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資料

2011年つくば大会

シンポジウムの概要
有機農業における品質研究の進展*

田中福代1・村山 徹2・杉川陽一3・川上美智子4・岡崎圭毅5・建部雅子1

キーワード 有機農業，品質，

消費者にとって有機農産物の品質への期待は大きい.森

(986)は有機物施用の品業への効果を「緩効性窒素の作

用」と「低くしかも安定した水ポテンシャル維持作用j の

一つの点から「食品の栄養成分の増加j と「食品の保存性

の増加Jに寄与するとした.有機物からの窒素は緩効性の

ため，有機農産物が生育期開に吸収する窒素量は慣行栽培

より少ないことが多く，これが野菜の糖など品質成分の上

昇に結びつくと考えられた. しかし，その後，有機農業に

おいても窒素施用量が増大するようになり，有機=高品質

とは言えない研究結果が多々見られるようになった.有機

と慣行の農産物で，ある品質成分含量が異なる場合，それ

はそれぞれの栽培での生脊パターン，収穫物の大きさ，熟

期，最終的な窒素吸収量の違いなどで説明できることがわ

かってきた.言い換えると 糖など主要な品質成分合量は

有機・慣行栽培によらず，養分吸収や生育経過の履歴によっ

て決まり，閉じ大きさ，同じ窒素吸収量などの条件がそろ

うと差は見られなくなることが判明しつつある. これらの

研究成果を 1，2章で紹介し，共有の知見としたい.

一方で，有機農産物は風味が異なると言われながら，分

析技術の限界から検討されてこなかったより多くの成分に

ついて比較する研ー究がようやく緒に就いた.ニ次代謝産物
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栄養，代謝物プロファイル

や徴量元素，個々の農産物特有の成分ではどうであろうか.

また，農薬など化学物質を施躍しない環境では，植物は病

害虫に対して防御のための物質代謝が発現し特有の成分を

生成するが，その風味や機能性への影響はどうであろうか.

分析解析の新技術や官能評価を取り入れて，従来の作物

栄養とは異なる観点から有機農産物の特徴を解明する取り

組みが始まった.有機農産物研究の新たな展開を 3~5

で紹介する建部雅子・田中指代)

1 .有機と捜行栽培野菜の品質成分含量の比較一現地の

ホウレンソウとミニトマトを中，["に一

1)はじめに

有機農産物には安全性と共に 高品質でおいしいという

イメージが定着している.しかしこれまでの研究レビュー

からはその科学的根拠は必ずしも明確ではなく，イメー

ジ先行ーの状態が長期にわたって続いている.最近， イギリ

スの食品基準庁 (FoodStandards Agency， FSA)は網羅

的に有機農産物の品質成分および健康への影響について

の文献を調査し，その結果を報告した (Dangouret al.， 

2009a ; Dangour et al.， 2009b). 改めて，有機農産物の

優位性に科学的根拠はないことを示し，それを的確に判断

できる報告も極めて少ないこと この分野でのさらに質の

、研究の蓄積が必要であることを指摘した. ここでは，

長年にわたって有機農業に取り組んで、きた現地農家を対象

に，有機栽培における野菜品質を評価した結果を主に報告

する.

2)秋冬作ホウレンソウ

調査対象農家の施肥量はばらつきが大きかったが，有機

栽培農家で堆肥の施用量が多い分，投入金窒素量は有意に

多かった. しかし，堆肥以外の易分解性の有機質肥料の窒

素量で比較すると有機と慣行栽培農家間に差はなかった.

裁植密度，生育日数にも有意な蓑はみられず，栽培条件

は同等であった.葉長，一株重，葉B(SPAD)にも有意

な差はなく，有機と慣行栽培ホウレンソウの生育は同等で

あった.一方，業中の全窒素含量は，慣行栽培で有意に高

カミつずこ.

調査した品質成分(表1)の生体重当たりの合最におい

て最も明確に有意差があったのはトカロテンで¥ 1%水

準です貫行栽培で、の含量が高かった.一方，遊離アミノ酸合
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量は有機栽培で高い傾向があり， グルタミンとプロリンで

は有意な差があった. sーカロテンと遊離アミノ酸含量に

じた要因を明らかにするため他の調査項目と

の相関をみると，生体重当たりでの Pーカロテン含量は水

分含量と負の相関があった. このことは，単に'慣行栽培ホ

ウレンソウの水分含量が少ないという濃縮効果によって，

Pーカロテン含量が見かけ上高くなった可能性を示してい

る.そこで，乾物重当たりに換算してみたところ，有意に

慣行栽培での含量が高い結果であった.乾物重当たりでの

戸ーカロテン含量と全窒素，硝酸含量の間には，正の相関

があることから， 手ーカロテン含量への窒素吸収量の関与

が示唆された(村山ら， 2008). 

3)夏秋作ミニトマト

サンプルの収穫は，有機栽培農家における病害虫の伝染

を避け，通常の出荷基準で収醸してもらうため，調査農家

に依頼した.果実特性としては硬度の指標である最大荷

と平均荷重は，慣行栽培の方が有意に大きかった.最大

荷重は果皮が破断する際に記録されるので巣j支の硬さ，平

均荷重は内部の果肉の硬さを表すと考えられる. よって，

果皮，果肉共に慣行栽培のミニトマトの方が硬いことが示

された.果実の平均一果重は有機栽培の方が有意に大き

カミつずこ.

品質成分(表2) では，プスコルピン酸とワコペン含量

が有機栽培で有7意に高かった. また， クエン費支含量は慣行

栽培の方が高い傾向にあった.アスコルビン酸とリコペン

は熟度が進むにつれて増加することが知られている.一方，

酸含量は熟度の進行に伴って低下する. これらのことに加

え，硬度が有意に小さいことを考え併せると，有機栽培の

方で果実の熟度が進んで、いた可能性が推察される.慣行栽

培ミニトマトのエチレン生成量が有意に多かったことも，

熟度の違いを示唆している(村山ら， 2010). この熟度の

護が流通方式の違い等に基づ、く人為的なものか，生産方式

の違いによる生理的なものかをさらに検討した.

上記対象農家の中から技術水準が開等で，地理的に近い

有機，慣行栽培農家をペアとし同一日に向ーの基準で3

段階の熟度(完熟期，成熟期，半熟期)の果実を収穫した.

収穫直後，および20
0

Cで 1週間保存後の品質を調査した.

熟度別に調査すると，アスコルビン酸， リコペン含量，

最大荷重およびエチレン生成量に有機と慣行栽培関で有意

な差はなかった.これらのことから，農家自身が収穫した

場合に生じる品質の差は 人為的な出荷時の果実熟度の違

いが関係すると考えられる.一方慣行栽培において， ク

エン酸含量が高く，エf均荷重は大きい.また，有機栽培に

おいては，糖含量が高く，遊離アミノ酸含量が低い結果と

なった. このうち， クエン酸と遊離アミノ酸については，

l遇閥の保存後でも有意な差があった. このことは人為的

な熟度の違い以外の要因が関与している可能性も示唆して

し、る.

4)おわりに

現地試験の結果を一般化し 品質の違いに係わる要国を

解析することは圏難である.要因は極めて多く，さらにそ

れらが相互に作用していると考えると，解析不能とすら思

える.だからと言って，単純化した掴場試験で、は，有機農

業を解析したことにはならないであろうところに悩みがあ

る 村山徹)

2. 有機および'慣行栽培コマツナの品震と義分吸収過程

1 )はじめに

平成 18年 12月に「有機農業推進法」が施行され，有

機農業への注目が高まりつつある.その中で，消費者が

有機農産物に期待することのーっとして，慣行農産物に対

する品質面での箆位性(良食味健藤増進効果など)が

げられる. しかし積行野菜と有機野菜の品質を比較

した既往の文献を通覧すると有機野菜の品質が優れる

という事例はあるが，まさがないとする報告も多い目黒，

1998)J， r有機野菜が味や物性などの官能評価では優れる

傾向にあるが，成分的な差としては捉えられていない(堀

田， 1999)J， r有機野菜と慣行野菜で生育最が異なるため，

品質に差があってもそれが栽培法による現象かはっきりし

ない(藤原， 2006)J，など，両農産物の品質問差について

表1 現地の有機および慣行栽培ホウレンソウの品質成分合致

栽培a法
キン椴 s-カロテン 硝酸 シュウ酸スクロース 遊離アミノ酸 (mgkg-1F羽り

(mg kg-1 FW) (mg kg-1 FW) (mg kg-1 FW) (g kg-1FW) (g kg-1FW) アスパラギン酸グルタミン綬グルタミンプロリン 合計

有機 721 83.8 478 9.12 5.24 303 271 631 59.5 1555 
慣行 821 95.0 595 9.51 4.51 290 283 511 49.2 1403 

t検定 NS ** NS NS NS NS NS * * * 
t検定の NSi主主街宏、差なし， 料{土1%， *は5%水準で有意王室あり

表2 現地の有機および慣行栽培ミニトマトの読:質成分合量

糖 (gkg-lFW) 糖度 Brix クエン費支 アスコルビン費支 リコベン 戸ーカロテン
栽j禁法 グノレ フルク スク

コーストースロース 計 (%) (gkg-1FW) (mg 同-lFW) (mgkg-1FW) (mgkg-lFW) 

有機 29.3 33.8 2.51 6.66 7.81 4.23 476 105 36.2 
tL'H"i 28.1 32.3 2.51 6.28 7.56 5.00 372 86 32.7 

t検定 NS NS NS NS NS NS ** * NS 
ti会定の NSは有志主をなし料は1%， *は5%水準でお311fをあり.

遊離アミノ絞 (gkg-l FViり
グノレタ グノレタアスパラム到。
ミン滋 ミン ギン殻 口口 1

1.69 1.81 0.412 4.60 
1.94 2.11 0.371 5.00 
NS NS NS NS 
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の明確な結論は得られていない.

このように多様な見解が存在する理由として，両農産物

で養分吸収パターンや生育速度 栽培土壌の養分動態や物

理性など，品質に強く影響する多くの要因が異なるにも関

わらず，これらの要因の影響を考慮した上で品質を比較し

ている研究事例が少ないことが考えられる.そこで我々は，

養分吸収過程や土壌養分推移などを精密にモニタリングし

ながら，生産・生育履歴が明確な有機および慣行栽培試料

を{乍出しこれらの一般的な内部品質を比較した.また，

品賞の変動と生産・生育履歴との関連について，解析を試

みた.

2)生育日数が同一の有機および慣行栽培コマツナの

品質比較(試験 1) 

北海道立総合研究機構中央農業試験場(以下道総研中央

農試)の有機JAS認証基準に合致した圏場 (A:作土の熱

水抽出性窒素 62mgkg-1
) 及び隣接する』慣行悶場(B:1司

64mgkg-1
) で，コマツナ(品種:河北)を年2出(春ま

き，秋まき)露地作型で栽培した.窒素施肥最は6，12，18

gm-2とし，有機質肥料区(有機区)では鶏ふんを，化学

肥料区(化肥区)で、は続安を供試した.農薬による病害虫

防除は行わなかった.

播種後30Bで一斉収穫し一般品質を調査したところ，

I株重の増大とともに硝酸塩含量は増加，総アスコルビン

酸含量と Brix縮度は減少しこれらの関係は開場，供試

肥料の種類に関わらず認められた.生育量の差が品質に与

えるこ次的な影響を排除するため， 1株重が向程度で、あっ

た有機区と化肥区のペア群の硝酸塩含量，総アスコルビン

酸含量， Brix糖度を比較したところ，両区の開で有意差

は認められなかった.また 比較したペア群における土壌

無機態窒素， 1株重，草丈及び窒素吸収量などの生育推移

はよく類似していた.以上のことから，有機栽培コマツナ

の品質に対しては， 1株重や生育経過が強く影響し，この

ことは化学肥料を施用した慣行栽堵と概ね同様と考えられ

た.

3)生膏自数カf異なる有機および境行栽培コマツナの

品質比較(試験 2)

有機栽培コマツナの品質変動に対して， 1株重と生育経

過が強く影響することが明らかとなったため， 1株重が同

程度でありながら生育経過(臼数)が異なるコマツナの品

質比較を試みた.道総研中央農試の有機JAS認証基準に

合致した圃場 (C:熱水抽出性窒素91mg kg-1) 及び隣

接する慣行瞳場(B:同 64mg kg-1) で， コマツナ(品

種:みなみ)を春まき露地作型で栽培した.窓素施肥量は6，

12，18 g m-2とし，有機区では鶏ふんまたは米ぬかを，1ヒ
肥誌では硫安を供試した.防除については試験1と舟様で

ある.

収穫を播種26日後， 29日後， 33日後の 3回行い，そ

れぞれの試料について一般品質を調査した.1株重と硝酸

塩含量との関係をみると 生育日数26日および29日で

は試験1と悶様， 11朱重の増加に伴い硝酸塩含量は増加

する傾向を示したが， 訪日では 1株重の大きさに関わら

ず低い髄を示した.総アスコルビン自主含量は， 1株重の増

加に伴い低下する傾向を示したが生育日数による変動は

小さかった.1株重が同等で，かっ生育日数が異なる有機

区とイヒ肥症の試料群の品質を比較したところ，総アスコル

ピン酸含量は肥料の種類や生育日数を問わずほぼ間程度で

あった.一方，硝酸塩含量と窒素吸収量は，供試肥料の種

類を間わず生育日数の長い(すなわち，生育速度が遅い)

試料の方が少ない傾向を示した.

4)有機栽培でも肥料の適正施患が大切

以上の結果に基づくと，有機質資材は全般に肥効が緩効

的であるため，有機野菜は慣行野菜より生育速度が遅くな

り，硝酸塩含有量も高まりにくいと推察される.しかし

化学肥料窒素施用量が少ない場合でも向様の現象が見られ

ることから，有機栽培特有の現象ではないと考えられる.

肥料や堆肥を多投入した有機栽培では，硝酸塩含量が慣行

栽培より高まる可能性も危供されるため，高品質な有機農

産物の生産には，有機質資材の適正施用が重要であろう.

(杉)11陽一)

3. ウンカ加害と茶の香気成分

日本茶の栽培では， ウンカに加害された茶は異臭を有

することからウンカ芽j と呼んで、嫌われている.著者は

1967年から茶の香気研究を行ってきたが 1994年頃に
Lゃんびん

台湾の飛び切り高儲な赤烏龍茶の「香漬烏龍(東方美人，

オリエンタルビューティ )J を分析する機会を得た.こ

の茶は，アイスワインのような強いマスカット様の馨し

い甘い香りを持つ.当地では，茶樹に農薬を一切使わず，

最上のコンディションで栽培を行い， ウンカ (Emtosca

vitis)が飛来して食害された若芽だけを原料とする.当

時，著者は，茶の香気分析法として熱水抽出法 (brewed

extraction method)を考案したところであったので，茶

の熱水浸出液を液 液抽出する本法を香気濃縮物の調製

に採用した. これが功を奏してそれまでの茶番気分析で

は構造が変化して見つけることのできなかった化合物，

2， 6-dimethyl-3， 7-octadiene-2， 6-diolを向定するこ

ととなった. これが，赤烏龍茶特有香の 1つであった.

また， もう 1つは本化合物が加熱により脱水した 3，7-

dimethyl-1， 5， 7-octatrien-3-o1であった.因みに， こ

の赤烏龍茶の分析では， 2，6-dimethyl-3，7-octadiene-

2，6-diolが 香 気 の 18.40%， 3， 7-dimethyl-1， 5， 7-

octatrien-3-o1が3.01%と高い比率を占めていた.

丁度，伺じ時期にスジランカやインドのダージリン紅

茶の分析を行い，ダージリン紅茶からも 2，6-dimethyl-

3， 7-octadiene-2， 6-diolを向定し，ダージリン紅茶に特

異的であることを認めた.そしてダージリン紅茶もウンカ

(Em戸oscαβavescens)飛来の芽を利用しなかでもウン

カが多数飛来するセカンドフラッシュ(二番茶)が珍重さ

れるところから，ウンカー 2化合物 マスカット香の関係

が繋がった.更に GCのにおい唄ぎで， 2，6-dimethyl-3， 
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7 -octadiene-2， 6-diolは甘し、リンゴのような香気， 3，7 

-dimethyl-1， 5， 7-octatrien-3-o1 はすっきりとした青い

芳香をもつことを確認した.本家のマスカット香にこれら

の化合物が含まれるのか，アイスワインを分析しまた文

献からもモノテルペンジオール化合物が含まれることを確

認した.以上の結果から ウンカの加害作用が茶葉に2化

合物の生成をもたらすことを発表した (Kawakamiet al.， 

1995). 

無農薬栽培が，茶にこのような多様性をもたらすこと

を，現地の茶栽培者はわかっていただろうか.論文発表が

契機となり，台湾，r:t国，インドの研究者が，茶芽とウン

カの関係の研究に熱心に取り組むようになった.2004年

の毘際お茶学術会議(静岡)で 棟宗愁(中国農業科学院

茶業研究所)らは，本化合物が害虫ウンカの天敵を誘引す

る他感作物質(アロモン allomone)である可能性を示し

た.茶i闘が発する (Z)-3-hexenol， linalool， pentanol vこ

は茶の害虫であるシャク蛾 (Ectropisoblique)，アリマ

キ (Toxopteraaureantii)， ウンカ (Empoascavitis) 

の誘引作用があり，その天敵に対しては誘引作用がない

こと茶樹がシャク蛾幼虫の被害を受けると Cs"-'C6ア

ルデヒドを放出し，アリマキ，ウンカの被害を受けると

benzaldehyde， 2， 6-dimethyl-3， 7 -octadiene-2， 6-diol， 

indoleを放出することを明らかにした.また， これらの

化合物は害虫には作用せず， 10-6-10-9 v/vの濃度以下

で害虫の天敵に対し誘引作用を持つことを発表した.茶

葉自身が， ウンカの食害で天敵を誘引する化合物， 2，6 

-dimethyl-3， 7 -octadene-2， 6-diolを放出していたこと

になる.

このとき著者らも，ダージリン地方の茶鴎で栽培，製

造されたダージリン紅茶35種の香気を GC/MS分析

し PCA及びクラスター分析して官能検査の結果との

相関を調べ，すべてのダージリン紅茶に共通する成分

が， linalool oxide I. 11， 111， IV， linalool， geraniol， 

methyl salicylate， benzyl alcohol， 2-phenylethanol， 

dihydroactinidiolide， hexanoic acid， (Z) -3-hexenoic 

acid， (E)-2-hexenoic acid， trans-geranic acid， 3， 7-

dimethyl-1， 5， 7-octatrien-3-o1， 6-dimethyl-3， 7-

ocatadiene-2， 6-diolであることを発表した. うち， 11

化合物を使った PCA分析及びクラスター分析の結果は，

官能検査結果とよく一致し ダージワン紅茶らしさに

は，特有香の 2化合物の存在が不可欠であり，さらに主

要化合物のバランスも重要で、あることを明らかにした.ま

た，閤 1に示す 3，7-dimethyl-1-octen-3， 7-diol， 3， 7-

dimethyl-1， 7-octadiene-3， 6-diol， 2， 6-dimethyl-2， 7-

octadiene-1，6-diolのテルペンジオール化合物を同定し

た (Kawakamiet al.， 2005). 

高低差 (530m"-'1700 m)の異なる茶園のダージリン

紅茶のヘッドガス分析と現地の TeaTaster' s Scoresを

使った最近の研究 (Kawakamiet α1.，2011)では，紅茶

フレーバーの良し悪しには 組成差だけでなく総香気量差

も強く影響することを明らかにしている(表3，関 2). 

(jll上美智子)

4. 代謝プロファイ 1)ングによる新展開一堆肥等の資材

施用が糖・有機酸・アミノ酸類におよぼす影響一

1)はじめに

作物の美味しさ・栄養性・機能性などの品質特性は作物

体内の成分が強く関与しており 植物の代謝が品種や環境

の違いによって， どのように変化するかが重要な鍵を握っ

ていると言って良いだろう.作物の品質を科学的に解析す

る際，現在では少数の特性(成分など)に焦点を当てて，

ある程度断片的な情報を元にせざるを碍ないが，焦点が当

てられなかった成分とのトレードオフを見落とす場合や，

全体像を把援しづらいという問題点がある.

本稿では，代謝プロファイリングを用いて作物体内の糖・

有機酸・アミノ酸などの低分子成分を多変量情報として解

析することにより，包括的視点から栽培法による影響を考

察できることを示しさらにこのようなアプローチの技術

的応用の可能性について議論したい.代謝プロファイリン

グ手法の導入により，作物品質に関わる特性を表現型(代

謝プロファイル)としてそのままの形で一元的に扱うこと

が可能になる.望ましい特性を示す個体群と示さない{~母体

群の間の共通点や相違点に着目することで¥有用な特性に

繋がる品撞や栽培管理法を提示する道筋が得られる. これ

までに，ホウレンソウやダイコンなどの野菜類を用いた研

究から，窒素吸収量・窒素形態・堆肥施用量による作物体

の成分の変化からこれらの要因の関与が推定可能になるこ

とを報告している.

また，同様の手法を用いた有機農産物の特性解明の可能

性についても触れたい.有機農産物は消費者からは食味や

栄養価に優れると一般的に受け止められているが，有機栽

培において作物の品質がどのような要因で、決定されるかに

3，7-dimethyl-l，5，7-
octatricn-3-o1 

2，fドdimcthyl-3，7同

octadiene-2，6-diol 
3， 7-dimethyl-l， 7-
octadiene-3，6-diol 

3，7-dimcthyl-l-
octen-3，7-diol 

2，6-dimcthyl-2，7-
octadicne-l‘6-diol 

ぽn 問定されたテルベンジオール化合物
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表3 ダージリン紅茶試料の栽培高度及びTasters'Score 

% 
100 

80 

60 

40 

20 

O 

Sample code 

1 TK 
2 TV (Testa valley) 

3 GB (Glenburn) 

4 RF (Rohinil 

5 NF (N agrifarm) 

6 GP (Gopaldhara) 
7 SM (Soom) 

8 GT (Goomte巴)

9 SD (Shree Dwarika) 

10 NTV (North Tukvar) 

11 TD (Tukdah) 

12 SG (Sunilma) 

Elevation 
Infused leaf 

Nose aroma 

530m Good 

700m Good 

800m Good 

880m Fairly good 

975m Good 

1050m Fairly good 

1070m Good 

1100m Fairly good 

1130m Good 

1220m Fairly good 

1300m Good 

1700m Good 

Mellow 
Brightness 

character 

Good Good 

Good Good 

Good Good 
Fairly good Fairly good 

Good Good 

Fair Fair 

Fairly good Fairly good 

Fair Fair 

Good Good 
Fair Fair 

Good Good 

Good 

………Leaves head gas 
others 

2，6-dimethy!-3，7-octadiene-2，6-diol 
答率 2-phenylethano!

震 benzylalcohol

委設geraniol

methylsalicylate 

混 Hnalooloxide m 

3，7-dimethy!-1，S，7-o口atrien-3-ol

8linalool 

鐙 linalooloxide宜

貌 linalooloxide1 

TKl TVl GBl RFl NFl GPl SMl GT1 SD NTV2 TD2 
% 

鉱 (E)-2-hex
SG2 

1l(Z)-3-hexeno! 

100 Infusion head gas 
others 

80 2，6-dimethが3，7-octad時間一2，6-diol
。2-phenylethanol

60 額 benz引alcohol

務 geraniol

40 
meth判salicylate

霊童 linalooloxide阻

3，7-d同 oth判1，5，7-octatrien-3-ol
20 滋 linalool

傷Iinaloo!oxideII

O 務Iinalooloxide1 

TKl TVl GBl RFl NFl GPl SMl GT1 SD NTV2 TD2 

間2 ダージリン紅茶主要呑気組成の比較

2 (E)-2-hexen+ol 

SG2 
援 (Z)-3-hexen+ol

ついては不明な点が多い.慣行栽培においては，窒素吸収

量が第一の要因になるが化学肥料を用いず有機物等によ

り養分供給を行う有機栽培においても同様のことが成り立

つのかについてまず検証する必要がある.また，有機物の

施用に品質に対する特異的な効果が期待できるか苔かにつ

いては明確な回答が得られていないので検討すべきであろ

う.本稿では代謝プロファイリングを用いた要国解析のア

プローチを紹介する.

2)蜜素吸収量・窒素形態による影響

多くの代謝物が窓素栄養に対して応答を示すことが知られ

ているが，窒素吸叡量に対する代謝物の量的応答を包括的

に調査した事例はきわめて少ない.そこで¥水耕栽培した

ホウレンソウを供試し，培養液の窒素濃度が葉身の糖・

機酸・アミノ離組成に与える影響を調査した.各代謝産物

のピーク面積植の相対f誌を用いて主成分分析を行ったとこ

ろ，スコアプロットにおいて窓素処理の違いにより異なる

クラスターが形成され，代謝物の組成に窒素処理が大きな

影響を与えることが示された.高窒素濃度で栽培したホウ

レンソウにおいては，アミノ酸・有機酸類の濃度が高まり，

糖類の濃度が低くなることが示された (Okazakiet al.， 

2008) .また，同様の方法で培養液中アンモニウム態窒素

と硝酸態窒素の比率がホウレンソウの代謝物に与える影響

を調査したところ，アンモニウム態窒素比率が高い条件に

おいて，アミノ酸濃度が高まり，有機酸濃度が低くなるこ

とを明らかにした (Okazakiet al.， 2009). 

3)堆肥施用による影響

堆肥 0，2，4kgm-2および窒素 0，6，12g m-2を施用した

由場においてダイコン(品種:藤風)を栽培した.分析には，

収穫期(播種 64臼後)のダイコンの葉身および根部を裁断，

凍結乾燥して供試した.ダイコンから約 70化合物が検出

された. ピーク面積値による主成分分析では，窒素施用量

のみならず堆肥施用に対応する主成分が見出され(図 3)，
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A 0" 、
15 ム 6N ~ 2M 

.t. 12N ' 

。ON 、
印?4M 

随 12N • 

l玄13 ダイコンに含まれる代謝成分の主成分分析(スコアープ
ロット)

各点は3反復(f議場反復)による玉]L:h勾値.エラーパーは標準誤差

(η=3). Nは室素JMfflf設， Mは堆肥施用i設に対応.括弧内は主
成分の寄与二本

myo-inositolや堆肥施用に arabinoseなどの応答性の高

い化合物を見出すことができた (Okazakietα1.，2010) . 

{直行表実験計画による要因解析〕堆肥 0，2， 4 kg m -2，麦

梓 0，1， 2kgm-2，硫安 0，6，12gm-2，被覆硝安 (40日

夕イプ)0，6， 12g m一人過石 0，9，18g m-2および硫加 0，

8，16 g m-2をL27直交表に従った試験区に施用し， コマ

ツナ(品種:みなみ)を栽培した. GC/間Sによる糖・

有機酸・アミノ酸の一斉分析には各植物の葉身を用いて

抽出・誘導体化処理を行い GC/MSに導入した.作物体

の全窒素含有率はケルダール分解後フローシステムアナラ

イザーで測定した.業身成分の主成分分析を行ったとこ

ろ，窒素および堆肥施用量に対応した成分変動が確認さ

れ，多くの成分が窒素吸収量と窮接に関係していることが

示された.一方，麦わら施用等の要因効果は軽徴であった

COkazakiet α1.，2010). 岡崎圭毅)

5. 香気・皇昧成分のプ口ファイリングによる農産物の

おいしさ推定の試み

有機農産物において，出費者の「風味」への期待は高い

と思われる. しかし糖やアスコルピン酸に代表される成

分の定量分析と比較して，風味の計測は煩雑・i援i床であり，

これまで有機農産物のおいしさの検証は掴難で、あった.

らは在意の作物について 1)消費者アンケートに

よる曙好性調査と専門パネルによる味・香気特性評価を用

いて，ある消費者層に好まれる作物の特性を把握し 2) 

作物成分のプロファイルと 1) の官能評価結果の統合に

よってその作物の晴好性に関するキ一物質群を把握する，

「おいしい作物Jの化学成分からの解明を目指している.

際14 代謝成分プロファイんからおいしい作物の生産技術へ

また， 3) キ一物質の変動要因の解析はおいしい作物の生

産技術に繋がる.さらに 有機農産物のおいしさの秘密を

解明するためには， 4)有機農産物のキ一物質の濃度や成

分比の特徴が，土壌環境・微生物相・作物生育などの特徴

と関連付けられ，物質代謝や遺伝子発現の側面から説明さ

れる必要があるだろう(図 4).

なお，味や香気特性とは，主味特性(例:甘い，旨い)， 

香気特性(例:フレッシュな 緑の)を表す用語を作物に

応じて選定し，その用語に対する強弱を専門パネルが数値

化し判定する.一方啓好性調査はサンフ。ノレについて好き

嫌いの判定や/1開立付けを一般人パネルが行ーうものである.

本稿では，筆者らが試行的に進めてきた上記1)'"'-3) の

過程のうち，特に，作物成分プロファイリングと，官能評

価を統合し解析する試みを中心に紹介する.

1)リンゴ

[試料〕関東以北から収集した特性の異なるリンゴ(ふじ)

5種の果肉および果汁〔分析項目水溶性成分と揮発性成

分のプロファイル，香味(呈味，香りの強さ，グリーン，

フローラル，ブルーティ，スウィート，酸味の各キャラ

クター)およびl瞥好!生の官能評侃なお，果肉は食し，果

汁はニオイ喚ぎのみで判定し塁味は省略した. [結果〕成

分プロブブイルおよび官能評価結果の多変量解析より，フ

ローラル，フルーティ，スウィートはアミノ駿，エステル

類と連動した.サワー感は果肉では有機酸，糖類と連動し，

果汁では 2-methylbutanolと相!認が高かった. グリーン

感は果肉では GABA(y-aminobutyric acid) と，果汁で

はasparagine，quinic acid， 2-hexenalと相関が高かった

(田中ら， 2011). 

表4 果汁香と果肉香味の各キャラクターと果肉喬l米l脅好性の相関係数

官能評価E 寄りの強さ 累味 グザーン ブノレーティ フローラノレスウィート 酸味
果肉香味1l 0.91 0.99 -0.54 0.68 0.99 0.96 0.84 
果汁番目 0.82 0.93 -0.39 0.59 0.92 0.86 0.93 

1l一仁i大にカットした果肉について，食して判定.
2>リンゴ生lltに対し20%の食i認を添加し搾汁ーしたジュースについて， ニオイ I民ぎで判定
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i番好性は果肉，果汁ともにフローラノレ， フノレーティ，ス

ウィートと正の相関が高く グリーン感とは負の相関が

あった(表4). 成分プロファイルとの関係では malate，

glutamate， sorbitol，糖類，有機酸ヱステル類の寄与が示

唆された.

2) シソ

{試料〕茨城県の在来品種，育成品種，市販品種.[分析

項目〕香気成分プロファイル 熟練パネルによる特性評価

(定量的記述 (QDA)法)，フレッシュ，シソ様，梅干し様，

グリーン，干し草様，土臭い， クールミントの各キャラク

ター) [結果]ニオイ特性強度の悶子分析結果から，

因子にはグリーン，フレッシュ，シソ様の寄与が大きかっ

た. また，香気成分プロファイノレの第一因子とグリーン，

フレッシュ強度に高い正の相関が認められ，さらに，ニオ

イ特性と香気成分の第一国子は互いに正の相関が認められ

た (1・2=0.688). このことは，このサンフ。ル間で、は，香気

成分の濃度の変動がニオイ特性の変動にストレートにつな

がったことを示唆しており，その物質群は αーfarnesene，

caryophyllene， t-shisool，α-pinene， perillalchol， CiEの

相関)， 3-hexen-1-o1， 2-hexene-1-o1， 2，6-nonadienal 

(負の相関)であった (Tanakaetα1.，2008).

3) ニンジン

〔試料]有機・慣行栽培品各3種を含む6試料のスティッ

ク(生食)と生ジュース.[分析項目〕香気成分プロファ

イル瞥好性テスト(パネル:有機生産者グループ，中

央農研職員).[結果]ジュースのJl善好性では有機生産者と

中央農研ともに慣行品2種が好まれた.一方，スティッ

クでは有機生産者では有機品 2種が好まれたが，中央農

研では農家康有機品と中央農研慣行品が好まれた啓好

性と香気プロファイルの関係では， 日-himachalene，s-
caryophyllene， bornyl acetate等の寄与が示唆された.

i啓好性と Brix糖度との関連は小さかった.

香気成分では，第2主成分に有機と慣行の差がみられ

た. 11長根等の規格外品は香りが強い傾向があり，何らかの

ストレスが独特の代謝をもたらした可能性がある.また，

terpinolene， 日-myrceneなどは変動が大きく，しかも

嘆覚への関値が低い成分で、あった.今後，年次変動やパネ

ル間の特徴を解析する予定である.

4) おわりに

最近では，メタボロミクスの実用作物への適用例が多く

報告されるようになり(岡崎， 2010; i制 11ら， 2011)，作

物のおいしさの解明はもはや大言壮語ではなくなってきて

いる.今後，データの蓄積と統合を進め，作物のおいしさ

に追ると同時に，多方面の研究者の協力を仰ぎながら有機

農産物の風味の核心に迫りたい問中福代)
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