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イチゴ栽培ハウス内の異臭がイチゴの食味に及ぼす影響

皆巳大輔＊・西本登志• 安川人央＊＊・東井君枝・矢奥泰章• 清水浩美＊＊＊・高村仁知＊＊＊＊

Effects of Unpleasant Odors in Cultivation Fields on Strawberry Fruit Flavor 

Daisuke MINAMI, Toshi NISHIMOTO, Hitoshi y ASUKAWA, Kimie Torn, Yasuaki y AOKU, 

Hiromi SHIMIZU and Hitoshi T AKAMURA 
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食味は，味覚物質により生じる味覚だけでなく，

嗅覚やその他の感覚が統合された知覚であり，特に

嗅覚は食味に大きな影響を及ぼし，食品の異臭が時

として著しい食味低下の原因となることが知られて

しヽる 8)_

異臭による食品の食味低下は，食品に異臭の原因

物質が直接混入することと，食品の保管時に空気中

の揮発性物質が食品に移行する「移り香」により引

き起こされる. 2008年には，即席麺から異臭を感じ

るという苦情を発端として調査が行われた結果，防

虫剤の近くで保存されていた即席麺から防虫剤の成

分の一部であるパラジクロロベンゼンが検出され，

食品への「移り香」の存在が広く知られるようにな

った I)_

一方，奈良県農業研究開発センター（以下，奈良

農研セ）では，加温機から灯油が漏れているハウス

でイチゴを栽培し，食味が悪いイチゴが収穫された

ことがある．また，灯油が漏れていないイチゴの高

設栽培ハウスでも同様に食味が悪いと感じられる事

例があった．そこで，ハウス内の異臭とイチゴの食

味低下について，その関連を明確にするために調査

を行った．

材料および方法

実験 1 灯油の臭いがイチゴの食味に及ぼす影響

促成栽培作型でイチゴの‘古都華’を栽培する 2

棟の高設栽培施設（間口 6.5m, 奥行き 20m) を供試

した. 2013年 2月 3日に 1棟のハウス（以下，灯油

処理ハウス）内の高設栽培ベンチ下 2カ所にそれぞ
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れ 2Lの灯油を入れたコンテナ（縦 34cmx横 54cmx深

さ14cm) を設置した．設置場所からハウス妻面の入

り口までの距離はそれぞれ約 6m,約 13mとしたも

う l棟のハウスを無処理ハウスとした．ハウス内の

温度管理は， 25℃設定の換気扇と 8℃設定の加温機を

用いて行い，場所による気温のばらつきを少なくす

るための循環扇を，施設の妻面近くの地上高約 2mに

設置し，常時稼働させた．

1) 官能評価

官能評価を 2月 13日と 2月 15日にそれぞれ当日

収穫した果実について行った評価者は， 2月 13日

は8人， 2月 15日は 7人であった．評価項目は「廿

み」，「香り」および「総合評価」として，評点

方法は，「悪い（弱い）：ー2~良い（強い）：+2」

の 5段階とした．官能評価は，灯油処理ハウス内，

無処理ハウス内および室内（奈良農研セの一室）の 3

ヶ所で行った．

2)成分分析

灯油処理ハウスで処理 l日後と処理 5日後に，ま

た，無処理ハウスで処理 5 日後に，それぞれ収穫し

た果実について，灯油に含まれる揮発性臭気成分の

1つであるノナン (C9H20)の吸着の有無を調査した．

ピーラーで厚さ約 1皿 n程度にそぎ取った果実表皮8g,

ペクチナーゼ 4mg,50ppm 3-Heptanone O.lg, NaCl 2.0g 

および純水 1.9mgを褐色バイアルに入れて混合し，

50℃に設定した恒温槽で 45分間攪拌して得られた抽

出液を試料とした．揮発性成分の採取は固相微量抽

出法 (SPME 法）を用い， stableflex50/3 Oμm 

DVB/Carboxen/PDMSのファイバーを用いた.GC/MS 

分析は GCMS-QP505 (島津製作所）を使用し，キャ

ピラリーカラムは DB-WAX(60mX0.32mmX0.5μm, 
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J&W Scientific), 検出器には電子衝撃イオン化検出器

（イオン化電圧 70eV) を用いたカラム温度は初

期温度 35℃で 5分保持した後， 2℃ ・min・1で 210℃ま

で上げたキャリアガスはヘリウム，気化室温度は

240℃，検出器温度は 230℃，注入方法はスプレット

レスで行ったヒ°ークの同定は， GC-MS分析で得ら

れたマススペクトルとデータベースに保存されてい

るマススペクトルとの比較により行った．揮発性成

分の定量は標品を希釈したもの (Oppm, 0.25ppm, 

0.5ppm, lppm) と内部標準 (5ppm) を混合したサン

プルを作成し，内部標準に対するヒ°ークの面積比

(Area/Internal Standard, 以下 A/I) をGC分析によっ

て求めることで検量線を作成し，試料を GC分析した

際に得られた A/Iを，各成分の検量線に導入すること

で定量を行った.GC分析は GC-17Aver.3 (島津製作

所）を用いた

実験 2 藻の臭いがイチゴの食味に及ぽす影響

1) 官能評価

灯油が漏れていないにもかかわらず食味が悪いと

感じられた高設栽培ハウスでは，独特の異臭が感じ

られ，その原因は，高設ベンチ下に発生している藻

（第 1図）ではないかと推察した高設ベンチ下の

藻と，果実の食味低下の関連を検討するために，

官能評価を実施した．供試品種は‘古都華＇と

した. 2014年 2月 6日 16時に異臭がしない土

耕栽培圃場で収穫した果実と異臭がする圃場

の高設ベンチ下で採取した藻を，容量 45Lのポ

リエチレン製袋（厚さ 0.03mm) に，互いに接

触しないように同封し，温度調整を行わない室

内に静置した．また，対照として，同 一の土耕

栽培圃場で収穫した果実を同容量のポリ エチ

レン製袋内に入れた.2014年 2月 7日 9時にポ

リエチレン製袋を開封し，果実を 15人による

官能評価に供した．評価対象には，異臭がする

圃場で 2月 7日に収穫した果実を加えた．評価

項目は「甘み」，「香り」および「総合評価」と

して，評点方法は，「悪い（弱い）：-2~良い（強

い）：+2」の 5段階とした ．また，藻と同封処理

した果実と異臭がする圃場で収穫した果実の

香りについて，「類似している」，「違う」およ

び「わからない」から選択制で回答を得た．

2) 藻類の同定

2015年 1月 15日に，異臭がする圃場の高設ベンチ

下で採取した藻を Kano培地で培養し，実体顕微鏡を

用いた観察により同定した

第1図高設ベンチ下に発生した藻（図中の楕円内）

Fig. l. The alga which occurred under the bench culture 

system (in oval in the figure) 

3) 成分分析

供試品種は‘古都華＇とした．異臭がしない土耕

栽培圃場で 2015年 1月 18日に収穫し，官能検査

時と同様に藻との同封処理を施した果実と，同じ圃

場で 2015年 1月 19日に収穫した果実について，カ

ビ臭の原因であり，藍藻類が生成する物質であるジ

オスミン (C12即 0) と 2-メチルイソボルネオール

(C11枷 0, 以下， 2-MIB) 7)の付着の有無を調べた．

また，同封処理に用いた藻についても，これら 2つ

の物質の含有程度を調べた．揮発性成分の分析は加

熱脱着法 (TD法）を用いた．イチゴは 4分割した果

実 200gを 3Lのサンプルバッグに入れ，窒素ガスを

充填した後，サンプルバッグ内のガスをポンプ

MP-DOO (柴田科学（株））で O.SmL・min-1の流速で

吸引し， TenaxTA(60/80)を 100mg充填したガラス管

吸着剤に揮発成分を吸着させた．藻は 0.05gについて

イチゴ果実と同様に揮発成分を採取した. GC/MS 

分析は GCMS-QP2010Ultra(島津製作所）を使用し，

キャピラリーカラムは DB-5MS (30mx0.25mmI.D, 

df=0.25μm, Agilent), 検出器には電子衝撃イオン化

検出器（イオン化電圧 70eV) を用いたカラム温

度は初期温度 40℃で 1分保持した後， 5℃ ・min-1で

290℃まで上げた揮発成分の加熱脱着は， 40℃から

10℃ ・sec-1で 250℃まで上げた後， 5分間温度を維持

して行ったキャリアガスはヘリウム，検出器温度

は200℃としたヒ ー゚クの同定は，標品（和光純薬工

業（株），水質試験用(131-12431) 2ーメチルイソボル

ネオールージオスミン混合標準液：各 O.lmg/ml メ

タノール溶液）から得られたマススペクトルとの比
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較により行った揮発性成分の定量は，標品 0.2μg/3L,

O.lμg/3Lおよび 0.001μg/3Lのサンプルバッグからジ

オスミンと 2-MIBを吸着させたガラス吸着管を作成

し，絶対検量線法で行った．

結果および考察

実験1 灯油の臭いがイチゴの食味に及ぼす影響

官能評価を無処理ハウス内と室内で行った場合の

「香り」は，無処理果実に比べて灯油処理果実で悪

い傾向にあり， 「総合評価」の評点は無処理果実に

比べて灯油処理果実で有意に悪かった（第1表）．こ

れらの結果から灯油の臭いが充満したハウスで収穫

されたイチゴの食味が低下することが明らかになっ

たしかし，官能評価を灯油処理ハウス内で行った

場合，いずれの項目についても有意差は認められな

かった．長績ら6)は，一定濃度の臭いをかぎ続けるこ

とによって臭いに対する感覚が低下する順応現象に

より，閾値を超える濃度の臭いに曝された場合， 5分

程度でその臭いをほとんど知覚できなくなると報告

している．灯油処理ハウス内での官能評価では，順

応現象により灯油の臭いを知覚することが困難にな

り，イチゴの食味低下を感じることができなかった

と推察される．

抽出試料中のノナン濃度を測定した結果，無処理

果実で検出されなかったのに対し，灯油処理果実で

は検出されたまた，灯油処理果実の抽出試料中の

ノナン濃度は，処理1日後で0.127ppmであったのに対

し，処理後5日後で0.343ppmと高かった（第2図）．

これら本結果と官能評価の結果は，イチゴの果皮

表面への灯油の移り香がイチゴの食味低下の原因と

なり得ることを示している．

実験2 藻の臭いがイチゴの食味に及ぽす影響

「廿み」の評点は，いずれの果実においても

明らかな差は認められず，「香り」と「総合評

価」の評点は，対照の果実と比べて，異臭がす

る圃場で収穫した果実と藻と同封処理した果

実で明らかに低かった（第 2表）．また，異臭

がする圃場で収穫した果実と，藻と同封処理し

た果実の間では各評価項目における差は認め

られなかった（第 2表）．藻と同封処理した果

実と異臭がする圃場で収穫した果実の香りに

ついて「類似している」とする回答が他の回答

に比べて明らかに多かった（第 3表）．

GC/MSによる臭い成分分析では，常法では， 200g

の果実からジオスミンと 2-MIBを検出することはで

きなかったが， 0.05gの藻からは 0.019μgのジオスミ

ンと 0.62μgの2-MIBが検出されたターゲットイオ

ンによる波形解析では，同封処理した果実と処理を

行わなかった果実から，それぞれ200g当たり，ジオ

スミンが 0.00011μg,0.00023μg, 2-MIBが0.00152μg,

0.00018μg検出された．

これらのことから，奈良農研セの異臭がする

ハウスの果実と，ハウス内で発生している藻と

同封処理を施した果実の食味は類似している

ことが示され，異臭がするハウスで収穫した果

実の食味の低下には藻が関与し，果実の食味低

下を引き起こす臭い物質は 2-MIBである可能性

が示唆された．

高設ベンチ下の藻について同定したところ，

その大半がクロロコックム科であり（第 3図），

松尾ら 5)も養液栽培の養液中に発生した藻類を

クロロコックム目と同定したものの，クロロコ

ックム科の藻が異臭を発生するという報告は

これまでになく，実際に本試験で単離したクロ

ロコックム科の藻からも異臭は認められなか

った．異臭を発生する藻類として藍藻類が知ら

れているが 9)' 奈良農研セの異臭がする高設栽

培ハウスでは藍藻類が認められなかった．

藍藻類の他に 2-MIBを産出するものとして糸状菌

”や土壌中の常在菌である放線菌が知られており，放

線菌を原因とする異臭に関する苦情事例が報告され

ている 2.3). 奈良農研セの高設栽培ハウスで，異臭は

高設ベンチ下のクロロコックム科の藻が占有する箇

所のうち，枯死した部分から特に強く感じられたが，

単離・培養したクロロコックム科の藻が培地上の無

菌環境で枯死した場合では異臭は認められなかった．

これらのことから，高設栽培ハウスの異臭は糸状菌

や放線菌が枯死した藻を分解する際の生成物である

可能性がある．

なお，奈良県内のイチゴの高設栽培を行う生産現

場においても，排液が落ちて乾かない地表面やベン

チ下の排液処理用の樋に発生した藻が原因と疑われ

るイチゴの食味低下が顕在化している．一方で，排

水対策を講じ，ベンチ下の樋を定期的に水洗浄し藻

を減らすことで，異臭の発生を軽減し，イチゴの食

味を改善できることも確認できている．
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第 2図 イチゴ抽出試料中のノナン

Fig.2. The nonane in the strawberry abstraction sample 

第 3図 高設ベンチ下から単離したクロロコッ

クム科の藻
Fig.3. The alga of Chlorococcaceae spp. isolated 

from still water under the cultivation bench. 

第 1表 灯油処理の有無と官能評価場所がイチゴの食味に及ぽす影響
Table. I. Effect of the kerosene processing and the difference of sensory evaluation place on the 

flavor of the strawberry 

灯油処理 官能評価実施場所
2月13日霙荒 2月15日霙荒

且みz 豆りy 送合評堡X 甘み 香り 総合評価

有
灯油処理ハウス

1.3 1 0 0.8 1.0 0.1 0 7 
無 1.1 0.5 0.9 0.4 0.3 0.0 

有意性w ns ns ns ns ns ns 
有

無処理ハウス
0.5 -0.9 -0.9 0.1 -0.9 -0.7 

無 0.9 0.4 0.6 1.1 0.4 1.0 
宥惹性 ns ＊＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊＊ 

有
室内

0.3 -1.0 -1.1 0.6 -1.3 -1.0 
無 1.1 0.0 0.6 0.6 0.4 0.7 

宥惹性 ns ＊ ＊＊ ns ＊ ＊ 

＇弱い：ー2,やや弱い ． — 1 , 普通 0, やや強い .+l, 強 Vヽ .+2 
y悪い ：ー2,やや悪い ：一1,普通 ：0, やや良い ：+l, 良い ：+2 
X悪い：ー2,やや悪い：一1,普通： 0, やや良い .+l, 良Vヽ .+2 
・t検定により、 nsは有意差なし、＊は 5%水準、＊＊は 1%水準で有意である ことを示す(n=7~8)

第 2表 栽培圃場の異臭の有無並びに藻との同封処理がイチゴの食味に及ぽす影響
Table.2. Effect of the nasty smell in cultivation fields and the enclosed processing with an alga 

on the flavor of the strawberry fruits 

渫との同封処理
評価項目

栽培圃場の異臭
甘み 香り 総合評価

有 無 0. 0 a z l. 2 a 1. 1 a 

無 有 -0. 3 a -1. 6 a -1. 5 a 
無 佃 0. 4 a 0. 4 b 0. 6 b 

‘‘‘‘ 
'Tukey検定により異なるアルファベッ ト間では 5%水準で有意差あり (n=15)

第 3表 藻と同封処理した果実と異臭がする圃場で収穫した果実の香りの類似性に関
する評価結果

Table.3. Evaluation of the similarity on the flavor between strawberry fruits which had been 
enclosed with an alga and those which were harvested in the plastic house full of 
nasty smell 

回答項目

類似している

違う
わからない

且

回容著咽[
（人）
下―
2 
2 

0.0045 

門＿
7
3
1
3
1
3

＇カイ 2乗検定により算出 （自由度=14)
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