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農産物の科学的認証に応用できるトマト果柄 8値による果肉 8値の推定

佐藤里恵＊・中野明正＊＊．窪川清一＊＊＊・菅野圭ー＊＊＊＊
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1. 緒言

品質が良いとされる日本の農産物の輸出を促進

するには，①高品質であること，②流通が適切に管

理され信頼性が確保されていることの両方が必要

である．今後，輸出も含め農産物の流通を促進，効

率化する上でも，それぞれに関連する科学的情報を

効率的に収集，整備し管理する必要がある．本報告

では，日本で独特の発展を遂げてきた高糖度トマト

の分析を中心にして，その生産履歴判別の高度化に

資する分析技術の開発を目的として， 6値を活用し

た新たな視点での分析・判別手法の可能性を提案し

た．

同位体による農産物の生産履歴等については，す

でに多くの知見が集積しているが（中野 2008等），

①分析項目および分析手法が統一されていない，②

同位体分析値と生産情報等との紐づけが不十分で

ある，③植物体全体を分析した情報がほとんどであ

り，実際の農産物流通現場での活用が想定されてい

ないなどの問題がある．

表 l 分析の対象としたトマトに関する情報

購入ロット 入数 単価 生産地

No. （円果実り

本研究では市場流通しているプランドトマト（高

糖度トマト）および通常のトマトを購入して， C,

N, 0の同位体比を測定し，特に部位別の 8値の特

性を明らかにしたそれぞれの元素の 8値は， 8=(R

試料/R樗準物質-l)x1000で計算され (R試料：試料の安定

同位体比， R標準物質：標準物質の安定同位体比），単

位は％。（パーミル）である (Fry2006等）．また，

このような分析技術が農産物流通において実際に

活用されるために，植物体の一部を微量 (5mg程度）

分析して生産物全体が推定できる可能性について

考察した．

2. 材料および方法

1) 分析試料の購入

分析試料については，表 lに示す 9つのロットで

購入した．高糖度トマトの特徴を把握することを目

的としたため，高知県（徳谷地区）の生産者を中心

にインターネット等を使い購入した．具体的には，

購入ロット No.Iと2については，高知県の徳谷地

区の高糖度トマト A級品および B級品であった．

購入ロット No.3については，高糖度など差別化さ

れていないトマトをインターネット購入し，特に節

水栽培がされていないと考えられ，果実の大きさが

生産に関する情報 分析

点数

18 540 高知県 徳谷地区 A級品，インターネット購入 5 

2 18 420 高知県 徳谷地区 B級品，インターネット購入 5 

3 20 270 高知県 徳谷地区インターネット購入 大玉 5 

4 18 256 高知県 徳谷地区インターネット購入 10 

5 18 529 高知県 徳谷地区インターネット購入 5 

6 5 61 埼玉県 埼宝県農協で購入 果皮色が薄い 5 

7 5 61 埼玉県 埼玉県農協で購入 果皮色が薄い 5 

8 18 267 高知県 徳谷地区インターネット購入 5 ， 16 63 熊本県 熊本県 埼宝県農協で購入 熊本県塩トマト 5 
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100g以上の大玉であった．購入ロット No.4につい

ては徳谷地区の高糖度トマトであるが生産者が明

確でないトマト，購入ロット No.5についてはその

生産者は購入ロット No.1~3と同ーであるが販売業

者が異なるトマトをインターネット購入した購入

ロット No.6と7については，特に高糖度などの差

別化の記載のないトマトを埼玉県農協で購入した．

購入ロット No.8については，徳谷地区の高糖度卜

マトであるが，購入ロット No.I, 2, 3, 5とは生産

者が異なるトマトをインターネット購入した購入

ロット No.9については，熊本県産で「塩トマト」

と表示のあるものを埼玉県農協で購入した．

2)材料の調製と分析

図 1にトマトを縦に切断した断面を示す．今回図

中に示す，果柄，果皮，種子，果肉の部位に分けて

試料を調製して，各部位の同位体比を分析した．果

皮は可能な限り表面部分のみを採取した．種子は可

能な限り種子部分の調製を試みたがゼリ一部も一

部含んでいる．果肉は皮と種を完全に除いた部分で

ある果皮，種子，果肉については，表層の糖分を

除去するためにミリ Q洗浄後凍結乾燥粉砕した．果

柄については，上記の洗浄は行わずに凍結乾燥粉砕

のみを行った

調製した試料については，炭素安定同位対比測定

用に 0.1mg, 窒素安定同位体比測定用に 6mg, 酸素

安定同位体比測定用に 0.2mg を秤量し Thermo

Fisher Scientific社製元素分析計／安定同位体質量分

析計 (EA/IRMS)により炭素／窒素安定同位体比を，

熱分解型元素分析計／安定同位体質量分析計

果皮

果肉

囮 1 トマト果実構造の概要と分析対象とした部位

(TCEA/IRMS) により酸素安定同位体比を測定し

たそれぞれの値から炉C,炉N,沢0値を計算し

た．

3. 結果および考察

本研究で果柄を分析対象としたのは可食部でな

いため，この部分から可食部の情報が推定できれば，

微量 (5mg程度）でかつ生産物の量をほとんど減じ

ることなく調査が可能となると考えたからである．

今回評価したトマトについては果柄の分析結果か

ら可食部（果肉）の栽培履歴が推定できる可能性が

示唆された

まず，果柄の 8値に対して，果皮，種子，果肉の

それぞれの8値との相関関係を解析したところ概ね

0.7以上の高い決定係数 (Rりが得られた（表 2).

果柄の炉C,炉N,沢0値に対してそれぞれ，実際

試料重量の大部分を占める果肉の 8値は，その R2

がそれぞれ 0.705,0.908, 0.851となり，果柄のそれ

ぞれの 8値から生産物（果肉）の 8値を推定できる

と考えられた

炉C については，炉C(果肉） = 0.5526炉C(果

柄）-10.816, で果柄の値から果肉の値が推定できた．

個別の値について見ると果柄の炉C に対して果肉

の値が 0.8%o~4.7%o,平均すると 2.8%0高くなってい

たこの原因については，転流による影響が考えら

れる．果肉の炭素はほとんどが葉部からの転流であ

りその値（生化学プロセスにおける同位体分別）が

反映されたと考えられたいずれにしても，相関関

係はあるので果柄の炉c値から果実の炉c値の推

定は可能あった

炉Nについては，炉N(果肉）= 0.9035炉N(果柄）＋

0.2954で果柄の値から果肉の値が推定できた．果柄

の炉N に対して果肉の値が，最大で 1.93%0高く最

小で 4.8%0低くなった．平均すると果柄と果肉の

炉N値の差は-0.4%0でありほぼ 0であった．茎葉と

果実の炉N 値についてはイチゴにおいてその差は

表2 トマト果柄と他の果実部位の 8
値との決定係数 (Rり

果皮 果肉 種子

o1lC 0.428 0.705 0.774 

果柄 li1sN 0.919 0.908 0.851 
51so 0.827 0.851 0.501 



772 農業および園芸第 93巻第9号 (2018年）

-25 I ．蛉ぷ 15 と 35 

~ IO - 30 
冦 ／-・.・ 岳 医眠
-眠、-30 ． ,嵌_, ヽ

ビ 多 5 已25や
~ ~ . L 

-35 0 20 
-35 -30 -2 0 5 IO 15 20 25 30 35 

炉 C (果柄） 炉 N (果柄） 1i'80 (果柄）

図2 トマト果柄と果肉部位の 8値の相関

ほとんど認められないことが報告されている（中野

ら 2006).同位体分別が大きく起こらないためと考

えられ， 今回の結果も同様であった．

一方で窒素について，有機質肥料の施用の有無に

おける炉N 値の影饗については，特に施設生産さ

れた農産物では明確に認められており（中野ら

2003), その理論についても①降雨の影響がないこ

とや，②根域が限られていること，③投入資材が明

らかなこと，など生産手法の特異性から説明が可能

であった (Nakano ら 2018). 今回分析の対象と し

た農産物については施設生産されていることから，

使用した肥料についてもある程度推定できる特に

販売ロ ットNo.4のトマトについては，炉N値がほ

ぽ0という他とは異なる値となったが，化学肥料を

用い養液土耕など効率的な液肥主体での施肥法が

適用され生産された可能性がある．それ以外の販売

ロットについては炉N 値から，堆肥などある程度

有機質肥料を投入した生産体系で生産されたトマ

トと推定された．一方で，今回分析したトマト試料

の中には動物性堆肥を主体とした有機農産物は含

まれていないことも炉N値から推定された

沢0 については，研0(果肉） = 0.877沢0(果

柄）+6.1134, で果柄の 8値から果肉の値が推定でき

た果柄の研0に対して果肉の値が，最大で 5.9%0

高く最小で 0.9%0高くなった平均すると 3.0%0高く

なっていた．沢0については，水ストレスが高まる

と増加することが知られその生産地の判別への適

用も試みられている（鈴木ら 2009). 購入ロッ ト

No. で果柄と果肉の差異の大きさに特徴は認められ

なかったそのため，この差はトマトにおける物質

代謝において一般的に認められる同位体分別であ

ると考えられる．沢0については地理的にその値が

異なることが明らかとなっており，それが原産地判

別にも利用されている（鈴木ら 2012). そのため，

より厳密な推定モデルの構築に用水の研〇値を導

入すると推定精度が向上する可能性がある．

次に，購入ロット No毎の果肉と果柄の 8値につ

いて評価した（図 3).述べてきたように購入ロ ット

No. の差異が大きく，果柄と果肉の差異はトマトに

おける組織間での同位体分別の結果と考えられる．

そのため果柄の値から果肉の値，延いては果実全体

の6値を推定できる可能性がある．

生産物の価格，代謝物質，8値を解析した例はほ

とんどないが，茶についてはアミノ酸や炉N 値と

価格との関係を考察した事例がある（中野ら 2005).

茶は概ね葉中アミノ酸含量が増えると価格が高ま

り，特に化学肥料でその効率が良いことが示されて

いる． 一方で炉N 値は価格との相関は認められな

いが，化学肥料区で炉N値が低い特徴があるほか，

有機茶に比べ品質が良い（アミノ酸含量が高い）た

めか高値がつけられる例が多かった．

本研究においては 8値の中で研0のみが価格と

の極めて高い相関が認められた (R2= 0.870, 回4).

価格といった総合的な評価の結果と 8値との間に高

い正の相関が得られたことは，農産物の科学的な評

価を実施する際に参考となる知見であるこの結果

の解釈については，トマトが総合的に高い評価を受

けて市場価格が高いトマトは，水ストレスが負荷さ

れた環境において生育したということであり，同位

体分析結果が間接的にこれを保証していることに

なる．

以上まとめると，果柄など非可食部の同位体分析
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る高糖度トマトを中心に部位別の8値を明らかにし

たその結果，非可食部である果柄を分析すること

により 可食部の8値を推定することが可能であった．

また果柄の研〇値は，植物体に負荷された水スト

レスを反映した結果と考えられ，果実の販売価格と

極めて裔い相関関係が確認された．
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