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エダマメの微細孔フィルムを用いた最適な MA包装条件

勝見直行1 石川 豊2* 北津裕明2 遠藤昌幸1 鬼島直子1 安達あいI

l山形県農業総合研究センター

2 (独)農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所

Optimum Design for Commercial Packaging of Green Soybeans 

using Micro-perforated Pouches 

Naoyuki Katsumi¥ Yutaka Ishikawa
2場

" Hiroaki Kitazawa2， 

Masayuki Endo1
， Naoko Kijima1 and Ai Adachi1 

1 Yamagata Integrated Agricultural Research Center， 6060-27 Minorigaoka， Yamagata-shi， Yamagata 990-2372 

2 National Food Research Institute， National Agriculture and Food Research Organization， 

2-1-12 Kannondai， Tsukuba-shi， Ibaraki 305-8642 

We investigated five commercial types of packaging for green soybeans. The packages consisted of micro-

perforated， perforated or non-perforated oriented polypropylene. In-packag巴 oxygenconcentrations were 9.3 % to 

19.7%. Micro-perforated packages maintained巴speciallyhigh oxygen concentrations， so th巴sewere considered 

unsuitable for modified atmosphere packaging (MAP). Two hundred-gram amounts of green soybeans were 

packaged in polypropylene (17.3 cm x 18.3 cm ; thickness : 411lm) with 0， 1， 2， 3 or 4 micro-perforations 209μmm 

diameter. The packaged green soybeans were stored at 5
0

C and th巴irquality was investigated at 1-week intervals 

for 3 weeks. The flavor of green soybeans packaged in the non-perforated bag was judg巴dto be off after 1 week ; this 

was attributed to the exc巴ssivelylow oxygen concentration. Bags with 1 or 2 micro-perforations allowed for 

sufficient oxygen concentrations and maintained high carbon dioxide conditions， so their flavor was judged to b巴

good even after 3 weeks. The green color of th巴rawbeans was maintained in the samples in bags with fewer micro 

perforations. However， when the beans were boiled， the gre巴ncolor of all samples became more vivid regardless of 

the numb巴rofmicrひ perforationsin th巴packaging.The packaged beans hardened over time， whether tested raw or 

boiled， and the number of micro-perforations in the packaging did not affect this hard巴ning.

(Receiv巴dOct. 26， 2012; Accepted Mar. 6， 2013) 

Keywords : green soyb巴ans.modified atmosph巴repackaging， micro-perforation. respiration rate. gas permeability 
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エダマメは，開花後約 30-40日で収穫される vegetable-

typeの未熟なダイズ種子であり円ビタミン B1，B2， Eな

どダイズに含まれる成分に加えてビタミン A Cなど緑黄

色野菜に含まれる成分もあわせ持つといった特徴を有し，

穀類と野菜の三面性を備えている曙好野菜の lつといえ

るそ

し消費者ニーズに応える商品開発が行われ，さまざまな

成分特性を持った品種が開発されているる)また， 2003年

と2010年を比較すると，全国の作付面積は 12800haから

13200haと増加し，出荷量も 49900tから 50800tと増加

している i)

消費者がエダマメ購買時に最も重視することは，ボ

リューム，爽色，虫害などの外観に加えて，鮮度や味によ

るおいしさなどである3) 特においしさについては，甘いこ

と，うまいこと，苦味がないこと，エダマメらしい香りが

匂うこと，硬すぎず程よい歯切れを持つことなどに集約さ

れるそ近年は，マーケテイング・サイエンス手法4) を適用

1干990-2372山形県山形市みのりが丘 6060-27

2干305-8642茨城県つくば市観音台 2-1-12

*連絡先 (Correspondingauthor)， yishi@affrc.go.jp 

一方，エダマメのおいしさに最も寄与する食味成分，特

に，遊離アミノ酸やアスコルビン酸，全糖含量などは，収

穫後急速に減少することが報告されており 6)-8) エダマメの

広域流通，消費拡大にとって大きな妨げとなっている そ

こで，これら食味成分が収穫後に急速に減少することを防

ぐために様々な品質保持技術が開発され，その効果が報告

されている.最も効果的な方法は，収穫後の予冷7) 低温流

通等の低温保持9)や，収穫直後に氷水中に 2時間浸漬する

ハイドロクーリング処理8) といった低温処理である.さら

に，プラスチックフィルムを使った MA(Modified Atmos-
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phere)包装では，袋内が低酸素，高二酸化炭素濃度となる

ようにフィルムを選択することで10) 全糖含量やアミノ酸

含量，外観品質などで有意な品質保持効呆があることが報

告されている 11)12) さらに適正な MA包装設計を行うため

の呼吸速度モデルの構築凶や袋内ガス組成シミュレーショ

ン凶など，様々な関連研究も報告されている

しかし市販されているエダマメには，外観や品質に大

きな差がみられ，いずれも収穫直後と比べるとかなり品質

の劣化したものが販売されているとの報告があるりまた

一方，近年いわゆる“鮮度保持フィルム"で包装されている

ものが多くみられるようになり，低温での流通管理はもち

ろん， MA包装による鮮度保持効果も期待されているよう

に思われる.しかし実際にこれら市販商品について，袋

内のガス組成や内容成分の保持効果について報告している

例はほとんど見られない.

そこで本研究では，市販されているさまざまな生産地・

品種のエダマメについて包装条件袋内のガス濃度等を調

査し，現状に対する最適な MA包装条件について検討し

たので報告する

実 験 方 法

1. 市販エダマメの包装条件および袋内ガス濃度調査

(試験 1)

2011年 9月に茨城県つくば市内のスーパーで販売され

ているエダマメ市販品 (A~E の 5 品とする)を購入し，袋

のサイズ，材質，加工方法，袋内ガス濃度，袋の酸素透過

度等を調査したなお， A~D は 250g 詰め， E は 200g 詰

めの包装であった.

袋内ガス濃度の測定は， 02/C02分析機 (CheckPoint， 

PBI Dansensor)を使用し 各サンプル 3袋ずつ測定した

袋の酸素透過度は，まず直径lOcm，高さ 12.5cmのアク

リル円筒容器の開口部にフィルムを張り，アクリルリング

で固定した.容器内に窒素ガスを充填し，シリンジで経時

的に容器内のガスを約 1m!採取しガスクロマトグラフ

(GC-8A， SHIMADZU) を用いて酸素濃度変化を測定し

た?酸素濃度値の計算は，平田らの方法同によった酸

素濃度変化からフィルムを透過した酸素量を計算し，エダ

マメ袋あたりの酸素透過度に換算した

2. エダマメ包装内部のガス濃度のシミュレーション

(試験2)

袋の酸素透過度とエダマメの呼吸速度から，各袋および

温度条件における平衡酸素濃度をシミュレーションした.

市販品 A~C の袋の酸素透過度は，試験 1 で測定したと

おりである.

エダマメの酸素消費速度の測定は，まず試料 250gを直

径 10cm，高さ 12.5cmのアクリル円筒容器に入れて密封

した.容器内のガスをシリンジで約 1m!経時的に採取し，

ガスクロマトグラフ (GC-8A， SHIMADZU)を用いて酸素

濃度変化を測定した酸素濃度値の計算は，平田らの方

法旧によった酸素濃度変化から単位時間当たりに減少し

た酸素量を計算し，エダマメ袋あたりの酸素消費速度に換

算した.なお，エダマメ密封時に容器内のガスを空気のま

ま，酸素 15%，5% (二酸化炭素はそれぞれ 3%，10%)に

調製したガスを容器内に封入することで各酸素濃度条件下

での酸素消費速度としエダマメの呼吸速度を算出した

袋の酸素透過度とエダマメの呼吸速度をグラフにし平

衡酸素濃度となる交点の値を算出した

3. 微細孔包装によるエダマメ保存試験(試験3)

1)供試材料

2011年9月26日に山形県内で収穫されたエダマメ「秘

伝」を一晩予冷 (5
0

C)後， ]Aさがえ西村山内の選果施設

にて選別されたものを，つくば市に冷蔵条件で輸送し，一

晩予冷 (5t)後の 9月 29日に包装して保存開始とした.

なお，予冷中および輸送中は，コンテナに約 15kg，包装無

しの条件であった.

2)包装材料

ポリプロピレンの袋 (17.3cmX18.3cm，厚さ 41μm)を

試験に供したこの袋の下部から 9.5cmの位置に直径 209

μmの微細干しを 1，2， 3， 4個聞けたものと微細孔なし (0

個)のものを試験に供した.

3)保存条件

保存開始から 3週間まで， 1週間ごと品質を調査した

200gずつエダマメを包装し各週試験区ごとに 3反復を

設けた なお，保存温度は ]Aさがえ西村山の冷蔵保存と

同条件の 5
0

Cとした

4)測定項目

袋内のガス濃度を測定したが， 1週間日と 2週間日のサ

ンプルは，シリンジで約 1m!採取しガスクロマトグラフ

(GC-8A， SHIMADZU) を用いて測定， 3週日のサンプル

は02/C02分析機 (CheckPoint， PBI Dansensor)を用いて

測定した

子実の色調については，種皮を取り除いた 15粒の子実

を，ホモジナイザー POLYTRON(PTI0-35， KINEMA TICA) 

を用いて 1分間ダイヤル 5の条件で摩砕しベースト状に

し直径4.0cm高さl.lcmの黒色の円形セルに詰め，積分

球分光測色計 (SP62，X-Rite)で5回測定した 色調は，

CIE表色系による了値(明度)，よ値(+赤色度~ー緑色

度)， b*値(+黄色度~ 青色度)について測定し黄化度

として了Xb*/I a*X 100 Iを算出した黄化度は，値が大き

くなるほど，緑色が消失し黄化が進行していることを示

す.

子実の硬度については，棒形プランジャー(直径3mm)

を0.3mm/sで4mmの深さまで押しつけたときの最大荷

重を TextureAna!yzer (T A-XT2， Stab!e Micro Systems) 

を用いて，試験区ごと 15粒ずつ測定した

色，硬さについては，生の状態とゆでた状態のものを測
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市販エダマメの包装内ガス濃度表 I
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5"(における酸素透過度を示す

定した ゆで条件は， 原料の 20倍の沸騰水で、 5分間とし，

ゆでた直後に流水で 1分間冷却し ゅでエダマメ とした
25 

25 

となり ，表 lの実測値と近い値になっているこ とが確認で

きた

エダマメ輸送中において， トラックへの積み込み時や庖

舗到着時などに環境温度が 25
0C以上になるこ とが報告さ

れている7) Aの包装袋において，温度を 5
0

Cから 20
0

Cに

した時のエダマメ呼吸速度から平衡酸素濃度を シミ ュレー

ションした(図 2) 呼吸速度は温度上昇に伴い高 くなるた
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図 1 エダマメの呼吸速度と袋の酸素透過度

5"(における呼吸速度およ び酸素透過度を示す
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1. 市販エダマメの包装内部ガス濃度(試験 1)

市販されているエダマメについて，使用 している袋の材

質， サイズ，酸素透過度，袋の中のガス組成等について調

査 した 材質はすべてポリプロピ レンで，微細孔，有孔包

装， 孔加工なしの無孔のも のな ど，袋内酸素濃度は 9.3~19.

7%までさまざまであった(表 1).Eの袋以外は， 十分な

MA効果が期待されるレベルにある とはいえなかった.

なお， A~C の袋の 5t における酸素透過度は， 表 2 のと

おりであった

2， エダマメ包装内部のガス濃度のシミュレーション

(試験 2)

試験 lで使用した市販品は，そのガス濃度を想定した包

装設計であるのかを検証する ためにシ ミュ レーショ ンを

行った.MA包装では，袋のガス透過度と袋の中に入って

いる青果物の呼吸量のバランス(平衡状態) によ り袋内の

ガス濃度が決まる17) そこで， 比較的袋内の酸素濃度が高

く ，試験 l に袋の酸素透過度が既知 (表 2) の A~C の微細

干しフィルムを使っ た袋について， 5
0

Cの保存条件下での酸

素透過度とエダマメの酸素消費速度から袋内の酸素濃度に

ついてシミュ レーシ ョンを行:った(図 1)

図 lにおいてエダマメの呼吸速度と袋のガス透過度のグ

ラフの交点が袋内の平衡酸素濃度となるので，それぞれに

ついて計算すると， Aは 14.0%，Bは 17.2%， Cは 16.8%

結験実



298 日本食品科学工学会誌第 60巻 第6号 2013年6月 ( 42 ) 

一+-----4個 -8-3個 企 2個ーふー1個 → ←o個 一+-----4個--8-3個 ......2個-0ー1個 → ←o個

25 
A 3，5 

20 

~ 15 。!
。a。

10 

5 

。

25 

。 1 2 3 
保存期間(週)

B 

20 

京 15
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5 
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図 3 微細孔の数の違いによる保存中のガス濃度の変化

各週3反復の平均値をプロット
1週間日， 2週間自のサンプルはガスクロマトグラフィー

(GC-8A， SHIMADZU)を用いて測定， 3週日のサンプルは

02/C02分析機 (CheckPoint， PBI Dansensor)を用いて測定
(A) 02濃度の変化
(B) CO2濃度の変化

3 

め平衡となる酸素濃度は低くなる.その結果，20
0

Cではほ

ぼ酸素濃度 10.7%付近で平衡になることがわかった.

3， 微細孔包装によるエダマメ保存試験(試験3)

微細孔の数を調節することで袋のガス透過度を調節し

袋内のガス濃度，品質指標の変化を測定したまず，微細

孔袋について，微細孔の数を袋当たり 0~4 個と変えた袋

を用意してエダマメを包装し，袋内のガス濃度変化を測定

した(図 3).その結果，微細孔がない (0個)場合には極端

な低酸素濃度になり，孔を 1~2 個程度あけることにより

鮮度保持に十分な低酸素，高二酸化炭素濃度になることが

わかった.

微細孔がない場合は， 3週間日までガス濃度は変化し続

けたが，微細孔 1個以上のものは， 1週間目以降ほほ一定

の値となった.また，微細孔がない場合は， 1週間日の時

点で異臭が感じられ，商品性を失ったが，微細孔 1個以上

のものは， 3週間日となっても異臭は感じられなかった

A 

3，0 

幽
ミヨ
蜘:

2，5 

2.0 。 1 2 3 
保存期間(週)

2，5 
B 

2，0 

幽
ムJ

紙

1.5 

1.0 。 1 2 
保存期間(週)

図 4 微細孔の数の遣いによる子実の黄化度の変化

各週 5回測定した平均値をプロット

色調は種皮を除去した子実(15粒)をホモジナイザーでペー

スト状にしたものを，積分球分光測色計 (SP62，X-Rite)にて
測定

黄化度は色調の測定値からピ×げ/1♂X1001で算出
(A)生エダマメを測定

(B)原料の 20倍量の沸騰水で 5分間ゆで，流水で 1分間冷

却したものを測定

3 

エダマメをフィルム包装した場合の鮮度の判断は，子実

のクロロフィル含量や硬度を指標とするのが有用であると

の報告18)があるため，保存に伴う子実の色調と硬度の変化

を調査した.色調の変化は，生エダマメについては，全体

的に保存に伴って黄化度が上がった(図 4).保存期聞が長

くなるにつれ，微細孔が少ないほど黄化度の上昇が緩慢に

なり，退色が抑えられることが示された. しかしゅでエ

ダマメついては，同様の傾向がみられたものの，生エダマ

メよりも試験区間の差は小さく，また保存に伴う黄化度の

上昇も少なかったため，観察ではほとんど差は感じられな

かった.

また，子実の硬度の変化は，生エダマメについては保存

に伴いわずかながら最大荷重が低下する傾向がみられた

が，試験区の違いによる影響は認められなかった(図 5)
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エダマメが嫌気的な代謝変動を生じる リスクはないが，

MA効果も期待できない

A~C については， 品種や産地が異なるものの， 同一メー

カーの包装資材を使用しており，酸素濃度や三酸化炭素濃

度にあまり差がなかった. 一般に，青果物の品質保持に最

適な貯蔵ガス環境は，酸素濃度は 2~5%，二酸化炭素濃度

は 3~5% と言われている 19) また，エダマメについては，

酸素濃度が 12%程度でも品質保持効果がみられるとの報

告があるほ)が， A~C の袋では十分な MA 効果が期待され

る酸素濃度条件にはなっていないことが確認できた 冷蔵

条件で適切な MA効果を発揮する包装設計にしたとする

と，何らかの原因で輸送中の環境温度が高温になっ た場合，

図2に示した ように袋内がより低酸素・高二酸化炭素濃度

に変化し，場合に よっては嫌気的発酵などによる異臭や腐
15 

B 敗が生じる可能性がある.それを考慮して，これらの袋で

13 

Z 

E4制〈 19 1 

7 

5 。 1 2 
保存期間(週)

図 5 微細孔の数の違いによる子実の硬さの変化

各週 15回測定した平均値をプロッ ト

棒形プランジャー(直径 3mm)を0.3mm/sで4mmの深さ

まで押しつけたときの最大荷重を T巴xtureAnalyzer (T A 

XT2， Stabl巴 MicroSystems)にて測定

(A)生エダマメを測定

(8)原料の 20倍量の沸騰水で5分間ゆで，流水で 1分間冷

却したものを測定

3 

ゆでエダマメについても同様で 保存に伴いやや最大荷重

が低下するようであったが，試験区の違いによる影響はみ

られなかった.

考察

1. 市販エダマメの包装内部ガス濃度とシミュレーショ

ン(試験 1，2) 

本研究で測定した市販品においては，極端な低酸素・高

二酸化炭素条件となっているものはなかった これらは，

冷蔵保存中のエダマメの呼吸量に対して，袋のガス透過度

が十分高かったものと考えられる

Dについては，袋の表と裏に約 lmmの孔が一つずつ認

められたが， 孔が大きくガス透過度が大きすぎるため，外

気とほぼ同等のガス濃度になったと考えられた. 仮に，流

通温度が高くなったとしても ，袋内の酸素濃度が低下して

は微細孔を多めに設計していると考えられるが，それを踏

まえてもなお微細孔の数が多すぎるといえる結果であっ

た 低温流通・貯蔵条件下では，微細孔の数を現状より減

らし MA効果をより発揮する包装設計とすることで，エ

ダマメの鮮度保持に寄与できるものと考えられた

Eについては，酸素濃度が 9.3%となっていた，ほほ同

じ材質の孔なし ppフィルムを使った図 3の結果では，酸

素濃度が極端に低くなり異臭が発生することが確認された

が，品種，収穫後の処理条件などが，適正な酸素濃度を保

持したことに寄与したものと考えられる.

2. 微細孔包装によるエダマメ保存試験(試験3)

ガス濃度の変化については 微細孔の数が減るほど低酸

素・高二酸化炭素の袋内雰囲気となったので， 妥当な結果

といえる.袋内が低酸素・ 高二酸化炭素条件になると，異

臭の原因となる嫌気的発酵が生じる可能性があるが，今回

は微細孔なし (0個)の試験区のみ異臭が感じられた 保

存 1週間目には異臭が感じられたため，微細孔O個と 1個

の聞に，嫌気的発酵が生じるガス条件があると推察される.

すなわち ， 酸素濃度 7.8~9.9%，二酸化炭素濃度 12.4~ 15.3

%が発酵の生じる分岐点であることが考えられた

色調については， 生エダマメは微細孔の数が少ないほど

黄化もしくは退色が抑え られた 保存に伴う 退色の原因と

しては，袋内のガス濃度や蒸散による水分損失(目減り)

の影響が報告されている ll)が，今回の試験ではどの試験区

も目減りはほとんど認められなかったため，色調の差異は

ガス濃度の影響が大きかったものと思われる. しかし 茄

でることで子実の色はより一層鮮やかな緑色となり，試験

区ごとの差は生エダマメより小さくなったが，これは 5分

間の沸騰水による加熱によって，子実中の気泡が抜け，加

えて熱に強い緑色素は残り，熱に弱いその他の色素が分解，

もしくは溶出したためと考えられる.

子実硬度の変化については，成熟が進行するこ とで¥保

存に伴い硬度は上昇し，また，保存温度や袋の酸素透過度
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も硬度に影響を与えるとの報告があるや今回，試験区間

で硬度の変化にほとんど差はみられなかったが， 5
0

Cの条

件では呼吸量は少なく，成熟などの生理的反応があまり進

まなかったものと考えられる.また，ゆでた場合は保存に

伴いやや硬度が低下する傾向がみられ，生の状態の硬度を

反映した結果と考えられた

硬度の結果からは試験区間の差はみられなかったが，色

調についてはより低酸素・高二酸化炭素の条件とすること

でより緑色の保持につながる，すなわちエダマメの鮮度保

持に効果があることが示された微細孔の数は， 0個では

嫌気的発酵が生じるため最小限 l個は微細孔を設けるべき

であるが，輸送中の温度の推移や，エダマメの蒸散による

水滴が微細孔を塞ぐなどの事故の可能性を考えると， 2~3 

個程度の微細孔を設計することが望ましいと考えられた

要約

市販されているエダマメの MA包装の現状を調査する

とともに，微細孔フィルムを用いて最適な包装条件につい

て検討した.

(1)市販されている 5種のエダマメについて調査したと

ころ，袋の加工は微細孔，有孔包装，孔加工なしのものな

どで，袋内酸素濃度は 9.3~19.7% までさまざまであり， 4 

種については十分な MA効果が期待されるレベルにある

とはいえなかった

(2) 3種の市販品の袋の酸素透過度とエダマメの酸素消

費速度から袋内の酸素濃度についてシミュレーションを

行ったところ， 5
0

C における平衡酸素濃度は 14.0~17.2%

であり，また 20
0

Cでは平衡酸素濃度は 10.7%付近に低下

することが示された

(3) 袋当たりの微細孔の数を 0~4 個に調製したところ，

袋内のガス濃度は，微細孔なし (0個)の場合には極端な低

酸素濃度となり 5
0

C保存 1週間目の時点で異臭が発生した

が，微細孔 1~2 個程度で鮮度保持に十分な低酸素，高二酸

化炭素濃度となり，また異臭の発生も確認されなかった

(4)生およびゆでエダマメの子実の色調・硬度を測定し

た結果，硬度については試験区間の差はみられなかったが，

色調については微細孔の数が少ないほどより緑色の保持に

つながった.

本研究を遂行するにあたり，原料提供いただいた ]Aさ

がえ西村山様に，また， (独)農研機構食品総合研究所製造

工学ユニット長である岡留博司博士には測定装置の使用に

際して多大な御協力をいただきましたまた，元(社)日本

食品科学工学会事務局の金子勝芳博士には研究遂行上，

種々の便宜を図っていただきました.ここに感謝の意を表

します.
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