告しています。 

柑橘類にはビタミン C やカロテノイド類のような抗酸化物質以外にもフラボノイドが多く含ま

れており、特にミカンやオレンジ、グレープフルーツにはヘスペリジンやナリンギンが豊富です。

これらフラボノイド類の循環器系疾患に対する予防効果についての疫学研究報告が多くあり、代

表的な報告としては、Knekt らはヘスペリジンとナリンギンのアグリコンであるヘスペレチンと

ナリンゲニンの高摂取群において脳血管性疾患のリスクが約 20%低下したと報告しています 25, 26)。

また血中ホモシステインの上昇は動脈硬化の危険因子であることが明らかとなっていますが、柑

橘類に豊富な葉酸の摂取はメチオニン代謝異常からくるホモシステインの上昇を抑制するため、

血管内皮障害の予防に有効と考えられます。葉酸を豊富に含有するミカン等の柑橘類の摂取は、

高血圧・動脈硬化の発症予防に有効でしょう。 

 

 

４．果物と糖尿病予防 

果物には果糖が比較的多く含まれ、その甘み故に肥満や高脂血症・糖尿病には良くないと捉え

られることが多いです。果糖と血清脂質、糖尿病に関する研究は多く行われていますが、通常の

食生活において摂取するレベルでは問題の無いことが明らかにされています。また、糖尿病患者

の食事指導においても毎日 80 kcal の果物（ミカンで約２個程度）は必要とされています。一方、

近年の疫学研究から、果物も野菜と同じように糖尿病の予防に有効かもしれないとする研究結果

が相次いで報告されるようになってきました。 

 米国で行われた 9,665 人を対象にした約 20 年間にわたるコホート研究により、果物と野菜の摂

取が糖尿病予防に有効ではないかとする結果が報告されました 27)。この調査では 20 年間の追跡調

査期間中に 1,018 名が糖尿病に罹患し、糖尿病発症のリスクと果物・野菜の摂取頻度との関連を

３つのグループに分けて解析しています。果物・野菜を殆ど食べないグループでの糖尿病発症の

リスクを１とした場合、毎日1～4サービング食べる女性グループでのリスクは0.80まで下がり、

毎日 5サービング以上食べる女性グループでは 0.54 まで下ったと報告しています。この研究では

果物と野菜をひとくくりにして質問していましたが、近年では果物や緑色野菜に着目した解析結
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果がフィンランドの研究グループから報告されました 28)。40 から 69 才の男女 4,304 名を 23 年間

追跡調査した結果です。この調査で最終的に 383 名が２型糖尿病を発症していましたが、食事調

査からそれぞれの食品の摂取量を５分割したところ、最も果物をよく食べるグループでの２型糖

尿病発症リスクは 0.69 まで下がり、緑色野菜の高摂取群での 0.69 とほぼ同じレベルまで２型糖

尿病の発症率が低かったと報告しています。これまで、糖尿病患者の血液中ビタミン・カロテノ

イド濃度が健常者に比べて有意に低いことが報告されており、このことからも果物は野菜と同様

に糖尿病予防に重要と考えられてきました。しかし、これら一連の研究は症例対照研究であり、

コホート研究で果物の糖尿病に対する予防効果の可能性を示したのはこれらの研究結果が初めて

です。 

 

 

５．果物と骨粗鬆症 

人の身体を支えている骨の量(骨密度)は成長期に増加し、20 歳前後に最大骨量に達し、それ以

降は徐々に低下します。遺伝的因子、環境因子ともに最大骨量と骨量減少速度に影響を及ぼすと

されていますが、女性は閉経後に急速に骨密度が減少します。また早期の閉経や両側卵巣摘出術、

さらに初潮が遅いこと、初潮から閉経までの期間が短いことも骨粗鬆症に対してリスクを高める

とされています。一方、近年の疫学研究から運動・喫煙・飲酒などの生活習慣加え、カルシウム

を豊富に摂取すること以外にも果物・野菜を積極的に摂るという食生活の改善によって骨密度の

低下をある程度抑制できるのではないかということが明らかにされつつあります。 

米国で行われた思春期発達段階の女児 56 名を対象に食事習慣と骨密度との関係を調べた報告

では、毎日３サービング以上の果物と野菜を食べる女児における骨密度はそうでない子供に比べ

て有意に高く、また尿中カルシウム排泄量や上皮小体ホルモンレベルも低いことから、子供の成

長期において健全な骨の発育には果物・野菜の摂取が重要であることを示しています 29)。一方、

北アイルランドで行われた 12 才と 15 才の成長期における少年少女 1345 名について、骨密度と果

物・野菜の摂取との関係について調べた報告では、特に 12 才の少女における骨の成長には果物の

摂取が重要であることを示しています 30)。またカナダで 8-20 才の幼年期から青年期の男女 152

名を 7 年間追跡調査した結果では、特に男の子でカルシウムの摂取量と運動量の他に果物や野菜

の摂取量が骨密度と有意に関連していたと報告しています 31)。これら３つの研究報告から、果物

の摂取が子供の発育段階から重要であることが伺えます。では成人以降ではどうでしょうか？イ

ギリスで行われた閉経前の健康な女性 994 名を調査した結果では、牛乳と果物の摂取が少ない女

性では、摂取量の多い人に比べ、骨密度が低いと報告されています 32)。一方、この研究よりも更

に詳細に調べた報告として、閉経前と閉経後における骨密度の減少を 891 名の女性について追跡

調査した結果が報告されています。食事調査したデータをもとに栄養摂取量との関連を解析した

結果、果物・野菜に豊富に含まれているビタミン C・マグネシウム・カリウムの摂取量が多いと

骨密度の低下を抑制できたとしています 33)。同様に成人男性においても果物の摂取と骨密度に有

意な相関のあることが報告されています 34, 35)。 

以上の研究から、男女ともに骨の健康を保つために果物の摂取は重要と考えられます。 

 

 

６．果物とメタボリックシンドローム 

メタボリックシンドローム（Metabolic syndrome: 代謝症候群）とは、それまでインスリン抵

抗性症候群、シンドロームＸ、死の四重奏などと云われていた病態を整理統合し、心筋梗塞など

の心血管系疾患や糖尿病へのリスクを高める要因の集積（クラスタリング）とされています。こ

れらのリスク要因は食事や運動をはじめとする生活習慣と密接に関わっている生活習慣病であり、

近年の疫学研究から、食行動とメタボリックシンドロームとの関わりについて数多く報告される

ようになってきました。これらの研究では、調査対象集団の各被験者から食品摂取頻度調査等に

より各食品の摂取量や栄養素摂取量を推定した後、集団内における食行動を主成分分析によりパ

ターン化し、集積化されたそれぞれの食行動パターンとメタボリックシンドロームとの関連を解

析しています。あるいは各食品群の摂取量別にメタボリックシンドロームとの関連を検討してい

ます。近年多くの研究から、果物の摂取とメタボリックシンドロームリスクとの関連について報

告されるようになってきました。 
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Esmaillzadeh らは 40-60 才の女性 486 名に対する食行動調査の結果から、食事パターンについ

て主成分分析により３つの食行動に分類し、果物、果物ジュース、淡色野菜、トマト、緑黄色野

菜、全粒粉、豆類、家禽類、魚、低脂肪乳製品等の摂取が多く、高脂肪乳製品、バター、飽和脂

肪酸の摂取量が少ないという健康的な食行動パターンを有するほどメタボリックシンドロームの

リスクが顕著に低いことを報告しています 36)。メタボリックシンドロームのリスク低下には特に

果物の摂取量の関与が大きいとしています。またこの研究では健康的な食行動パターンでは全て

のリスク要因に有意な負の関連がみられましたが、特にインスリン抵抗性、肥満、高血圧と強い

負の関連が認められています。 

また個別の食品群の摂取量とメタボリックシンドロームとの関連を検討した報告もあります。

Yoo らは 19-38 才の男女 1181 名に対して食行動調査を行い、メタボリックシンドロームのリスク

が全く無いグループ、1-2 つのリスクを有するグループ、3つ以上のリスクを有するグループに分

け、低脂肪乳製品、高脂肪乳製品、精製粉、全粒粉、果物・果物ジュース・野菜、ポテト等の各

食品の摂取量を推定しました。その結果、リスクが多くなるほど摂取量が少なかったのは果物・

果物ジュース・野菜、低脂肪乳製品、ダイエット飲料でした。最もメタボリックシンドロームの

リスクと強い負の関連が認められたのは果物・果物ジュース・野菜であったと報告しています 37)。 

これらの研究から、メタボリックシンドロームのリスクには栄養摂取が大きく関わっており、

特に柑橘類をはじめとする果物の摂取はメタボリックシンドロームやその後に発症する心臓病や

脳血管系疾患の発症予防に有効である可能性が高いと考えられます。柑橘類をはじめとする果物

には、ビタミン・ミネラル・食物繊維以外にもカロテノイドやフラボノイドが豊富に含まれてお

り、近年、様々な生活習慣病のリスクと果物摂取との関連について多くの疫学研究結果が報告さ

れ、枚挙に遑がありません。特にメタボリックシンドロームの最終的なイベントである、心筋梗

塞や脳卒中の予防に柑橘の摂取が有効であることが多くの研究で明らかになりつつあり、柑橘類

には野菜だけでは補えない健康維持・増進効果があるものと考えられます。 

 

 

７．三ヶ日町研究から 

以上ご紹介しましたように近年の欧米を中心とする栄養疫学研究から、果物の摂取は野菜と同

じくらいにがんや心臓病、糖尿病、骨粗鬆症などの生活習慣病の予防に有効であることが明らか

にされつつあります。しかしながらこれらの栄養疫学的なエビデンスは十分でなく、特に日本人

を対象とした研究例は極めて少ないのが現状です。私たち果樹研究所はこれまで六千名余りの一

般消費者を対象にした自記式アンケート調査から、ミカンを高頻度に摂取している人達には糖尿

病、高血圧、心臓病等の生活習慣病の有病率が有意に低いことを見出してきました 38)。そこで我々

はミカンの健康効果をヒトレベルでより詳細に検討するため、国内有数のミカン産地住民約千人

を対象とした栄養疫学研究（三ヶ日町研究）を平成 15 年度より開始しました。本調査研究では、

ミカンの摂取量を定量的に評価出来る生体指標として、血清中β-クリプトキサンチンレベルをバ

イオマーカーに用い 39, 40)、糖尿病・肝疾患・動脈硬化・骨粗鬆症等・メタボリックシンドローム

等の生活習慣病との関連を縦断的に検討することでミカンの有用性をヒトレベルで明らかにする

ことを目的としています。これまでのベースラインデータを用いた横断的な解析から、ミカンを

たくさん食べ血中β-クリプトキサンチン濃度が高いグループでは、①飲酒者におけるγ-GTP の

上昇リスクが低い 41)、②高血糖者における肝機能障害リスクが低い 42)、③脈波速度で評価した動

脈硬化度が低い 43)、④インスリン抵抗性のリスクが低くい 44)、⑤閉経女性での骨密度が高い 45)、

⑥喫煙者のメタボリックシンドロームリスクが低い 46)、ことなどを明らかにしてきました。 

三ヶ日町研究は１０年間の追跡調査を予定しており、現在、毎年継続的に調査を行っています。

スタート開始時にご登録いただいた各被験者の生活習慣の変化や様々な健康指標の変化について

毎年データ収集を行い、ミカンの摂取がどのように生活習慣病の発症予防に役立っているのかに

ついて縦断的な解析を行っていきます。近い将来、ミカンが本当に健康維持増進に有効であるこ

との科学的な根拠を示せるのではないかと期待しています。三ヶ日町研究の成果に乞うご期待！ 
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写真－１ ウンシュウミカンの浮皮の発生状況

果実の鮮度保持技術 

健康機能性研究チーム 生駒吉識 
Ⅰ 鮮度保持技術 

１．鮮度保持のポイント 

 果実は野菜とともに水分含量が多く、他の農作物に比べて貯蔵、運搬の困難な腐敗性商

品である。このため鮮度保持技術は重要であるが、鮮度保持の成功のためには、以下の点

が重要であることが指摘されている。 
・果実の貯蔵で特に気をつけねばならないことは貯蔵性の高い果実を栽培管理によって

つくることである。いくら立派な貯蔵庫を作っても腐りやすい果実を貯蔵すれば貯蔵

は成功しない（伊庭慶昭、垣内典夫、福田博之、荒木忠治編著、果実の成熟と貯蔵、

養賢堂より引用）。 
 果樹研究所の杉浦ら（2004）は、温暖化が現時点で果樹生産にどのような影響を及ぼし

ているのかについて、全国規模のアンケート調査を実施し、カンキツに対する温暖化の影

響として、ハウスミカンの花芽分化の遅延、着色不良、生理落果の助長等の他に、果実に

発生する生理障害として、浮皮や水腐れ果の発生を指摘している。また、農林水産省生産

局は、平成 19 年６月 21 日に「品目別地球温暖化レポート」を策定し、ウンシュウミカン

に対する温暖化の影響と今後の対応方針について公表している。このレポートにおいては、

今後の対応方針として、特に、浮皮等の果実生理障害について、「発生機構の解明ならびに

既存の栽培管理手法と被害発生の関係解明」が重要であることを指摘している。 
 浮皮や水腐れは、果実の貯蔵性を低下させたり、腐敗させやすくする典型的な生理障害

で、このような生理障害が、温暖化条件下で一層多発するようになると、伊庭らが指摘し

ているように、「いくら立派な貯蔵庫を作っても腐りやすい果実を貯蔵すれば貯蔵は成功し

ない」ことになりかねない。 
 ここでは、カンキツ果実の鮮度保持のポイントとして、温暖化条件下で多発する懸念の

ある果実生理障害の浮皮、水腐れについて発生機構やその発生軽減対策について概説し、

貯蔵を成功させるための貯蔵性の高い果実の生産技術について考えたい。 
 
２．浮皮の発生要因と機構 

 浮皮とは、果皮と果肉が分離する現象が激

しくなった状態を示し、貯蔵・輸送中に腐敗

しやすい、味が淡泊になる等の問題がある（写

真－１）。 
 倉岡（1962）は、ウンシュウミカンの発育

過程の観察から、浮皮の発生は、アルベド組

織（果皮の白色のスポンジ状の組織）が崩壊

し、果皮と果肉の間に空隙が生じ（アルベド
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組織のぜい弱化、図

－１の第１段階）、そ

の後、果皮が水分を

吸収して膨潤し、果

皮と果肉の間の空隙

が増大（図－１の第

２段階）して進行す

ることを明らかにし

ている。また、河瀬

（1984a）は、温・湿

度条件と浮皮発現と

の関係について検討し、「湿度条件を同一にした場合には、高温区ほど浮皮発生が助長され

る」ことを明らかにした。この結果は、温暖化が進み、成熟期が高温で推移すると、浮皮

発生が多くなることを示唆している。 
 
３．浮皮発生に対するエチレンの関与の可能性 

 間苧谷ら（1983）は、①ウンシュミカン果実からのエチレン発生（エセホン処理により

エチレンを強制的に発生）に伴い、浮皮の発生が助長されること、②エチレン発生阻害剤

の処理や脱エチレン剤とともに収穫果を保存することにより、浮皮の発生が抑制されるこ

とを認めた。また、果皮の膨潤を促す高温（20℃）・多湿の容器内に果実を密封した場合で

も、容器内のエチレン濃度を低下させると、浮皮の発生を抑制できることを示した。この

結果は、浮皮発生過程において、果皮の膨潤（浮皮発生の第２段階）の前提に、アルベド

組織のぜい弱化（浮皮発生の第１段階）が必要であり、そのぜい弱化にエチレンが関与し

ていることを示唆している。しかし、高温等の温度条件が、エチレンの生成やそれに伴う

アルベド組織のぜい弱化にどのように関連するのかは明らかでない。 
 
４．浮皮発生の対応技術 

 浮皮の発生防止技術として、表－１のような薬剤の利用があげられる。  

アルベド組織の崩壊による果皮と果肉の間の空隙の発生

じょうのうに近い部分から始まり、漸次外側に
向かって進行し、フラベド層に達する。

果皮の水分吸収による膨潤と果皮と果肉の間の空隙の増大

雨露が付着した果実は水分を吸収し、膨潤。
その結果、果皮と果肉の間の空隙が増大。

第１段階

第２段階

図－１ ウンシュウミカンにおける浮皮発生の過程
（倉岡ら（１９６２）の報告より作図）

農薬の種類 農薬の名称 使用方法

カルシウム剤 炭酸カルシウム水和剤 クレフノン
収穫１か月前～収穫直前の時期に立
木全面に１回散布

カルシウム剤 塩化カルシウム・硫酸カルシウム水溶剤 セルバイン
８月下旬～10月中旬の時期に立木全
面に20～30日間隔で２～３回散布

オーキシン様活性物質 エチクロゼート乳剤 フィガロン乳剤
蛍尻期（１回目）とその２週間後（２回
目）に立木全面散布

表－１　ウンシュウミカンにおいて使用が認められている浮皮軽減に有効な生育調節剤

注）現在、農薬登録申請中のジベレリン・ジャスモン酸の混合処理については、この表には記載していない。
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（１）カルシウム剤の利用 

 カルシウム剤は、塩化カ

ルシウム、ギ酸カルシウム、

硫酸カルシウム、キレート

カルシウム等を主成分と

したものが、販売・使用さ

れている。 クレフノンは、

炭酸カルシウムを主成分

と し た 薬 剤 で 、 河 瀬

（1984b）は、果皮組織に

吸収されたカルシウムが、

果皮組織の軟化・ぜい弱化

を低く抑え、その結果、果

皮組織の吸水膨潤を起こ

りにくくする作用（生理的作用）と、炭酸カルシウム微粒子が気孔内部に入り込み、気孔

を閉じられないようにして、果実蒸散を促進する作用（物理的作用）等により、浮皮の発

生を抑制するとしている（図－２、河瀬． 1984b）。 
セルバインは、クレフノンとは異なり、塩化カルシウムと硫酸カルシウムを主成分とし

た薬剤で、クレフノンでは、果実に「白斑状の汚れ」が生じるのに対して、セルバインで

は、そのような汚れは発生しないという特徴を有する。この薬剤にもクレフノンと同様に

果皮を強固にする生理的作用と、果皮のワックス量を減少させ、果実蒸散を促進する作用

が浮皮軽減に影響していると考えられている（牧田．1998a）。 
以上のように、カルシウム剤は、いずれのタイプでも、生理的作用による果皮組織の硬

化と物理的作用による果皮からの蒸散促進により浮皮軽減効果を発揮していると考えられ

ており、浮皮軽減の有効な手段の一つとなっている。 
 
（２）エチクロゼート 

 エチクロゼートは、オーキシン様活性を示す。本剤は、浮皮の軽減作用だけでなく、ウ

ンシュウミカンの熟期促進剤としての作用も有する。ナフタレン酢酸もオーキシン様活性

を示すが、同剤は浮皮を助長する傾向があり、多数のオーキシン様物質の中で、熟期を促

進し、かつ浮皮を軽減する作用を有する物質は、エチクロゼート以外に知られていない（河

瀬ら．1985）。 
 エチクロゼートは、エチレンの生成阻害活性を有する物質に植物体内で代謝され、その

結果、この物質によるエチレン生成抑制作用を介した浮皮発生軽減効果が発現すると推定

されている（河瀬ら．1985）。 

炭酸カルシウム微粒子

カルシウム分の果皮吸収

果皮組織の硬化

気孔蒸散促進
（気孔開閉阻害）

クチクラ蒸散促進

果皮組織の蒸散促進

果皮組織内の水分制御による浮皮発現の抑制

図－２ 炭酸カルシウム水和剤による浮皮発生抑制機構
（河瀬（１９８４b）の図を改変して作成）

生理的抑制 物理的抑制



 - 97 -

 
（３）ジベレリンとジャスモン酸の混用 

 牧田ら（2004）は、９月４日にジ

ベレリン及びジャスモン酸を混用処

理すると、収穫時や貯蔵後のいずれで

も浮皮発生率が低下すること、収穫時

には処理果で着色の遅れが認められ

るが（写真－２）、貯蔵後には着色の

遅れはなくなることを示した（図－

３）。本結果は、貯蔵用果実に限定す

れば、ジベレリン及びジャスモン酸を

混用処理すると、着色不良を避けつつ、

浮皮発生を軽減できることを示して

いる。処理濃度については、総合的に

みてジベレリンの濃度は 3.3ppm もしくは 5ppm が適切とされている。その浮皮抑制効果

は非常に高く、現在農薬登録申請中の段階である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

処理部 無処理部

写真－２ ジベレリン・ジャスモン酸混合処理の着色抑制状況
注）処理後は着色は抑制されるが、貯蔵中に処理果

でも着色は進行し、無処理果と同程度になる。
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図－３ ジベレリンとジャスモン酸処理（９月４日）による浮皮軽減効果
（平成16年度常緑果樹関係除草剤・生育調節剤試験成績集録の牧田らの試験より作図）
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５．水腐れ症の多発の懸念 

水腐れ症（現場では‘やけ’と呼ばれるこ

とが多い）は、成熟したナツミカンやポンカ

ンの果皮に現れる生理障害で、果皮の老化が

かなり進行した段階で発生しやすい。ウンシ

ュウミカンには、基本的には発生しにくいが、

激しい浮皮果等の果皮の老化がかなり進んで

いるものでは、発生しやすくなる。このため、

浮皮だけでなく、それに続いて発生する水腐

れについても温暖化の影響が懸念される。事

実、近年、ウンシュミカンでの水腐れの発生

が多くなっているようである。 
水腐れは、果皮に雨水が付着すると、雨水が気孔から侵入し、そこから亀裂が発生する

（写真－３）ことが原因である（井上． 1967）。対応技術としては、果実の着色直後にジベ

レリン水溶液を散布することがあげられる。水腐れ症の発生しやすい「はるみ」、「不知火」

においては、ジベレリン散布が実用化されている（表－２）。ウンシュミカンに対するジベ

レリン処理については、現在研究段階である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真－３ 水分吸収により発生した亀裂の状況
（ウンシュウミカン）

農薬の種類 対象品種 使用時期 使用方法

ジベレリン液剤 はるみ
着色終期
（但し、収穫７日前まで）

果実に１回散布

ジベレリン水溶剤 はるみ
着色終期
（但し、収穫７日前まで）

果実に１回散布

ジベレリン水溶剤 不知火
着色終期
（但し、収穫90日前まで）

果実に１回散布

表－２　カンキツにおいて使用が認められている水腐れ軽減に有効な生育調節剤
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Ⅱ 機能性成分の向上技術 

１．カロテノイドの生理機能 

カンキツは、多くの植物の中でも最もカロテノイド組成が多様である植物の１種とされている。主と

して含有されるカロテノイドは、β－クリプトキサンチン、ビオラキサンチン等のキサントフィル類であ

るが、特に赤味の強い色の品種では、β－シトラウリンと呼ばれるＣが 30 個の特殊な構造を有する

カロテノイドも含有することが知られている。また、カンキツ類におけるカロテノイドの含量・組成は品

種による差が大きい。従って、品種によって、カロテノイドに基づく栄養・機能特性に著しい差が見

られる。その一例として、オレンジとウンシュウミカンの違いを挙げることが出来る。それぞれの果肉

の色は見た目には、大きく変わらず、カロテノイドの含有量そのものに大きな違いはないと考えられ

る。しかし、実際に分析してみると、オレンジではビオラキサンチン（ビタミンA効力なし）が主体にな

っているのに対して、ウンシュウミカンではβ－クリプトキサンチン（ビタミン A 効力有り）が主体とな

っており、ビタミン A 効力から見ると、ウンシュウミカンの方が顕著に高い。 

 このように、栄養・機能特性からみると、どのような種類のカロテノイドが蓄積されるのかが重要で

あり、さらに、今後カンキツ果実の栄養・機能特性を向上させていくためには、β－クリプトキサンチ

ンのような高機能なカロテノイドを多量に蓄積させるメカニズムの解明が必要となる。ここでは、カン

キツにおけるカロテノイド蓄積の多様性や、β－クリプトキサンチンの高含有化に有効な収穫後処

理技術の研究の現状を紹介したい。 

 
２．カンキツにおけるカロテノイドの多様性と共通性 

Matsumoto ら（2007）は、カンキツ類を代表する 40 品種を対象に果実に含有されるカロテノイ

ドを成熟期に経時的に分析した（表－３）。この 40 品種には、レモン、ライム、ブンタン、ユズ、ナツミ

品種分類
(カロテノイド集積特性)

JS-I
(低含有型)

JS-II
(VIO中含有型)

JS-III
(VIO、PHY高含有型)

JS-IV
(VIO中含有、PHY、 BCR高含有型)

FL-I
(低含有型)

(A)タヒチライム
(A)スイートレモン
(B)ユーレカレモン
(C)ヒラドブンタン
(C)レッドブラッシュGF
(C)マーシュGF
(C)キヌカワ
(D)ナルト
(D)キクダイダイ
(D)ヒュウガナツ
(D)カワバタ
(D)シュンコウカン
(E)ヘンカミカン
(F)カブチー

(C)ヤマミカン
(C)ハッサク
(D)ナツダイダイ
(D)アタニー
(D)ロクガツミカン
(D)ウジュキツ
(F)ヤツシロ

 FL-II
(PHY高含有型)

(E)ユズ (C)テング

 FL-III
(VIO高含有型)

(D)イヨカン (D)トロビタオレンジ
(D)ワシントンネーブル
(F)タチバナ
(F)シークワシャー

 FL-IV
(VIO、 BCR高含有型)

(B)ラングプールライム (D)タンカン (B)リモニア
(F)クネンボ
(F)ポンカン
(F)チチュウカイマンダリン
(F)オオベニミカン
(F)ダンシータンゲリン
(F)クレオパトラ

FL-V
(PHY、VIO、 BCR高含有型)

(F)ウンシュウミカン
(F)ヒラキシュウ

表－３ カンキツ属品種のカロテノイド含有量の特徴
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カン、オレンジ、ウンシュウミカン等の種々タイプのカンキツ類が含まれる。果肉の分析結果では、

40 品種は４つのタイプ（カロテノイドが低いレベルで推移するタイプ、ビオラキサンチンが中程度の

レベルで増大するタイプ、ビオラキサンチンが高いレベルで増大しフィトエンの増大するタイプ、ビ

オラキサンチンが中程度のレベル増大しフィトエンとβ－クリプトキサンチンも増大するタイプ）に分

類された。レモン、ライム、ブンタン、ユズ等は、カロテノイドが低いレベルで推移するタイプ、ナツミ

カン等はビオラキサンチンが中程度のレベルで増大するタイプ、オレンジはビオラキサンチンが高

いレベルで増大しフィトエンの増大するタイプ、ウンシュウミカンは、ビオラキサンチンが中程度のレ

ベル増大しフィトエンとβ－クリプトキサンチンも増大するタイプであった。果皮についても、このよう

なカロテノイドの成熟期における経時的変化を観察したが、数種類の品種を除き、果皮のカロテノ

イド集積の特徴は、果肉におけるカロテノイドの集積の特徴と一致した。 

 
３．収穫後処理によるカロテノイド含量の高含有化と組成の改変 

NCED （ 9-cis-epoxycarotenoid 

dioxygenase）は，9-シス体のネオキサ

ンチン及びビオラキサンチンを基質と

して、ABA 生合成を進める役割を担っ

ているが、カンキツ果実では、ネオキ

サンチンは極微量であるため、図－４

のとおり、9-シス体のビオラキサンチ

ンから ABA 生成を進めていると考えら

れている。Rodrigo ら（2006）は、オ

レンジ果実で、エチレン処理により

NCED 遺伝子の発現が強く誘導され、そ

れに伴い ABA 集積が促進されることを

認めた。しかし、ビオラキサンチン含

量は増加したため、NCED の発現上昇による ABA 生成の活性化が、ビオラキサンチン含有量

に定量可能な程度の影響を有するかどうかについては明らかに出来なかった。この原因は、

エチレン処理が、NCED だけでなくそれより上流のカロテノイド生合成遺伝子の発現を網羅

的に活性化すること（Rodrigo ら,2007）、オレンジは品種特性としてビオラキサンチンまで

生合成が進みやすいこと等から、NCED によりビオラキサンチンの分解が進んだとしても、

それ以上のビオラキサンチンの生合成が行われたためと考えられる。このため、松本ら

（2006）は、β－クリプトキサンチンでカロテノイドの生合成が停滞しやすく、ビオラキ

サンチンまで代謝が進みにくいウンシュウミカンを用いてエチレン処理を行ったところ、

カロテノイドの総量が増加する一方で、ビオラキサンチン組成が低下することを明らかに

した（図－５、６）。 

 

O H
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O
CH O

OH O H
O

O H C

キサントキシン
C25 エポキシアポカロテナール

アブシジン酸

NCED

図－４ カロテノイドからABAの生成過程
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Ⅲ 加工技術 

１．カットフルーツ需要の増大 

果実の消費量は減少傾向を示しており、国民健康・栄養調査結果でも、その量は食事バ

ランスガイドで示された目安に達していない。平成 17 年 12 月に財団法人中央果実基金が

実施した、くだものの消費に関するアンケート調査結果によると、果実を毎日食べない理

由の第一位は「値段が高いから」(25.3%)、第二位には「食べるまでに時間がかかるから」

(17.9%)、第三位「時間に余裕がないから」(17.7%)ということがあげられており、第二位

と第三位を合わせると 35.6%となり、皮をむいたり切ったりする手間が果実の消費を抑える

要因のひとつとなっている。 
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図－５ 果皮における総カロテノイド含量に対するエチレン長期処理の影響
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図－６ エチレン長期処理によるカロテノイド組成及び遺伝子発現の変動（果皮）
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このような状況の中、カットフルーツの需要が増加している。カットフルーツは、買っ

てすぐに食べられる手軽さという利点がある。また、カットされたものには栄養面でのロ

スがあるのではないかと懸念されるが、「カットフルーツの保存中の品質と抗酸化物質の変

化」を調べたデータがあり、カット後も１週間程度であれば、栄養面で低下しないことが

報告されている。 

 
２．カンキツにおけるカット加工技術の新展開 

 果樹研究所育成の一部のカンキツには皮が剥きにくい等の問題点がある。しかし、良食

味である、β－クリプトキサンチン等の栄養・機能性成分が豊富である等の特徴があり、

皮が剥きにくいという問題点を解決すれば需要の拡大や新たな普及が期待できる。しかし、

ナイフ等でカット加工すると、リモノイドに由来する苦みが発生（リモニン等のリモノイ

ドは、果汁の酸と遭遇することにより苦味を呈するようになる）する等の問題があるため、

はく皮の簡略化も兼ねて、酵素（ポリガラクチュロナーゼ活性等を有する酵素）を用いた

はく皮法が検討されている。 

 この方法を用いると、酵素の反応条件を十分に

検討すれば、砂じょうを破壊せずに、アルベド、

フラベド、じょうのう膜を除去できるため、苦み

を発生させずに、カットフルーツ加工を実施する

ことが可能になる。このため、従来苦みの発生に

より、カット加工出来なかった品種でも、カット

加工出来るようになることが期待される。     写真－４ 酵素はく皮した興津 58 号  
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