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I 緒論

トマトはビニールハウス栽繕の発達と輸送範囲の拡大

により，ほとんど周年供給されるようになってきたが，

冬季の出荷は少なし 5月以降には急増するのが通常で

ある。そのため，東京市場での価格は4月以前は比較的

高値で推移するが， 5月以降は低下する。一方，東北の

一部および北海道では，この時期には地場物の出荷はほ

とんどみられない。そこで，関東各県あるいは西南暖地

の地帯からの移出が行われる。 5月中～下旬から 6月

にかけて，千葉，埼玉，愛知，宮崎その他10数県から，

北海道に向けで出荷されるトマトはかなりの量にのぼっ

ている。トマトの北海道市場への輸送は，千葉を例にと

ると，出荷から札幌市場入荷まで，指定列車を用いても
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5日聞を要する。 5月下旬から 6月上旬を中心とした時

期の気温（20～25℃）にトマトが5日間おかれると， 20

～30%程度の着色で収穫しでも，市場到着時には，ほと

んど完熟（80～100%着色）して，市場での商品性は極端

に低下する。そのため，生産者は収穫熟度をさらに早め

て緑熟のものを収穫するが，緑熱という熟度は熟練者で

も判別がむずかしい。 2日後に着色を開始するものと，

5日後になっても着色しないものとが区別できず，それ

らが同時に収穫されることになり，市場到着時に一箱中

に完熟に近いトマトから，緑色のままの．ものまで並んで、，

着色不揃いとなり，商品価値をおとす結果となる。そこ

で，着色が明瞭に認められ，熟度が見分けやすくなった

トマトを収穫して，そのままの状態，あるいはわずかに

着色の進んだ程度で市場に到着するような方法を確立す
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る必要がある。

一方，東京市場を中心とする近距離輸送の場合には，

収穫から消費に至る 3～ 4日間の流通期間の追熟を考慮

に入れて turningstageのものが収穫されているが，

turning stageで収穫してその後追熟した果実と，樹上

で完熟した果実の品質とを官能審査した結果では，樹上

完熟果のほうが追熟果に比べて明らかに美味であること

が認められている。青果物の品質の良否が一段と重視さ

れるようになってきた今日， トマトも従来の追熟を考慮

にいれた turningstageでの収穫を改めて，樹上で完熟

に近い状態まで成熟した美味なトマトを収穫して，その

ままの状態で、消費者に供給する技術の確立が望まれる。

これらのことを実現するためには，コールド・チェー

ンによる方法と，常温下では包装改善による方法が考え

られる。トマトを含めた野菜のコールド・チェーンの実

験が，本研究の遂行中に科学技術庁を中心に大規模に実

施されたにもかかわらず，生鮮野菜のコールド・チェー

ンの実現は遅今として進まない。このような現状では，

常温流通での里環のshelf-lifeの延長のための研究が強

く望まれ，その一方法として後述の包装改善が考えられ

る。

青果物の包装による鮮度保持には，最近プラスチック

フィルムが使用され始めたが， トマトについての試験は

少なく，かつ，プラスチ yクフィルム包装によって魚宇度

を保持した場合の生理学的研究はほとんど行われていな

い。トマトの追熟を抑制し，鮮度を良好に保つには， ト

マトの正常な追熟現象の詳細なは握が必要で、ある。トマ

トは収穫後に追熟する果実の一つであるが，その現象は

緑色の減退，赤着色の進行，肉質の軟化などが大きな変

化としてあげられる。しかしながら，これらの追熟現象

の一つ一つの機作については， f也の果実同様なお不明確

な点、が多L、。

トマトの成熟過程における緑色の減退について，高橋

iiは開花後25日から60日までの収穫果実について測定し

た結果，開花後日数の経過とともに chlorophyll含量が

低下したことを報告している。一方， DALAL21らは，数

品種のトマトを用いて各成熟段階におけるchlorophy II 

合量を測定して，いずれの品種も，果実が生育肥大する

につれて治加し， maturegreen stageないしはそれよ

りやや未熟の段階で最大に達し，その後は急速に低下す

ることを認めている。また最近，邸回ら 31はmature

green stageのトマトを 7℃前後の低温に貯蔵した場合

でも chlorophyIIの合量は比較的速やかに減少したこと

を報告している。しかし，いず、れの研究で、も，生育一成

熟に伴う chlorophy II含量の減少の生理的機構について

は，全く検討されていない。

トマトの成熟に伴う赤持色の進行は， chlorophyIIに

よってマスクされていた既存のcarote no idsがchlorop-

phyll の分解によって表面に現われたものではなし新

たにlycopene が生成されるためであることは既知の事

実である引。 トマト果実での lycopeneの生成適温は24

℃前後 51であり，それよりも低温でも6），高温7.8 Jでも

生成は抑制される。 matu re green stageのトマトが成

熟する時には果実の呼吸が急速に上昇し，いわゆるcli-

macteric rise 91の現象が認められるが，この呼吸の

maximumに達する前後に lycopene含量は急増する。ま

た，これに先だち，果実中にエチレンが発生IO.11 Jするこ

とも認められている。トマトの lycopene は果実が樹上

で成熟する場合に限らず，収穫後でも果実が追熟するに

つれて増加するが，この際光の影響はほとんど認められ

す＼温度の影響が特に強いことは周知の事実で、ある。

トマトの追熟過程における果実硬度の変化については，

HALL12＞やKATTAN13＞の研究があり，それによれば，

追熟と果肉硬度の関係に深い関連のあることが指摘され

ている。

このように， トマトの成熟に伴う諸変化のそれぞれに

ついては，多くの研究が進められているが，いずれも，

トマトの追熟生理の機構を総合的に説明しうるまでには

至っていない。

トマトの追熟は，観点を変えれば鮮度の低下を意味す

る。すなわち， トマトは収穫後，熟するにつれて赤着色

が進み，肉質は軟化して過熱となり，食味がおちて商品

性が低下し，ついには腐敗するというのが鮮度低下の経

時的変化であるところから，追熟の抑制は鮮度低下の防

止につながるといえる。

本研究は， トマトの常温流通における追熟の進行と，

その防止に関する生理機構の一端を解明するため， chlo-

rophyllの分解， lycopene の生成およびその抑制とい

う面から追求し，さらに酵素学的な面からも検討を加え

ようとしたものである。また，実用的には， 5～6月に

おけるトマトの遠距離輸送を考慮して， 5～7日間程度

の流通期間中のトマトの鮮度を良好に保つ技術を確立す

る目的で行ったものである。

II プラスチックフィルム包装によるトマ

トの鮮度保持に関する研究

I . Ripeness scoreの設定および低温とポリヱチレ

レン包装によるトマトの鮮度保持

生食用トマトの品質変化を測定するための一定方法は
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現在のところ確立されていないが，一般に貯蔵試験では，

腐敗率や成分変化が品質の指標として用いられているH

15. 16）。一方，造熟試験ではripenessscore17＞やcolor

score IS）が用いられている。

本研究の目的は，流通過程における 5～ 7日程度の短

い期間の鮮度保持にあるので，一般の貯蔵試験に用いら

れている鮮度指標は採用し！縫い。腐敗率などの鮮度指標

の代わりに，追熟の進行の遅速を端的に示しうる方法を

決定し，貯蔵条件の違いによる鮮度保持状況を適確に表

現することが，本研究を遂行するに当たって必要なこと

である。そこで，顕著な外観的変化をより正確に示しう

るような熟度基準として11段階からなるripenessscore 

を設定して，追熟状況を表わし，かっその ripeness

scoreと果肉硬度や果肉磨砕物の色調などの他の追熟現

象との関係を明らかにし，ついでポリエチレン包装を中

心としたトマトの鮮度保持の研究を行った。

トマトの適貯蔵温度19）は緑熟で13～21℃，完熟果でO

℃とされている。これは緑熟果が熱帯あるいは亜熱帯原

産の果実に多くみられる冷温障害をうけるためである。

そこで本試験では，冷温障害をうけにくいと考えられる

turning stageの果実を用い，温度はこれも冷温障害を

起こさない低温として10℃区を設け，この条件で貯蔵さ

れたトマトと，ポリエチレン包装常温貯蔵果とを比較し，

ポリエチレン包装によるトマトの追熟抑制効果を検討し

た。

果実類のポリエチレン包装に関する試験としては， 19

44～45年に SMITH2Wの行ったリンゴのポリエチレンフ

ィルム包装貯蔵が最初のものとされている。その後，

HARDENBURG2"はさらにリンゴのポリエチレン包装E宇

蔵に関する試験を進めて， 6カ月の貯蔵後も水分の減少

が非常に少なく，鮮度よく保持されることを報告してい

る。この際，包装内のガス手昼成はo13.4%. co.s.7% 

と変化したが，リンゴが異常呼吸を起こすまでには至ら

ず，むしろ，ガス貯蔵の効果が認められたと報告してい

る。わが国では， 1957年からポリエチレンフィルムの製

造が開始され，樽谷22.23. 24）は1960年から富有柿の長期

貯蔵試験にポリエチレンフィルムを用いた。その結果，

厚さ 0.06mm，折径×長さ14X35cmの袋にカキを 2～ 4果

ずつ詰め，低温（ 0℃）と併用して貯蔵したところ， 3

～ 4カ月間健全に貯蔵されることを認めた。

一方， トマトの鮮度保持に及ぼすフィルム包装の影響，

あるいはフィルム包装したトマトの追熟生理の変化に関

する研究は非常に少ない。緒方ら却は日本紙およびセロ

ン包装区が無包装区のトマトに比べて，追熟が遅れるこ

とを認め，かっその際，果実の色沢は包装果が無包装果

に比べて多少お、とることを報告している。 1960年にAY

RESら26）は， 7種のフィルムを用いて，各種温度条件

におけるフィルム包装の貯蔵効果を検討し，セルロース

アセテイトが良好で，ポリエチレン， Pliofilm，サラン，

Cryovacなどは腐敗を促進することを報告している。ま

た酒弁ら27）も高温時の貯蔵では，ポリエチレン包装区が

無包装区よりおとることを認めている。このように，従

来わずか行われたトマトのポリエチレン包装試験では，

無包装より悪い結果が出されている。一方，筆者は1963

年に行った予備試験において， 5～6月の気温（20～25

℃）で， トマトを厚さ0.03mmのポリエチレンフィルムに

包装した場合に，著しい鮮度保持効果のあることを認め

ている。そこで， トマトの追熟の適温とされている24℃

前後でのポリエチレン包装の鮮度保排効果を確認するこ

とおよび前記10℃貯蔵果との比較を行うため以下の実験

を行った。

(1) 実験材料および方法

1 ）材料

Ripeness scoreの設定の検討に用いたトマトは，千

葉県農業試験場そ菜研究室園場で栽培された福寿2号で，

1果重150～2309のものを用い， I区10個あてとした。

鮮度保持試験に用いたトマトは，千葉県一宮町の農家の

ビニールハウス内で栽培された福寿2号で， 1果重 150

～2509のものを用いた。収穫は午前9～11時に行い，熟

度はturningst昭 eとし，対照lこmaturegreen, half 

ripeのものを用いた。

2 ) Ripeness scoreの設定

外観の着色程度から第1表のようなripenessscore 

の基準を設定した。以後は各試験とも， 10個体をこの表

に従って採点して，平均値を求めてその区の ripeness

scoreとした。

3）硬度のrJ!U定

佐藤式ユニバーサル・ハードネスメーターA型（円錘

針）を用いた。測定は果実の果頂部と果I忠告Jlをさけて，

果腹部についてなるべく対角線上になるように，果房壁

の部分を果実の中心に向かつて針をさすこととし，赤道

部の上下2カ所， 1果実について計8カ所測定した。測

定個数は10個体とした。

4) 果肉磨砕物のil!U色

硬度測定の終了したトマトを，各個体ごとに細切して，

水を使わずにミキサーにかけて磨砕する。あらかじめシ

リコン樹脂100聞を採取した1oomeビーカーに上記トマト

磨砕物30gをとり，よく撹持してホモデナイザーにかけ

微砕する。これを再びビーカーに移し，減圧脱気を行っ

た後，日本電色KK色彩計PH型により， X. Y. Zを
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第l表 Ripeness Score と外観状態

Ripeness 
熱 度Score 外 観 状 態

。 mature green 

turning stage (1) 

呆頂部が白っぽくなってはいるが着色は全然認められない。

果頂部がわずかに着色開始着色程度3%以下。

2 II (2) 果頂部の着色程度が 4-10% 

3 II (3) II 11-30% 

4 half ripe (1) 呆頂部の糧赤色が果腹部に広がり着色程度 31-50% 

5 ” 
(2) II II 

6 firm ripe (1) ．果実特有の赤色がさらに広がり着色程度

51-70% 

71-85% 

86-98% 7 ’i 
(2) 

” 
II 

8 肉質は硬いが完全に着色。

9 

10 

I comp…e 
over ripe (1) 

II (2) 

赤色が黒みをおぴるほどではないが全面着色を過ぎ肉質軟化。

果実の赤色が黒みをおび肉質極端に軟化。

第2表 収 穫 熟 度と貯蔵条件

試験区 貯温 蔵度 収穫熟度 包 装 条 f牛No. 

1 10 ・c turning stage 無包装

2 II II ポリエチレン 0.02mm密封

3 II II II 0.03mm II 

4 II II II II II 

5 24 ℃ half ripe 無包装

6 II II ポリエチレン 0.03mm密封

7 II tnrmng stage 無包装

8 II II ポリエチレン 0.02mm密封

9 II II II 0.03mm II 

10 II II II II II 

11 II II ビニール 0.03皿密封

12 II mature green 無包装

13 II II ポリエチレン 0.03皿密封

測定し、計算により L.a. b 値および波長を求めた。

5) 一般成分

トマト 5個体を切細してミキサーにかけ，さらにホモ

ヂナイザーで微砕後 lOOgを秤取して乳鉢に入れ，海砂

を加えてよく磨砕する。磨砕物は2someメスフラスコに

定容後遠心分離、ろ紙ろ過して分析用試料液とした。た

だし、アスコルビン酸については別の試料調製法によっ

た。

pH: 目立堀場製ガラス電極pHメーターによる。

酸：試料液10meをとり， N/10NaOHで滴定し，クエ

ン酸として表わした。

アミノ態窒素：ホルモール滴定により定量。

直接還元糖： Somogyi法により定量。

非還元糖：試料液 smeを2oome三角フラスコにとり水

95me, 1 N塩酸3泌を加え，冷却管を付け，沸騰湯中で

30分間分解，中和，定容後Somogyi 法により定量し，

直接還元糖を差し引いて非還元糖とした。

貯 蔵 条 f牛

同一温度継続貯蔵

II 調封せず

II II 

貯蔵4日後密封のまま24℃へ移す

同一温度継続貯蔵
II 開封せず

同一温度継続貯蔵

II 開封せず

II II 

II 4日後開封

II 開封せず

.II 

II 開封せず

アスコルピン酸：試料トマトを薄片にし，その50gを

とり， 5%メタ燐酸someとともに乳鉢にでよく磨砕後，

2oome1こ定量して，インドフェノール法により還元型のみ

定量した。

6) 鮮度保持試験区の設定

試験区は第2表のとおりで，各区ともトマトは10個体

を用いた。表中の貯蔵温度24℃は， トマト果実追熟の適

温でもあり，かっ 6月上中旬の気温に栢当する。この温

度区は保温室を使用したが，同室内の湿度は約so%であ

った。ポリエチレン包装区は，収穫した果実を室温に 5

～7時間おいた後， 35×25cmのポリエチレン袋に 5個体

ずつつめ，ゴムバンドで密封した。その際の果実体温は

約25℃であった。また10℃区は強制送風式の冷蔵庫を使

用し，包装区の果実は開放状態で同室に5時間さらした

後密封した。 No.4区は，ポリエチレン包装して 5日間10

℃に保持後24℃室に移したもので，北海道輸送期間中は

低温貨車内にあり，到着後貨車から搬出した場合を想定
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Ripeness Score 

Ripeness Scoreと果肉磨砕物の色調との関係

2) 熟度を異にした収穫果の色調変化

Ripeness scoreと果肉磨砕物の色調との関係を第2

図に示した。 L11直はscoreが進むに従って低下の傾向を

示した。 a/b値とripeness.scoreとの関係は，硬度の

場合と同様ほぼS字状に近い曲線を描いている。高橋ら

もa/b値と色感とがよく一致することを指摘しているが，

筆者が熟度判定基準として設定したripenessscoreと

もかなり密接な関係があることが認められた。 a/bf直は

10個体の平均値で表わしたが，測定に際して各個体ごと

に多少の変動が認められたので，平均値が推計学的に意

味があるかどうか，隣接するripenessscore聞のa/b

値について平均値の差の検定を行った。その結果score

3と4，および9と10の聞で，差が明瞭でないほかは，

すべて 0.1～ 2%の危険率で有意差カf認められた。

さらに，収穫熟度を一定にして，条件を変えて貯蔵し

た場合のトマトのripenessscoreと硬度および果肉磨

砕物の関係を調査した結果，樹上成熟果の場合とほぼ同

様な傾向が認められた。すなわち，追熟が進みripeness

scoreが増大するにつれて果肉硬度は低下し，果肉磨砕

物の主波長は長波長側に移り，赤色素の増加が推定され

た。

S）トマトの熟度およ前皇熟方法の遣いによる成分変化

第 2図

して行った。

7) 包装内のガス分析法

35×25cmのポリエチレン袋に， トマト 5個体を入れ，

袋の口に内径5mm，長さ 7c皿のガラス管を婦人し，ゴム

バンドで固定し，ガラス管以外からは気体が漏れないよ

うにし，袋内には空気を約 soome注入した。ガラス管の

先には長さ約lOc皿のゴム管を付け，その中聞をスクリュ

ーピンチコックで密封した。この状態で一定期間おき，

ガス分析時には，ゴム管の先端をオルザットガス分析装

置に連結して，袋内のガスを常法により採取分析した。

(2）結果および考察

1 ) 熟度を異にした収積果の硬度変化

Ripeness scoreと硬度との関係を第1図に示した。

図でみるように， score0～ 3までの聞では， ripeness

scoreの進行にともなう肉質の軟化はわずかであるが，

回世e3から 8の聞ではscoreが1進む聞に肉質は急速

に軟化すでる。そしてscore8～10になると再び軟化の速

度がおそくなり，その結果ほぼS字状に近い曲線を描き，

両者はかなり密接な関係にあるものと考えられた。 HA

LL1aやKATTANI~ も Cornell Pressure Testerある

いは， Firm-0 -meter などの計器を用いて果肉硬度を

測定し，著者と同様両者に深い関係のあることを認めて

いる。一般に果実は成熟するにつれて，肉質カず軟化する

のが普通であるが， トマトも樹上完熟する際には，果面

色（ripenessscore) の進行と肉質の軟化は平行して

行われるようである。

10 8 

-0.8 

10 2 4 6 

Ripeness Score 

Ripeness Scoreと硬度との関係

8 

第 l図
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第3表 4) 貯蔵条件の遣いによる追熟変化

第2表のような条件で貯蔵した場合の追熟状況を示し

たのが，第 3. 4. 5図である。

10 
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収穫熟度別トマト成分変化
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各種フィルム包装条件と追熟状況

（貯蔵温度10℃）
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収穫熟度を変えたトマトの主要成分は第3表のとおり

である。各種成分のほとんどがmaturegreenのものが

最も低＜， turning stage, half ripeと熟度が進むにつ

れて増加した。しかし， halfripeから ripe にかけて

は，アミノ態窒素を除いては，ほとんどの成分が減少の

傾向を示し，かならずしも，熟度の進行と成分の増加は

一致した関係を示さなかった。また，いずれの成分も増

減の幅が狭く，熟度の指標として成分変化を用いること

は困難と思われた。

また， turningstageで収穫したトマトを24℃， 10℃，

3℃で追熟させた場合の成分変化を示したのが第4表で

ある。表でみるように，長期間の貯蔵では，酸含量の低

下が認められ，待に24℃区でその傾向が顕著であった。

しかし，それ以外の成分についてはほとんど変化がみら

れず，一般に野菜の鮮度指標として用いられているアス

コルピン酸含量の変化も認められなかった。このように

談合量を除いては，追熟果でも，貯蔵期間が短いときは

樹上成熟果と同様，成分変化は熟度の進行を示す指標と

はなりにくいものと考えられた。

2 4 

貯 蔵 日 数

各種フィルム包装条件と追熟状況

（貯蔵温度24℃）

温度と包装効果の関係は3, 4図にみるように，貯蔵

温度の高い場合のほうがフィルム包装の追熟抑制効果が

顕著に現われているカえこのような関係は後述のフィル

ム包装内ガス組成についτの実験からも裏付けされる。

しかし，温度が低い場合でも，ポリエチレン包装の効果

は認められる。すなわち， 10℃（第3図）では無包装区

でも低温による追熟抑制効果があるため，包装区との差

が小さくなったもので，ピニール包装区を除いては， 10

℃の米リエチレン（厚み0.03凹）包装区が最も鮮度保持

効果が高かった。また24℃室の厚さ0.03皿（以後特に断

わらない場合のポリエチレンフィルムの厚さは，すべて

0.03皿とする）のポリエチレン包装区（第4図）の追熟

ミ アスコ
還元非還ノ態 ルビン

窒素糖元糖酸
%時%%%皿g%

3.70 0.49 16.3 2.83 0 18.2 

3.75 0.50 14.7 2.92 0 20.2 

3. 70 0.49 13.8 2. 76 0 17 .5 

3.84 0.41 13.3 2.60 0 16.9 

8 6 。
第4図

2 

貯蔵温度の違いによるトマトの成分変化

貯温蔵度 貯日蔵数 pH 酸（%） 還元糖（%） アスコルピン
酸（皿g%)

。4.18 0. 57 2. 81 15. 6 

3 3. 96 0. 43 2. 92 15. 5 

6 4. 40 0. 38 3.04 13. 8 
24~ 

10 4.41 0. 34 2.83 15. 3 

17 4. 39 0. 27 2. 67 15. 9 

3 3. 90 0. 51 2.93 15. 9 

6 4. 30 0. 49 3. 02 15. 2 
10℃ 

10 4. 40 0. 45 2. 90 15. 8 

17 4. 35 0. 42 2. 78 16.3 

3 3. 88 0. 54 2. 96 16. 2 

6 4. 25 0.53 3.04 15.1 

3℃ 10 4. 30 0. 49 2. 88 16. 3 

17 4.35 0. 47 2. 90 19.8 

25 4.42 0.40 3.09 15. 7 

第4表
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抑制効果が最も顕著で，低温（10℃）におかれた無包装

のトマトよりも着色の進行を抑制しており，予備試験結

果から予期したことではあるが，ポリエチレン密封包装

が着色抑制に非常に有効であることカ3確認された。 10℃

のポリエチレン包装果をそのままの状穆で室温に移した

場合（第3図）は意外に着色の進行はおそかった。また

ポリエチレン包装4日後に袋を開封すると（第4図），追

熱が抑制されていたトマトは，急速に着色が進行し， 2

～3日でripeの状態となった。

フィルムの種類による傾向は，ポリエチレンの薄いも

のが最も無包装に近く，厚くなるにつれて着色抑制効果

が強くなった。ピニール（厚さ0.03mm）はさらに強い着

色抑制効果を示したが、貯蔵期間が5日を過ぎるころか

ら，果実の頂部周辺が黒色透明化し，肉質は軟化して市

場性を失った。前述した酒井らの結果も，ポリエチレン

フィルムが厚かったため，ピニール包装と似たような障

10 
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。 8 2 4 6 

貯蔵日数

第5図熟度別包装条件と追熟状況

（貯蔵温度24℃）

害が出て鮮度が低下したものと考えられる。

ポリエチレン包装について，熟度と包装効果の関係を

みると， halfripe （第5図jよりはturningstage （第

4図）の方が包装効果は強く現われた。 maturegreen 

（第5図）とturningstage との比較では，両者の差は

小さいが，どちらかといえばturningstageのほうが抑

制効果は強く，追熟抑制に及ぼす包装効果は必ずしも熟

第5表貯蔵混度の違いによるトマトの硬度変化

貯蔵日数 24 ℃ 3 ℃ 。 1. 88k9 1. 88k9 

4 0. 79 1. 80 

7 0.40 1. 58 

11 0.40 1. 41 

18 0.40 1. 24 

温度条件を変えて貯蔵した場合の硬度変化は第5表の

とおりである。着色進行の速かな24℃区の果実の硬度は

急速に低下し，特に4～7日までの変化が急激で，その

後の変化はゆるやかであった。これに対し， 3℃に貯蔵

した場合のトマトの硬度は，わずかずつ低下してゆくが

軟化に至るまでにはかなり長期間かかった。

ポリエチレン包装による影響を示したのが第6図であ

る。無包装，ポリエチレン0.02mm，同0.03醐，ビニール

フィルム0.03mmの順で肉質の軟化はおくれ硬さが保たれ

た。ポリエチレン包装区は，特に初期（ 3日後）の硬度

低下を防止したが，貯蔵回数が長くなると無包装との差

が縮まった。

1.8 

1.6 

1.4 

硬

1.2 
度

kg 1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

3 5 7 

貯蔵日数

9 

度の進んでいない果実で高いとは限らないと考えられた。 第6図貯蔵条件と硬度の変化

これは後述するよう広maturegreenの果実は呼吸が最 6) 袋内ガス組成変化

低であり， turningstageの果実は， climactericonset フィルム包装内のガス組成（炭酸ガスおよび酸素）の

あるいはmaximumに近い状態にあるものを包装するの 分析は，第2表のNo.2, 3, 4, 8, 9, 11の6試験区

で，後述するCA効果が早〈現われたためと思われた。 について行った。

5）追熱条件の遣いによるトマトの硬度変化 ポリエチレン袋内の炭酸ガス漉度は第7図にみるよう
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各種フィルムの袋内酸素漫度の変化
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第8図

度変化をみると，袋内温度は直ちに室温に近づくが，果

実中心温度が室温に達するには8時間以上を要した。

酸素濃度の変化は，！~ぼco.の場合と逆の傾向を示し

た。第8図に示したように， 24℃のピニール包装区では，

1日後で3%, 3日後には 1%以下の低濃度となった。

ポリエチレン包需では， 0.03mrn,0.02mm区ともに， 1日

後で9%前後となり，その後0.03mm区は6～9%の範囲

で， 0.02mm区は9～12%範囲で推移した。 10℃の低温区

では，ポリエチレンの0.02mrn, 0. 03mrnともに酸素濃度は

漸減した。 10℃から 5日後に24℃に移した0.03mrn区では，

5日から 6日後にかけて急減し，その結果，継続して24

℃におかれたものとほぼ同ビ濃度を示した。 1ー（2)-4

で，ビニール包装のトマトの着色が極端におさえられ，

5日以内では非常に顕著な鮮度保持効果を示すが，その

後は果頂部の変質が認められることを述べた。これは，

前述のようにビニール包装では袋内のco.濃度が高く，

o.濃度が低くなり過ぎるため，トマトが生理障害をうけ

る結果と思われた。

第6表に本試験で使用したポリエチレンフィルム（厚

さ0.03mm）と塩化ピニールフィルム（0.03醐）の透湿性

および気体透過性を示した。透湿性はピニールがポリエ

に， 24℃の場合，貯蔵1日後でほぼピークに達し，その

後はやや減少して平衡状態となるようである。ただし，

この平衡ガス漫度はのちに述べるように，袋の大きさと

中に詰めるトマトの個数（重量）によって異なる。 10℃

区では，ピークはなくむしろ漸増傾向を示した。厚さ別

にみると， 0.02mmの場合24℃では最初高く，その後漸減

して 2%近くで平衡に達し， 10℃では，最初低く（1.5%) 

その後漸増して 9日後には24℃の場合とほぼ等しい 2%

前後に達した。 0.03mm厚さの場合も，ほぼ同様な傾向を

示し，袋内のco.濃度は，フィルム特有のガス透過性に

従って，温度の如何にかかわらずある一定期間後には，

一定値に近づくように思われた。一方ビニール（0.03mm)

包装内では， 1日後ですでにco.濃度12%に達し，その

後は数%の上下はあるが，かなり高濃度を持続した。

これら，袋内のco.濃度の平衡に達するまでの経時的

'.J高低は，収穫時の果実温，予冷の有無，貯蔵時の室温

などで変わるものと思われた。ポリエチレン包装区の場

合，収穫後室温において果実温カ＇＇ 25℃に透した時に密封

された区は， 1日後でピークの4%近いco.濃度となる

が，予冷して果実温を下げて密封後10℃に貯蔵した区で

は， 1日後は1.4%, 5日で1.7%, 9日後には2.5%と

漸増した。一方， 5日間10℃におき，その後24℃室に移

した場合は，急速にco.漫度が増加して，やはり 1日た

った6日後には， 4%に達し再び減少した。この際の温

第7図
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チレンに比べて高いが，気体透過度はポリエチレンがピ

ニールに比較して高いため，袋内のco.濃度はポリエチ

レン包装がピニール包装に比べて低く， o.濃度は高い結

果を示したのは首肯できることである。しかも， co.と

o.のそれぞれでみると，ポリエチレンフィルムが持にC

o.の透過性が高く，ピニールの5倍近い値を示している

が，実際の袋内のco.濃度もそれに比例した結果を示し

た。それに比較してo.は， 2倍程度の差であるためか，

袋内のo.濃度もco.の差ほど異ならなかった。

いずれにせよ， co.3～4%. 026～9%というガス

組成（ポリ正チレン0.03mm包装区） におかれると， トマ

トはリンゴのCA貯蔵と同じようなガス貯蔵の効果が現

われて，鮮度がよく保持されるものと思われる。

第6表ポリエチレンおよび塩化ピニールフィルムの

気体透過度と透湿度

項 自 単 位 ポリエヂレン 塩化区ニール
フィルム フィルム

気体lco, 24℃ ／ 1,090 212 cc nf I hr 
透過度 o. 273 117 

透 も湿 度 g／ぱ／24hr 16 25 

注）フィルムの厚さは 0.03mm

7) トマト果実磨砕物の主波長の変化

24℃で追熱して外面色がかなり赤色となったトマトで

も，磨砕した場合に鮮明な赤色磨砕物にはならず，褐色

がかった淡羽b色となった。これは，車景色あるいは緑白色

部か鳴存しており磨砕物に混入するため主考えられる。

そのためか， トマトの磨砕物の主波長の変化は第9図の

ようにripenessscoreの変化（第4図）に比べて長波

長側への移行の速度がややおそいように思われた。しか

610 

主 600

波

長 590

（
岬
）

580 

570 

3 5 7 9 

貯蔵 日数

第9図貯蔵条件とトマト磨砕物の主波長の変化

し，傾向としては， ripenessscoreの変化とほぼ比例

しており，低温および袋内co.漫度が高く 0,濃度の低か

ったフィルム包装区ほど，主波長の移動は少なかった。

ただし， 10℃無包装区と24℃ポリエチレン包装区とを比

較すると， ripenessscoreの進行では， 10℃無包装区

のほうが，進行が早かった（第3,4図参照）にもかかわ

らず，貯蔵中に両者の長波長側への変化は逆転し， 9日

後には24℃ポリエチレン包装区のほうが長波長側に移行

した。これは，後述するように低温で熟度の進行をおさえ

た場合と，ポリエチレン包装して周囲のガス組成を変え

て着色の進行を抑制した場合とでは，果実内のchloro-

phyll とlycopene含量の変化に差異が生ずるためと思

われる。

(3）要約

トマトの短期間の追熟あるいは鮮度保持の状態を表わ

す指標として， 11段階のripenessscoreを設定した。

このripenessscoreと果実硬度および果肉磨砕物の色

調の関係を検討するため，収穫熟度を変えたトマトにつ

いて両者の測定を行った。その結果，樹上でトマトが成

熟し， ripenessscoreが進行するのと平行して，果肉

硬度は減少し，果肉磨砕物の色調も長波長側に移行した。

これらの関係は，収穫熟度を一定にして，貯蔵条件を変

えた場合でも同様であった。一方，熟度を変えて収穫し

たトマトについて成分変化を調査したところ， mature

greenのものが各成分とも低いが，熟度の進行と成分変

化は必ずしも比例した傾向を示さなかった。さらに，

turning stageで収穫したトマトを条件を変えて追熟さ

せた場合の成分変化を調査した結果，特に高温で，長期

間貯蔵したときには酸含量に差が認められたが，その他

はほとんど変化がなかった。このように， トマトでは成

分変化により追熟の程度や鮮度の保持状況を示すことは

不適当と思われ，短期間の鮮度保持状況を示すには，

ripeness scoreを用いることが適当と考えられた。

ついで， トマトの短期間の鮮度を保持する目的で，ポ

リエチレンフィルムとピニールフィルムによる包装効果

を検討し，あわせて低温（10℃）貯蔵効果と比較し以・下

のような結果を得た。

トマトを24℃でポリエチレンフィルムに包装して貯蔵

した場合は，無包装に比べて非常に着色の進行をおさえ，

鮮度が良好に保持された。この着色抑制効果は， 10℃無

包装区よりもむしろ高かった。鮮度保持効果が最も高か

ったのは，低温でかつポリエチレン包装した区であった

が， 24℃包装区と大差はなかった。

フィルム包装内のco.濃度は， 24℃ポリエチレン包装

では1日後にピークに達し，その後は漸減して 3%内外



らかでなかった。そこで， トマトのポリエチレン包装に

よる着色抑制につながると考えられる呼吸抑制が， co.
の増加によるものか， q漫度の低下によるものか，ある

いは両ガス濃度の変化が影響を及ぼすものかを検討する

ため，各種ガス組成下にトマトを置き呼吸変化を測定し

た。同時に24℃ポリエチレン包装と10℃無包装のトマト

の呼吸変化も比較検討した。

(1) 実験材料およひ方法

1 ）材料

千葉県一宮町の農家で栽培された福寿2号を用いた。

試験は数回に分けて行ったが，採取はいずれも午前9～

11時に行い，熟度はturningstage (ripeness score 

2～3）とし，対照にmaturegreenを用いた。

2) 調査項目

i ) 呼吸および成分変化

ポリエチレン袋密封と無包装トマトの呼吸を比較する

ため， maturegreen （無包装）, turning stage （無包

装），同（ポリエチレン包装）の3区について， 24℃に貯

蔵した場合およひ’turningstage （無包装）のトマトを10

℃に貯蔵した場合の発生co.問／kg/hr を測定した。ま

た呼吸測定時のripenessscoreも同時に調査した。

成分変化はポリ包装と無包装（貯蔵温度24℃）区につ

いて，果肉部とゲル状部に分けて，別々に酸およびデン

プンの定量を行った。ゲル状部は酸味が強〈，デンプン

粒子が比較的多く見受けられ，じかも，外観的には貯蔵

中にその粒与が急速に減少することを認めているので，

これら成分変化と呼吸変化との関係を検討するため部位

別に分析した。糖分については， lー（2）ー 3）で記したよ

うに短期間の貯蔵中にはほとんど変化がみられなかった

ので，今回は分析を行わなかった。

ii) 環境ガス組成とトマトの呼吸

トマトの呼吸変化に及ぼすco•. 0.濃度の影響を知る

ため第7表のような試験区を設定し，それぞれのガス環

境中に，熟度の同じトマト（ripenessscore 4～5 ) 

10個体を置き， 4～8時間後のガス濃度変化を測定しで

呼吸変化とした。

第5号

で平衡に達した。 10℃で包装した場合は， 1日後にはそ

れほど高い値を示さないが，一定濃度に透するまで徐々

に増加した。フィルム包装による着色抑制効果は，袋内

のco.漫度を高＜＇ 0.濃度を低〈保持するフィルムほど

強く表われた。すなわち，ポリエチレンフィルムの厚さ

0.02mm, 0.03mm，ビニールフィルムの順で強い効果を示

した。この効果は，貯蔵温度が高い場合ほど無包装のも

のに比べて高いようであった。これは， トマトの呼吸が

温度が高いほど大であるため，フィルムの種類，厚さに

応じたガス濃度に急速に近づくため， CA貯蔵に似た効

果が早く表われる結果と思われた。

ビニール包装区では，貯蔵5日までは顕著な着色抑制

効果がみられ，鮮度も良好に保持されたが， 5日以降に

なると，肉質が軟化し，果項部の変色透明化がおこり，

場合によっては，袋の開封時に発酵臭が感じられた。こ

れはトマトのCA貯蔵の適ガス濃度犯 29.30) といわれる

co. 3～5 %, 0. 5～10%に比べてco.濃度は高く， q
濃度は低過ぎるため， トマトが異常呼吸をおこして生理

障害をうけるためと考えられた。

トマトの追熟を抑制する際， 10℃の低温による場合と，

24℃でポリエチレン包装する場合とでは， ripeness

scoreの進行と果肉磨砕物の主波長の変化に相異がある

ことを認めた。これは，後述する chlorophyIIとlyco-

の含量の経待的変化の差によるものであろう。

千葉県農業試験場特別報告10 

試験区のカ・ス組成

1

2

3

4

5

6

 

炭酸ガス濃度一定区

o., (%) co.(%) 

28.4 0 

19.l 0 

9;6 0 

6.0 0 

3.0 0 

1.1 0 

第7表

酸素濃度一定区

o. (%) co.(%) 

18.4 1.2 

17.8 3.1 

18.0 5.4 

17.6 8.9 

17.8 13.8 

17 .6 26.6 

試験区

2. トマト果実の呼吸に及ぼす環境条件，とくにガス

組成の影響

野菜の呼吸抑制jに及ぼす環境ガスの影響については，

清水31・32', PLAT~NIUS33'. LIEBERMANら34）および

本多ら35）の研究が見られるが，果実のそれに比べて比較

的少ない。本多らの報告によると，環境ガス中の0.濃度

の低下で呼吸が抑制されるもの（ホウレンソウ，サヤエ

ンドウ，サヤインゲン，レタス，ナス）， co.漉度の増

加によって抑制されるもの（ハナヤサイ）， 0.2濃度の低下

とco.濃度の増加のいずれによっても呼吸量の低下する

もの（イチゴ，セルリー）がある。このように野菜は種類

により環境ガスの変化に対応する反応が異なるようであ

るが， トマトについてはこれらの関係がほとんど研究さ

れていない。

著者は 1ー（2)-6）でturningstageのトマトを厚さ

0.03mmのポリエチレン袋に封入した際に，袋内のco.濃
度が3～4%,o.濃度6～9%となることを認め，これ

がCA貯蔵的効果を発揮して， トマトの着色進行をおさ

えて鮮度を良好に保つものと推測した。しかし，このよ

うな状態でトマトの呼吸がどのように抑制されるかは明

pene 
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3) 実験方法

i) ポリエチレン包装トマトの呼吸変化

発生co.は静置法によりKOH に吸収させ， Bacl 2処

理，定容後上澄液を一定量とり， Hcl にで滴定して測

定した。容器は約13€ のデシケーターで，試料トマトは

10個体（:i,600～ 1,7009 ) を用いた。ポリ包装トマトは

大きさ25×36c皿，厚さ 0.03皿のポリエチレン袋にトマ

ト5個体を入れ，ゴムバンドで密封して，それを 2袋ず

つデシケーターに入れ無包装の場合と同様に測定した。

別に同時間内の包装内ガス濃度の変化を測定し，それを

包装外に出たco.量に加減して，その値を包装した場合

の真の呼吸量とした。

ii) 成分変化

ゲル状部は，ミキサーにかけて均質化し，果肉部は薄

片にしたのちさらにさいの目にきり混合するか，場合に

よってはゲル状部同様ミキサーで均質化後秤量した。デ

ンプンの定量はカンショの場合36）と同様75%アルコール

中で煮沸しi酵素を不活性にしたのち，均質化した試料か

ら水溶性の糖類を水洗，遠心分離し Hcl分解後常法によ

った。

iii）環境ガス組成の変化とトマトの呼吸

容器は約13€ の上横穴付デシケーターを用いた。各容

器はあらかピめ正確に内容量を測定しておき，試料トマ

トを入れたのち既知組成のガスを容器の10倍量通気し，

その直後にガス分析を行った結果が第7表である。分析

用ガ、ス採取の際にデシケーター中が減圧になることを避

けるため，上部コーム栓に 3本のガラス管（ 2方コック付）

を通し，その2本に通気性の非常に少ないピニリデンチ

ューブ（内容500皿€） 2本を付けた。所定の組成ガス環境

40 
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を作成直後および4～8時開放置後に，オルザγ トガス

分析器にガスを採取して，そのco•. a,を測定した心前

後の各ガス濃度の変化から，計算により一定時間内の発

生co主と吸収a,量を求めた。

(2）結果および考察

1 ）ポリエチレン包装および無包装トマ。トの呼吸と熟

度変化

(1)-2）ーi) に記したような 4区の貯蔵区について経

時的に呼吸変化と ripenessscoreを測定した結果は第

10図のとおりである。緑熟採取果（第10図A）について

みると， ripenessscoreはスムーズな上昇カープを描

いているが，試料10個のうち score1のものもあれば9

のものもあり，着色不揃はまぬがれなかった。そのため

呼吸のmaximumはturningstage採取果（第10図B)

に比べて低く，ピークの時期もおくれてはいるが，一般

に認められている呼吸のclimactericrise 3uは明らかに

認められた。一方， turningstageで収穫して無包装で

貯蔵した果実の呼吸（図B）は， 2日後には発生co.量

は約40皿g/kg/hr で climactericmaximum となり，そ

の際の ripenessscoreは5近辺であった。これに比べて，

同じ熟度のポリエチレン包装果（第10図C）は， climac-

teric maximum があまり明瞭ではないが，ほぼ4日後

に最大に達した。その値は約16時／kg/hr で，無包装に

比較して約40%程度に呼吸が低下していることが認めら

れた。それにつれて， ripenessscoreの上昇は顕著に

抑制された。 5日以降は， postclimacteric に入るよ

うであるが，その際ポリエチレン包装を開封すると呼吸

は急上昇した。しかし，無包装果のinaximum値までは

達しなかった。 10℃無包装果（第10図D）については，

・一一→呼吸量
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第10図貯蔵条件の遠いによるトマトの呼吸と ripenessscoreの変化
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呼吸の型は24℃ポリエチレン包装果と比較的類似しては

いるが， climactericmaximum がほとんどZ翠められず

漸減の傾向を示し， co.発生量は24・c包装果よりもわず

かに少ない傾向を示した。しかるにripenessscoreの

上昇カーブはC図に比べて急で， 7日後には24℃包装果

のscore 4. 4に対し， 10℃無包装果は 6.6となった。

このように第10図のA, B, C間あるいはA, B, D 

聞でみるかぎり，呼吸量とripenessscoreの上昇，す

なわち着色の進行は平行した。しかるに， C, D間で比

較すると， Dのほうが呼吸量がいくぶん少ないにもかか

わらず， ripenessscoreの上昇カーブは比較的急であ

った。ポリエチレン密封包装は袋内ガス組成変化の影響

で呼吸がおさえられ，その結果ripenessscoreの進行

が抑制されるという著者の推測はB, C聞の比較から裏

付けされたわけであるが， C, D間の結果はこの考えと

矛盾することになる。これは後述するように，縁色の退

色現象（chlorophyllの分解）が必ずしも呼吸量と平行

して行われないためにおこったものと考えられる。

2）ポリエチレン包装トマトの成分変化

i ）酸含量の変化

ポリエチレン包装果と無包装果の酸含量の変化は第8

表のとおりである。果肉部では両者にほとんど差が認め

られなかった。ゲル状部l主，果肉部に比べて貯蔵中の酸

含量の減少が急速であった。無包装果とポリエチレン包

装果の比較では，後者のほうが前者より酸含量の減少率

が低かった。

第8表 ポリエチレン包装および無包装トマトの酸念量変化

処理部位 0 日 2 日 5 日

無 包 （果肉部 0.44% 0.43% 0.36% 

装ゲル状部 1. 05 0. 87 0. 69 

ポリエチレン（果肉部 0. 44 0. 44 0. 37 

包 装 ゲル状部 1. 05 0. 99 0. 78 

ii ）デンプン含量の変化

第9表にみるように，デンプン含量には果肉部，ゲル

状部とも包装と無包装の差はほとんどみられず，いずれ

においても貯蔵中に減少し，ことにゲル状部の減少はは

げしかった。このことからデンプン→フゃドウ糖→co.の

第9表 ポリエチレン包装および無包装トマトのでん粉含量変化

処 理 部 位 0 日 2 日 5 日

無 包 装（果肉部 0.39% 0.25% 0.18% 

ゲル状部 0. 74 0. 43 0.10 

ポリエチレン（果肉部 0. 39 0. 27 0. 23 

包 装 ゲル状部 0. 74 0. 33 0.10 

代謝が考えられるが，一方，糖分の変化が貯蔵中にほと

んどみられないことなどからこの点についてはなお検討

を要する。

3）トマトの呼吸に及ぼす環境ガス組成の影響

第7表のようなガス組成環境におけるトマトの呼吸

（発生co.，吸収o.およびRQ）変化を示したのが第11

図， 12図である。酸素濃度一定 (18%前後）でco.濃度

を変えた11図でみると，発生co.量（問／kg/hr）は， C

o.濃度が6%前後までは徐々に減少し， 6%から 9%に

なると急速に減少し，その後は，いくぶんゆるやかな低

下を示した。これに比べて吸収0,,mg /kg /hrは終始漸減

1.4 Cl... 
／ 発 生co, 40-;:; 

~ 
よ'f

：：］守、ム 20酬Ile 塁

時国、

0.81- 、、、 寸10

1.0 10.0 20.0 30.0 

炭酸ガス濃度（%）

第11図炭酸ガス濃度と呼吸の関係
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第12図酸素濃度と呼吸の関係

の傾向を示した。そのため最初1.25前後を示したトマト

のRQは，環境ガス組成のco.濃度が増加するにつれて

急減し， 9%になると約 0.9まで低下した。その後RQ 

のカーヂはいくぶんゆるやかにはなるが， co.＊＂旦成 26.6

%ではRQは0.65まで低下した。このことからqが18%

前後あっても， co.が9%以上になると， トマトの呼吸

は正常な状態ではなくなるものと思われる。一方，第12
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図にみるように環境ガス組成をco.0%一定とし伐濃度 早く増大する傾向を示した。これは低温により呼吸を抑

を変えた場合には，発生co.は環境ガス組成の0,濃度が 制した場合と，環境ガスの組成変化による場合とでは，

30%前後から 3%前後までは漸減し，その後はあまり変 トマトの追熟時にうける生理的意味が、異なるためと考え

化しなかった。吸収q量は環境ガス組成の0,濃度の減少 られた。

につれて，ほとんど直線的に低下した。その結果， RQ ポリエチレン包装果と無包装果の経時的な成分比較で

は0,28%で 0.9, 19%でl.25, 6 %で 1.5と比較的ゆる は，ゲル状部酸含量の減少が包装果のほうが小さかった。

やかに上昇した後，急上昇し0,1%では 4.9近くに達し また，トマトのRQが 1.25近辺にあるところからも，こ

た。これらのことから，環境ガスの0,漣度は発生co.量 の時期のトマトは酸を基質として呼吸をしており，特に

には比較的影響が少ないが， q吸収量には大きく影響を ゲル状部ではその傾向が強く，ポリエチレン包装した場

及ぼし，ことにRQからみて0,濃度が3%以下になると， 合には，このゲル状部の呼吸が抑制され，それがなんら

トマトの呼吸（0,吸収量）はかなり強い影響をうけて異 かの形で追熟抑制につながるのではないかと推測された。

常になるものと推測された。 デンプンはゲル状部に多く存在し，貯蔵日数の経過とと

以上第11,12図を総合して考察すると， co.濃度6～ もに減少したが，包装，無包装の差は認めがたかった。

9%以上， q濃度6～3%以下ではトマトの呼吸は正常 環境ガス組成とトマトの呼吸変化を検討した結果，ト

なものではなくなるようであるが，この状態が生理的障 マトの呼吸を発生co，でみた場合には，環境ガス組成の

害をおこすほどのものかどうかは今回の試験では確かめ co.濃度の影響が強く，吸収0,量でみた場合には.0,濃度

えなかった。ただ 1ー（2)-4）において，ピニールフィル の影響のほうが強いようで，トマトはいずれのガスにも

ムの袋に密封したトマトは24℃前後で， 5日以降には生 呼吸が影響されるものと思われた。特に， q漣度が1%

理障害（果頂部の黒色透明化）をおこして，市場性を失 程度にまで下がると， q吸収能力が低下してRQが極端

うことを述べたが，その際の袋内のガス組成はco.9～ に上昇するところから， q漉度の影響が大きいように見

14%, 0, 1～4%であったことなどから，貯蔵温度が24 うけられた。

℃前後の場合には， C029%以上， q濃度3%以下とい

うガ、ス環境は， トマトの呼吸を異常な状態とするため， 3.追熟に伴う緑色の退色と chlorophyllaseの関係お

貯蔵ガス環境としては不適当と考えられた。 よびそれらに及ぼすポリエチレン包装の影響

トマトの呼吸抑制か環境ガスのq濃度の低下によるも 1ー（2)-4）において， トマトが追熟適温（24℃）に置

のか， co.漉度の増加によるものかという点については， かれた場合でも，ポリエチレン包装することにより，顕

吸収臼量でみた場合には0,濃度の影響が強〈，発生co. 著な鮮度保持効果が認められることを述べた。トマトの

量でみた場合にはco.濃度のほうが強い影響を与えると 追熟現象は， 1l.緑色の退色。 ）．赤着色の進行。 3).

いえよう。すなわらいずれもトマトの呼吸に影響を及 果肉の軟化。の3段階に大きく分けることができょう。

lますが，第12図からみてどちらかといえば， q濃度が非 ポリエチレン包装によるトマトの鮮度保持を生理学的に

常に少ないことは，トマトの0,吸収能力を低下させ，そ 解明するためには，上記各現象面における抑制効果の検

の結果RQが極端に上昇するところから，影響がco.濃 討が必要である。そこでまず，緑色の退色ないしはその

度に比べて強いものと考えられる。 抑制という観点からポリエチレン包装の効果を検討する

(3）要約 こととした。

turning stageで収穫後24'Cに貯蔵したトマトは， 1910年にWrLLSTATTERand STALL38＞によって発

ripeness scoreの増加に伴い呼吸（発生co.量）は上 見されたchlorophyllaseはinvitroでは， chlorophyII 

昇し， score5付近でclimactericmaximum に達し， をphytolとchlorophyllideに分解することが知られて

今回用いた福寿2号では約40mg/kg/hr となった。一方 いる。緑色植物の退色は， 1950年代には，上記分解によ

同じ熟度のトマトを0.03mm厚さのポリエチレン袋に入れ って生じたchlorophyIii de が水溶性であるため，それ

密封した場合には， ripenessscoreの上昇がおそく， 以後の反応を受けやすくなり，無色の化合物に分解する

呼吸のclimactericmaximum は16mg/kg/hrで無包装の と説明がなされていた。しかしその後39）研究が進むにつ

約40%に減少した。また10℃に貯蔵した場合には，明瞭 れて， chlorophyllaseはむしろ， chlorophyIIの合成に

なclimactericmaximum が認めがたく， 24℃のポリエ 関与している事実が多く報告され， 1960年代には， chlo・ 

チレン包装果に比べて，全体的に呼吸量がいくぶん低か rophyllaseはchlorophyII の合成に働き，分解にはあ

った。しかし ripenessscoreは10℃無包装果がむしろ まり大きな働きをしないという意見が支配的になった。
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しかし，また最近岨lchlorophy IIの分解がchlorophy-

llase によるものと考えられる研究が報告されている。

このように，果実の緑色の退色と chlorophyllase 活性

との関係については，現在なお不明な点が多い。

RHODES and WoOLTORTON41)はリンゴの果実の追

熟の旺盛な時期である呼吸の climactericrise 時に

chlorophyll含量が減少し，同時に， chlorophy llase 

活性が3fi告に増加することを認めた。一方トマト果実で

のchlorophyIIの分解と chlorophyllase の関係はほと

んど研究されていない。そこで， トマト果実の緑色の退

色と， chlorophyll含量の関係およびchlorophyllase 

活性の関係を検討し，同時にポリエチレン包装による緑

色保持の機構の一端を明らかにするため実験を行った。

(I) 実験材料およひ方法

1 ）材料

千葉県市原市の農家で栽培された大型福寿を用いた。

熟度別の試験には，開花後の日数の経過につれて，完熟

まで適時収穫した。またポリエチレン包装ーの影響をみる

ためには， turningstageのものを用いた。

2) 実験方法

i ) Ch lorophy II含量の測定

トマトを細片とし 1個体から lOOgの果肉を採取して

分析試料とした。 chlorophyllの分析は SMITH and 

BENITEZ 42）の方法に従って 5個体について行い，その

平均値で表わした。

ii) Chlorophyllaseの活性の測定

ch lorophy llase 活性の測定はLOONEYら姐および

RHODESら岨の方法に準じて第13図のような方法で行っ

た。ただし， acetone濃度， pHおよび反応温度について

は，それぞれ検討を加えて最適条件を鬼出した。

活性測定時の反応液のacetone濃度については，

RHODESらはリンコe果皮の chlorophyllaseでは40%前

後が至適であることを認めている。また，小倉ら岨は茶

葉の chlorophyllase を用いた実験で， acetone漣度50

%前後に活性の最大があることを報告している。そこで

acetone濃度30, 40, 50, 60%について主述の方法で抽

出したトマトのchlorophyllase 活性を測定したところ

第14図のような結果を得た。図でみるように， トマトの

chlorophyllase 活性の至適acetone 濃度は45～50%

で，リンゴ果実や茶葉の場合と大差はないと思われた。

反応の至適pHを知るため， pH5.5～8.5の範囲で酵

素活性の測定を行った。結果は第15図のとおりで， RHO

DES らのリンゴの結果と比較して至適pHはやや低く

7.0近辺にあった。

至適温度を求めるため，反応、液を10, 20, 25, 35, 45 

トマト果肉部15g
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第13図 chlorophy llase 活性の測定法
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第16図 chlorophy llase 活性に及ぼす反応温度

の影響

℃の5段階で反応させた結果が第16図である。トマトの

chlorophy llase の反応至適温度は比較的低く，およそ

25℃前後にあると忠われた。反応温度については，小倉

らは茶葉での実験で至適温度がかなり高い（50℃）こと

を報告しているが， LOONEYらはリンゴとバナナの

ch lorophy llase j古性を23℃で測定しており， RHODES

らもリンゴ果実では25℃で測定を行っている。

以上の実験結果から， トマト果実の chlorophyllase 

活性の測定は， acetone濃度45%,pH 7. 0，反応温度25

℃で行うことが適当と考えられた。

(2）結果および考察

I ）追熟条件の異なるトマトのchlorophyll含量の変

化

追熟適温といわれる24℃で， トマトを追熟させた場合

の。hlorophyll含量の変化を第10表に示した。同時にト

マトを lーIll-6）に従いポリエチレン包装じて，同温度

に保持したもの，および包装せずに10℃に貯蔵したもの

について，経時的に chlorophyll含量を測定した。

収穫当日（貯蔵O日）に1.18mg%あったchlorophyll

は， 24℃6目聞の貯蔵で0.05的%まで急激に減少し，

ripeness scoreも 9.5を示した。これに対し，ポリエ

チレン包装したトマトでは， 6日後に 0.6mg%の含有量

を示し，収穫当日の約)1のchlorophyllが残存している

第10表 低温(IO℃）とポリエチレン包装が

chlorophyll含量に及ぼす影響

温度｜処理
貯蔵日数 Ripeness 

.::>core 
6日0日 2日 4日 6

24℃｜ポリ包装 I1.18m11 % L 08 o. 83 o. 59 4. o 
！無包装 IL 18 o. 37 - o. os 9. 5 

10℃ I ~ I 1. 18 o. 76 o. 55 o. 21 6. 1 

ことが認められた。一方， 10℃無包装果では，貯蔵円数

の経過とともに漸減して， 6日後には0.2lmg%と当初の

約Jiに減少した。 ripenessscoreはそれぞれ， 4.0と

6. 1であり ripenessscore の増大したものほどchloro-

phyllの残存は少なかった。 2ー（2）ー 1)で述べたように，

10℃無包装果が， 24℃ポリエチレン包装果よりも呼吸が

やや低いにもかかわらずripenessscoreの k昇が早か

ったが，これは上記のように， 10℃無包装果のchloro-

phyll含量が泌にも減少したのに対し， 24℃ポリエチレ

ン包装果が泌も残存していたことと密接な関連があるよ

うで，上記両者のripenessscoreの差の原因の主たる

ものは，このchlorophyll含量の違いからくるものと考

えてよかろう。このように，ポリエチレン包装によるト

マトの鮮度保持の一つの特徴である緑色の保持は，呼吸

量の抑制とは必ずしも関係のない chlorophyllの分解抑

制が主因であり，低温（10℃）による鮮度保持と比較し

て興味のあることである。

2）成熟中のchlorophyllase活性変化

成熟過程でのchlorophyllase 活性の変化を知るため，

開花円から起算して， 48,61, 65, 68, 74, 76丹後に収

穫しマ分析に供した。開花61R後がturningstageに相

当した。それ以後の収穫円と ripenesssere の関係は

第17図に示したとおりである。 chlorophyllaseの活性は

開花61R後の着色開始時に最も低しその後成熟が進み

果実の緑色が退色するにつれて急速に増大した。トマト

果実がhalfripeから完熟する聞に， chlorophyllase

活性は最大となり，その後熟度がさらに進むと酵素活性

は低下した。 chlorophy llase 活性の最大の時期は，呼

吸の climactericmaximumよりはややおくれ， ripe-

ness score 6近辺で最大値を示したが，果実の成熟と

chlorophyllase 活性の変化は密接な関連があるものと

考えられた。
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第17図 開花後日数の違いによる
chlorophyllase 活性変化

3）追熟果実中のchlorophがlase に及ぼすポリエチ

レン包装と低温の影響

turning stage 2で収穣したトマトが追熟するにつれ

て，果実中の chlorophyllase は第18図のように変化し

た。成熟過程での変化と同様に，ある時期まで，劃墓に婚
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19図を照合すると，最も chlorophyllase 活性の高い24

℃無包装区のトマト果実で， chlorophyII含量の減少が

著しい結果を示した。さらに，比較的chlorophyIIの減

少の少ない24℃ポリエチレン包装区と10℃無包装区とで

の比較でも，ややchlorophyllase 活性の高い10℃無包

装区のトマトのほうがchlorophyIIの減少が大きかった。

このように， 24℃無包装とポリエチレン包装のように

chlorophy IIの減少率の差が極端な場合のみならず＇＇， 10 

℃無包装果と24℃ポリエチレン包装果のようにchloro-

phyllの含量差が小さい場合でも， chlorophyII の減少

とchlorophyllase の活性は平行した結果を示したこと

から， トマト果実の緑色の退色は， chlorophyllase に

よる chlorophyIIの分解による可能性が強〈，ポリエチ

レン包装による鮮度保持の 1因は，このchlorophyllase 

活性を抑制して chlorophyllの分解を防止するためと推

測された。

(3）要約

トマト果実の追熟現象のーっとして，緑色の退色があ

る。 chlorophyIIの生成，分解と関連して研究が進めら

れている chlorophytlase 活性と，この緑色の退色との

関係を検討するため，まずトマト果実中のchlorophyll-

aseの活性の測定条件を検討した。その結果， トマト果

実のchlorophyllaseの測定には，アセトン議度約45%,

pH7. 0，反応温度25℃で行うことが適当であることを認

めた。

貯蔵日数 果実の成熟にともなって chlorophyllase の活性は増

第19図 chlorophyllaseの活性に及ぼす低温と 大し，完熟近くで最大に達しその後は低下した。その閉

ポリエチレン包装の影響 に果実のchlorophy II含量は急速に減少した。また

turning stageで収穫したトマトを24℃で追熟させた場

大し，完熟前後で最大に逮しその後は低下する。それに 合，同温度でポリエチレン包装した場合および10℃に置

対し，ポリエチレン包装した場合の活性はほとんど変化 いた場合のトマトの果実の chlorophyII含量と chloro-

せず，収穫当初の活性がそのまま持続した。同図に示し phy llase 活性変化との関係をみた。その結果， 24℃無

たように， ripenessscoreの増大と比例してchloro- 包装， 10℃無包装， 24℃ポリエチレン包装の順に， chi-

phyllaseの活性は増加し，一方ポリエチレン包装して緑 orophyllの減少量は小さくなり，一方， chlorophy11-

色が保持された場合にはchlorophyllase の活性の増大 ase 活性は24℃無包装区が最も高＜＇ 10℃無包装， 24℃

も抑制された。 ポリエチレン包装のJI固で、活性は低下した。すなわち， 24

低温 oo℃）貯蔵果と24℃ポリエチレン包装果の ℃無包装とポリエチレン包装果のように chlorophy IIの

chlorophy llase 活性を比較したのが第19図である。 含量に著しい差がみられる場合はもちろん，号の差が比

2ー（2）ー 1)で， 24℃でポリエチレン包装した場合と10 較的小さい10℃無包装果と24℃ポリエチレン包装果の比

℃に無包装で貯蔵した時に，トマトの呼吸は後者が前者 較でも， chlorophyllase の活性が増大する果実ほど

に比べて抑制の程度がやや大であるが，熟度の指標であ chlorophy IIの減少か著しく，逆にchlorophyllase の

るripenessscoreは10℃貯蔵果のほうが，上昇が速や 活性を抑制した果実ほどchlorophyIIの減少は少なかっ

かであることを述べた。また， 3ー（2）ー 1）で24℃無包装， た。これらのことからポリエチレン包装による緑色保持

同温度ポリエチレン包装， 10℃無包装区のトマトの 効果はchlorophyllase の活性の増大を抑制し，その結

chlorophy II含量変化を示したが，これらの結果と第18, 果chlorophy IIの分解をおさえるためと推定された。こ

10 

3 6 8 

貯 蔵 日 数

第18図 chlorophy llaseの活性に及ぼす

ポリエチレン包装の影響

-30 
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れは， 2-(2)-1）で述べた呼吸の低下程度と考え合せて，

chlorophyllの分解抑制が必ずしも呼吸抑制と平行する

ものではないことを示すものであろう。これに対し，後

述するようにlycopene の生成阻害は呼吸抑制と平行し

てわり， 10℃無包装果と24℃ポリエチレン包装果の

ripeness scoreの差と呼吸の低下の差が一致しなかっ

た理由は，これら 2条件下に置かれたトマトのchloro-

phyll の分解と lycopene の生成が比例的ではなかった

ことによるものと考えられる。

III. トマト果実における carotenoidsの生合成系

の阻害に関する研究

4. トマトのcarotenoids含量に及ぼすポリエチレン

フィルム包装の影響

Carotenoids の生合成経路は，微生物45.46. 47. 48.岨）

および高等動植物50.51. 52. 53. 54. 55) を用いての多数の実験

により，詳細に追求されている。トマト果実でもphyto-

eneがlycopeneやcarotene の中間的前駆物質53.55. 50. 

56田 57.58) として最初にできる無色のc40化合物であると

いうことは，多少の異論59.60）はあるとしても， Iiぼ定

説となりつつある。

一方， PURCELLら仙は， トマトを低温貯蔵して

lycopene の生成が抑制された場合に， carotenoidsの

中間体と忠われる未知物質が異常蓄積することを報告し

ており， RILLING6~ は微生物を用いた実験で， diph-

enylamin によって carotenoids の生合成を阻害する

と， phytoene, phytoflueneが異常蓄積することを認め

ている。

トマトをポリエチレン包装して追熟を抑制した場合の

着色進行の抑制は，一つにはchlorophyIIの分解をおさ

えるためであることを 3ー（2）ー 1)で述べた。さらに， ト

マトの追熟時には有色carotenoidsの増加による赤着色

の進行がみられるところから，ポリエチレン包装による

追熟抑制の第2の原因として， carotenoidsの生合成の

阻害が考えられる。この場合， RrLLIN~ が報告してい

るように， phytoene 以降の脱水素系に阻害がおこるの

か，あるいは，中間体である phytoene の生成が抑制さ

れるのか，これらの点を目童かめるため， lycopene を中

心とする有色carotenoidsの含量と，無色のc40物質で

ある phytoene,phytoflueneの量を，ポリエチレン包装

および無包装トマトについて比較定量した。

植物体中のphytoene の分離は種々な方法63.64) を用

いて行われているが，紫外部の吸収で測定するため，285

mμ 近辺に極大吸収のある物質，特に sterol 類の混在

が測定の精度を低下させ，定量を困難なものにしている。

植物体でも，たとえばニンジンとトマトではこれちの不

純物の種類や量が異なるので，ニンジンめ方法がそのま

まトマトに用いられるとは限らない。そこでまずトマト

果実中のphytoene の定量法を確立するため，各caro-

tenoidsの分別定霊法の検討を行った。

(1) 実験材料およひ方法

1 ）材料

試料は千葉県一宮町の農家で栽培された福寿2号を用

いた。採取は午前9～11時に行い，熟度はturning

stageのものを用いた。個体重130～ 1609のものを揃え，

5個体を 1区として，試験は2連制で、行った。ポリエチ

レン包装の方法は1ー（2)-6）に従った。

2) 実験方法

分析方法は第20図に示したとおりである。試料 100～

2009をとり，梅田ら65）の方法に従って磨砕， 40%メタ

ノール洗機後アセトン抽出，ベンゼン移行後木村ら66）の

方法に従って鹸化，塩析，水洗を行って不鹸化部を得た。

これについて次の方法により各carotenoidsの分析を行

った。 トマト 100～200¥j

磨砕仁40%Me0H洗瀦

アセトン抽出

アセトン抽出液

ト鹸化（KoH-EtoH)
不鹸化物

Column Chromatography TLC 「yflo Ki•：：~ gel G o.::; …川「山E…山
Column Chromatography 

Phytofl uene I _ 
i-'-Hyflo 

Carotene I Super -Cell -Mgo 
Lycopene T L C 

ODill~定
at 348mμ 

450mμ 
472mμ Phytofluene Phytoene 

OD測定at285mμ 

第20図 Carotenoidsの分析法

i) phytoflueneおよび有色carotenoidsの分離定量

PURCELL ~11 の方法に従いカラムクロマトグラフィー

により phytoene以外の各carotenoids を分離定量した。

カラムは 2.5×30cmのものを用い， HyfloSuper -

CelとMgOを1: 1 （重量比）に混合して n－ヘキサン

を加えてよく振とうしながら充てんした。 HyfloSuper-
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第21図薄層クロマトグラフィーにより分離した

carotenoidsの吸収曲線

CelとMgOは予め 100および50メッシの筋でそれぞれ

筒別したものを用いた。展開剤には，ヘキサン， 2%ア

セトンーヘキサン， 10%アセトンーヘキサン， 2%メタ

ノールー10%アセトンーヘキサンを順次用いた。

phytofuluene は蛍光層として分離できるが，その紫

外部の吸収をみると，第21図のようにsterol と思われ

る部分（275～285mμ）に吸収がみられた。しかしphyto-

fluene は348mμ の吸光度から定量するため， 275～285 

mμ の吸収は定量には影響を及ぼさないので，有色

carotenoidsと分別できれば正確な定量が可能である。

紫外部吸収の測定は，精製石油エーテルに溶解して行

った。用いた石油エーテルは，シリカゲルカラムを通し

た後，蒸溜しその前後溜を除去して精製した。

caroteneとしてはa，β，r.8-caroteneなどが可視吸

収曲線から認められたが，これらは全部合して， 450mμ

で吸光度を測定し，持てかcarotene として計算した。

また lycopene,phytofluene, phytoeneは各々 472,348, 

285rnμで吸収を測定し，次式に従って含量（mg）を求めた。
Ev XF  V唱の

x (mg) ＝」~

式中Eyはymlに溶解した場合の吸光度。 Fはcaro-

tenoidsを溶解した稀釈倍率、 E l.;! は各carotenoidに

特有の係数姐）で，以下に示したとおりである。

lycopene （ヘキサン溶液） 3450 

β－carotene （石油エーテル溶液） : 2505 

phytofluene （石油エーテル溶液） : 1350 

phytoene （石油エーテル溶液） : 1250 

ii) phytoeneの分離と精製

phytoene は第20図に示したように薄層クロマトグラ

フィーとカラムクロマトグラフィーを組合せて，可求的

に純度を高めて定量した。分析操作を簡単に記述すると

以下のとおりである。

0.9 

0.8 

0.7 

かcarotene
0.6 

B 
~0.5 Phytofl uene 
』
0 

~0.4 

0.3トrl"'¥ I 

0.2ト I¥ 

0.1ト I¥ 

Phytoene in pet-ether 

270 300 400 500 550 
波長（mμ)

第22図 カラムおよび薄層クロマトグラフィーにより

分離したトマトのカロチノイドの吸収曲線

不鹸化部を濃縮したものについて，第 1段階の精製操

作として， Kieselgel G (0. 5mm) の薄層クロマトグラ

フィ－ 64. 67）を行った。すなわち， Kiselgel Gを用い

て0.05mmの厚さに薄層を作製し， 120℃で45分間活性化し

たものをトルエンー酢酸エチル（ 9 : 1 ）の混合液媒で展

開した。試料をつける操作および展開はすべて窒素気流

中で行った。ほとんどのcarote no idsがこの薄層クロマ

トグラム上の先端に集まるが，この部分の吸収曲線は第

21図のとおりである。かなりの sterolが除去されてい

ることが図から認められたが，まだ完全ではなく phy-

toeneの定量には支障をきたすと考えられたので，さら

にHyfloSuper-CelとMgO のカラムにより，有色

carotenoidsを分別すると同時に，不純物を除き，蛍光

層およびその前画分をphytoene-phytofluene画分とし

て集めた。これをさらに， Kiesel gel G-Kiesel 

ghur G の薄層クロマトグラフィーにより分離した。こ

の薄層は， Kiesel gel G とKisel ghur Gを1: 1に

混合して0.2mm厚さに作製し， 120℃で1時間活性化して

用いた。これを60～80℃石油エーテルーベンジン（石油

エーテルと石油ベンジンを合して蒸溜し， 60～80℃溜出

区分を集めたもの）で展開して， phytofluene （蛍光層）

とphytoene （ヨード呈色黄褐色）を分別した。得られた

phytoene, phytofluene，β－caroteneおよびlycopene

の吸収曲線は第22図のとおりである。以上の操作で分別

されたphytoeneはほとんどsterolの影響がないものと

考えられた。

(2）結果および考察
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I ）有色 carotenoidsの変化

i) carotene 

カラムにより分別された carototeneは可視部の吸収

曲線から a，β，r.oなどと推定されたが，最も量的に多

いβ－caroteneとして表わすこととした。

結果は第11表に示したとおりである。 24℃で正常に追

第11表 トマトの追熟に伴う有色カロチノイドの

変化とポリエチレン包装の影響

処
Lycopene (mg%) Carotene (mg%) 

O日 2日 5日 O日 2日 5日
理

無包袋 Io. 17 1. 46 4. so o. 35 o. 40 o. 39 

ポリエチレン包装 Io. 17 o. 35 o. 52 o. 35 o. 43 o. 41 

熟し，着色が急速に進行したトマトでも， carotene の

増加は小さかった。 turningstage で収穫したトマトは

既にこの時期に， caroteneの大部分が生成されており，

それ以降の追熟時には大きな変化はないものと推定され

た。 3→2ト 1）でみるようにturningstageのトマト果

実はまだかなりのchlorophyIIを含有しており，その後

急速に減少して，赤色に変化する。これはcarotene が

新たにこの時期に生成されるものではなく，果実がかな

り緑色である時期に既に caroteneは生成しているが，

多量の chlorophyII のため表面には現われずにおり，

chlorophyllの分解に伴って外観的にも認められるもの

と推定された。また無包装区とポリエチレン包装区の聞

にほとんど量的差異が認められなかった。これも，包装

前に既に caroteneの大部分が生成されていたため，包

装による生成阻害がなかったものと考えられる。

ii) lycopene 

同じく 11表に示したように，無包装のトマトでは着色

の順調な進行に伴い， lycopeneが急速に生成し，carotene

とは異なる結果を示した。 1ー（2)-2）で述べた追熟に伴

う果肉磨砕物の主波長の変化は，果実中の Jycopene含

量の増加によるものであろう。一方ポリエチレン包装区

では， lycopeneの生成は抑制され，ごくわずかの増加

が認められたに過ぎなかった。 2-12ト1の結果と考え合

せて，ポリエチレン包装によるトマト果実の着色抑制は

chlorophy IIの存在と lycopene生成の抑制によること

は確かであろう。

iii）低温とポリエチレン包装がlycopene含量に及ぼ

す影響

2ー（2ト 1）で， 24℃ポリエチレン包装果と10℃無包装

果とでは，前者のほうが後者に比べて呼吸量はやや大で

あるにもかかわらず， ripnessscoreの進行は小さかっ

たことを述べ，その一つの原因として， 3ー（2ト 1)で

chlorophy IIの分解が後者で顕著なためであろうと推定

した。

Ripeness scoreの進行は，前述のように第1には

chlorophy IIの減少と，第2には lycopene含量の増加

で説明されるので，両者の lycopene含量の差の有無の

検討を行った。結果は第12表に示したとおりである。

第12表低温とポリエチレン包装がリコピン含

量に及ぼす影響

温度｜ 処
!!'i' d占 II 数

理
0 2 4 6 

24℃｜ポリエチレン包装 Io. lm11% o. 35 o. 52 o. 55 

10℃｜無包装 Io. 1 o. 26 o. 41 o. 46 

6日後の比較では， 24℃ポリエチレン包装果が0.55mg 

%であり， 10℃無包装果はo.46mg%であった。 2日， 4

日後の数値もほぼ同様な傾向で，両者はほとんど差がな

いか，前者のほうが，わずかに生成が多いことが認めら

れた。これは，呼吸量とほぼ比例しているが， ripeness

scoreとは平行していない。このことから， 24℃ポリエ

チレン包装果と10℃無包装果のripenessscoreの進行

の差は， chlorophyIIの分解の遅速によると考えるのが

妥当であろう。

第10,11, 12表台よび第10図から chlorophyllの分解

の遅速は必ずしも呼吸量の大小と一致しないが， lyco・

pene の生成は呼吸とかなり密接な関係があると考えら

れる。ポリエチレン包装による lycopeneの生成抑制は

ポリエチレン包装によりトマト果実の呼吸が抑制され，

それが何らかの形で lycopeneの生合成に影響を及ぼす

ものと推定される。

2）無色carotenoids含量の変化

carotenoids生合成系の最初のC咽物質と考えられる

無色のphytoeneおよびphytofluene含量の変化は第13

表に示したとおりである。絶対量はphytoeneがphyto-

flueneに比べて大であるが，経時的変化は両者とも似た

ような傾向を示した。

第13表 トマトの追熟に伴う無色カロチノイド含量

の変化とポリエチレン包装の影響

処
1 Phytoene (mg%) Phytofluene （田g%)

理
OJJ 213 51.l Oil 211 511 

無包装 Io. 21 o. 60 o. 85 o. 04 o. 14 o. 32 

ポリエチレン包装 10. 21 0. 24 0. 30 0. 04 0. 03 0. 02 

無包装の場合は phytoeneおよびphytofluene含量と

も，追熟にともない lycopeneとほとんど比例的に増加

した。 carotenoids生合成経路から考えて， lycopene

量が急場する時期には，その前駆的中間物質としての

phytoeneやphytofluene がそれに先立って急激に生合

成されたはずであり，なお且つ，同時期のそれらの含量が
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第23図 Carotenoidsの生合成経路

増加しているのは，非常に急速にphytoenephytofluene 

の生合成が進んで、いることを示すものと考えられる。一

方，ポリエチレン包装した場合は， phytoene,phyto-

flueneとも生成量の増加はほとんど認められなかった。

このことから，ポリエチレン包装による着色進行の抑制

はlycopene の生合成の抑制で説明されるが，その機構

を， diphenylamin6~ による carote no ids の生成阻害の

ようにphytoeneやphytofluene の脱水素反応の遅延に

ともなう中間体（phytoene,phytofluene) の異常蓄積

と推測するのは誤りで，むしろ， lycopene 生成の抑制

はphytoeneやphytofluene の生成阻害からくる供給不

足によるものと考えられた。

PURCELLら 611 は低温によるトマトの着色抑制機構に

ついて検討を加え，著者らと閉じカラムクロマトグラフ

イーによる分離操作で， phytoene より前に流出する区

分が，低温追熟果に極端に多いことから， phytoene 以

外の中間体を推定し，その物質が低温時に異常蓄積する

ことを報告している。しかし，彼等の報告に示された分

析データーからphytoeneとphytofluene 量をみると，

異常蓄積はなくむしろ著者らの結果と同様に， lycopene

含量の大小と phytoene司 phytofluene 含量とは比例した

治減を示している。

これらのことを総合して考察すると，ポリエチレン包

装によるトマトの着色進行の著しい遅延は， lycopene

生合成系の阻害によるものであるが，その際には， phy-

toeneや phytofluene含量も lycopene 量に比例して生

成が抑制されているところから，それ以前の生合成系

（第23図参照），すなわち， acetyl CoAから mevalonic

acid(MVA）が生成され，そのMv Aがc.単位に縮合し

てphytoeneが生合成されるまでの反応系が阻害された結

果， lycopeneの生成量が減少したものと考えられる。

(3）要約

トマトのポリエチレン包装による着色抑制と caroten-

aids 含量との関係を知るため， lycopene 生成の中間

体である無色のC40物質－phytoene と， トマト果実の

carotenoidsの主成分である lycopene含量の面から持

に検討を加えた。

トマト果実中のphytoeneの定量は， phytoeneの紫外

部吸収に近いところに極大吸収をもっ sterol の除去に

適法がなかったため，定量の精度が低かったので，この

点について試験を行い，薄層クロマトグラフィーとカラ

ムクロマトグラフィーを車且合せることによって，より精

度の高い定量が可能で、あることを認めた。この方法によ

って， carotene,lycopene, phytoflueneも同時に測定

された。

turning stageで収穫したトマト果実では，追熟が進

行するにつれて lycopene が急速に生成するが，ポリエ

チレン包装して追熟を抑制した場合には lycopene の生

成も著しくおさえられた。 β－carotene を中心とした

carotene類は， turningstage 果で既に一定量含有さ

れており，その後の追熟に伴う変化は小きかった。また，

無包装とポリエチレン包装の間にも，ほとんど差は認め

られず，ポリエチレン包装による着色抑制と carotene

含量とは直接関連はないものと考えられた。

10℃無包装と24℃ポリエチレン包装の比較では，果実

の呼吸の抑制の程度が顕著な場合ほどlycopene の生成

もおさえられ， chlorophyllの分解抑制とは異なった傾

向が認められた。

一方，無色carotnoidsのphytoene,phytofluene含量

のトマトの追熟に伴う経時的変化は， lycopene とほと

んど比例的な関係を示した。すなわち， 24℃で追熟が正

常に進んだ果実ほと：・＇ phytoene,phytofluene含量も急速

に増大し，ポリエチレンで包装して追熟を抑制したトマ

トでは，両者の生成も少なかった。このことから，ポリ

エチレン包装によるトマトの着色抑制はlycopene の生

成阻害によるものであるが，その機構は， phytoene の

異常蓄積611ではなく，逆にphytoene の生合成が何らか

の形で阻害されるためのphytoene の供給不足によるも
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のと考えられた。

5. トマト果実中での 2-14じ mevalonic acidと2-14C 

-acetateのcarotenoidsへの取り込みとポリエチレン

包装の影響

微生物を用いた carotenoids の生合成の研究の進展

にともない， トマトの果実でも，丸のままの果実59. 61. 

曲 69.70. 71），果実切片72）および磨砕物など田.73. 74. 75.河）で

の2ト14C-mevalonicacid ( 2 -14C-MVA）やその燐酸化

されたものの取り込みについての研究が近年急速に進展

し，その結果， トマト果実でのcarotenoidsの生合成の

知見が数多く発表されてきた。しかし， トマト果実での

carotenoidsの生合成阻害の研究は比較的少ない。特に

環境ガス条件の変化による阻害については， JUNG AL-

WALA 1~. SHNEOURら叩およびVARMA76lの研究がみら

れる程度である。しかもこれらの研究は結果が異なり，

現在のところではトマトのcarotenoidsの生合成に及ぼ

ぼす環境ガス条件の影響についての定説はない。

すなわち， JUNGALWALAらはisopentenylpyropho-

phate (IPP）ー 14cがN.中でphytoene に取り込まれる

ことを苦忍めているカf, VARMAらは， 2-14C-MVA お

よび14C-IPPがN.中では，不鹸化物中には大気中と同

様に取り込まれるが， lycopene へは全く取り込まれな

いことを報告している。

一方，著者はこれまでに， トマト果実をポリエチレン

包装した場合，袋内ガス濃度が変化し，それにつれてト

マトの呼吸が抑制されると同時に，着色の進行が阻害さ

れることを認めた。ついで，この主因は， 1）袋内のガス

環境の変化により chlorophyllase 活性の増大を抑制

して， chlorophyIIの分解を防止すること，および 2)

lycopeneの生合成系の中間体であるphytoene の生成

を阻害する結果，最終生産物である赤色素 (lycopene)

の生成が抑制されるためであることを述べた。ここで，

carotenoidsの生合成と呼吸とを結びつけて考えてみる

と， l)MVAの生成時に NADPH が必要であること。~）

Cs→C JO→c 15→c 20 の生成反応に先立つておこるM

v Aの燐酸化にAT Pが必要であること，などから，こ

れらが呼吸抑制によってどのように影響されるかが問題

となるものと考えられる。そこでまず， トマトをポリエ

チレン包装した場合に， Mv Aの燐酸化およびそれに続

く縮合反応が円滑に進むかどうかを検討するため， トマ

ト果実中での 2-14C-MVAのlipidsおよび、lycopeneへ

の取り込みと，ポリエチレン包装の影響について試験を

行った。さらに，ポリエチレン包装によって果実中での

MV  Aの生成が阻害され，その供給不足による lycopene

の減少も考えられるので，その点を検討するため 2-14c

-acetate の取り込みも比較した。

(1) 実験材料およひ方法

1）材料

試料には千葉市の農家で栽培された五光を用いた。収

穫時刻，熟度その他はすべて， 4ー(1ト 1）と同様である。

2) 実験方法

i) 2 -14C-MV Aと2-14C-acetate 

2-14C-MVA, IOOμCiと2・14C-acetate,500μCi 

をそれぞれ， 250μ1と120μ1の滅菌水に溶解して注入用

液とした。

ii) 2-14C-MVAと2-14C-acetateのトマト果実へ

の注入方法と追熟方法

マイクロシリンジを用いて， トマト果実のヘタ部から

果実内部へ約 1cmのところに針を差し込み，前記溶液を

それぞれ， MVAIOμL acetate 8μ1 あて注入した。こ

れらの液のガスフローカウンターの計数値はそれぞれ

4.44×106 cpmと 3.2×107cpmに中目当した。

iii) carotenoidsの分離と放射活性の測定

果実の磨砕およびlipidsやcarotenoidsの抽出は4-

11)ー2）に準じて行った。 2-14C-MVA, 2 -14C-acetate 

の取り込みの状態を知るため，アセトン抽出後および鹸

化終了時にそれぞれ放射活性の測定を行って， lycopene

への取り込みと比較した。

lycopene は4ー(1）ー 2）で述べたカラムクロマトグラ

フfーで分離後， N.気流中で乾固し，少量のベンゼンに

溶解後，別にトマトピューレから拍出精製して得られた

lycopeneをcarrier として加えた。この液にメタノー

ルを加えて再給して精製を行った。この操作を 3図繰返

し放射活性を有する不純物を完全に除去した。放射活性

の測定は 2π ガスフローカウンターを用いて行った。

iv）予備実験

これらの試験に先立ち，トマト果実への 2-14c”MVA 

の注入法を検討した。注入法としては， 1)ヘタあと部に

液を添加して減圧容器中に保持後，常圧に戻して入れる

方法。 2）コルクポーラーでへタあと部に穴をあけ，そこ

に注入後ふたをしてパラフィンシールする方法および，

3）マイクロシリンジを用いてへタあと部から注入する方

法などがあるが， 1）の方法をインクを用いて予備試験し

た結果，果実内へのインクの流入が不良であった。 2）の

方法はフィルム包装状態のトマトには不適当であったの

で， 3）の方法によることとした。

その予備試験の結果は第14表に示したように，緑熟ト

マトが追熟するにつれて，注入2-14C-MVAはlyco四

pene 区分に！｜原時取り込まれてゆくことが認められた。
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そこで，以後の実験でもトマトへの 2-14C-MVA の注

入はマイクロシリンジ注入法によることとした。

(2）結果および考察

I ) 2-14C-MVAと2-14C-acetateのアセトン可溶

liq idsへの取り込み

2・14C-MVA のトマト果実中での取り込みは，第15

表に示したとおりである。アセトン可溶部への取り込み

第14表 マイクロシリンジ注入法による 2-14C-MVA

のトマトリコピンへの取り込み

追熟期間｜全だ五千性 Lr~；坊e 比（cpm活／皿性g) 

12, 680 2. 72 4, 700 

3 日 24, 700 4.10 6, 100 

7 日 20, 000 4. 10 4, 920 

第15表 トマト果実中での 2-14C-MVAのリピッド

への取込み

処
アセトン可溶部不鹸化部

理 l 全宇都性取殺）率全re~~＇性取務率
1MVA注入6時間後｜ 3晴7,000 16. 5 345, 000 15. 5 

無包装1 • 24 • I 853, 800 38. 5 814, ooo 36. 5 

I • 96 • I l,13札500 印.9 980,500 仏 2

ポリエ JMVA注入6時間後｜ 197, 600 8. 9 1則 00 8. 7 

チレンi • 24 • I 142, 800 33. 8 723, ooo 32. 9 

包装 I • 96 。｜ 蜘，000 44. 8 8州 00 37. 8 

包装96時間開封後 120時間 11, 200, 600 54. 1 972, 000 43. 7 

は，注入6時間後では，無包装区が16%前後の取り込み

率を示したのに反し，ポリエチレン包装区では 9%程度

まで低下し，包装区に取り込み阻害が認められた。注入

4日後にも，取り込み率に約10%の差がみられた。この

傾向は不鹸化区分でも全く同様であった。これらのこと

から， トマトに注入された 2-14C-MVAは果実体内で

急速に lipids中に取り込まれるが，ポリエチレン包装し

て呼吸を抑制すると，その取り込みは，ある程度阻害さ

れるものと考えられた。

一方， 2-14C-acetate のトマト果実中での取り込み

を第16表に示した。 lipidsへの取り込みを注入4日後で

第16表 2-14C-Acetateのトマト Lipidsおよび

Lycopeneへの取り込みとポリエチレン

包装の影響

処
Lycopene 全放射活性

理 （田g%) Lipids Lycopene 

i町 入42時間後 2.11 316, 000 16, 500 
無包装

。 96φ 3. 20 300, 000 23, 000 

ポリエド•c注入4糊後 0. 35 123, 000 2, 400 
チ包装レン 。 96 • 0. 54 164, 000 3,600 

比較すると，無包装で300,000cpm取り込まれたのに対

し，ポリエチレン包装区では164,000cpmと50%近い取

り込み阻害がみられた。

このように，一定量の 2-14C-MVAカf注入された時に

も，ポリエチレン包装すると， lipidsへの取り込みが阻

害されることから， Mv Aが燐酸化され， c.単位の縮合

を経て， carotenoidsへ転換される系において，ある程

度の阻害があることが推定された。また， トマトをポリ

エチレン包装した場合の取り込み阻害が2-14C-MVA

よりも 2-14C-acetate のほうが顕著であったことから，

acetate→MVAまでの生合成系にも何らかの阻害がおこ

っていることが推定された。

2) 2-14C-MVAと2・14C-acetateのlycopene へ
の取り込み

2-14C-MVAのlycopiineへの取り込みは第17表に示

第17表 トマト果実中での 2-14C-MVAのリコピン

への取込み

処
全放射活性 Lycopene 比活性
(cpm) (mg%) (cpm／聞）理

1,400 0. 69 2, 000 

無包装 。 24 • 4, 900 1. 32 3, 700 

96 • 18, 400 3. 46 5,300 

ポリエ IMVA注入6時間後 1, 900 0. 42 4, 500 

チレン ク 24 • 2, 100 0. 40 5, 200 
包装 . 96 • 5,300 0. 93 5, 700 

包装96時間開封後 120時間 11, 000 1. 93 5, 700 

したとおりである。表中の全放射活性は， トマト果実100

g当りの取り込んだ総放射活性を表わしている。無包装

トマトでは追熟が進むにつれて，取り込み量は増加し，

4日後には18,OOOcpmに達した。ポリエチレン包装区は，

6時間後でも一定量の取り込みがみられるが，その後の

経時的な取り込み増加が緩慢で‘， 4日後でも， 5,000cpm

程度の活性しか示さず，無包装の約%にとどまった。こ

れを開封して後熟させると，取り込みは増加するが，無

包装区までは到達しなかった。

このように， 2-14C-MVAのlycopeneへの取り込み

は，ポリエチレン包装することによって，顕著な阻害が

みられる。 phytoene への取り込みについては，放射活

性を有する不純物の完全な除去が困難であったため，測

定を行わなかったが， 4ー（2）ー 2）で， lycopene生成の

少ないトマトでは phytoeneの生成が既に少ないことを

認めているので，さらに今回のように一定量のMv Aが

供給された場合でも lycopeneへの取り込み阻害のある

ことと考え合せて， Mv Aの燐酸化-c.単位の縮合

phytoene までの生合成経路が阻害されたことは確実で、

あろう。
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また， 2-14C-acetateのlycopeneへの取り込みは第

16表に示した。これによれば，注入4日後で無包装トマ

トでの総取り込み量が23,OOOcpmであったのに対し，ポ

リエチレン包装した区では， 3,600cpmの取り込みしか

認められず，無包装のほぼJi-)1に過ぎなかった。この

ように， 2-14C-acetateのlycopeneへの取り込みに対

するポリエチレン包装の影響は， lipidsの場合と同様，

2-14C-MVAのそれに比べて明らかに限害の程度カ汚郎通。

このことから acetateからMv Aまでの生合成系に対し

でもポリエチレン包装は抑制的に働くものと考えてよか

ろう。

すなわち，ポリエチレン包装によるトマトの赤着色進

行の抑制は， 2-i•c”MVA と 2 -14C-aceta teのlyco-

peneへの取り込み減少率および4ー（2）ー 2）のphytoene

の生成減少からみて， l)MVAからphytoene までの縮

合反応の抑制， 2)acetateからMVAまでの生成の阻害

の2つの理由によるものと推定された。

(3）要約

トマトのcarotenoids生合成系への 2-14C-acetate 

および2-14C-MVAの取り込みと，ポリエチレン包装の

影響を検討し以下のような結果を得た。

トマト果実に2・14C-MVAと 2・14C-ace除te を注

入して追熟させると， トマトの追熟が進行するに従い，

lipidsへ急速に取り込まれた。トマトをポリエチレン包

装して呼吸を抑制すると， Mv A→lipidsは約85～90%

に， acetate→lipidsは約50%に取り込みが減少した。

両者の lycopeneへの取り込みは， トマトの追熟が進み

lycopene が生成するにつれて増大するが，ポリエチレ

ン包装して， lycopene の生成を抑制すると，取り込み

も阻害された。ポリエチレン包装による取り込みの減少

程度はMv A→lycopeneが， 正常な場合の約%に，

acetate-+ lycopeneは約Ysに減少した。

本章序で述べたようにVARMAら76) はトマト磨砕物

を用いて， 2-14C-MVAと14C-IPPの取り込み試験を行

い， N.ガス中では不鹸化物へは取り込まれるが， lyco-

peneへは全然取り込まれないことを認めた。またSHN

EOUR and ZABIN75lは空気をN21こ変えた場合の放射活

性のlycopeneへの取り込みが非常に減少することを認

め， o.がATPの再生に必要なのか，あるいは末端電子

の移動に必要なのかを確かめるための実験を行ったが，

放射活性の取り込みにo.がなぜ必要かという説明は得ら

れなかった。

このように， トマト果実におけるcarotenoidsの生合

成に， o.がどのような機構で影響を及ぼすかは不明であ

るが， VARMA らの結果は，著者のポリエチレン包装→

α減少， co,t普加ー呼吸抑制ーlycopeneの生成抑制－

MV Aの取り込み減少という一連の結果と同様な現象と

考えられる。すなわち， VARMA らは完全に無q状態で，

lycopene への取り込みが全くみられなかったと報告し

ているのに対し，著者の場合は嫌気的条件が緩和で，い

わばα不足の状態であったため，取り込みは少ないなが

らも行われたものと考えられる。

このように， トマト果実をポリエチレン包装して着色

の進行をおさえた場合には， Mv Aが一定量供給されて

も， Mv Aのlycopeneへの転換が抑制されることは明

らかである。また， 2-14C-acetateの取り込みが，ポリ

エチレン包装により， Mv Aの場合よりも一層顕著に阻

害されたことから， acetate→MVA の生成系にも阻害

があるものと思われる。その生成系では， β－OH.β－CH,

-glutaryl CoAからMVA生成のためにNADPH が必

要であるが，そのNADPHの供給が， トマトが嫌気的条

件下におかかたため不足することも考えられる。この検

討のためには，無包装とポリエチレン包装トマトのNA 

D Pレベルの変化について研究を行う必要があろう。

N. トマト果実の追熟に伴う助酵素レベルおよび

高エネルギーりん酸の変化に関する研究

6. トマトの追熱中のNAD PレベルおよびAT P, 

AD Pの変化とポリエチレン包装の影響

環境要因の変化に基づく高等植物の代謝変動には， N

AD Pレベルの変化が関与している場合が多い77）といわ

れている。山本は，ミトリササゲ78）を用いて，部位別に

NAD Pレベルを測定して，代謝の旺盛な芽ばえ部分で

特にレベルの高いことを認めた。また，大腸菌を用いた

実験で79），周囲のガス組成とNAD Pレベルの関係を検

討して，空気中でNAD Pレベルが上昇した時に，空気

をN21こ置換すると，そのレベルは急角度で低下するが，

N.を再び空気に代えると NADPレベルは，再度急上昇

することを認め，さらに， ミトリササゲ目玉紬切片を用い

た実験でもNAD Pレベルは，好気的条件で上昇し，嫌

気的条件で低下することを報告している。

一方，筆者は5ー（3）でポリエチレン包装による lyco-

peneの生成抑制の原因を追求した結果， 2幽 14C-ace-

tateと2-14C-MVAのlycopene への取り込みに差異の

あるところから， acetate→MVAの生成系lこ士付る阻害

が1因であることを推定した。その際，おそらく， トマ

トがポリエチレン包装という緩和ではあるが，ある程度

嫌気的な条件下におかれた場合， NADPHのヨill:，供給

が少なくなるためにβーOH.β－CO.-glutarylCoAから



MV Aの生成反応が抑制される可能性のあることを指摘

した。そこで， NAD Pレベル（NADPとNADPH 

の含量）が，ポリエチレン包装することにより，どのよ

うに変化するかを検討した。特に2-12）ー 2）においてゲ

ル状部に，呼吸基質が多く，追熟に伴ってそれらが急速

に変化することを認めているので，ゲル状部と果肉部に

分けてNAD Pレベルの測定を行った。

また， 4ー（3）および5ー（2）ー 2）の2-14C-MVAの取り

込み実験において，一定量のMv Aが供給された場合で

も， トマト果実はポリエチレン包装により， Mv A→ I 

PP (C, )-+C io→C1s→C20→C40の縮合が阻害されるこ

とを述べたが，この際には，縮合に先立って行われるり

ん酸化のためのAT P量が制限因子となる可能性が強い

と考えられる。トマトの成熟に伴う高エネルギーりん酸

含量についての研究はRowANら80）によって1958年に行

われたが，その結果では，成熟に伴う高エネルギーりん

酸の変化は少なく，呼吸の climactericrise とは特に

関係カ対采いとは考えられないことを報告している。しか

し，彼らの報告での高エネルギーりん酸含量の変化は，

同一熟度での値にふれが大きいために，熟度との関係が

不明瞭で、あったと考えられる。そこで， turningstage 

Iで収穫した下マト果実を用いて，追熟が正常に進行し

た場合とポリエチレン包装して追熟を抑制した場合の高

エネルギーりん酸含量を， NAD Pレベルと同様，部位

別に測定した。

(I) 実験材料およひ方法

1)材料

千葉県旭市の農家で栽培された大型福寿を用いた。収

穫時刻その他は4 (1) 1)と同様で、あるが，熟度はtur-

ning stage lないしはそれよりやや緑熟に近いものを

用いた。

2）実験方法

i) NADPレベルの測定

NAD PとNADP Hの抽出は山本78）の方法に改良を

加えて第24図のような方法で、行った。測定は山本らの方

法に従いDCIP ( 2. 6 -Dichlorophenol-Endophenol 

Sodium ）の還元退色の程度を610mµ の ~OD で測定し

て， NAD Pレベルとして表わした。ホウレンソウから

抽出したNADP H Diapholase闘は凍結貯蔵後遠心

分離して使用した。

ii）高エネルギーりん酸量の測定

SLATER82JおよびRowAN83＞の方法に従い， glucose

を基質として hexokinaseにより glucose一τ守＋G-6
ATP ADP 

-Pとし， G-6-PはG-6-PDHにより， G-6

Pーτ主ー→ 6-P-Gとし， NADP Hの増加を 340
NADP ~ADPH 

第5号千葉県農業試験場特別報告24 

boil 0.2Mトリス（pH7.6)20ml添加

water bath~80～90・C)2分加熱

氷水冷却

ろ過後 pH7.6に調節

o.2Mトリス（pH7.6）を5ml添加

20分

volume測定

（祖lj 定液）

第24図 NADP+ NADPHの抽出法

mμ で測定して，それからAT P量を求めた。同様にA

D Pはmiokinaseを用いてATPに戻して，一定H寺間後

に測定した。

(2）結果および考察

1) NAO Pレベルの変化

トマト果実の部位別および果実全体としてのNADP 

レベルの変化は，第25,26図に示したとおりである。部

位別にみると，果肉部では，組織lg当り 1～2×10-9

M程度の含量であったのに対し，ゲル状部では， 6～11

×10 9 Mの値を示し，果肉部に比べて 3～ 6倍程度，ゲ

6 
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第26図 トマト果実のNAD Pレベルの変化とポリ

エチレン包装の影響

ル状部に多いことが認められた。これは，ゲル状部でN

AD PないしはNADP Hの関与する代謝系が活発に働

いていることを示すものと考えられる。 2ー（2）ー 2）でゲ

ル状部の酸およびデンプン含量が高いことを述べ，また

後述する解糖系の酵素活性も，ゲル状部が果肉部に比べ

て高い値を示すことなどから， トマト果実の追熟にはゲ

ル状部の各代謝活性が大きく影響しているものと推測さ

れた。特にNAD PないしはNADP Hが関与する代謝

は，ゲル状部で旺盛に行われると考えられ，この部分の

NAD Pレベルは，それら代謝の制限因子となる可能性

もあるものと考えられる。

果実の追熟に伴う変化をみると，ゲル状部では，追熟

が進行するにつれてNAD Pレベルも上昇し， ripeness

score 4前後で最大値を示しその後は減少した。果実を

ポリエチレン包装して追熟を抑制した場合には，貯蔵日

数の経過に伴う増加の程度が弱〈，増減も少なく，比較

的低いレベルで平行に推移した。すなわち，ポリエチレ

ン包装により作られるガス環境程度の嫌気的条件でも，

NAD Pレベルは明らかに低下することが認められた。

山本はミトリササゲ剖）を用いた実験で，嫌気的条件では

N ADkinas.e の活性が低下し，そのためNA DからN

AD Pの生成するりん酸化の反応が抑制される結果， N

ADPレベルが低下すイことを報告している。トマトを

ポリエチレン包装すると嫌気的条件になるところから，

この場合のNAD Pレベルの低下も同一機作で起こるこ

とも推定された。また，呼吸のclimactericmaximum 

ないしはそれよりやや以前に相当する貯蔵1～ 2日後に

おける無包装とポリエチレン包装果のNAD Pレベルの

差が特に大であることが認められたが（第25,26図）これ

は，両者における lycopene含量の差の変動と比例する

5 6 

ことを示すものである。すなわち， 5ー（3）でポリエチレ

ン包装トマトにおける lycopeneの生成阻害の1因とし

てMv Aの供給低下を推定したが，このNAD Pレベル

の低下は，その推論を裏付けるものと思われる。

追熟に伴う果肉部でのNAD Pレベルの変化は，ゲル

状部に比べて小さく，やや上昇してその後は漸減の傾向

を示した。ポリエチレン包装すると，上昇は全然認めら

れず，貯蔵回数の経過に伴って低下した。 26図でみるよ

うに，果実全体でも，貯蔵6日後を除いて各熟度とも程

度の差はあれ，無包装に比べてポリエチレン包装果のN

AD Pレベルは低い値を示した。特に無包装果実の追熟

の旺盛な時期に両者の差が大であった。

2）高エネルギーりん酸含量の変化

無包装で正常に追熟させた場合とポリエチレン包装し

て追熟を抑制した場合のATP, AD Pの変化を第27,

28, 29図に示した。部位別ではATP, AD Pともに果

肉部に少なく，ゲル状部で高い｛直を示した。
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第27図 ゲル状部の高エネルギーりん酸含量とポリ

エチレン包装の影響
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第29図 ゲル状部のAT PおよびAD P含量とポリ

エチレン包装の影響

ゲル状部の総高エネルギーりん酸量（27図）は，追熟が

進行するにつれて上昇し，その後幾分か低下したが，そ

のピークは呼吸のclimactericmaximum よりやや遅れ

た。いずれにせよ追熟の最も旺盛な ripenessscore 3 

～ 5で急速に高エネルギーりん駿が生成されることは，

この時期に Jycopeneの生成が急上昇することと考え合

せて首肯されることである。

高エネルギーりん酸の内訳をみると（29図），追熟に伴

ってAT Pはそれ程変化を示さないが， AD Pが急速に

増大している。緒方9）は，リンゴやバナナの呼吸のclim-

macteric riseの起こるー原因として，pre-climacteric

ではりん酸受容体であるAD P量が少なしこれが呼吸

の制限因子となっており，その後AD Pの量が増加する

ため呼吸が急上昇し， climactericrise が表われると

述べているが， トマトの追熟に伴うゲル状部のAD P量

の変化はこの説を支持するように見受けられた。

一方，ポリエチレン包装して呼吸を抑制し，追熟の進

行をおさえた場合の総高エネルギーりん酸量（27図）は，

収穫当初が最も高〈，包装1日後で急速に低下し，その

後の日数の経過に伴う変化は少なかった。 4-(2ト 2）と

5-(3）でトマトをポリエチレン包装した際にlycopene

の生成が抑制される機作のーっとして， Mv Aからphy-

toeneまでの縮合反応が阻害されるためであることを推

定したが，高エネルギーりん酸量からもこの推定は裏付

けられたものと考える。

果肉部の高エネルギーりん酸量（第28図）はゲル状部に

比べて低く，そのためポリエチレン包装と無包装の差は

ゲル状部ほど顕著で、なかった。

(3）要約

NAD Pレベルとトマトの追熟との関係を検討した結

果，正常な追熟が行われるトマトでは， NAD Pレベル

は追熟に伴って上昇した。 ripenessscore 3前後で最

大となり，その後は減少して，呼吸のclimactericrise 

と同様な傾向を示した。

一方，ポリエチレン包装しセ呼吸を抑制し，追熟をお

さえると， NAD  Pレベルの上昇は抑制され，果実全体

（第26図）でみると，ほとんど一定値ないしは漸減の傾

向を示した。この原因は，山本の説に従えば，ポリエチ

レン包装による嫌気的条件のため， トマト果実中のNA 

Dkinase活性が低下し，その結果， NADPレベルが低

下するものと思われた。

部位別に測定した結果では，ゲル状部で高く，果肉部

で低い値を示したことから， NAD PないしはNADPH

の関与する代謝は，ゲル状部で活発に行われており，ポ

リエチレン包装するとNAD Pレベルが低下して，関連

代謝系も抑制されるものと推測された。たとえば， 5-

(2）ー l)で，ポリエチレン包装した場合の lycopeneの生

成抑制の 1図として， Mv Aの供給の低下を推定したが，

βーOH.β・CH3-glutaryl CoAからMv Aの生成反応に

NADF Hが必要であり，かっ前述のようにポリエチレ

ン包装した場合にはNAD  Pレベルの上昇が抑制される

ことはこの推論を支持するものと考えられた。

追熟に伴う高エネルギーりん駿量の変化は総量では，

一時上昇し後に低下してピークを形成したが，そのピー

クは呼吸のclimactericmaximum よりはややおそく現

われた。 AD P量は収穫後，追熟の進行に伴って急速に

上昇した。りん酸受容体量の多少から，呼吸のclimac-

teric riseを説明する説があるが，筆者の結果はそれを

支持するものといえよう。一方ポリエチレン包装した場

合には，総高エネルギーりん酸はもちろん， AD P量も

かなり低くおさえられた。 2-14C-MVAの取り込み実験

とphytoeneの量から，ポリエチレン包装による着色進

行の阻害の 1因として， Mv Aのりん酸化に続く縮合反

応が阻害されることを推定したが，ポリエチレン包装時

のトマト果実のATP, AD P量の変化もこの推論を裏

付けるような結果を示した。

v. トマトの追熱中およびポリエチレン包装による追

熟抑制時の酵素学的研究

7. トマトの追熱中の2, 3の酵素活性の変化とポリ

エチレン包装の影響

収穫後に追熟現象を示す果実では，一般に呼吸のcli-

macteric riseがみられ，同時に呼吸の質的転換がある

ことが指摘されている剖。バナナでは果実の追熟の進行

に伴って，解糖系がhexosemonophosphate pathway 
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(HMP）から Emden-Meyerhof-Parnas (EMP）経路

に変ることが認められており 85.86），リンゴでは87.88）組

織呼吸のco.排出量に対するリンコ守酸の添加効果がpre

・climactericではほとんどみられないが， climacteric

maximum以降で、は強い添加効果がみられ，また， DNP

(dinitrophenol）の添加効果については， pre-climac-

tericで， o.吸収の増加がみられるが， post-c limac -

tericでは効果がみられないことが認められている。岡

本はSIDリンゴ果実より調製したアセトン粉末の抽出液を

用いて， aldolaseおよVglucose-6-phosphate dehy-

drogenase ( G-6-P DH), 6-phospho gluconate 

dehydrogenase ( 6 -P-G D H ) 活性を測定して，追

熱中にaldolase活性は減少ぎみだが， HM Pに属する酵

素活性が増大することを認めて，さらにCA貯蔵により

追熱をおさえた果実では， HM Pの酵素活性はむしろ低

下することを報告している。

このようにclimactericriseの各段階で，呼吸の質的

転換が行われることは明らかであるが，果実の種類によ

ってその内容は異なると考えられる。

トマト果実のclimactricriseの現象を酵素学的な立

場から研究した報告は比較的少ない90.91）。 BARBOUR

ら9IDは， トマト果実の解糖系の80%以上がEM PーTc 
A cycleを経て行われていることを報告しており，一方，

RAMSEY IOI）らはac幽 glucoseをトマト果実に供給した

場合の発生ラベルco.の経時的変化から， トマト果実の

解糖系は，追熟中にEM P系からHM Pに移行すること

を推定している。そこで，追熟に伴う解糖系の転換の有

無と，ポリエチレン包装して追熟を抑制した場合の，そ

れらの変化を知るため，それぞれの条件下に放置した果

実について， aldolaseとG-6-PDH. 6-P-GDH 

の各酵素活性を測定した。また 6ー！2）ー 1)で述べたよう

にNAD Pレベルが部位によって異なること，および2

ー（2）ー 2）でゲル状部の酸含量が果肉部に比べて高い値を

示したことなどから，これら酵素活性が部位により異な

ることも考えられるので，果肉部とゲル状部に分けて活

性の測定を行った。さらに TCAcycleの酵素として

succinate dehydrogenase (SDH）についても，同様測

定を行った。

( 1) 実験材料およひ方法

1 ）材料

千葉県市原市の農家で栽培された大型福寿を用いた。

実名度は， f寺にpre-climacteric,climacteric maximum. 

post-climacteric の各段階での酵素活性を知るため，

turning stage 1 (ripeness score 1 ）ないしはそれ

よりやや熟度の若いものを収穫し， 24℃で追熟を行った。

2）実験方法

i) aldolase 活性の測定

aldolase 活性は， トマトの古u位別に，常法によりア

セトンパウダーを調製し，その 0.lgを O.lMのK2CO,

4m€にけん油させこれを用いて TAGER ら 85）に従い，第

30図のような方法で測定を行った。すなわち， fructose

diphosphateを基質として，生成したtriose-P のりん

酸を測定して， 30℃で10分間に0.1聞のtriose-Pを生成

する酵素量を lunitとして表わした。

アセトンパウダー I<0.1 g i 

o.1MK2COa液 4ml添加 0～2℃
2～3hr放置

lml採取 O.lMborate buffer(pH8.5) 
!ml添加

0.25M亜硫酸水素Na(pH8.5)lml添加

30℃10分間放置

O.lM fructose diphosphate Na 0.5ml 
添加

30℃で正確に10分間反応

10%トリクロル酢酸5ml添加（反応停止）

ZN NaoH 2ml添加 10分放置後中和

60%過塩素酸 Zml添加

アミドール試薬 Zml添加

8.3%モリブデン酸アンモニウム Iml添加

10～15分放置後 fillup (25ml) 

第30図 aldolase 活性の測定法

ii) G-6-P DH, 6-P-G DH i舌i生の測定

高等横物のG-6-PDH, 6-P-GDH 活性の測定

法に関する研究は，従来2. 3行われてきたが94.95.蝿｝，

トマト果実についてはその測定法カf確立されていない。

そこで著者は，アカマツ花粉中の酵素活性の測定を行ヴ

た斗ケ沢町の方法に準じて， トマトのG-6-PDH,

6-P-GD Hの抽出および測定法の検討を行った。その

結果，第31図のような抽出法により，また測定は第20表

のNo.l～No.3のような反応液を加えて30℃で反応させ，

340mμ で生成するNADPHを測定し， 1分間に IμMの
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試料トマト
ーーーーT一一ーー

’抽出液※ IOOml

ホモゲナイズ

2℃に 1時間保持

サラン布で3週

遠心分離 800×g 5分

上

遠心分離15,000Xg 20分

透 析 上 澄

（酵素液）

C..131凶酵素液の調製法

※J由II'.液 0.5MKOH 8.4～9.2me1こ0.5Mりん酸カリ buffer

(pH 7. 8）を加えて全量をIOOmeにする。

第20炎 G-6-PD Hおよび6-P-GDH活性

測定H寺の反応液の組成

No. I No.2 No.3 

0. 5 me o. sme 

0. 1 0. 1 

0. 8 0. 4 

0. 4 

0. 3 0. 3 

0. 7 1. 5 

0. 2 0.2 

0.25Mトリス司Hclbuffer(pH7.8) I o.sme 

0.3M Mgcl2 I 0.1 

1. 2mg/me NADP 

8田g/meG-6-P-Na 

3.5mg/me 6-P-G-Na 

Jj'( 

酵素液

2.2 

0. 2 

NADPHを生成する酵素量を lunitとして表わした。

iii) SDH 活性の測定

トマトのSD Hの活性は， KING叩の方法に改良を加

えた中川のか法gmに従った。測定はphenazinemetho-

sulphate (PMS）を媒体として， SD Hの還元作用に

よるDC I Pの退色によった。すなわち， O.SMPKb

(pH7.4) 0.3mQ. 45mMKCN 0.lmQ. 0.6M succinate 

-Na O. lmQ. 1. SmM DC Ip O. lmQ. 酵素液（0.2～ 

0. 4mQ) にぷを加えて全量を 2.BmQとして， 30℃に 3分

開放置後， PMSO. 2mQを添加，俊押して 1分後から610

mμ の吸光度を 1分間毎に読みとり， 5分間のOD差を

0.300 
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第32図 S D  H活性測定時における LIOD/Sminと

酵素液量の関係

求め，酵素液O.lmQ当りの60DI 5 minで活性を表わし

た。第32図は上記添加酵素量と60DI Sminの関係を示

したものであるが， 0.1～1.OmQの範囲で直線的で、あった

ので，添加酵素量は60D/minの読みやすい量（60DI 

5 minカ＂0.05～0.300）を用いることとした。

(2）結果および考察

I ）追熟に伴う aldolase活性の変化とポリエチレン包

装の影響

結果は第33図に示した。 lOgtissue 当りで示した

aldolase 活性は，ゲル状部が果肉部に比べて高い値を

示した。追熟過程との関係を部位別でみると，無包装の

ゲル状部では果実の追熟が進行するにつれてかなり急速
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に活性は低下した。すなわち， ripenessscoreが 0.5

近辺のpre-climacteric果ではかなり活性が高く， 10

units近い値を示すが， ripenessscore の進行と逆比

例するように活性は低下して， 8日後には約4units と

なり半減した。一方，ポリエチレン包装果では， 8日後

でも 9units近い値を示し，活性の低下はほとんど認め

られず，収穫当初に近い酵素活性を示した。果肉部でも，

活性の絶対量は，ゲル状部に比べて低いが，無包装区の

活性低下が急速で，ポリエチレン包装区の活性は比較的

低下が少なし当初の活性が維持された。

BARBOUR らが報告しているように， トマトの解糖系

の80%以上がEMP-TC A cycleであり， トマトの追

熟を senescenceの現象とみれば，酵素蛋白の減少90）は

当然のこととも考えられ，追熟の進行と aldolase の低

下が平行して起こることは首肯できる。ポリエチレン包

装果の活性が比較的高く保持されたことは， senescen-

Ce という意味での追熟現象の抑制としてとらえること

も可能であろう。

2）追熟に伴う G-6-PDH, 6-P-G D H 活性の

変化とポリエチレン包装の影響

追熟に伴う G-6”P D Hと6-P-GD Hの活性を部

位別に測定したのが第34,35図である。第34図でみるよ

うにG-6-PDH活性は果肉部に比べてゲル状部で高

かった。これは， 6ー12）ー 1)で述べたようにゲル状部の

NAD Pレベルが果肉部に比べて高い値を示すことと考

え合せて興味あることである。

ゲル状部のG-6-PDH についてみれば，果実が追

熟するにつれて酵素活性は上昇し， score5～ 6前後で

最大値を示し，その後は低下した。ポリエチレン包装果

でも，無包装果と同様に上昇傾向を示したが，その程度

は小さく，ポリエチレン包装によってG-6-P D Hの

活性上昇は抑制されるものと思われた。ゲル状部のか

P-G D H活性は，第35図にみるように， G-6-PD  H 

とほぼ同様な傾向が認められた。

果肉部での果実の追熟に伴う G-6-PDH活性の変化

は，ゲル状部に比較して少なかった。追熟につれてやや

上昇するが， score 4前後から低下の方向に向った。ポ

リエチレン包装果でもほぼ同様の傾向がみられたが，一

旦上昇後の低下の程度がやや緩慢であった。

NADPH生成系である G-6-PDH, 6-P-G DH  

の特性は， NAD Pレベルの高い部位すなわちゲル状部

で強く，しかも熟度の進行に伴い， NAn pレベルが上

昇するのに前後して，酵素活性も上昇した。これは，トマ

ト果実が追熟して lycopene が盛んに生合成される時期

に，ゲル状部でNADPHないしはNAD Pの関与する

2 4 
貯蔵回数

第34図 トマトの追熟に伴う部位別G-6-PDH活

性の変化とポリエチレン包装の影響
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第35図 トマトの追熟に伴うゲル状部の 6-P-GDH

活性の変化とポリ包装の影響

代謝が旺盛に行われることを示すものといえよう。これ

らの代謝は，果実をポリエチレン包装することによって

抑制され，それがlycopene生成阻害の 1図となって，

着色が抑制されることも推測される。

3）追熟に伴う SD H活性の変化とポリエチレン包装

の影響

追熟に伴う SDH 活性の変化は第36図に示した。別の

試験l曲）で， トマトのSD H活性は，果実の未熟時に高

く，生育肥大するにつれて減少したことを認めているの

で，追熟との関連をみるための試料である ripeness

score 0.5のもの以外に，やや未熟の緑色果を同時に収

穫して，そのSDH 活性も比較測定した。

部位別ではG-6-P D H，と同様，ゲル状部の活性が

果肉部に比べて高い｛直を示した。ゲル状部についてみれ

ば，緑色未熟果でやや高く， pre-climacteric時に一旦

低下して，その後上昇し， climactericmaximumでほぼ

ピークに達し，その後は再び低下の傾向を示した。一方，

ポリエチレン包装果では，追熟に伴う上昇がみられず，



30 千葉県農業試験場特別報告第5号

様 80
骨量
数
喜重

吉60

無包装・、iゲル状部

ー，0-ーーーー
--- －～～－  

-- ポリ包装 v
Cコ
＼ 

・§ 40 
lt) 

＼ 
Cl 
0 
<l 20 

未熟 0 

__ .c,～～ーポリ包装

----i果肉部ー～～t

無包装

2 3 4 

貯蔵日数
第36図 トマトの追熟に伴う SDH 活性の変化

ほぼ収穫当初の活性がそのまま持続する傾向がみられた。

すなわち．ゲル状部のSDH 活性はトマト果実の呼吸の

climactericな現象とほぼ等しい傾向を示した。 2ー12)

-2）で述べたように，ゲル状部の酸含量は果肉部に比べ

て高く，追熟に伴って減少するが，ポリエチレン包装し

た湯合には，その減少がおさえられることと符号する。

来実の追熟に伴う果肉在日のSDH 活性の変化は小さかっ

た。ポリエチレン包装との差もほとんどみられなかった。

~21表 succinate 濃度の違いによる SDH 

活性変化

試料 No. 1 No. 2 

のふ ゲル状部 果 肉 部 ゲル状部 果 肉 部

0.92% 105 108 108 104 

0.55 100 100 100 100 

。.18 60 51 62 59 

0.05 29 27 31 30 

また基質濃度の差によるトマト果実のSDH 活性の変

化をみたのが第21表である。 7ー11)ー2）の活性測定時に

明いたSD Hの濃度は0.55%に伺当するので，この濃度

での活性を100として示した。結果は表にみられるように，

ゲPル状白ll，来肉店日とも基質濃度が減少するにつれて，活

性は低Fし泊のJ農度では活性は約%に低下した。ゲル状

却のSDH 活性は， apoenzyme 量からみても，基質浪

度からしでも果肉部に比較して高いことが首肯された。

(3）要約

呼吸の climactericrise を示す果実では，その各段

階で，呼吸の質的転換のあることが，バナナやリンゴで

報告され， トマトでも，解糖系がEM PからHM Pへの

転換を示唆した研究結果がある。この点を確認し，ポリ

エチレン包装による追熟抑制時に，この解糖系の転換が

どのように変化するかを検討するため，両系の代表とし

て，前者はaldolaseを，後者はG-6-PDHおよびか

P-G D Hをとりあげ，それらの活性の測定を行った。

その結果，いずれの酵素も， トマトの部位によって活性

に差のあることが認められた。持に各酵素ともゲル状部

で高い活性を示し， トマトの追熟過程で，ゲル状部が重

要な役割を果していることが推定された。

ゲル状部についてみると， aldolase 活性は，果実の

追熟に伴って急速に減少し， EM Pの解糖系の低下が認

められた。これに対し，ポリエチレン包装して追熟を抑

制すると， aldolase 活性の低下はおさえられた。一方，

HM  Pの酵素である G-6-PDH, 6-P-GDHの追熟

に伴う活性変化は比較的小さかったが， aldolase とほ

ぼ逆の傾向を示し， EM P→ H M Pの転換がトマ卜果実

のJゲル状部で行われていることが示唆された。ポリエチ’

レン包装した場合には，両DHとも活性の上昇がおさえ

られ， aldolase 活性の低下もみられず＇＇， EM P→H M 

Pの転換が順調｛ご進行しないことを示していた。果肉部

については，上記傾向が明瞭には認め難かった。

SDH 活性は，上記3酵素と同様，果肉部に比較して

ゲル状部で高かった。追熟に伴うゲル状部の活性は，果

実の呼吸の climactericrise, maximum, post-climac-

teric という推移と相似した傾向を示した。ポリエチレ

ン包装して呼吸を抑制し，果実の追熟をおさえた場合に

は，ゲル状部のSDH 活性の上昇はみられす＼収穫当初

に近い活性を持続した。果肉部のSDH 活性には，ゲル

状部におけるような上昇はみられず，むしろ，漸減傾向

を示し，逆にポリエチレン包装果では低下せす＼ほとん

ど一定な値を示した。

VI トマトの輸送に関する研究

8.ポリエチレン包装輸送

1-12)-4）で5～6月上旬のトマトの流通過程におけ

る鮮度保持には，ポリエチレン密封包装が有効で、あるこ

とを述べた。この場合の包装は完全密封に近い状態なの

で，これをこのまま生産農家の実際の出荷に結びつける

ためには，機械選果，自動ポリエチレン包装，箱詰めと

いう形式をとる必要がある。しかし現状では，機械選果

の導入もごく一部に限られており，自動ポリエチレン包

装，箱詰めという形式はすぐには実現しがたい。各農家

が子選別し， 4kgの木箱に詰めて集荷場に運び，等級格
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付け後出荷するという現在の形態をそのまま踏襲して，

密封ポリエチレン包装をそれに結びつける方法を考案す

る必要がある。

そこで考えられるのが，ポリエチレン風呂敷法とでも

いうべき方法である。ダンボールあるいは木箱にポリエ

チレンシートを敷き，その上に従来法によりトマトを詰

め，四方からシートを折り込んでゆく。完全密封ではな

いが，機械を使用せず手軽に作業ができる。これをポリ

風百敷法と呼ぶことにする。この方法でトマトの鮮度が

どの程度保持されるか，また内部のガス濃度が密封の場

合に比べてどのように変わるかを知るため，実験室内で

輸送のモデル実験を行った。これより以前に，密封包装

におけるトマト果実の適正包装量を知るための予備試験

を行った。また予冷の効果についても検討を加えた。つ

いでこれらの結果に基づいて，実地に長距離の貨車輸送

試験を行った。

(1) 実験材料および方法

1）適正包装量の検討と実験室における輸送モデル実

験

i）材料

試験に用いたトマトは，千葉県一宮町の農家で栽培さ

れた福寿2号で，収穫は5月25日 9:00～11: 00時に行

い，熟度はturningstage 2～3とした。

ii）実験および調査方法

ア．適正包装量の検討

厚さ0.03mm，大きさ35×25cmのポリエチレン袋に， ト

マトをし 2, 4' 6個体ず‘つ詰めて密封した。袋内の

空気量は総て 600meとした。これらの包装トマトは無包

装果実とともに， 24℃に貯蔵して経時的に ripeness

scoreの変化を測定し，同時に包装内ガス組成変化も調

査した。

イ．輸送モデル実験の試験区の設定

試験区は従来からの荷姿のものを対照区とし，他はす

べてポリ風呂敷法による包装を行った。ポリ風呂敷法包

装区には，予冷，無予冷，および送風，無送風区を設け

た。送風区を設定したのは，実際の貨車輸送には通風車

を使用しているので，その場合を想定したためである。

また無送風の中には断熱ボックスを設けた。これは，厚

さ2cmの木製気密箱（51×62×5lcm）を厚さ 7.5cmの断

熱材（スチロホーム）で内張りし，その中にトマトのポ

リ風呂敷法箱詰めしたもの3箱を入れて，向様上蓋をし

たものである。

ウ．予冷および送風方法

予冷はハイドロクーリング IOI. 102）によった。トマト

果実の中心温度が7℃になった時，箱詰めして， 2段あ

るいは3段に重ねて，送風区と無送風区に分けて室内に

放置した。送風は扇風機（三洋EF-46L）を用い，約1

mの距離から45分間送風， 15分間停止の繰返しを 5日間

にわたって行った。この場合の風速は2～2.5m/Sであ

った。

エ．温度経過

温度の測定はサーミスター自記温度計によった。感温

部は長さlOc皿の針状感温部を用い， トマト果実の中央に

差し込むこととし， 2段めの箱の中央部のトマト体温を，

試験開始から終了まで経時的に測定した。同時に棒状感

温部により室温も測定した。

オ．ポリ風呂敷包装内のガス濃度の視u定

北川式ガス検知器により， co.o.濃度を測定した。

別にガス分析用ポリ袋を用いて，袋内のガス組成を種々

変えたものをつくり，オルザットガス分析装置と上記北

川式検知器により，袋内のガスを分析し両者の関係を比

較した。その結果，北川式のほうが，両ガスともいくぶ

ん測定値が高い傾向があったが，両分析法には直線的な

関係があり，北川式も十分使用しうることを認めたので，

以後の実験では恒温室での測定にはオルザット法を用い，

温度変化のある現場での測定には北川式を用いることと

した。

カ．硬度

1ー(1)-3）に従って測定を行った。

キ.ripeness score 

1-(1) 2）に従って言平点した。

2）北海道貨車輸送試験

i）材料

試料トマトは8ー（1)ー 1トi）と同じく千葉県一宮町の

農家で栽培された福寿2号で，収穫は6月11日1:00～10

: 00時に行い，熟度はtutningstage (ripeness score 

2～3）としたが，試料箱数が多かったため熟度を均一

にしにくく， ripenessscore 4に近いものも多少混入

した。

ii）実験および調査方法

ア．輸送試験荷姿

ポリ風呂敷およびポリ大型袋（45×31×45c皿で，封

は風呂敷法と同様折り込み形式）以外は，遠距離輸送の

慣行法に従った。

イ．使用貨車

通風10t車（ツワ）を使用した。別にサーミスター自記

記録計による温度測定のため観測車を連結した。

ウ．実施期日および天候

収穫： 6月11日 7:00～10: 00 晴時々曇

荷造： 6月11日 9: 00～12: 00 
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貸車積込： 6月11日 12: 00～15: 00 快晴

一宮出発： 。 16: 15 

新小岩着： 6月11日 22: 40 豪雨

発： 。12日 5: 00 雨後暗

仙台着： 6月12日 20: 00 

。発： 。 13日 3: 00 曇後雨

青森着： 。 23: 00 

。発： 6月14日 7:10 晴

札幌着： 6月15日 3: 50 小雨

エ．試料トマトの貨車内積み込み位置

貨車内積み込み位置の違いによる温度変化とそれが鮮

度にいかなる影響を与えるかを検討するため，貨車前方

部，中央部，上部，後方通気孔付近など，各所の普通販

売品の聞に試験材料を設置した。またサーミスター自記

温度記録計を貨車内に設置し，電源は連結した観測車に

積載したインバーターからとった。

オ．測定項目および方法

輸送中の温度：サーミスター温度計により，外気温，

貨車内気温，中央部ポリエチレン包装，同無包装，通気

孔付近の包装および無包装の各トマトの温度を測定した。

着荷日寺のポリエチレン包装内のco.およびq濃度の測

定：北川式ガス検知器使用。

食味：市場関係者など7名のパネルにより食味試験を

行った。

(2）結果および考察

I）トマトの適正包装量

厚さ0.03mm，大きさ35×25cmのポリエチレン袋にトマ

トをし 2, 4. 6個体す、つ詰め， 24℃に放置した場合

のripeness,scoreの進行を第22表に示した」無包装区

が5日でscore8.4になり完熟に達したのに比べ，ポリ

エチレン包装区は，詰めるトマトの数が増加するにつれ

て， scoreの進行は遅くなった。

ポリエチレン包装内のガス議度の変化は，第23表のと

おりであった。 1個区では 1日後にco.2.5%, 0.12. 3 

%となりその後の変化は小さかったが， 4個区， 6個区

では1日後に， co.4. 0, 5. 2%に上昇し，その後はやや

低下し，逆に0,濃度はそれぞれ5.9, 4. 5%から上昇ぎ

みに推移した。 5日後には，ほぼ平衡ガス濃度に達した

が，包装個数によりCO.,0,濃度とも異なり，同一厚み

のポリエチレン包装でも，包装個数の違いにより平衡ガ

ス濃度は変化した。すなわち，包装トマト個数の多いも

のほど，包装内co.濃度は高く，酸素濃度が低くなり，

従って追熟抑制効果が高かった。しかし，これ以上包装

個数を増加すると，袋内のco.濃度が上昇し， 02i1農度が

低下して，塩化ビニール包装と同様なガス障害の起こる

第22表 トマトのポリエチレンフィルム包装時の包

装個数と rioenessscore 

個数
貯 蔵 日 数

3 5 7 

無包装 3.9 6.7 8.4 9.6 
1 価 3.6 5.3 7.2 7. 7 
2 II 2.7 4.0 4.5 5.8 
4 II 2.4 2.8 3.7 4.4 
6 II 2.0 2.6 2.8 2.9 

第23表包装個数の違いによるポリエチレン包装内

ガス濃度の変化

貯蔵日数 3 5 

ガスの種類 CO, U, co, o, 

2.5 12.3 2.3 12.7 2.2 13.4 
個｜ 2 3.0 8.9 2.8 10.3 3.0 9.9 

数｜ 4 4.0 5.9 3.7 7.0 3.4 7.6 

6 5.2 4.5 4.4 5.6 4.1 5.6 

可能性が強いので，厚さ0.03mm，大きさ35×25c皿のポリ

エチレン袋で，空気を適量（約600m€）入れた条件では，

4～ 6個包装が適当と考えられた。

2）輸送モデル試験

i）温度経過

貯蔵中の気温ならびにトマトの温度変化を第37図に示

した。予冷断熱ボックス区と予冷無送風区では，気温の

変化に比較的左右されず，緩慢に上昇して，全体に低い

温度経過をたどった。特に断熱ボックス区はその傾向が

強かった。予冷しでも送風した場合は気温の影響を受け

て無送風区に比較して，やや高い温度経過を示した。一

方無予冷区は送風，無送風とも，予冷区に比べて高い温

度経過をたどったが，送風区のほうが最高温度が高く，

最低温度は低く，最も外気温に近い温度経過を示した。

以上のように，予冷した場合はその後の保冷に十分留意

する必要があり，なるべく風を受けないように，断熱ボ

ックスの使用など工夫を要する。

ii）包装内ガス濃度と品質変化

ア．ポリエチレン包装内ガス車且成変化

試験開始5日後に測定した各区のポリエチレン包装内

のco.とo.濃度は第24表のとおりである。予冷，無予冷

に関係なく，送風区！iC02濃度1.8～2. 2%, o.濃度

17.6～17. 7%を示し，従来のポリエチレン包装に比較し

て前者は低く，後者は高かった。予冷無送風区に比べて

品温が高いので， co.の発生量が多いにもかかわらず

103. 37)包装内のco.濃度が低かったのは，風を送ったた

め包装内への通気度が高くなったためと思われる。また
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第37図各種貯蔵条件におけるトマトの温度変化

第24表 ポリエチレン包装内ガス漉度

C02 02 

No.I.無予冷無送風（静置） 6.0% 10.8% 

2.予冷 II 5.6 12.6 

3.無予冷送風 1.8 17.6 

4.予冷 ” 2.2 17.7 

5.予冷無送風（断熱ボックス） 8.5 9.5 

無送風区（第24表 No.l, 2）のco.は従来のポリエチレ

ン密封区よりもかえって高い傾向を示す一方，酸素濃度

も高かった。このように無送風のポリ風呂敷法の場合Q,

濃度が高いのは， 1-12ト 6）の完全密封と異なり， qが

わずかの間隙から多少出入したものと思われる。一方C

o.濃度が高かったのは，ポリ風呂敷法ではトマトをきっ

ちりと並べてポリエチレンシートに包み込むので包装内

の空隙が少なしかっトマトの一定重量に対する包装フ

ィルムのガス透過面積の比率が小さしさらにC02の比

重が高いため，上部のわずかな間隙からは漏出しにくか

ったことも 1因であろう。

イ．品質変化

5日後のトマトの硬度と ripenessscoreを測定した

のが第25表である。硬度と ripenessscoreは1-3-

1で述べたように密接な関係を示した。肉質が最も硬く

ripeness scoreの低かったのは断熱ボyクス区で，こ

の区は他の区のトマトに比較して低温で推移したことと，

上述のように， C02濃度が高く（8.5%). 02濃度が最も

低かった（9.5%）ため， CA貯蔵的効果が強〈現われ鮮

度も良好でーあった。しかし，温度が高い場合には，ピニ

ール包装と同様な高CQ2濃度障害が懸念される。予冷無

送風区がこれに次いで肉質，着色とも良好であーった。予

冷送風区と無予冷送風区は相似した結果を示した。また

無予冷送風ではポリエチレン包装も無包装も大差がなく，

最も肉質柔らかく着色も進行した。

第25表各種貯蔵条件によるトマトの

e
 

n
 

ρL

－
 

nv 硬度
score 

No.I.無予冷無送風（静置） 4.1 0.89kg 

2.予冷 /I 3.5 1.03 

3.無予冷送風 7.4 0.70 

4.予冷 II 6.6 0.91 

5.予冷無送風（断熱ボックス） 2.3 1.43 

6.無予冷送風（無包装） 7.8 0.63 

注） No.1-5は、ポリ風呂敷法による包裳を行なった。

No.6は従来からの出荷形態である。

以上の結果を総合して考察すると，ポリ風呂敷法程度

の包装状態でも，内部のガス組成はかなり変化し， co.
濃度が増加し， q濃度は減少しCA貯蔵に似た効果を発

揮する。この際周囲の空気が動く（送風）場合と，動か

ない場合とではガス濃度に差異を生U，この点からだけ

考えると，実際に貨車輸送を行う際には，通風車よりも

有蓋貨車のほうがポリエチレン包装効果が一層顕著に表

われるものと思われた。また第25表（ 1. 2区）に示した

ように，無送風の場合には予冷区が，無予冷区に比べて

ripeness scoreの進行，硬度の低下ともに抑制され，

予冷の効果が認められた。しかし，予冷しでも送風した

場合は，無予冷送風区よりはよいが，無予冷無送風区よ

りは着色の進行などかえって進んだ結果を示し，送風す

ると予冷効果のみならず，包装効果も減少することが認

められた。

これらのことから， トマトの着色進行抑制には予冷効

果はある程度認められるが，ポリ風呂敷i去の場合には，

ガス組成変化によるCA貯蔵的効果の影響も大きく，特

に予冷無送風lR"は，予冷， CAの両効果が認められ，最

も鮮度保持が良好であった。このように，本試験の結果，

実際輸送の場でも， トマトの鮮度保持には折込形式でも

ポリエチレン包装が非常に有効であることが明らかとな
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第38図 輸送中におはる外気温，貨車内気温およびトマトの品温変化

った。 第26表 包装法および貨車内積込み部位による

3）貨車輸送試験 Ripeness Score ，硬度および包装内ガス濃度

i）温度経過

外気温，貨車内気温および貨車内の各所におかれたト

マト果実の温度経過は第38図のとおりである。外気温は

最高29℃から最低14℃まで変化し，最高気温は14:00時

前後，最低気温は2～4: 00時ごろであった。貨車内気

温はおおむね外気温と同じ傾向を示したが，最高気温は

1～2℃外気温より低く，最低気温は2～3℃高かった。

これに対し，貨車内部に積載されたトマト，特にポリエ

チレン包装して中央部においたトマト果実の温度は，外

気温の上下による影響が小さく，全体として非常に緩慢

な低下傾向を示した。このことと，前項で述べた試験の

予冷断熱ボックスの温度変化から今回のような貨車（通

風車）輸送の際にも予冷の効果を期待し得るものと考え

られた。また包装，無包装ともに通気孔付近のトマトが

いくぶん低い温度経過を示したが，その差は小さかった。

このことから内部に積み込んだトマトでも，呼吸熱104)

による温度上昇は比較的小さいと推測された。

ii ）包装法および貨車内積み込み部位によるガス組成，

ripeness score，硬度変化

ア．包装内ガス組成

札幌市場に到着した時のポリエチレン包装内ガス組成

は第26表のとおりで，包装の形による違いはほとんどみ

られなかった。前述の予冷ポリ風呂敷法と比較した場合，

各ガス濃度はいくぶん異なるが，傾向は類似しており，

密封方式による室内実験の場合よりも， co.,o，濃度と

もに高い値を示した。こめ原因については前記室内モデ

ル試験で考察したとおりである。

イ．品質変化

収穫時および着荷時のripenessscoreと硬度の変化

は第26表のとおりである。 ripenessscoreの進行と硬

測定項目 IRipe~；；目。 硬度 着 荷 時I ::; ore 唱ー がス組成

積込条件＼＼両正五事瓦司高石~
0
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度の低下は今回も平行して進んだ。従来の慣行法で荷造

したトマトは貨車内積み込み部位にあまり関係なく，い

ずれも ripenessscore 5～ 6となり市場でセリ売りす

る品質としては過熟となった。一方ポリエチレン包装し

て貨車内中央部においたトマトの ripenessscore は

3.8～4.0程度の進行にとどまり，硬度も0.84～0.99kg

と硬かった。袋法と風呂敷法との比較，ないしは，同一

包装区での積込み部位の違いによる着色および果肉質の

硬度には，あまり差が認められなかった。

市場関係者など7名のパネルで食味試験した結果は，

ポリエチレン包装して着色の進行をおさえたトマトは肉

質，鮮度ともによく，食味も無包装の慣行法のものに比

べてすぐれていた。

以上を総合して次のように考察される。貨車輸送の場

合t；＼：通風車でも前項の室内実験の送風区よりは非常に通

風状態が劣っていた。したがって完全密封ではないポリ

風呂敷法で包装したトマトでも，外気温の影響をうけに

くく，かっ包装内のco，濃度が高くなって，このためC

A貯蔵的鮮度保持効果が表われたものと考えられる。ま

た今回の試験はたまたま気温の高い時に積み込みが行わ

れ，そのため品温28℃のトマトを包装輸送することにな

ってしまった。従来の室内実験の結果では，高温時のポ

リエチレン包装は塩化ビニール包装時と同様な障害を起
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こしやすししま状に黒変着色する傾向がみられたが，

今回はその場合よりもco.濃度が高かったにもかかわら

ず，障害がみられなかった。これはポリエチレン包装が

折込式の半密封であるため， o.濃度が比較的高 (13～14

%）かったので， 2ー（2)-3）の結果からみても，呼吸と

くに仇吸収量がそれほど異常に抑制されなかったためで

あろう。

(3）要約

トマトの5日間程度の流通過程での鮮度保持を目的と

した包装改善を行うため，まず密封包装時の適正包装量

検討試験を行った。厚さ0.03皿，大きさ35×25cmのポリ

エチレン袋に空気を適量（600m€）入れた場合には， トマ

トは4～ 6個が適正包装量と考えられた。

次に生産農家の現行出荷形態に適合するよう， トマト

の簡易なポリエチレン折込包装方法（ポリ風呂敷法と呼

ぶ）を取りあげた。この方法の鮮度保持効果，ならびに

予冷の効果について試験した結果，ポリ風呂敷法では密

封状態は完全ではないが，かなり通気性を遮断し，包装

内のガス組成は変化した。その結果，密封とほぼ同様な

着色抑制，鮮度保持効果のあることカ3確認された。包装

内のガス組成は 1ー（2)-6）の密封に比べて， co.濃度は

やや高くなったが， o.漉度の低下の程度は比較的小さか

った。

通風貨車輸送する場合を想定して，送風試験を行った

結果，ポリ風呂敷法では風速が大であると，包装内外の

通気量が増大し， CA効果は減少した。

予冷の効果は，断熱ボ、ツクスに入れた場合にとくに強

く認められた。また予冷しでも，送風するとトマト果実

の温度が上昇して効果が減少した。

貨車輸送試験の場合にも，ポリ風呂敷法はC026～ 7

%. 0213～14%となって追熟抑制効果が明らかに認めら

れ，市場の好評を博した。荷物が貨車内に相当量積載さ

れた場合は，通風車でさえ，箱の中のトマトは外気温の

影響を受けにくく，特にポリエチレン包装して貨車の中

央部に積まれたものは，積み込んだ際の温度が長く保持

され，容易に低下しなかった。これらのことから予冷を

行えばさらに鮮度保持効果が期待されるし，その際は通

風車より有蓋車が好ましいと考えられた。

VII 総合考察

果実の中には収穫後も，樹上での成熟と同様に追熟現

象を示すものがある。一般に追熟を行う果実では呼吸の

climacteric rise が認められ，その機構については多

くの研究がなされている。特にエチレンの生成が cli-

macteric riseに深い関係をもっていることが，数多い

研究105.106. 107) によって立証されている。しかしcli-

macteric riseの機構はエチレンの成熟ホルモン説のみ

で説明しつくされるものではなく，なお不明な点波多い。

呼吸の climactericriseは一般に追熟に伴う発生co.
の急激な上昇現象としてとらえられているが， climacter-

ic riseの現象は単に呼吸の量的変化のみで、はなく，質

的な変化を伴うもので，生理的には，むしろこの面が重要

介考えられる。しかも，果実の種類によって，この呼吸の

質的変換の内容が異なることが，次々と判明108. 109.岨．

曲 89.騎 87）している。

トマトも追熟時に呼吸のclimactericrise を示す果

実の一つで、あり，その追熟生理を明確には握するために

は， トマトのclimactericrise の機構の解明も当然必

要である。しかしトマトの追熟現象は単に呼吸の ell-

macteric riseのみでは説明のつきがたい部分が多いと

思われる。トマトの追熱はある意味では鮮度低下であり，

それはsenescenceの現象でもある。この時期には，た

ん白質の合成，分解が複雑にからみあっているらしいこ

とも認められており， トマトの追熟現象の解明は，これ

ら酵素たん自の面からの研究もさらに進められなければ

ならない。

トマトは20～25℃の温度条件下では，ほとんど光の影

響をうけずに正常に追熟が進行する。すなわち②果実の

縁色は退色し，②続いてトマト特有の赤着色が進行し，

＠遂には，肉質科大化する。このトマトを0.03mm厚さの

ポリエチレン袋に包装すると，これら一連の追熟現象が

抑制されることを認めた。このポリエチレン包装による

追熟抑制の機構を解明することが，本試験の大きな目的

の一つである。そのため，正常な追熟の行われる24℃貯

蔵の場合とポリエチレン包装によって，追熟を抑制した

場合とを比較することはもち論， 10℃というトマトが低

温障害をうけない程度の低郡宇蔵時における追熟状況も

合せて検討を加えることにより，ポリエチレン包装によ

る追熟抑制機構の解明の一助とした。

その結果，正常に追熟の進行するトマトでは，熟度の

進行に伴って， chlorophyllaseの活性が増大してchlo-

rophyllの分解が促進されるのに対し，ポリエチレン包

装果ではchlorophyllase の活性が抑制されてchloro-

phyllの分解がおさえられるものと考えられた。さらに，

24℃ポリエチレン包装果と10℃無包装果の比較から，後

者が前者に比べて呼吸量がやや小さい傾向を示したにも

かかわらず， ripenessscoreの進行は逆に速やかで、あ

り，同時にchlorophyllase 活性が後者で高〈前者で低

しそのため chlorophyIIの残存量が前者で多かったこ

とは， chlorophyllase 活性と chlorophyIIの分解が深
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い関連のあることを示すものと忠われた。すなわち， ト 活性が重要な役割を果しているものと推測された。

マトの追熟の大きな特徴である緑色の退色は，必ずしも 今後，トマト果実のみならず，追熟現象を示す果実で

呼吸量とは平行しなかった。 chlorophyllase の活性は のchlimactericriseの機構が十分解明されれば，トマ

低温による呼吸抑制lでは，それほど顕著な抑制がみられ ト果実の正常な追熟現象もさらに十分な説明がなされ，

ず＇， chlorophy IIの分解は lycopene の生成抑制とは生 その時点で，ゲル状部が，トマトの追熟に果す役割も明

理的に異質な点があることが示唆された。 確化されるものと思われる。さらにエチレンの追熟に及

また，正常な追熟果では呼吸の climactericrise に ぼす影響も酵素レベルで研究される必要があろう。追熟

f半って急速に lycopeneが増加するのに反し，ポリエチ に伴って増加する酵素，減少する酵素のそれぞれの作用

レン包装果では包装内のガス濃度が変化し，そのため呼 機作が今後明らかにされ，それら相互の関連が検討され，

吸が抑制され， chimactericmaximumは著しく低下し， 正常な追熟現象が詳細に説明されるようになれば，ポリ

その結果 lycopeneの生成が抑制されることを認めた。 エチレン包装による追熟抑制の機作もさらに明確となり，

その原因のーっとして， トマトの追熟進行に伴って高エ トマトの鮮度保持技術が一層発展するものと忠われる。

ネルギーりん酸量特にAD P量が増加するが，ポリエチ

レン包装によって，その増加が抑制され，その結果Mv 
Aのりん酸化とそれに続くc，単位の縮合が阻害されるた

め， lycopene の中間体である phytoeneの生成が抑制

され， lycopene の生成が阻害されるものと考えられた。

また， lycopeneをはじめとする carotenoids の一般

的前駆物質であるMv Aはacetyl CoAから生成される

が，この系もポリエチレン包装することにより阻害をう

けることが， 2-14C-acetateと2-14C-MVAの取り込

み実験から推測された。高等植物を嫌気的条件下におく

とNADkinase 活性が低下し，その結果NAD Pレベル

が低下することが認められているが， トマトもポリエチ

レン包装程度の嫌気的条件下におかれると呼吸抑制と同

H寺にNAD Pレベルが低下する。特にゲル状部のNAD 

Pレベルは正常な追熟時には高いが，ポリエチレン包装

時にはレベルの上昇が抑制されるためβ句 OH.βーCH3

glutaryl CoAからMv Aの生合成が阻害されるものと

推測された。

追熟に伴う呼吸の質的変換については，必ずしも明確

ではないが， aldolase 活性が追熟の進行口つれて急速

に減少し， G-6-P D Hおよび6-P-GDH 活性がや

や上昇したことから， トマトの climactericrise 時に

は，解糖系がEM PからHM Pに変るものと推定された。

この傾向は，ゲル状部で特に顕著であった。ポリエチレ

ン包装すると，この解糖系の転換は行われず， EM Pの

代謝が継続して行われることが認められた。

また，追熟に伴ってTCAcycleの酵素である SDH 

活性が，特にゲル状部で上昇し，呼吸の chimacteric

riseと同様な傾向を示すが，ポリエチレン包装果では，

このゲル状部のSDH 活性の上昇はみられず，収穫当初

の活性のまま経過することが判明し，ポリエチレン包装

による呼吸抑制は，果肉部よりもゲル状部に強く表われ

ることから，正常な果実の追熟にはこのゲル状部の代謝

VlII 総括

1.研究の目的

トマトの流通過程での鮮度保持には，コールド・チェ

ーンの剃用が最も一般的に考えられるが，最近科学技術

庁を中心として大掛かりな実験がなされたにもかかわら

ず，生鮮野菜のコールド・チェーンの実現は，遅々とし

て進まない。生鮮食品のコールド・チェーン実現へのた

ゆまない努力の必要性は当然のこととして，一方では，

現状の常温流通での野菜の shelf~lifeの延長のための研

究が，重要なテーマとして多くの研究者によって進めら

られている。

常温流通におけるトマトの鮮度保持の問題には，①遠

距離輸送聞の品質低下防止と，②樹上である程度成熟し

た美味なトマトを，その後の追熟を抑制して流通させる

ことの必要性があげられる。この2つの問題特に①の問

題解決のため，適当な厚さのポリエチレンフィルム包装

流通を考え，その鮮度保持性を追求し，同時に，ポリエ

チレン包装による追熟の抑制をトマト果実の生理的面か

ら検討を加え，その機作を明らかにし，合せて正常なト

マトの追熟現象の一端にも説明を加えようとして本試験

は行われた。さらに，実際のトマトの遠距離輸送にポリ

エチレン包装を適合させるための試験を行い，その実用

化をはかった。

2.ポリエチレン包装による追熟抑制と呼吸の変化

turning stage (ripeness score 3 ) で収穫された

トマトは，追熟適温である24℃前後で5日間保持される

と，ほぼ完熟（ripenessscore 8 ）に達する。これに

対し， 0.03mm厚さのポリエチレン袋にトマトを密封包装

した場合には，追熟の進行は顕著に抑制された。すなわ

ち， 20～30%着色のトマトを無包装のまま， 24℃に 5日

開放置すると，果実の緑色は退色し，ついで， トマト特

有の赤着色が進行し，肉質が軟化するという一連の追熟
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現象がみられるが，ポリエチレンフィルムで包装した果

実では，緑色が保持され，赤者色の進行が抑制され，肉

質の軟化もおさえられることを認めた。この際にポリエ

チレン包装内のガス組成に変化がみられ， co.濃度は3

～4%に上昇し， o.濃度は 6～9%に低下した。この時

のトマトの呼吸を無包装の正常なトマトの呼吸と比較し，

同時に10℃（トマトが低温障害をうけない程度の低温）

貯蔵果とも比較した結果，正常な追熟のみられる果実で

は，緑熟期に呼吸量が最も低く，追熟が進むにつれて，

呼吸量が急速に上昇し，半着色果（ripenessscore 4 

～5）で最大（約C0240mg/kg/hr) に達し，その後は

減少して典型的な climactericrise の現象がみられた。

一方，ポリエチレン包装した果実では，やや呼吸の上昇

がみられるが， climactericrise とは認め難い程度の

変化にすぎず＼最大呼吸量も co.2s悶／kg/hr程度の値

しか示さず，この両者の比較では，呼吸量と追熟の進行

の遅速は比例的な傾向を示した。 10℃貯蔵果では，さら

に呼吸の抑制がみられ， climactericrise は全然認め

られず，むしろ貯蔵日数の経過に伴って呼吸量も漸減の

傾向を示した。 24°Cポリエチレン包装果と10℃無包装果

の比較では，呼吸の高低と ripenessscoreの進行の遅

速は比例せず，呼吸量の少ない10℃貯蔵果のほうが逆に

ripeness scoreの進行は速やかであった。

また，ポリエチレン包装によるトマトの呼吸抑制は，

袋内ガス濃度の変化に起因すると考えられるが，その際

o.の減少， co.の増加のいずれの影響が大であるかを知

るため，各種ガス濃度でのトマトの呼吸変化を調べた結

果， トマト果実はco.の増加によっても，またqの減少

によっても呼吸が抑制された。すなわち， トマト果実は，

o.' co.濃度のいず、れによっても呼吸が影響をうける

性質を持っていることが認められた。

3. chlorophyllの分解と carotenoidsの生成に及ぼ

すポリエチレン包装の影響

上記， 24℃無包装区， 24℃ポリエチレン包装区および

10℃無包装区間に ripenessscoreの増大に差異の生じ

た原因を chloropyII含量および chlorophyllase 活性

の変化から追求した結果，最も追熟の進行が速やかであ

った24℃無包装果では，追熟の進行に伴って chloro-

phyllase活性は増大し， chlorophyll 含量は急激に低

下した。ポリエチレン包装して追熟の進行を抑制した場

合には， chlorophyllase 活性の上昇はおさえられ，

chlorophy IIの残存量が大であった。 24℃ポリエチレン

包装果と10℃無包装果の比較では， ripenessscoreの

増大が比較的大であった後者で， chlorophyllase 活性

の増大がより多くみられ，同時に chlorophyIIの減少も

速やかで、あった。すなわち，前者では収穫後5日で、chi-

lorophyll含量が収穫当初の%程度残存していたのに対

し，後者ではJずに低下した。このことから追熟に伴う

chlorophy IIの分解（緑色の退色）は必ずしも呼吸量の

大小と関係なく chlorophllase活性の大小に左右される

ものと考えられた。低温（10℃）よりも緩和な呼吸抑制で

はあるが，ガス組成の変化によってトマトの代謝を抑制

し， chlorophyllase 活性を特に強くおさえ， chloro-

phyllの分解を抑制し，その結果トマトの鮮度を良好に

保持するのが，ポリエチレン包装の大きな特徴といえよ

7。
lycopene 含量を同様な条件下におかれたトマトにつ

いて測定した結果， lycopene の生成は24℃無包装果で

は追熟の進行につれて，順調に増大し，ポリエチレン包

装果，’10℃無包装果では，その生成が顕著に抑制された。

後記2区の比較では，両者の差はchlorophyII含量ほど

認められなかったが，どちらかといえば，前者の含量が

後者のそれに比べて大であった。すなわち， lycopene

の生成量については， chlorophyII の分解とは異なり，

呼吸量にほぼ比例した傾向を示し，呼吸の少ないものほ

どlycopeneの生成が抑制された。

lycopene 生成が順調に進行した24℃無包装果では，

Jycopene の生合成の中間体である phytoeneの生成も

大であり，逆にポリエチレン包装して lycopeneの生成

を抑制した果実ではphytoeneの生成も少なかった。

lycopene の植物体内での生合成は，前駆物質であるM

v Aがりん酸化されて Ip Pとなり，それがfarnesyl

pyrophosphate ( F PP) を経て， headto tailの縮合

を繰返し， c20のgerany1-gerany I pyrophosphate に

なり，これが， tailto tailの結合をしてc40の無色の

phytoeneになる。phytoene はdehydrogenationを繰返

して， acycliccarotenoidsのlycopeneとなることは石室

認されている。この経路でMv Aから phytoeneの生成

までには，各段階でりん酸化とそれに続く縮合が繰返さ

れるが，ポリエチレン包装によるトマトの lycopene生

成系の阻害は，前記phytoeneの生成量の低下からして

MV Aのりん酸化に続く縮合反応が阻害される可能性は

強い。そこでりん酸の受授に必要なATP, AD Pなど

の高エネルギーりん酸量の果実の追熟に伴う変化を測定

した。その結果，追熟が正常に進み， lycopene の生成が

順調に進行する果実では，追熟の進行に伴って高エネル

ギーりん酸特に AD P量が増加することが認められた。

一方ポリエチレン包装して lycopeneの生成を抑制した

果実では，高エネルギーりん酸量はほとんど増加しなか

った。これらのことからポリエチレン包装および無包装
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トマトの高エネルギーりん酸含量の変化の差異は，ポリ

エチレン包装果におけるCs単位の縮合反応の阻害の可能

性を支持するものといえよう。

4. 2-14C-MVAと2-14C-acetateの取り込みとポ

リエチレン包装の影響

caroteno idsの前駆物質である Mv Aは， Acetyl 

Co AからかOH. かCH3glutaryl CoAを経て生成され

るが，その際にNADP Hの供給が必要で、ある。ポリエ

チレン包装した場合にほ，その嫌気的条件のためNAD 

p Hの供給が不足し， AcetylCoAから Mv Aまでの系

が阻害されることも考えられる。そこで， 2-14C-ace-

tateと2-14C-MVA の取り込み実験を行った結果， M

v A→lipids. MV  A→lycopeneの阻害および， ace-

tatate→lipids. acetate→lycopene.の取り込み阻害の

いずれもがトマトをポリエチレン包装することにより認

められた。すなわち， 2-14C-MVAが一定量供給される

と， 24℃で正常な追熟の進行する果実では，急速に放射

活性がlycopeneに取り込まれるが，ポリエチレン包装

した場合にはlycopeneへの取り込みは約%に減少した。

これは，前記Mv Aの縮合阻害が，ポリエチレン包装に

よる lycoper日生成抑制の一因であることをさらに強く

支持するものといえよう。

一方， 2-14C-acetateからの lycopene への取り込

みが2-14C-MVA からの取り込みに比べてさらに阻害

の程度か守苦しかったことから， acetateからMv Aまで

の生合成系の阻害もあるらしいことが推定された。同時

に測定したNAD Pレベルの変化をみると， 24℃無包装

果ではNAD Pレベルが高く，しかも追熟の進行につれ

て増大したのに対し，ポリエチレン包装した場合にはそ

のレベルの増大は抑制され，上記推定が正rしいことを示

すものと考えられた。特にゲル状部に， NAD Pレベル

が高いことは， トマトの追熟，着色進行にこのゲル状部

が何らか重要な役割を果していることを示唆するものと

思われた。

5.追熟に伴う解糖系の変化とポリエチレン包装の影響

climacteric riseのみられる果実では，一般にこの時

期に代謝の転換が行われることが報告されている。トマ

ト果実の解糖系についてその点を調べた結果，正常追熟

果では aldolase活性が追熟に伴って低下し，逆にG-6

-P D Hは一時的ではあるが，上昇の傾向カず認められた。

しかるに，果実をポリエチレン包装して追熟を抑制した

場合には， aldolase 活性の低下がおさえられ，ほとん

ど収穫当初の活性が維持された。さらにG-6-P DH 活

性は，ポリエチレン包装した果実が無包装果に比べて低

い値を示した。すなわち， turningstage収穫のトマト

果実が正常に追熟する場合には，追熟が進行するにつれ

て解糖系はEM P系から HM Pへ移ることが推定された。

それに対しポリエチレン包装じて追熟を抑制すると，こ

の解糖系の転換は進行せず，これが追熟の抑制につなが

るものと考えられた。

TC A cycleの酵素として， SDH 活性を測定したと

ごろ， SDH 活性は果肉部に比べてゲル状部で高く，し

かも果実の呼吸の climactericrise とほぼ同時期に上

昇して，その後は低下した。一方ポリエチレン包装した

果実では，その上昇は抑制された。

トマト果実をゲル状部と果肉部に分けて，成分変化を

測定したところ，酸およびデンプンなどの量はゲル状部

で高く，これら成分は果実の追熟に伴って急速に低下し

た。また前述したようにNAD Pレベルおよび高エネル

ギーりん酸含量も果肉部に比べてゲル状部で高く，かっ

果実の追熟の進行に伴って，レベル，含量とも増大した。

さらにaldolase.G-6-P DH, SD Hなどの酵素活性

もすべて，程度の差はあれ，ゲル状部で、強いj舌性を示し

た。これは，ゲル状部の各代謝活性がトマトの追熟現象に

おいて重要な位置を占めることを示すものと考えられた。

トマト果実がポリエチレン包装されるとNAD Pレベル，

高エネルギーりん酸含量などの増大が抑制され，酵素活

性の変化もおさえられ，さらに解糖系の転換も阻止され

て，追熟が抑制されるものと思われた。

6.遠距離貨車輸送試験

常温流通におけるトマトの追熟抑制に，ポリエチレン

密封包装が有効で、あることを認めたので，これを実際の

出荷に組み込んで遠距離輸送試験を行った結果， 5日後

の札幌市場到着時に，従来の無包装区のトマトは追熟が

進行して，完熟してしまったのに反し，ポリ風呂敷法に

より内包装したトマトは，追熟が抑制され，鮮度が良好

な状態で着荷した。このことから北海道輸送の際にも，

従来のような緑色果の収穫は不必要となった。そのため，

札幌市場着荷時における着色不揃による商品性の低下は

防止され，さらに東京市場への出荷の場合にもこの方法

を用いることにより，従来よりは樹上で熟度の進んだも

のを収穫して出荷することが可能となり，収穫後追熟果

に比べて美味な樹上成熟果を流通させることが可能とな

った。

謝 辞

本研究の遂行にあたり，東北大学農学部教授柴崎一雄

博士には終始懇切な御指導をいただいた。

本研究の計画，実胞にあたり，千葉県農業試験場元場

長森田三良氏，岡林政衛氏，現場長稲子幸元氏には適



ポリエチレン包装によるトマトの追熟抑制とその生理学的研究 39 

切な御指示をいただいた。特に元農産加工研究室長前沢

辰雄博士には数々の御指導と御助言をいただいた。

本研究遂行にあたり，千葉県農業試験場前農産加工研

究室長福田稔夫氏および同研究室の方々には種々と御協

力をいただいた。特に石井勝技師には研究の一部に絶大

な協力をいただいた。

14C-MVAを使用したアイソトープの実験には，農林

省食品総合研究所梅田圭司博士に御指導と御助力をわた

だいた。

北海道輸送試験には元園芸課長吉田巌氏をはじめ園芸

課，園芸協会，千葉鉄道管理局の方々には御協力をいた

だいた。

NAD Pレベルの測定には名古屋大学教授山本幸男博

士に，無色カロチノイドの定量には京都大学助教授長谷

川喜代三博士に， chlorophyHaseその他の酵素活性の測

定には，千葉大学小倉長雄講師，中川弘毅助手にそれぞ

れ御指導と御協力をいただいた。また千葉大学園芸学部

農産製造研究室の方々には，研究結果の討論を通じて貴

重な御意見をいただいた。

本研究の途次，香川大学農学部教授杉沢博博士には終

始適切な御助言と激励をいただいた。

試料の入手にあたっては，千葉県農業試験場そ菜研究

室の方々，関係各農協，普及所，農家の方今に御協力を

いただいた。

その他多くの先輩，同輩の方々から常に激励と御協力

をいただいた。

以上の方々に心から感謝いたします。
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Control of After-ripening of Tomato Fruit by means of 

Packaging Them with a Polyethylene Bag, and 

Physiological Investigation Thereof 

Masutaro OKUBO 

Summary 

Tomato fruit is one of the typical fruits which will continue to ripen after harvest. Acording to 

this qualities peculiar to tomato fruit, two problems can be pointed from the standpoint of extending 

the shelf-life of the fruit during their circulation at normal temperature. 1) D号teriorationof the fruit 

due to the over-ripening must be prevented while they are transported from a growing district to a 

distant market. 2) Even when they are transported to a near market, tomato fruit are usually harvested at 

a fairly early stage and shipped in consideration of the after-ripening during the circulation. However 

the fruit harvested at a early stage and after『 ripenedare not so delicious as those ripened moderately 

on the plant. It is desirable, therefore, that the fruit would be harvested at a stage of growing nearly 

to full perfection, prevented from overripening and circulated under a good condition of freshness and 

taste. 

For the solution of these two problems, packaging fruit a irtightly with a plastic bag was found to 

be considerably effective, and the effect of packaging fruit on the upkeep of their freshness was inves-

tigated in detail. At the same time, the controlling of after-ripening of the fruit by packaging them 

was also investigated from the physiological standpoint of tomato fruit, and its mechanism was elucida-

ted. 

1) When tomato fruit were harvested at a turning stage a白dkept at 24℃ for 5 days, they grew 

to full perfection (ripeness score 8). On the other hand development of after-ripening of fruit was 

inhibited by packaging them a polyethylene bag(0.03mm in thickness). 

2) When tomato fruit were packaged above-mentionedly, composition of gasses in the bag was 

found to vary, that is, concentration of C02 got to 3～4%, whereas that of 02 lowered to 6～ 9%. 

The respiration of the packaged fruit was investigated in comparison with that of the fruit which were 

stored under the usual condition (non-packaged and kept at a room temperature) and that of the fruit 

stored at 10℃（tomato fruit undergo chilling injury below 10℃）. The respiration of tomatoes which 

were harvested at a turning stage and kept at 24℃ increased with rising of ripeness score, and 

reached the climacteric maximum at score 5. The fruit ミFukujuNo. 2ク producedC02at the rate of 

40 皿g/kg/hr. If tomato fruit harvested at the same maturing stage as the above were packaged with a 

polyethylene bag (0.03mm in thickness), ripeness score of them was observed to increase very slowly, 

and C02 production at the highest point lowered to the rate of 16皿g/kg/hr, which corresponds to 40% 

that of non-packaged tomatoes. When tomato fruit were stored at 10℃ the respiratory climacteric 

maximum did not appear clearly, and their respiration was also slightly inactive comparing with that 

of polyethylene-packaged tomatoes stored at 24℃. But the ripeness score of the former seemed to 

increase more rapidly than that of the latter. it is indicated from the above result that ripeness score 

did not progress in proportion to the magnitude of respiration. 

3) In tomato fruit kept at 24℃， the activity of chlorophy llase increased and the content of ch lo-

rophyll consequently decreased rapidly with the ripening of fruit. When coloring of tomatoes was 

controlled by packaging them with a polyethylene bag, both the increasing of the activity of chlorophy-

llase and the decomposition of chlorophy II were supp res ed. On the other hand, in the non-packaged 
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fruit stored atlO℃， the enzyme activity fairly increased with the ripening of fruit, and the decreasing 

of chlorophyll content was more rapid than that of packaged fruit stored at 24℃. The results desc-

ribed above suggest that the decomposition of chlorophyllin fruit accompanied by their ripening was 

controlled by the activity of chlorophylase regardless of the magnitude of respiration. 

4) Lycopene in non-packaged tomato fruit stored at 24℃ wis rapidly formed with normal progress 

of ripening, while in packaged fruit kept at 24℃ as well as in non-packaged ones stored at 10℃， 

synthesis of lycopene was remarkably inhibited, and there was scarece difference in content of lycopene, 

but it tended to vary in proportion to the magnitude of respiration. 

5) In the packaged fruit containing little lycopene, abnormal accumulation of colorless carotenoids, 

phytoene and phytofluene, was not observed, although both carotenoids were found to be abundant in 

non-packaged fruit containing much lycopene. From the above results it is assumed that the formation 

of lycopene in fruit packaged with a polyethylene bag is not controlled by inhibition of dehydrogenation 

of colorless carotenoids, phytoene and phytofluene, but by the lack of those which might been formed 

in the pathway from terpenyl pyrophosphate to phytoene. 

6) High energy phosphates increased with the ripening of fruit, reached the maximum, and there-

after decreased. The content of ADP in the jellied pip increased with the after-ripening of fruit. On 

the other hand, when fruit were packaged with a polyethylene bag, not only total amount of high energy 

phosphates but also concentration of ADP were controlled and kept lower than those of non-packaged 

fruit. One of the reasons why coloring of tomato fruit did not progress if they are packaged with a 

polyethylene bag was presumed to be that condensation reaction after phosphatization of mevalonic acid 

was inhibited. This is supported by the results obtained from the determination of ATP and ADP in 

both packaged and non-packaged fruit. 

7) Radioactive MVA and acetate were incorporated into lycopene by tomato fruit into which 2-14C 

-MVA and 2” 14 C-acetate had been injected at the stem scar with a hollow needle and a syringe. In 

the case of tomato fruit packaged air-tightly with a polyethylene bag, the quantity of radioactive sub-

stances incorporated into nonsaponifiable fraction and lycopene was smaller than that in non-packaged 

fruit, the incorporation of 2-14C-acetate was more inhibited than that of MVA. These results suggest 

that metabolic pathway from acetate to MVA was inhibited. 

8) Changes of the activity of several glucose catabolism catalyzing enzymes in tomato fruit during 

the after-ripening of them and the effect of packaging them with a polyethylene bag on the activity of 

the enzymes were investigated. Determination of the activity of the enzymes in each part of fruit 

(gelling pip and flesh) revealed that aldolase, glucose-6-phosphate dehydrogenase ( G-6-PDH) and 6-

phosphogluconate dehydrogenase ( 6-P -GDH) in gelling pip have higher activity than those in flesh do. 

In gelling pip the the activity of aldolase decreased rapidly with the ripening of fruit, and this led to 

the presumption that glucose catabolism by way of EMP pathway declined. Whereas if the after-ripening 

of fruit was controlled by packaging them with a polyethylene bag, the activity of enzyme was kept on 

the original level. Although changes of the activity of G-6-PDH and 6-P-GDH, the enzymes in HMP 

pathway, were rather small, their activity, contrary to aldolase, showed the tendency to increase tem-

porarily with the after-ripening of fruit. This led to the following presumption : glucose catabolism in 

tomato fruit particul<1rly in gelling-pip converts from EMP into HMP pathway during the after-ripening 

of fruit. 

When fruit were packaged with a polyethylene bag, the activity of G“6-PDH and 6-P-GDH was 

controlled to rise, and it was presumed that conversion from EMP to HMP pathway was inhibited by 

po lye thy lene packaging. 

9) A simple method of wrapping tomato fruit with a polyethylene sheet without sealing was adopted 
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so that tomato growers could easily package their products for shipping. This is based on the results 

of the investigation that the wrapping method (with a plastic sheet) as well as the packaging method 

(with・ a plastic bag) was found to be effective and available for the control of color development of 

tomato fruit and for the extention of shelf-life of them. practical transportation tests of tomato fruit 

packag.ed with plastic bags and sheets by using freight cars was carried out, and good results were 

obtained. 
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