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パパイアにおける果実の着生と発達

HenryYNakasone翻訳出花幸之介・井上裕嗣

（ハワイ大学名誉教授く故人〉、沖縄県農業試験場名護支場）

ＨｅｎｒｙＹ・ＮＡＫＡｓｏＮＥ：FruitSetandDevelopmentofPapaya．

パパイアは,沖縄県内では最もポピュラーな果樹のうちの一つであるが，その経済栽培はこれまで遅々として進ま

なかった．台風の被害を受けやすいことと，パパイア奇形葉モザイクウイルス病が蔓延し甚大な被害を被ったことが

主要な原因であると考えられる．これらの障壁を突破するため鉄骨網ハウス栽培が開発され，マンゴーに次ぐ施設栽

培向け熱帯果樹としてパパイアが注目されつつある．パパイアは沖縄県の特産果樹として有望であると思われている

が，身近な果樹にも関わらずその生態などは以外と知られていない．この総説はHandbookofFruitSetAnd

Development､277-301EditedbyShaulP・Monselise・CRCPresslnc.，BocaRaton,Florida1986.からの翻

訳であるが,パパイアを知るための一つの手がかりとなれば幸いである．

を持った花には，両性株上の両性花と同じタイプの性

表現型の変化が現れる．

これら雌株と雄株の両極端の間で，多くの研究者に

よって報告されているように，両性株は種々の表現型

を発現する（第１図)．花型の分類についてあまりに多

くの研究があるので，Storeyら風６．は分類を単純化し

た．パパイアの受粉や着果や収量の問題を理解するた

めに，Storeyによって述べられている主要な花型につ

いてここにまとめた．雌花と雄花についてはすでに述

パパイアにおける基本的な花型

パパイアでは，栽培条件下の植物体の性発現と，受

粉や着果そして最終的な収量が直接関係している．い

くつかの環境要因が，パパイアの性発現に深く関わっ

ている．遺伝と環境の交互作用により花型(flowertype）

が変異するという興味深い事実のおかげで，花型や株

型の記述やそれらの分類に関する多くの論文がある1-7．

パパイアには，基本的に(1)雌，(2)両性，(3)雄の３

性型（遺伝子による）がある．雌花は雄しべが無く，単

性である．これは安定した性で，環境

要因の影響で変異することがない．反

対に雄株の雄花では，１組５本の雄し

べが２組で10本あり，それぞれ筒状花

冠（corollatube）の入り口に着生し

ている．このタイプの雄花は，機能す

る雌しべを持たない．他の研究者の見

解によると2.3.6.7,,雄には２つの系統

があることがはっきりしている．一方

はほとんど結実しないタイプであるが，

他方，秋冬の低温時に結実可能な両性

花が発生しかなり結実するタイプもあ

る．これら雄株から発生する雌の機能

墨

第１図． 花型：(Ａ１嚇した雄花;(B1鰍の花;|C)催花;(D|心蹴の花;(E)正常の細長い花,下0列はＣ
Ｄ,Eの花型に対応した果実のﾀｲﾌﾟ
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べた．両性花型では，細長い花（elongataflower）を

持つものは正常な両性花だと見なされる．花弁は，そ

の長さの2／3のところで互いに癒合して，筒状花冠を

形成している．両性花には，雄花と同じように，２組

で10本の雄しべがある．機能のある雌しべは細長いか

あるいは西洋ナシ型をしていて，５本の柱頭裂片

(stigmaticlobe）を持っている．通常は５つの癒合し

た心皮（carpel）からなるが，しかし心皮の数は増減

することがある．Storey6は，タイプⅣの花型がこのタ

イプであるとしている．ハワイで経済栽培されている

のはこのタイプである．

正常な両性花が雄花へ変異するのは，細長い柱頭が

退化して本質的に雄花となるためであるが，筒状花冠

と柱頭裂片は雄株の花より厚い（第１図)．この変化は，

本来は晩夏の暖かい時期に発生する．TeaotiaとSingh7

の報告のみ，雌性不稔が冬季に起こるとしている．品

種によっては，この雌性不稔期間が１～２週間から６

ケ月に及ぶので，収量に重大な影響がある．Nakasone

とLamoureux8は，正常な両性花から心皮が徐々に減

少し，柱頭の放射状組織（stigmaticrays）も減少し

て雄花化する，と一連の性変化について報告している．

雌しべの心皮が減少した果実は，キュウリのような形

になり，商品にはならない．

細長い正常な両性花から雌花へ変異することにより，

雄しべが心皮様構造へ形態変化する．一般的には雄し

べが減少するとともに雄しべの心皮化が増加し，結果

的に果実が実らない（第２図)．このタイプは，

Storey5,6によってⅢ花か心皮状細長果実（carpelloid

elongata）とされている．

もう一つのタイプの雌花への変異は，筒状花冠が短

く雄しべが５本かそれ以下で，球形で深いしわのある

子房を持つ，五角形の花（pentandriaflower)である．

HigginsとHolt2はそれを五角形の花とし，Storey9は

タイプⅡ五角形両性花としている．子房は正常なとき

には５つの心皮から構成されるが，５～10の心皮から

なることもある．残った外側の５本の雄しべが心皮状

(carpelloid）になり，五角形の花はまた奇形的形態を

示すこともある．５本の雄しべとも心皮状になり，本

来の心皮と癒合して奇形化し，雌しべが雌花と似てく

ることもある．正常な両性花を持つ株の数が多い圃場

では，これらの雌花様の五角形の花の受粉は問題にな

らない．

パパイアにおける花型の種々の変化について，前記

で部分的にまとめ，以下で受粉や着果や収量について

論議するための基本的な背景を準備した．

受粉の必要性

圃場において栽培されている品種によっては，受粉

問題が発生する．十分な雄株が確保されないままに雌

雄異株（dioecious）品種が栽培されたとき，問題が発

生する．雌雄異株品種では，最大の受粉を確保するた

め20～25の雌株に対して雄株１で十分であることがわ

かっているlojI・ハワイの結果では，両性株と雌株の混

合の場合も雌株だけの場合も，実質的に受粉問題は発

生しない．雌雄異株品種では，植え穴１つに４本の苗

を植え，後に各植え穴に雌を１株残すように間引くこ

とで，雌20～25株当たり雄１株にできる事をWolfeと

Lynchl1が示唆している．ハワイの栽培農家は，全部の

株を両性株にするため，植え穴当たり３本以上の苗を

植える．開花始めに両性株を確認した後，雌株を間引

きしている．ハワイの試験では，植え穴当たり２本の

苗を植えると，間引き後にも雌株が残った．しかしな

がらこの雌株は，両性株からの受粉によって最大の着

果数になった家庭農園では１～２株しか栽培しない

ことが多いため，たまたま雌株だけになったとき，受

粉不良で落花することが主要な問題となる．

育種家は，受粉問題に対して両性品種で対処してい

る．この問題は花の形態と関連している．多くの品種

や試験中の系統では，両性株の繭が柱頭放射状組織上

に直接のびているため（第２図)，自家受粉が自動的に

促進される．このタイプの花では，花弁で包み込むこ

とで自家受粉を保証する．いくつかの品種系統では，

花糸が短いか筒状花冠の入り口の低い位置に接着して

いるため，満の位置が柱頭放射状組織から離れすぎる
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れた．受粉するしないに関わらず，種

なしの果実が得られた．またこれらの

他のケースでは，封入されない花では

種子がえられたのに関わらず，封入し

た果実では種子が得られなかった．家

庭菜園栽培者から，種なしか種の少な

い果実に関する問い合わせが多い．こ

れらの株は雌で，部分的に単為結実を

示す．

Ordonyol2は，トウモロコシの花粉

から簡易に抽出した10または50ppmの

IBAと50～90ppmのNAAの処理により，

果実生産に成功したことを報告してい

る．８０ppmのNAAでやや大きな果実

が生産された以外では，果実は正常な

いった．一般的には，経済栽培で種な

第２図上の写真:柱頭の放射状鵬の上に蒟力(広力(っている;下の顎:蘭は棚の下に位置してい
る｡雄しべのl鯖部綱出させるた靴弁は除去した。

(第２図)．繭は柱頭の５～８ｍｍ下になる．このケー

スでは，花弁で包み込まれた花は落花する．この問題

は，包み込まれる前の雄花両性株同株（両性株）の雄

花からの受粉によって軽減できる．

自家不和合性と単為結実

この問題に関する文献が無いことから見ても，パパ

イア品種の自家不和合性はまれだと思われる．しかし

ながら私は，東南アジアから導入した両性株で自家受

粉の困難なものを発見した．品種名は不明であるが，

自家受粉した果実で50％にも及ぶものが落果した．

Hamilton''@はまた，キューバから導入した品種Maradol

で，ある程度の自家不和合性が発現するものを見つけ

た．ある程度の自家不和合性を発現する個体が，分離

できたことははっきりしている．これらのケースは，

前述した柱頭と満の位置関係の問題とは異なる．

パパイアにおける単為結実（parthenocarpy）は，一

般的ではないが，発生することが報告されている．い

くつかの雌株は，明瞭な単為結実を示す．Higginsと

Holt2は，疑わしい雌株の雌花の開花前に，パラフィン

紙の袋で封入するという簡単な試験を報告している．

種なしの果実が得られた．他の実験では，雌株上の開

花前の花が封入され，また開花前に受粉されて封入さ

ものよりは小さかった．一般｝

し果実を生産する試みは無い．

果実の組織構造

果形は一般的に球形から長球形で，正常なものは５

つの縦の心皮が側面で癒合して一体化した構造で，大

きな一つの中央腔を形成し，その内部には多数の種子

が子房壁（pariet）に位置する胎座（placenta）に着生

している（第３図)．種子は0.5～1.0ｃｍの柄で胎座に着

第３図子房壁の胎座５つが背軸面の維管束（黒い点）
５つと交互になっている果実の断面
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生している．種子は暗灰色か黒色で，それぞれがジェ

リー状の種皮（sarcotesta）に覆われている．

果皮は薄く一般的にはなめらかで，未熟なときは緑

であるが熟して黄色から黄榿色に変わる．果肉色は熟

すると白色から，品種によって黄色から黄榿色，サー

モンピンクもしくは赤色になる．果肉の厚さは1.4～４０

ｃｍである．果実重は，品種によって小さいもので309

大きなもので８kgになる．果皮が緑色の間は，果皮を

わずかに傷つけることによって，タンパク質分解酵素

パパインを含んだ樹液が流出する．流出した樹液は数

分後に凝固する．

果実の一般的な性質については先述したが，花型が

果実の形状を決定することを研究者は認識している．

球形から卵形でわずかに溝がある５つの心皮を持った

雌の子房（ovary）は（第１，４図)，卵形の果実にな

る．五角形の両性花が成長してできたものは，類似し

た雌花のような果実になる．それは雌花由来の果実よ

りも球形で，もっと溝が深い（第４図)．雄しべが心皮

状の両性花の子房は，ねじれて奇形の果実になる（第

４図)．心皮の数には５～10の変動があり，癒合して異

常な形態になる５．，．M．

細長い両性の花では，細長く雌しべが円筒形の子房

か西洋ナシ型の果実ができる（第４図)２．５．果実は通

常５つの心皮からなるが，心皮の数は１～10の間で変

動する'4．心皮が５より少ない果実は，細長くて円筒状

のキュウリに似た形になる（第５図)8．よく着果する

雄株にできた両性花は，正常な細長い果実（両性果実）

に似た形の果実ができることが多いが，雄しべが心皮

状になり奇形の果実が発生しやすい．

Devil3やStoreyMそしてRothとClausnitzerI5などが，

たぶん形態学や解剖学に関する主要な文献である．雌

性器官の直径が１～２ｍｍの時の断面は，それぞれの

角にある背軸面（dorsal）の維管束と周辺維管束が交

互にある五角形である'6．両性花の細長い雌性器官では，

５つの背軸の心皮に維管束が発達し，花床(receptacle）

の中心柱（stele）から子房へ入り，５つの柱頭放射状

組織に向かって主要な維管束が延びているM、背軸の心

皮の維管束が雌しべに向かって進むとき，５つの下面

の心皮維管束の交互ラセンにつづく．これらは枝分か

れし，心皮のへりに入り込み，子房壁の胎座の維管束

供給へさらに枝分かれしている'４．

直径１ｍｍ以下の雌性器官では，すべての組織は分

裂細胞で構成されている．大きな雌性器官では，内皮

部分の細胞がいまだ分裂しているのにかかわらず表皮

の外層が増大して，垂層（anticlinally）と周縁

(periclinally）の両方に分かれる'4．雌性器官の増大に

伴い，表皮細胞は細胞間隙とともに卵形になる．果皮

の中央の柔組織細胞が増大し様々な方向へ分裂するの

llllllllilliillllllllll llll1IlI
fj:了:～午内+爪が:jli箆轄鷺弓pH燕鐘欝ｉｒ郵霧↓轍;二?;轍上:!\＃:？〉i’

第５図．心皮の数力(減少した果実

第４図果実の型;（A~C)心皮状の果実；(､)正常な細長い
果実;(E腿果;(F)五角形の果実;(GI五角形で心皮状の果実
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で，果実の直径が増大する．この発育段階において，

胎座は周縁維管束へ向かって形成し始める．これらの

胎座は，中央脈周辺の狭い空間を除いた子房内壁の中

に拡大する'3．

十分に生長した果実では表皮の細胞は小さく，それ

らの接線方向の細胞膜は伸びている．この表皮の下に

は葉緑体を持った５～10の細胞の層がある．表皮内層

の細胞は肥大し，丸くなって，細胞間隙ができる．熟

した果実では，表皮下の細胞の層はもはや観察されな

い．果皮の内部部分は，大きな細胞間隙を持った海綿

状組織で構成されている．

未熟の果実がパパインを含んだミルク状の乳液に富

んでいることは，よく知られている．果皮をわずかに

傷つけただけで簡単に乳液が得られることは，果皮中

に乳液管が分布していることを示唆している．これら

の乳液分泌管は維管束の近くに発達し，早い段階で，

それらは徐々に分解する長い枝分かれした管の横断壁

で隔てられる'風'`・RothとClausnitzer15は，パパイアの

乳液管はEsauの分節したタイプであると説明している

果皮厚が2.5ｍｍである早い発育段階では乳液を分泌す

る細胞は透明であるが，果皮厚が3.5ｍｍになると顎粒

状のものが観察される．彼らは観察をこの段階で止め

ているが，乳液管の枝は果実中に伸び，乳液で満たさ

れてくる．大きな緑色の果実をとがったもので突いて

傷つけると，２０ｃｍも乳液がほとばしるほど，管の中の

圧力は高いものである．流出は瞬時に終わり，分泌物

の流出はすぐに減少する．乳液は登熟までの果実に限

られ，十分に熟した果実では乳液は見られない．乳液

が消滅するにつれて，乳液分泌管は明らかに崩壊する．

ろ．すべての雌花と稔性のある両性花は，もし十分な

受粉が有れば着果し収穫まで落果しない．稔性のある

花や若い果実の落下は，強い昆虫害か極端な温湿度の

ストレスで起こる．温湿度によるストレスの場合でさ

えも，落果よりも果実童の減少の方が起こりやすい．

強くて長い湿潤環境ではＰ/lytOpAthorczやCOJJetotrjcum

による果実腐敗が落果の原因になる．クイーンズラン

ドでは主な開花時期が11月から１月であるので，それ

ぞれの株で１週間当たりおよそ４つの花を付け60％の

着果率である．２月から８月までの雨期の問は，着果

率ははるかに低下する１７．亜熱帯では気温が10℃以下の

期間が長いので，落花するが，通常成長も止まるので

花は生産されない．

開花が始まったパパイアでは，それぞれの葉腋ごと

に花器と花柄が発生してくる．それぞれの花柄で頂端

に－つの花が着生し，その腋に２～５以上の花が着生

する（第６，７図)．雌株では頂端の花だけが着果し，

第６図．稔性のある花がいくつかあり、少数の雄花も着
いた、両性株の花柄

着果と落果，摘果の必要性，最終着果率そして収量

着果と落果そして摘果に関する試験データは，パパ

イアでは事実上存在しない．しかし多年にわたる観察

と経験から，いくつかの実際的な知識が得られている．

落果のもっとも普遍的な原因は，花粉親が不在のため

の雌花の受粉不良である．受粉しなかった雌花は，ク

ルミの大きさを越えることなく，７～10日内に落果す

第７図．（左)頂端と両囲に花を付けた雌の花序;(右)両性の
花序
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腋から発生したものは開花の１週間後にはほとんど確

実に落花する．ゆえに，葉腋ごとにただ１個の果実だ

けが生産される．両性株でも通常，腋の花は落下して

頂端花だけが残り，１つの果柄に１つの果実だけが着

生する．しかしながらいくつかの品種では，好適栄養

や水分の条件に恵まれると，１～２個の腋花が着果す

る（第８，９図)．多くの実例では，腋花の果実は２～

であるピューレへ加工される．

ハワイにおける重要な育種目標の一つに，果柄が十

分に長く複数の果実が着生する品種の育成がある．多

くの品種では，果柄の長さは６～８cmである．果柄長

が12～15ｃｍあり複数の果実が着生すれば，単位面積当

たりの生産量が増加する．このタイプの品種では，果

柄の頂端の果実と腋の果実が同じ大きさになる遺伝的

能力が必要である．遺伝的な潜在能力を持つ試験系統

が，第８，９図に示されている．

パパイアの着果率に関するデータは，わずかしか公

表されていない．しかしながら十分に受粉した雌株で

は，ひとつの果柄当たり１個の果実が期待される場合

は，100％の着果率が達成される，両性株でもまた，一

年のうちの長い期間で果柄当たり１個の果実が生産さ

れ，100％の着果率が達成される．しかし気温が高いか

水分ストレスのあった後の２週間から１ケ月の間，雌

しべが不稔化した花がよく発生して，着果の「飛び」

の原因になる，この期間に雄花を発生させた果柄の数

は決定できない．ただ雄花のみの着いた果柄を発生さ

せた葉腋は８～15であった．この変異の強さは，スト

レスの期間に影響される．結局，両性株の年間着果率

は85～92％の範囲である．

他方では，もしそれぞれの果柄に着生した花をすべ

て数えるとしたら，果柄当たり１個しか着果しないの

で，着果率は極端に減少することになる．花柄当たり，

通常平均で３個の花が着生し75の葉腋で着果可能の花

柄が発生するとしたら，潜在的着果能力を持つ花が225

あることになる．しかしながら果柄当たりの着果率は，

通常およそ33％である．両性株の不稔性をまとめると，

この値をはるかに下回る．潜在的に着果すろ可能性の

ある腋果を含めて着果率を算出するよりも，通常果柄

当たり１個の果実が着生するから，この値を基礎にし

て算出するほうがより現実的である．

ハワイでは２～３年目を収穫年として，経済栽培は

常に３年間に保たれている．たまたま価格が高騰する

と栽培農家は４年目まで延長しようとするが，２回目

の収穫年の終わりには樹高が高くなり，収穫コストが

第８図．同じ大きさの果実が、果柄に１個あるいは複数
着生している。

第９図．果柄に２～４個の同じ大きさの果実が着生して
いる（第８図の株から）

３週間以上は持続できない．もし落花しないような場

合でも，それらの果実は小さくなるので収量には寄与

しない．もし落果しないで成長しつづけた場合，果実

が互いに圧迫し合う状態になるので，果柄頂端の果実

が変形するか小さくなる．頂端果を圧迫による変形や

加重の減少から守るため，生産者は通常腋果を摘果す

る．ハワイでは454gほどの果実が求められるため，３９７

９以下の果実は規格外となり，青果市場へは流通しない．

規格外の果実は，加工場において，種々の食品の原料
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制限要因となる．ハワイにおける可能収穫量は，出荷

量が最大である最初の収穫年で決まる．肥料試験にお

ける１株の年間の総収量は，200kgを越えている'６．し

かし，このように収量が高い株では果実が互いに圧迫

し合うので，果実の変形と出荷可能量の減少が起こる．

ソロパパイアを使った広く行われている栽培法による

試験データでは，１株の年間収量は45～72kgである''２１．

WolfeとLynchI1はフロリダにおいて，生産樹齢の15ケ

月で１株当たりおよそ136kgの収量を得たが，１株当た

りの平均収量は34～68kgであった．品種については，

(果実の大小など）述べられていない．前述の論議のよ

うに，品種や気象条件やその地域における実際栽培に

よって，最終的な収量が決まる．

発芽率も高い．外種皮が着いたままの種子は，水中に

浸漬しても効果がない．外種皮の除外によって，浸漬

効果が出てくる．外種皮のない種子を洗浄することに

よって発芽率が上昇するのは，水に可溶性の発芽抑制

物質が種皮から浸出するのを外種皮が妨害しているせ

いであると，Langeは示唆している．妨害の概念は，

他の実験によってさらに支持されたジベレリン(GA）

による刺激的な効果は外種皮がない場合だけ観察され，

外種皮が存在すると効果が無くなる．外種皮がないと

インドール酢酸（IAA）は1000ppmで発芽を抑制する

が，外種皮を持った種子に対するIAAの発芽抑制効果

は低い"．また外種皮のない種子の発芽はパパイアの果

肉のジュースに浸漬すると抑制されるので，Langeは

果肉の中にも発芽抑制物質があることを示唆した．

Ｒeyesら鋼はまた，成長抑制物質がゼリー状外種皮

(sarcotesta）と硬膜外種皮（sclerotesta）に含まれ，

成長促進物質が胚と胚乳に含まれていることを報告し

ている．種子の発芽はゼリー状外種皮と硬膜外種皮に

含まれる物質で抑制され，胚と胚乳に含まれる物質で

促進される．根の成長もまた外種皮に含まれる物質で

抑制され，胚と胚乳に含まれる物質で促進されるが，

胚と胚乳の物質の促進効果のほうが強い．

株の成長露や果実の形態的あるいは成分的露形質に関

与する，いくつかの外生的植物調節物質の効果が研究

され，望ましい方向への変化とともに反対方向への変

化が明らかになった．100から300ppm濃度のGAの処理

により株高と節間長が伸びたが，茎径や株当たりの葉

数,樹幹体積，処理後の着花開始日数，初着果率は高

濃度ほど減少した露.対照区の着果率が25％であるのに

比べて，ＧＡ（100ppm）の効果で着果率は55.5％となっ

た．ＧＡ（300ppm）では着果率は20.2％に減少し，ＧＡ

(100ppm）に比べて35.5％も低下した．

ＣＣＣ(2chloroethyltrimethylammoniumchloride）

の処理により株の成長が阻害され，株高や節問長や初

開花日数が減少するが，茎径や葉数や葉面積や枝張り

や初着果率は100ppmから300ppmへ濃度が高まるほど

増加する蕊．

果実の発達曲線と種々の組織の発達の相対的

タイミング

パパイアにおける果実の発達曲線と，種々の組織の

発達のタイミングに関する試験報告はほとんどない．

果実発達のある方面については，果実の構造に関する

節でのべる．観察と試験によるいくつかの情報は，受

粉から成熟までの期間の長さとして利用できる．低温

期間のないハワイのいくつかの地域では，受粉から成

熟までの期間はおよそ5.5～６ケ月である．ハワイでは，

冬季の成熟はおよそ２～３週間遅れる．南アフリカの

ような亜熱帯地域では，着果から成熟までの平均期間

は８～10.5ケ月である22．初春に着果した果実が速やか

に成長して８ケ月後の秋には熟するのに比較して，秋

から初冬にかけて着果した果実では成熟まで8.5～10.5

ケ月かかる．一般的には，冬季に多くの発達段階を経

る果実は成熟が遅れる．

内生と外生のホルモン調節による種子への影響

内生の生育調節物質についての実験が報告されてい

るのは，種子の構造に関してだけである．Lange麹は，

ゼリー状の外種皮（sarcotesta）に内生の生育抑制物

質が存在することを見つけた．外種皮の存在によって

発芽率が減少する．外種皮を除いた種子は発芽が早く，
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Shanmugaveluら鋼は成熟したパパイア株にGA200ppm

とTIBA（triiodobenzoicacid）の50ppmを処理した．

両方の調節剤とも果実重を減少させたが，ＧＡはTIBA

よりも強い効果があった．これらの調節剤はまた含種

子数を減少させ，ＧＡでは84.3％も減少した.品種Coorg

HoneyDewの成分に対する影響もまた調査された．対

照（プリックス：9.0％，酸度：115％）に比べて，

ＧＡはブリックス（10.8％）と酸度（1.34％）を上昇さ

せた．もっとも興味深い効果はアスコルビン酸含量が

２倍になったことで，対照の48.3ｍｇ／1009に比べて

ＧＡでは89.4ｍｇ／100gにもなった．

さらに他の調整剤も加えて品種CoimbatoreNol

(CO､1）に対する効果が検討された露．果実の体積や大

きさは，ＧＡの25ppmと50ppmやエスレルの500ppm処

理で増加した．低濃度のGA処理では果実が大きくなっ

たが，200ppmでは果実は小さくなった．ＧＡは両濃度

で含種子数を減少させた．Phosfon-D（250ppm）と

ＧＭ50ppm）の処理で，糖酸比がもっとも高かった．

対照区とＧＡ（50ppm)，Phosfon-D（250ppm）の糖酸

比は，それぞれ52,100,111であった．一般的に，全

糖と還元糖濃度はエスレルやalarやPhosfon-Dの250ppm

処理で上昇した．エスレルの250～500ppm処理を除け

ば，他の処理では対照区よりもアスコルピン酸濃度が

上昇した．Phosfon-D（250ppm）とalar（500ppm）

でアスコルピン酸はもっとも高くなり，それぞれ75.6

ｍｇ／1009と71.6mg／100gであったエスレルの処理

により，アスコルビン酸は29.9~33.3％も減少した鰯．

主に，パパイアの性発現の変更に関しても外生的

に与える成長調節剤の効果に関する研究はおこなわれ

た．Lange幻はDCIB（2,3-dichloroisobutyrate）の４～

６９／リットルを初秋の雌性不稔期間に両性株へ散布し

て，処理の５週間後に稔性のある両性花が増加したこ

とを報告している．処理しなかった株では雄花を生産

し続けた．子房の無い花から１～５の心皮のある子房

を持った花への変化では，着果節位が進行するにとも

ない，心皮の数と維管束が１本から５本へだんだん増

加したことが注目される．

Phosfon-D（250ppm）やalar（250ppm)，ＧＡ（５０

ppm）が雌雄異株の品種ＣＯ､1に散布され，雌株の数が

わずかに増加した麹．Phosfon-Dでは，雌株の割合が

60.8％ともっとも高くなった．しかし，処理に含まれ

る実生の数とｘ２検定値が記されて無く，雌雄の割合は

雌雄異株品種の期待値ｌ：１の比に近い．Maleic

hydrazide（ＭＨ）とTIBAとIAAを100,200,300ppm

処理しても，性比の発現に影響はなかった鍋．またJind

alとSingh"はTIBAとエスレルの処理により雌雄異株品

種における雌株の数がわずかに増加したが，モルファ

クチン（metylesterof2-chloro-9-hydroxyfluerene-9

carboxylicacid)では強い効果があることを報告してい

る．これらは雄株の減少効果である．開花習性のいく

つかの変化が，また報告されている．明らかに，低い

節位から花蕾が発生した．エスレルとTIBAは開花を促

進したが，モルファクチンは逆の効果があった．処理

によって，また，結果的に倭性株になった鋼．

もし受粉と種子の発達が生理活性物質を誘発すると

したら，これらの内生的成長調節物質も含めて，種子

の量は果実の大きさに影響するに違いない．インドに

おける研究３１によれば，種子重と果実重（r＝0.745）や

果実の体積（r＝0.684）との間には有意な強い正の相

関がある．回帰式によると，1.09の種子は8.329の果実

重に寄与する．インドにおける種子生産試験で

Purohit32は，放任受粉状態の雌株の袋かけしていない

花に人工授粉を補充すると，袋かけしていない花から

できた種子の数の10倍の種子ができることを報告して

いる．補充的人工授粉により，果実重と果肉厚が放任

状態の果実よりもそれぞれ1.3kgと1.2cm増加した．細

長い両性花からできた十分に自家受粉している果実で

は，補充的人工受粉によって種子は増加しない．

まとめると，パパイアの内生ホルモンの分類や同定

に関しては，わずかの研究しか行われていなかった．

株の成長や性発現や果実の大きさやその他の形質の調

節に関する，外生の植物調節剤の研究は多いが，学問

的研究にとどまり，実際使用にはほど遠い．
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無機栄養と特別な課題

パパイアでは，一度開花を始めると開花と着果が連

続する．これを成し遂げるには炭水化物を継続的に供

給する必要があるが，必要な物質や合成や貯蔵に関す

る情報は無い．経験上，可溶性固形物含量（プリック

ス）が夏場高く冬場低いのは，第一義的に降雨量の多

さと曇天の影響である19'"・季節によって炭水化物の合

成量に差があるのは，土壌含水量と日照条件の影響で

あることがはっきりしており，栄養条件や温度による

影響も無視できない．

最初に，圃場から持ってきた果実の栄養含量が理論

的に明らかになった．栄養分は植物体の栄養部に存在

するにも関わらず，果実と共に持ち去られた栄養分は，

植物体と土壌両方からの正味の減少である．特に窒素

とカリウムの損失は，また雨量の多い地域における溶

脱や，乾燥した気象条件における揮発によっても起こ

る鋼．ハワイの２地域において行われた収穫果実の栄養

分析試験では，カリウム，窒素，カルシウム，マグネ

シウム，そしてリンの順位で無機養分が持ち去られる

ことが分かった．ある地域においては肥料として供給

された分のそれぞれ38％と56％の窒素とカリが，果実

として持ち出されると見積もられた鋼．

組織分析を基本とした栄養分析が，ハワイで確立し

ている．果実収量や株の生育に関係した栄養分の限界

水準（criticallevel）を確立することによって，施肥

量を決定するために植物体の組織分析を使うことがで

きる．これを成し遂げるには，養分含量を決定するた

めの信頼度の高い指標組織（indextissue）を選定する

必要がある．３段階の成熟度の葉と対応した葉柄が，

１年に４回サンプリングされた，熟したば

かりの葉柄で高い重相関係数が得られ，こ

の組織における乾物重を基本としたリン酸一

指標組織として選らばれた．また窒素の指標としては，

硝酸態窒素よりも広い範囲の生育環境で使える，全窒

素をAwada鱒は選んだ．カリ含量の曲線回帰から算出

した重相関係数はすべての組織サンプルで高かったが，

窒素やリン酸の指標組織と同じように熟したばかりの

葉柄がカリの指標組織に選ばれた鋼．この組織にはよい

相関関係が見つかった．これらの研究から，Awadaと

その共同研究者は第１表に示した勧告を明らかにし

た37-39．

第１表に示された値は，最大収量の95％の値と関連

している．また乾燥期にサンプリングした時，葉柄の

窒素濃度は低くカリ濃度は高くなることが示唆されて

いる37．株を大きく育てるために，開花前期のリン酸は

最も重要であると分かった．しかしながら，収穫最後

まで収量を維持するためにもっとリン酸を施用する必

要がある鯛．よって，初開花までの成長期においておよ

そ85kg／haのリン酸施用が奨励され，着果期では9.7ｋｇ

／haを６週間の間隔で施用することが奨励されている．

葉柄のカリのレベルが十分で有れば，果実が大きく

なりプリックスが上昇する．主要な要因の間の関係が

また，試験されている４０．４１．窒素施用は果実の総収量と

出荷量を増加させるが，果実の大きさを小さくさせる．

また窒素施用により葉柄の窒素やマグネシウム，硫黄，

鉄，マンガン，亜鉛そして銅が増加するが，カリと珊

素は減少する．リン酸の施用により葉柄のリン酸や窒

素，マンガンが増加するが，カルシウムと硫黄と銅が

減少する40．カリの施用によって葉柄のカリとマンガン

が増加し，窒素とリン酸，カルシウム，マグネシウム，

ナトリウムそして1M素が減少する伽．

第１表限界３割Piレベルと鰯囚習洽

濃度が指標として選ばれた鋼．窒素では，成要素限界葉柄ﾚﾍﾞﾙ
（％）

熟した葉柄の全窒素と硝酸態窒素が最も高

施肥レベル 文献

0.149／２月／株

90.09／株/植え付け時

８５０９／株/5週間

Ｎ
い重相関係数を示したが，サンプリングが

Ｐ

まだ正確で先にリン酸の指標組織として選Ｋ

ばれている，熟したばかりの葉柄が窒素の－

別
協
氾

●
●
●

１
０
２

７
８
９

３
３
３
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他の熱帯地域においてソロ品種以外の品種で行った，

組織分析を基本にした研究の情報は少ない．Purohit42

は雌雄異株品種CoorgHoneyDewを用いて試験し，

株当たり年間に窒素1509,リン酸1109,カリ4159を６

分施して，２８ケ月で186.8トン／haの収量を得た．Perez

とVargas43はプエルトリコの品種PR6-65とＰＲ7-65を用

いて，15-15-15を月に0.227kg分施して十分な多収量を

得た．

無機成分濃度と関連した重要な問題は，土壌のPHで

ある．継続的に栽培している場所，特に潅水や降雨量

が十分な圃場では，土壌PHが低くカルシウムが少ない

ことが一般的に知られている．ある範囲の物質の多様

な形態のカルシウムは，また他の成分の利用にも影響

する．カルシウム濃度とPHが低いアルミニウム質の土

壌に，石灰を5607kg／ha施用したら，無施用の試験区

に比べて果実収量が7倍になり出荷率が10％上昇した．

土壌のpHは62まで上昇した．表土のpHが5.5～67の条

件で維持できたら，高い収量が得られることをAwada

ら45は示した．石灰施用により，葉柄のマンガンとカリ

とマグネシウムが減少し，カルシウムとリン酸が増加

する．ハワイの試験では，ｐＨ5.0以下の土壌ではパパイ

アの生育は悪くなる．他方，土壌pHが7.0以上の石灰質

の士壌では成長がよい．

40.0％の多量潅水試験区を使って，土壌水分含量がパ

パイヤの生育に及ぼす影響を調べた結果がAwada46に

よって報告されている．両試験区において水分含量が

高いのは冬と春の雨期で，低いのは夏から秋の乾燥期

である．全糖とマグネシウムは少量灌水区で高かった

のに対し，窒素とカリとリン酸と含水率は多量潅水区

で高かった．多量潅水区のパパイヤの方が成長が早かっ

た．両性果の収量は多量灌水区で高かったが，果型を

正常と細長型と心皮状果実に分けると，増加したのは

市場価値のない心皮状果実であった．市場価値のある

果実を生産するためは，パパイアが正常な成長率を示

す土壌水分含量が必要で，土壌水分含量が高すぎると

成長率が高くなりすぎ奇形果実の収量が増加する．土

壌水分レベルが低いと，雌性不稔になり収量が減少す

る．

気象要因と生物要因の影響

気象要因

パパイアは熱帯原産であるが，人類はパパイアの生

長と果実生産に不向きな亜熱帯地域へ栽培を広げるこ

とを試みた．気温は最も重要な気象要因である．パパ

イアは霜に対する感受性が強いので，降霜がないこと

で栽培境界が決定される．無霜地帯でも冬季の夜間の

気温が12～14℃以下で数時間持続すると，成長や果実

生産に重大な損害が出る．成長がほとんどなくなり，

開花が困難になることが観察されている．亜熱帯地域

には雌雄異株品種が適している．雌株には性の変化が

なく，雄株が近くに存在する限り着果し続け，最低限

の生産を維持する．両性株では，心皮化した花の生産

を伴った，ひどい性変化の問題が発生する．雄しべの

形態変化がひどくなり，この時期に発生した花には雄

しべを欠乏したものがある．

３地域で栽培したソロパパイアの両性株において，

最低気温と成長率や性発現との間に関係があることを

Awada側は見つけた．３地域の気象条件は第２表に示

した．KainalieuとMakawaoでそれぞれ1.0％と5.0％

が正常な細長い花であったのに対して，ホノルルでは

水分関係

土壌水分含量は，パパイヤの生存率や成長，両性株

における性発現，そして果実の品質に影響する重要な

環境要因である．土壌水分の効果は，土壌の物理構造

(排水能力）と緊密に関係している．ハワイ州における

主なパパイア栽培地は，年間降水量が3175～3810ｍｍ

もあるハワイ島のPuna地域である．比較的風化してい

ない極端に空隙の多い「aa」溶岩からなる土壌である

ので，パパイアは生き残って成長する．非常に排水が

よいため，降雨が続く期間もパパイヤの生存率は高い．

ハワイ島のPuna地域のOxisolorderの土壌で栽培され

ているパパイヤは，強い降雨があれば生き残れない．

土壌含水率が30.0～37.5％の少量灌水試験区と34.0～
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第２表．３地域における標高と年降雨量と気温雨量と気温発芽期に発生するもっ

とも重大な病気は，糸

低気温(℃）平均最高気温(℃）状菌が原因で地表面の
21.0２７．０ 線で茎の組織が崩壊す
15.4２４．８

る立ち枯れ病(damping
l45２７．４

off）である．立ち枯

れ病は，気温が30℃以

上で湿度が高いときに発生する．滅菌した発芽培地や

バーミキュライトの使用で，この問題は少なからず解

消する．

パパイアを連作している畑に苗を移植すると，枯死

率が上がる．これが連作障害（replantproblem）で，

主要な病原はPAytOPAthoraPaJmiuorqと同定されて

いる．Kos2による処女土壌法は，それぞれの植え穴に

処女士を充填したのち苗を植え付ける方法であるが，

問題の軽減に有効である処女土壌とは，かつてパパ

イアを植えたことのない土壌である．ハワイにおいて

場所 標高（、）平均雨量(、）平均最低気温(℃）平均最高気温(℃）

オアフ島Honolulu

ハワイ島Kainalieu

マウイ島Makawao

30.7

457.5

640.6

965

1829

1956

ほとんど年中70.0％の花が正常であった．海抜が低い

ところでは10～12月の問，18.0％の花が雌性不稔であっ

た．これらの花は，高温の時期に分化している４８．平均

最低気温が20.5℃以下で，ソロ品種には心皮化した花

ができ始め，15.5℃まではその割合が増え続ける．心

皮状の果実ができやすい気温条件下では，土壌湿度が

高く窒素が多く株の成長が促進される場合，土壌湿度

が低く株の成長が遅延する場合よりも奇形果ができや

すい．

土壌湿度については前述した．しかし，十分な灌水

施設が無い場合，特に年間の降雨分布は重要であると

強調する必要がある．もし月間最低降水量が100ｍｍ以

上であれば，十分な潅水ができなくてもパパイアは生

長して多くの収量を上げることができる．そのような

理想的な降雨分布はほとんど存在しない．ハワイ島の

PunaやKapohoのように年間降雨量が2500～3800ｍｍ

の地域でも，乾燥期が２～３ケ月あれば収量は極端に

低くなる．他の熱帯地域のモンスーン気候では，雨季

と乾季がはっきりしている．そのような地域では，パ

パイア栽培の成功は乾期の灌水にかかっている．

パパイアの生長や性発現，収量などに対する日長の

影響は無い．温度と土壌水分含量は，明らかに収量を

左右する重要な気象条件である

iiil霧iiiiiii繊jhijjll園2

第10図．
識簔叩励…伽川を病原とする茎

生物要因

多くの地域から多くの病気と害虫が報告されている

が，その中の多くは頻繁に発生することはない．第３，

４表に示された病気と害虫は，その中から選ばれたも

のである．ある地域で主要病害虫であるものが，他の

地域ではあまり重要ではないかもしれない． 馴図雛鰹鰭襲鵬`･ｱ゜を病原として雨



Ｈ､YNakasone，出花・井上翻訳：パパイアにおける果実の着生と発達 7９

るために使われている園-露．

長い降雨期間に，Phythjumが病原として起こる根腐

れ病と，Ｐ/i､'thOPMtoraによって発生する茎癌腫病

(stemcanker）によって重大な株の減少が発生する

(第３表，第10図)．

果実腐敗病（fruitrot）はそのほとんど全部が収穫

後に発生し，樹上で熟させた果実ではあまり発生しな

いが，その病原は広い範囲の微生物にわたっている．

PAytﾉtop/tthorq(第11図）とCO此totrjCum（第１２，１３

図）による果実腐敗病とPhomqによる軸腐病(stemend

rot）はもっとも重要な病害である．４０℃の温湯に20分

間浸漬処理する温湯処理法が，輸送貯蔵中の果実病害

を防除するのに効果的である．

パパイアでは多くの害虫が同定されているが，その

うちの数種が重要である（第４表)．A7zastrepha

かcltercuJusがフロリダやカリプ地域，メキシコそして

中央アメリカに広く分布している釦のに比べて，

DacusdroscuJjsはハワイに発生している最も重要なミバ

エである．ハワイから輸出されるパパイアは，そのす

べてが臭化メチルで薫蒸されている．環境保護機関が

その使用を控えるよう勧告を出すほど，臭化メチルの

使用は危険である．現在これに換わる処理法を研究中

第'2図蹴鯛鷆震搬･巾…病原とする

第13図。ColletotricumgloeoSporioidesの他の菌系を病原
とするチョコレートスポット病

はまた，すでに抵抗性のある系統が同定され，主要な
●

輸出用品種であるKapohoソロに抵抗性遺伝子を導入す

第３表．糸状菌によるパパイヤ果実の重要病害

学 名 和名 加害部位

Alternaria果実腐敗病 果実
果実
幹
葉、果実
果実
果実

果実
果実
葉､葉柄
果実
果実
根、茎、果実
根､幹、実生
実生
果実
果実

Alter"αrjqaJtemata

BotD'djplodiatheo6rome
Colo7zectriacrotolariae

CercoSporapqpayae
CladoSporizLm,Ｓｐ・
CoJletotricumgloesOprioides

FusariumsiJa7Di

MycosphaerelJaSpJ
OidiumccLricae

Phonｚａｃａｒｉｃａｅ－ｐ叩qyae
PhomOPsisSP．
Ｐ/jytophthOrczPqJmiuora
垣ythiumqphcznidermqtum
RhizoctｏｎｉａＳＰ・
RhizopusstoIo7Dj/br
stemphylJiumsp．

Collarrot

黒点病

炭疸病

ChocolateSpot
軸腐病
軸腐病
うどんこ病
軸腐病
軸腐病
疫病（軟腐病）
根腐病、立枯病
立枯病
軟腐病
軸腐病
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第４表パパイヤにおける重要な害虫、ウイルス伝搬昆虫、そして線虫

学 名 和名 加害部位

昆虫

A7zastrephu/MercuJus
BreujpaJpusphoe几icis
DacLLscucur6itae

Dacusdorsalis

Eutetrcmcychus6a几/csi
Hbmjtarso几ｅｍｕｓＪａｔｕｓ

Ｔｂｔｒａｎｙｃｈｕｓｃｍｎａbarinus
Tbｴoかypa几acuruicaula
リングスポットウイルス媒介昆虫

AphiscracciDora
Aphisgossypij
AphisSpiraecola
Mzc｢osjphumeZ&ｐｈｏｒｂｍｅ
Ｍｊﾉzuspersicae
Rhopalosjphummajdjs
線虫

Mbloidogy几emcog几ita
Rotyle几chumsrenj/brmis

ミバエの一種
Ｒｅｄａｎｄｂｌａｃｋｆｌａｔｍｉｔｅ

ウリミバエ

ミカンコミバエ

Texzscitrusmite

Broadmite

ニセナミハダニ

ミバエの一種

マメアブラムシ

ワタアプラムシ

ユキヤナギアブラムシ

チューリップヒゲナガアプラムシ

モモアカアブラムシ

トウモロコシアブラムシ

果実

果実
果実
熱した葉の裏
未展開葉
熟した葉の裏
果実

茎、葉、果実
茎、葉、果実
茎、葉、果実
茎、葉、果実
茎、葉、果実
茎、葉、果実

根
根

サツマイモネコブセンチュウ

ニセフクロセンチュウ

種々のダニが，パパイアの株と果実に重大な問題を

引き起こしている（第14図)．ウイルスはもっとも多く

の熱帯地域で重要な問題である．パパイアモザイクウ

イルスはある地域で，パパイアリソグスポットウイル

スは他の地域で問題である（第15,16図)．第４表にあ

る６種のアブラムシの中で，モモアカアブラムシ

(A4yzuspersicue）が最も重要な媒介昆虫である．防除

法がないので，一つの選択として，抵抗性の品種か野

生種を利用して育種することが上げられる．抵抗性遺

伝子を保持する野生種はQzrjcacquMorqC､pu6esce7zse

Cstjpukztq，ｃｃα"djcqnsである鰯．強いウイルス耐性

である．

liiiiiliiliiiliiiiliiillliili蕊蕊ijliiljlji
第14図bmadmite(Hbmitqrsonemuslqtus)の馴な糖を受Iﾅ鰍・

ダニItIｵしめjliい難蝉し､糖綬Iﾅ嬢|鰍鮒に奇形(上する。

DiiiiZiiill1iJ澪Ｉ

|iii震iiFr万ｺﾞﾂiliilillliil

第15図．ババイアリングスポットウイルスの深刻な被害
株

第16図．ババイアリンゲスポットウイルスによる葉と果
実の被害
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を持つパパイア系統がフロリダで選抜されている57．ハ

ワイの育種計画では，フロリダの耐性系統とインドの

種間雑種を導入して，いくつかの有望な高度耐性のソ

ロ品種を育成中である．他の選択枝は，弱毒ウイルス

を接種することで元のウイルスの感染を押さえる，交

差免疫法の着想である問題は弱毒ウイルス系統の同

定である．この問題では弱毒系統を作出するさまざま

な方法が試みられている．

株の衰退の原因として，しばしば線虫について述べ

られている．しかし，線虫を原因とする問題に関する

報告は少ない．ハワイでは，パパイア園はパインアッ

プルの後作として設営されているが，線虫害は発見さ

れていない．

およそ135日目には果実は消費可能の成熟全盛期(prime

ripestage）になる．成熟全盛期を越すと果実の薦糖

が減少し果糖とブドウ糖が増加することから，蕨糖が

単糖類に転化していることが示唆される.パパイア果

実の発達の間デンプンは存在しないので，デンプンは

薦糖やブドウ糖の前駆物質ではないと思われる．老化

(senescence）の間，全糖の減少と薦糖の転化が起こる52

タンパク質分解酵素パパインを含む，乳液分泌の網

状組織については果実の構造のところで述べた．この

酵素を含んだ乳液は，皮なめしや肉の軟化剤，ビール

工業などで重要な素材として用いられている．乳液を

真空乾燥させたものは，開花５日めの果実から1.69取

れ172日めの果実からは0.85g取れるが，最も多く取れ

るのは125日めの果実で6.0gであったとSkelton60は報告

している．最も収量が高かったのは，８３～125日の果実

であった．また，乳液の窒素含有率は開花５日めの果

実で8.7％，172日めの果実で9.3％であるが，最も含有

率の高かったのは104日めの10.7％であった．蛋白質の

含有率は338％～35.5％であるが，最も含有量が高かっ

たのは105～147日めの果実であった．一般的な見解と

は反対に，カゼインの加水分解として測定された蛋白

質分解能は果実の齢の増加とともに増加した．カゼイ

ンの加水分解率は，147日めの果実で12.5％～78.5％で

あった．

パパイア種子の成分分析は，Chanら６１によって報告

されている．種子は，パパイヤの生重の約14.3％を占

める．乾物当たりの種子の含油率は32.9％で，蛋白質

含率は29.16％であり，大豆に匹敵する．主要な脂肪酸

の含有率は，オレイソ酸が716％，パルミチン酸が15.13

％，リノレイソ酸が7.68％，ステアリン酸が3.61％であっ

た．ラウリン酸やmyristic，アラキン酸，リノール酸，

ベヘン酸など，他の脂肪酸は痕跡程度しか含有されて

いない．種子の脂肪とタンパク質の含量が高いことは，

パパイア種子が家畜飼料としての可能性を持っている

ことを示している．しかしながら種子にはBITC(benzyl

isothiocyanate）が生重当たり0.56%含有されているの

で，家畜用飼料として推奨する前にその毒性の試験を

豊熟，特定の成分の蓄積

前述したように，開花から果実の成熟までの日数は，

品種や株の樹齢（成熟は樹齢によって21日ほども遅れ

る)，季節，そして指標となっている成熟段階によって

変動する60．果実の先端の果皮が黄色くなる時期を収穫

成熟の指標として用いると，chanら59がある地域で

Waimanaloを栽培して130日だったとしているのに対

して，Nakamura鯛はKapahoソロで161日だったと報告

している．

開花の10日後から収穫までの果実の糖組成の研究か

ら，全糖は最初の110日間ゆっくりと増加し（3.49／100

9の全糖)，その後急激に上昇して開花後およそ135日め

には9.89／1009になる．薦糖もまた110日め頃までゆっ

くり上昇し，その後急激に上がる．全糖の含量がもっ

とも高い135日ころは，そのおよそ80％は薦糖である．

ブドウ糖は果実発達の早い段階では全糖の65％を占

めるが，開花後70日頃から100日頃までゆっくりと減少

し，その後急速に減少し135日頃には全糖の20％となり

最も低くなる．このときが全糖と簾糖がもっとも高い

時期である．一方，果糖は110日頃までゆっくりと増加

し，それから急激に減少して135日頃には全糖の10％以

下と少なくなる．「発色期（colorbreak)」か「収穫熟

期（harvestmaturity)」の段階は130日頃に始まり，
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パパイアの貯蔵に関する研究は，活力ある輸出産業

を目指してハワイでは30年以上も前から取り組まれて

いる．この研究の結果として，1981年には20400トン，

900万ドルもの青果が輸出された鶴．ハワイの研究を元

にして，他の熱帯地域でも貯蔵と輸送に関する多くの

研究が行われた．よってここでは，Kapohoソロを使っ

たハワイの情報を述べる．もっと言えば，ここであつ

かったすべての研究は，ミバエの幼虫を殺すためにEDB

(ethylenedibromide）で薫蒸するか蒸熱処理を施され

たものを材料としている．これは，米国農務省の昆虫

植物防疫覚え書きNo.481とNo.592で保証されている条

件である．

蕪熱処理には16～18時間を要し，果実品質が低下す

ることも多いが，貯蔵中の果実腐敗問題には非常に有

効である鴎．EDB処理では２時間しか要しない．あらか

じめ包まれた果実は，0.675kg／33.2㎡のEDBで，果実

の最低温度が21℃以上で２時間薫蒸される．包まれて

いない果実は0.227kg／33.2㎡で，同じ温度と時間で処

理される碗．しかしこのガス処理は，微生物による貯蔵

中の腐敗を減少も促進もさせない．輸送の問やその後

の低温貯蔵の解除による種々の病気の発生が，主要な

損失の原因である．４３~49℃の20分の温湯浸漬処理が

貯蔵中の果実腐敗に有効であるとAkamineと

Arisumi"は報告している

４９℃以上の温湯で20分以上の浸漬をして，果実を包

んだ後強いEDB処理を受けると，ある種の火傷問題が

発生する碗．３２℃以上でEDB処理された果実は，かなり

傷む．３２℃以下に果実を冷やしても，火傷は防げない．

46℃で20分の温湯浸漬処理を行い，３２℃以下に冷やし

て果実を包み，0.68kgのEDBで薫蒸処理をすると火傷

は発生しない．EDBによる薫蒸は0.68kg／33.2㎡で２

時間，温湯浸漬処理は20分間で46℃を越えず，そして

果実温度は薫蒸までの間に32℃以下に冷やすことが，

これらの研究の結果から結論された

包装していない果実では，４９℃で20分間浸漬処理し，

冷やしてから，0227kg/33.2㎡で２時間薫蒸するとあ

まり損害は出ない師．現行法では，無包装の果実を温湯

行う必要がある`】．

登熟と老化

パパイアは，クライマクテリック（climacteric;成長

期から老化に至る間に呼吸に著しい変化がおこる）型

の果実である．熟した緑色の果実では，２５°Ｃで登熟す

る場合，クライマクテリック前期の呼吸が最小となる

特色を持つ，典型的な呼吸の曲線を示す．この曲線は

呼吸のすべての層を表し，クライマクテリックミニマ

ム前期（dayｌ),呼吸の上昇開始（day２)，クライマ

クテリックのピーク（day3.5)，そして老化（day４）

となる`2．果皮の発色時の果実はクライマクテリックミ

ニマム前期を示さないが，すぐに呼吸が上昇し，クラ

イマクテリックミニマム前期の直後にクライマクテリッ

クピークに達する．２３℃の低温下では，成熟した緑色

果の呼吸は減少する醜．クライマクテリックミニマム前

期は，収穫後の成熟した緑色果実で進行している成熟

過程が完成する前兆である．発色時の果実では，すで

にこれに代わって登熟過程が始まっている．

AkamineとGOO鯛は果皮色率で表したパパイアの果皮

の発色等級を確立し，果皮色の発達と全可溶性固形物

含率（％TSS）の関係を研究した．ハワイ州の消費者

の求める％TSSの基準は，11.5以上である．３％の発色

段階（発色の早い段階）の収穫果実と，正常な条件で

簡易に熟させ完熟を過ぎた収穫果実は，最低限の要求

に適合する．８０％以上が黄色くなった果実のTSSは１４５

％まで増加し，その後減少した．これは，老化の間に

全糖が減少するとしたChanら鍋の報告と一致する．

登熟している間の成分変化を正常な果実と比較する

と，ＣＯ`o(0.5～2KGy）の照射を受けた果実のアスコル

ビン酸や滴定酸度そして全糖は減少した．照射果実で

はあきらかにカロチン含量が増加したが，これは熟し

すぎたことの影響である．自然に発生する変動や生理

的変化を誘発する登熟過程は，放射線照射によって発

生した変化よりも大きい“．

貯蔵性
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浸漬処理し，流水のシャワーで20分間冷やし，蘆蒸し

て，箱に詰め込んでいる．

ろ70．

低酸素濃度貯蔵もまた研究されたⅦ、薫蒸だけされて

いるものと未処理のものを1.0％以下の酸素濃度で13℃

で６日間貯蔵し，その後室温に戻したときの棚持ちは，

貯蔵中の腐敗が根本的に多かった．しかし温湯浸漬処

理の後の低酸素貯蔵は，通常の空気組成下の貯蔵より

も，棚持ちに対する効果が高かった．温湯処理と薫蒸

処理した果実でも，通常の空気組成下の貯蔵では3.5日

間しか棚持ちしない．しかし，温湯浸漬処理して蘆蒸

した果実を，１０％以下の酸素濃度で13.0℃で６日間貯

蔵したあと室温に戻すと，平均4.3日間棚持ちする．同

様な条件でL5％以下の酸素濃度の貯蔵では平均棚もち

期間は49日で，通常の空気条件下の貯蔵では41日であっ

た．

これらの研究などから，AkamineとGoo71は果実を傷

付けることなく後熟を遅らせる最適貯蔵温度は13℃だ

と結論した．棚持ち期間を広げるには，１０~1.5％の酸

素濃度が望ましいことが分かった温湯浸漬処理して

蘆蒸した果実は，13.0℃で６日間CA貯蔵するには，１．０

％酸素濃度にするのが望ましい．13.0℃湿潤のCA貯蔵

条件で，貯蔵期間を12日間にのばすには，1.5％の酸素

濃度が望ましい．ＣＡ貯蔵から通常の室温にもどすどち

らの方法でも，棚持ちは１日程度のばすことができた．

冷蔵

着色期のパパイア果実を輸送のために７℃で保存し，

常温にもどすと正常に追熟する．この温度では，12～

13℃よりも貯蔵中の腐敗が少ない鰯．しかし着色期に到

達していない成熟した緑色の果実では，７°Ｃで貯蔵し

た後で正常に熟すことはない．成熟した緑色の果実で

は，１２～13℃の貯蔵温度がまだ望ましい70．冬の期間で

米本国の気温がハワイよりも低い時期には，成熟した

緑色の果実や着色した果実でも，もし輸送の24～36時

間前に21～27°Ｃの室温で輸送コンテナーに封入して貯

蔵したら，よい品質を保つことができる鶴．

適正に処理して包装した果実は，輸送スケジュール

に合わせて数日間貯蔵される．この間，段ボール箱は

10℃に維持される．これら予冷された果実は，果実温

度が少しでも上昇しないように，なるべく早く冷蔵コ

ンテナに運び込まれる．十分な空気の流通が得られる

ように，段ボール箱はコンテナーに詰め込まれる．輸

送期間中コンテナーの温度は10℃に保たれる輿．

ＣＡ貯蔵

熱帯果樹におけるCA貯蔵の研究報告は非常に少ない．

パパイアに関する最初の研究では70,10℃の貯蔵温度で

二酸化炭素濃度を上げると，温湯浸漬処理やEDB処理

の有無に関わらず，果実が耐える上限濃度は30%であっ

た．濃度が高いと果肉色や香気や香味が悪くなった．

10～13℃の貯蔵温度で二酸化炭素は腐敗をわずかに抑

制したが，１８～325℃の貯蔵温度では二酸化炭素は可

食期までの腐敗をある程度減少させた．

輸送温度による貯蔵から室温の貯蔵になった果実に

おいて腐敗が速まるのは，ガスの残留効果がないこと

を示唆している．10.0％の二酸化炭素濃度で18.5℃で貯

蔵された果実の棚持ちは，１３℃で空気貯蔵された果実

よりも劣る．空気中で貯蔵された後の温湯処理は，棚

持ちの維持においては二酸化炭素貯蔵よりはるかに勝

減圧条件

気圧の低い条件下で果実や野菜を貯蔵すると，棚持

ちがよくなる．パパイアの棚持ちやポストハーベスト

病害に対する効果を調べた，－番最初の減圧貯蔵の報

告はおそらくAlvarez72の研究である．調査された主要

な病害は炭疽病（ＣＯ/JetotrjcumgJoeoSporjojdes)，軸

腐病（町coSpAaereJkzSp.，Phomacaricae弓pqpc1yaeb

Botlyodjp/Modiat/ieobromae)，そして果柄感染

(FusarjumSp.，OgJoeoSporiozes）である．２つの

梱包会社のポリスチレンライナーによって梱包された

ボール箱が，この研究には用いられた．すべての果実

は48℃20分の温湯浸漬処理を受け，さらにEDBによる

薫蒸処理を受けている．その他にワックス（ワックス
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１：水３）でコーティングされ，さらに殺菌剤

Thiabendazole，２－（４，thiazoyl）（TBZ）そして（met

hyll-butylcarbamoyD1-benzimidazolecarbamate

(benomyl）の処理と無処理の条件である．果実の入っ

たボール箱は，１０℃で20ｍｍＨｇの減圧で98％の相対湿

度の条件で冷蔵コンテナーに積み込まれ，１０℃の通常

気圧のコンテナーの果実と比較された．最初は冬にロ

サンゼルスとカリフォルニアに，２回目は夏にニュー

ヨークに試験輸送された．

冬と夏の試験とも，減圧と通常の気圧の両方の貯蔵

で，冷蔵条件下で果皮色はやや促進された．冬の輸送

試験では，両方のコンテナーから出されてロサンゼル

スの低温の外気にさらされた果実はゆっくりと後熟し

た．減圧コンテナーで輸送された，ワックスコーティ

ング無処理の果実の病害発生は5.0％であった．ワック

スコーティング無処理の果実は減圧貯蔵と通常気圧貯

蔵で，それぞれ76％と63％の商品化率であった（両方

の梱包会社平均)．減圧コンテナーから出された果実は，

12～14日後でもかたくて香味がよかった．

梱包会社の一方では，減圧コンテナーの45.0％の果

実が柔らかくなり，果実の軟化が問題となった．微生

物が発見されなかったので，果実の予冷が不十分であっ

たことが原因だと示唆された．ボール箱にセンサーを

挿入し熱を測定したら，他の会社が10℃を維持してい

るのに比べ，この梱包会社の輸送の最初の３日間の果
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