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研究情報

ウメの果皮障害「黒点症」の形態的特徴と発生原因

近年、ウメ産地では、成熟期の果実に褐色や緑色などの小斑点が多数みられる「黒点症（通称）」

が発生し、大きな問題となっています。そこで、黒点症の形態的特徴を調査するとともに、発生原

因の解明に取り組みました。

うめ研究所　副主査研究員　城村　德明

◆ 降水量と黒点症の発生

◆ 発生部位の形態的特徴

◆ はじめに

発生部位では、気孔周辺部

が褐色Aや緑色Bに変色して

おり、小斑点が赤くみえるも

のは、変色部の周辺が赤色に

変色Cしたものであることが

わかりました。

光学顕微鏡による発生部位（気孔）の観察（200倍）

◆ 黒点症の発生時期

◆ 黒点症の特徴

○ 成熟期の果皮に褐色、緑色または赤色の小斑点が発生する

○ 小斑点は明確なものからごく微細なものまである

○ 発生部位は主に果梗部～赤道部である

○ 風通しの悪い園地や朝露がつきやすい園地で発生しやすい

黒点症は、降水量が４月に１５０㎜以上で

かつ５月に２００㎜以上の年に多発する傾向

にありました。

黒点症の発生は落果初期からみられ、発

生率は落果後期にかけて高くなる傾向でし

た。

黒点症の果実

小斑点が褐色 小斑点が赤色
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研究情報

◆ 樹上散水による黒点症再現試験

正常部の気孔は、孔

辺細胞が唇型に膨らん

で閉じていますが、黒

点症部の気孔は、開い

ており、その周辺部に

しわができています。

－ 3 －

黒点症の発生部位では、開いた気孔周辺部で一種の防御反応が起こっており、カロー

スやフェノール性物質が沈着して防御壁を形成することにより変色していると考えら

れました。

ｚ：黒点症の発生程度：軽症；果皮の1割未満で発生、重症：果皮の1割以上で発生

ｙ：異なる文字間にはTukeyの多重比較により5％水準で有意差あり（n=3）

※樹上散水区は幼果期～落果終期にほぼ毎日約30㎜/日散水

　無降雨区は雨除けハウス内で実施

無降雨および樹上散水の有無と黒点症の発生（2011）

以上のことから、黒点症は、4月の幼果期から収穫期まで継続的に降雨が多い年

に多発生することがわかりました。発生メカニズムについては、果皮の弱化と成熟

に伴う果皮の老化により、水滴が果皮に長時間付着することで、微細な穴となった

気孔等から水が表皮組織内に侵入し、一種の防御反応が気孔周辺部等で起こること

で発生すると考えられます。現在、表皮組織内に水を侵入させないようにするため

に、果皮をコーティングする資材等を用いた軽減対策技術の検討を行っています。

【まとめ】

黒点症部 正常部

走査型電子顕微鏡による気孔の観察

※ハウス内での散水試験の様子

黒点症は、降雨に樹上散水を加えると高

い確率で発生しますが、降雨や樹上からの

水を遮断すると、ほとんど発生しません。

黒点症の発生は、幼果期～完熟期に多量

の水にさらされることにより助長されるこ

とがわかりました。

100μm 100μm



研究の成果

カンキツ園周辺のイノシシの行動と被害対策

果樹試験場 主査研究員　法眼　利幸

和歌山県ではイノシシによる果樹に対する激しい被害が

発生し続けています。しかし、それら加害実態も含めたイ

ノシシの行動についてはよく分かっていません。今回、カ

ンキツ園（以下：園）周辺におけるイノシシの行動を把握

するため、春（３４日間）と秋（２２日間）に発信機付き

首輪を用いて調査した結果を報告します。

イノシシは人間を避けるような行動パターンをとっていましたが、もともと夜行性ではないた

め、今後人馴れが進むと昼間に人身事故の発生する恐れがあります。対策としては基本の①防護柵

の設置、②餌付けとなる果実等の処理、③人馴れしやすい園や集落周辺での捕獲、以上を適切に実

施する必要があります。そのうえで、住みかとなる耕作放棄地対策や藪の刈り払いの実施が、さら

なるイノシシ対策の強化につながると考えられます。

○ 日中

イノシシは廃園（耕作放棄地）もしくは下生えの多い広葉樹林内でじっとしていました。両方と

も草木やシダ類が茂って藪となり、イノシシの安心できる住みかになっていると考えられました。 

発信機を着けたイノシシ

 （矢印：発信機付き首輪）

イノシシ移動状況の一例（2011年11月17日～18日）利用していた下生えの多い広葉樹林                 

（シダ類が繁茂して立入り困難）

住みかになっていたカンキツ廃園 

（矢印：寝屋になっている藪）

○ 夜間

イノシシは、園と園の間に残された帯状の森林を伝うように移動していました。秋には園に侵入して果

実を食害していましたが、次々と移動をくり返し、同じ場所でとどまる様子はみられませんでした。
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研究の成果

モモ果実赤
せき

点
てん

病
びょう

の分生子飛散時期・果実への
感染時期と薬剤の防除効果 

かき・もも研究所　副主査研究員　森本　涼子

モモ果実赤点病はEllisembia属菌によるモモの病害で、伝染源となる分生子は、枝上の枯死組織

部で形成され、主に風雨で飛散し果実に伝染します。そこで、病原菌の分生子の飛散時期と果実へ

の感染時期を明らかにし、有効薬剤を検討したので紹介します。

まとめ

果実赤点病菌は分生子飛散数が少ない時期であっても果実に感染する。果実の発病は、袋かけ時

期が遅いほど多くなるので、できるだけ早めに袋かけを行い、登録薬剤による袋かけ前防除に重点

をおいて実施する必要がある。 

図１ 枝上で形成された分生子の飛散消長（2009年）

分生子の捕捉数は６月第４半旬までは少な

く、６月下旬から急増、10月上旬まで多

く推移する（図１）。
果実への感染はいずれの時期でも見られ（図

２）、発病程度と分生子飛散数との間には一

定の傾向は認められない。

ダコレート水和剤、ベ

ルクート水和剤、ナリア

ＷＤＧ、ジマンダイセン

水和剤は本病に対して

防除効果が認められ（図

３）、農薬登録が適用拡

大されている。

図２　除袋時期の違いがモモ果実赤点病の発病に及ぼす影響（2009年）

品種：「白鳳」18年生。1区 20果、3反復。 
試験方法：2009年5月19日に一斉に袋かけを行い、そこから２週

間間隔で除袋時期をずらして袋かけを行った。 
調査日：2009年7月9、13、16日（収穫時） 

（　 ）内は防除価を示す。 

試験場所：紀の川市桃山町現地発病園、品種：「川中島白桃」17年生（試験開始時）。1区 1～ 1/2 樹、3反復。 

2009 年度試験：薬剤散布日；2009 年 5月 8、19日、6月 1、15日、袋かけ日；6月 19日、除袋日；7月 16～ 21日、調査日；7月 27日

2010 年度試験：薬剤散布日；2010 年 5月 6、15、27日、6月 10日、袋かけ日；6月 16日、除袋日；7月 21、23日、調査日；7月 30日

2011 年度試験：薬剤散布日；2011 年 5月 16、25、6月 3日、袋かけ日；6月 8日、除袋日；7月 16～ 21日、調査日；8月 2日 

現在、有効薬剤を組み合わせ、モモ果実赤点病に対する防除体系の検討を行っています。

図３ モモ果実赤点病に対する薬剤の防除効果

－ 5 －



研究の成果

・果実からのエチレン除去処理、エチレン無処理

では着色が進みませんでした。

・20℃以上でのエチレン処理では着色が優れま

したが、30℃では色みが劣りました。

→有機酸の保持も考慮すると、20℃で4日以上

　追熟させるのが適当と考えられました。
高湿度条件下でエチレン処理する必要があ

ることがわかりました

追熟に用いる果実は1～5割程度着色した

ものがよいことがわかりました

ウメ「露茜」果実の着色を促進させる収穫後管理技術

うめ研究所　主査研究員　大江　孝明

「露茜」は（独）果樹研究所で育成された新品種です。

果肉まで赤く着色する特徴（右写真）があり、新商材とし

てメーカーの関心が高く、産地化が検討されています。し

かし、年により着色がばらつき、完熟果は鳥獣害をうけや

すい問題点があります。そこで、やや若めの果実を追熟に

より赤色着色させるための技術を検討しました。

○ 結果

この技術を特許出願し、県内での産地化に取り組んでいます

・着色始期～着色中期（１～５割程度着色）の果実を２０℃の高湿度条件下でエチレン処理

し、４日以上追熟することで、収穫後に果実を安定的

に赤色着色させられることがわかりました。

・追熟した果実を原料に用いることで、梅シロップや梅

酒などの加工品の着色も促進されました（右写真）。

○ まとめ

１：異なる温度でのエチレン処理効果

３：異なる湿度でのエチレン処理効果

エチレン発生剤処理
湿度90％ 湿度50％

30℃

25℃

20℃

15℃

10℃

エチレン除去剤
処理

エチレン発生剤
処理

20℃無処理

※写真は追熟４日後

－ 6 －

２：異なる熟度でのエチレン処理効果

未熟
（無着色）

着色始期
（1～5割着色）

適　熟
（8割以上着色）

南高 露茜



トピックス

極早生ウンシュウミカン「ＹＮ２６」の試食検討会が開催されました 

地元保育園児らによるモモ、カキの「ふれあい体験」

去る９月２４日に和歌山県かんきつ生産振興協議会（事務
局：県農営農対策部生産対策課）主催の「ＹＮ２６」の試食
検討会が果樹試験場会議室で開催されました。この協議会は
県内のカンキツ生産振興を目的に、関係するＪＡ・県農・県
の組織で構成しています。……
この協議会（当時はゆら早生ブランド確立協議会）では、「Ｙ

Ｎ２６」の現地試験の一つとして、加盟の各ＪＡ管内で適応
性試験を行っています。今回の試食会では、結果量の多かっ
た園地を中心に育成地（試験場）の果実とともに供試し、会
員の意見交換を行いました。…
「この時期（９月下旬頃）の温州ミカンとしては酸味が少
なかった」ことと「比較的糖度も高かったので食べやすい」
という意見が多く聞かれました。今後は、現地試験の結果も
ふまえ、適地への導入を図ります。

かき・もも研究所では、地元の保育園児、幼稚園児を対象にモモ、カキの様々な品種の見学や収
穫作業のお手伝い、試食体験等を通じて、地域特産のモモ、カキについての理解を深めてもらおう
と、モモ、カキの「ふれあい体験」を実施しています。昨年度から始めたカキの体験に加え、本年
度はモモの体験を実施しました。７月のモモの体験には２施設から３３名の園児が、１０月～１１
月のカキの体験には５施設から約９０名の園児が参加し、体験内容の一部がテレビや新聞で報道さ
れました。…
後日、引率の先生からは、「普段あまりカキを食べない子もおいしいと言って食べる姿もみられ

ました。」、「実際に体験し、自然に囲まれた環境の中で食べることで関心も深まりおいしくいただ
けたようです。」、「園児がカキの名前を覚えて会話の中にでてきたりします。」といった感想もいた
だきました。今後、子供達がモモやカキにさらに興味を持ってもらえるように体験内容を工夫して
実施していく予定です。

－…7…－



トピックス

平成２４年５月２９日～６月１２日に「ＮＫ
１４」高接ぎ試験園（みなべ町・田辺市各３カ所）
における今年産の青梅収穫調査を関係機関とと
もに行いました。今年は産地全域で「南高」の着
果が少ない年でしたが、「ＮＫ１４」は自家和合
性のため着果は良好で、山間の北向き園におい
ても収穫時の着果率は「南高」に比べ２倍以上
（「ＮＫ１４」：２８％、「南高」：１２％）高くな
りました。一方、安定した着果が見込まれる反面、
果実階級は「南高」に比べ１階級程度小さく（青
果２Ｌ以上の割合「ＮＫ１４」：２４％、「南高」：
３９％）、過度に着果が多くなった場合には小玉化しやすい欠点も明らかとなりました。……こうした
ことから、「ＮＫ１４」の導入にあたっては、「南高」の着果が不安定な地域・園地への導入が最も
自家和合性の利点を発揮しやすいと考えており、「南高」の授粉樹としての活用も含め、今後、適
地での普及を図っていくこととしています。…

この冊子は再生紙を使用しています。

ฤूɾൃߦ 和歌山県果樹試験場
 〒 643-0022　和歌山県有田郡有田川町奥 751 － 1
 TEL：０７３７－５２－４３２０　FAX：０７３７－５３－２０３７
 ホームページ：http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070109/gaiyou/002/002.htm
ҹɹɹॴ 株式会社　協　和　TEL.０７３－４８３－５２１１　ＦＡＸ．０７３－４８２－９８４４

ウメ新品種「NK14」の現地での着果特性を確認

研修生募集
果樹試験場研修生を募集しています。研修は次のように区分しています。

※申し込み方法等の詳しいことは各場所の研修生係にお問い合わせください
果樹試験場…………………………… …（TEL０７３７－５２－４３２０）
果樹試験場かき・もも研究所……… …（TEL０７３６－７３－２２７４）
果樹試験場うめ研究所……………… …（TEL０７３９－７４－３７８０）

区　　　分 募 集 資 格 研 修 目 的 研 修 場 所

長期：1か年
一般中期：6か月

短期：3か月

高等学校卒業（見込
み）の者

近代的な果樹経営を志す者に対
して必要な技術と知識の習得

果樹試験場
（有田川町奥７５１-１）

かき・もも研究所
（紀の川市粉河３３３６）

うめ研究所
（みなべ町東本庄１４１６-７）

長期：1か年
専門中期：6か月

短期：3か月

大学、短大、各種学
校卒業（見込み）の
者

果樹に関する栽培、病害虫、土
壌肥料、施設営農等のなかで必
要な技術と知識の習得

長期：1か年
委託中期：6か月

短期：3か月

大学等教育機関、農
業関係機関等から委
託された者

左記機関が希望する果樹関係専
門技術の習得
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