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沖縄県の伝統野菜「島ニンジン」
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における収穫後の緑化防止に関する検討
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We examined the prevention of greening in the traditional Okinawan vegetable shima-ninjin (yellow 

oriental carrot, Daucus carota subsp. sativus) by modified atmosphere (MA) packaging. Under 24 hours 

light exposure, Shima-ninjin stored continuously at 25℃ in a perforated polypropylene (OPP) bag 

turned green the next day. Greening was suppressed by MA packaging. The green shima-ninjin had 

decreased taste and flavor profiles, but shima-ninjin stored in a MA  non-perforated OPP bag at room 

temperature or in a perforated OPP bag in a dark place at 5℃ had normal taste and flavor profiles. 

(Received Jun. 5, 2019 ; Accepted Nov. 6, 2019) 
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沖縄県の伝統野菜である島ニンジンは，沖縄在来の東

洋系ニンジンで，鮮やかな黄色とゴボウのような細長い

形状を呈する！）。島ニンジンは，国内では沖縄県だけで

生産されているマイナーな野菜であるが，沖縄県では炒

め物や汁物などの材料として日常的に利用される人気の

高い野莱のひとつである。特に，島ニンジンと豚のレバ

ーを煮込んだ汁物は，方言でチムシンジ（肝の煎じ汁，

という意味）と呼ばれる伝統的な滋養食として知られて

* 1 〒901-0336 沖縄県糸満市字真壁820番地

いる 2),3)。島ニンジンは，渡名喜島や沖縄本島中部の中

城村を拠点として，県全体で年間約50トン生産されてい

る4)。島ニンジンの収穫時期は， 11月下旬から翌年 3月

までである。収穫後の島ニンジンは，洗浄や葉の除去作

業などを経て市場へ出荷され，県内量販店などで販売さ

れているが，流通あるいは店頭での棚もち期間中に緑色

に変色（以後，緑化）するという課題を抱えている。

島ニンジンの緑化は，特に店頭陳列後の棚もち期間中

§Corresponding author, E-mail : maedagok@pref.okinawa.lg.jp 
t 1 〒904-2234 沖縄県うるま市州崎12-2
* 2 〒901-2493 沖縄県中頭郡中城村字当間176番地

t 2 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2
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に頻発する問題であるが，緑化の原因や緑化による品質

変化の有無など，詳細は明らかにされていない。島ニン

ジンの緑化は光にあたるとみられるようになることが経

験的に知られており，収穫後の島ニンジンは，直ちに毛

布をかぶせられるなど，出荷までできるだけ直射日光が

あたらないように取り扱われている。しかしながら，出

荷後，販売店の店頭で陳列された島ニンジンは， 2日程

度で緑化してしまい，商品価値が大きく低下する。変色

しない橙色のニンジンよりも棚もち期間が極端に短いこ

とは，島ニンジンの販売上，大きなデメリットになって

いる。

農産物の緑化防止技術については，ジャガイモや黄二

ラで遠赤色光や紫外線などの特定波長光照射による緑化

抑制効果が報告されている5),6)。貯蔵中のジャガイモに

発生する緑化は，遠赤色光の照射で抑制可能であり，北

海道の一部のJAにはジャガイモ緑化防止用LED灯が設

置された貯蔵庫が導入されている匹島ニンジンの緑化

は，主に店頭販売中に生じる問題であり，特定波長光の

照射が緑化防止に有効であったとしても，店頭で特殊な

照明を設置した島ニンジン専用のスペースを確保するこ

とは現実的ではない。一方，特定波長光照射以外の緑化

防止技術として，市販されているmodifiedatmosphere 

(MA)包装袋の中にジャガイモの緑化防止に有効であ

るとするものがいくつか販売されている。包装資材の変

更によって緑化が防止できれば，新たな機材導入やスペ

ースの確保も必要とせず，コスト面および作業面におけ

るメリットも大きい。

本研究では，まず，棚もち中に発生する島ニンジン緑

化の原因を明らかにするために，店頭を模した蛍光灯に

よる曝光試験を低温および常温下で行い，島ニンジンの

緑化発生状況を経時的に調査した。次いで， MA包装に

よる島ニンジンの緑化防止効果を調査した。島ニンジン

の出荷に使用されている一般的な防曇袋と市販のジャガ

イモ緑化防止効果を有するとされるM A包装袋を用いて

常温24時間曝光条件下における貯蔵試験を行い，島ニン

ジンの緑化程度とL*町b*値，クロロフィル (Chi)含量，

食味などを比較した。

実験方法

1. 島ニンジンにおける曝光後の緑化発生状況の確認

(1)供試材料 2017年 1月初旬に沖縄県中城村の農

家圃場で収穫した島ニンジンを用いた。収穫後の島ニン

ジンは，直ちに布をかぶせて遮光し，収穫翌日の午前中

に洗浄後，葉を約10cm残した状態に調製した。

(2)曝光試験 島ニンジンの曝光試験は，低温遮光

区と低温曝光区，常温遮光区，常温曝光区を設けて，次

のとおりに行った。島ニンジンを，市場の出荷規格に準

じて島ニンジン出荷用の防曇袋（材質：延伸ポリプロピ

レンフィルム (OPP), 横lOcmx縦65cmx厚み25μm, 4 

穴有孔）に 2本ずつ詰めて袋の口をヒートシールした後，

低温区は 5℃設定のプレハブ式冷蔵庫内で，常温区は

25℃設定の室内でそれぞれ4日間貯蔵した。試験期間中，

遮光区は，段ボール箱の中に入れて完全に遮光した。曝

光区は，床に置いたポリプロピレン製給食用バットの上

に静置し，室内に設置された家庭用蛍光灯で24時間曝光

（低温区： 519.5士4.Olx, 常温区： 1,120土 134lx) した。

(3)緑化程度の調査 島ニンジンの緑化程度は，試

験期間中，毎日目視で 4段階評価した (0; 緑化無し，

1 ; 黄色が抜けてきて僅かに緑化が認められる， 2 ; 一

部あるいは全体的に緑化が認められる， 3 : 全体がほぼ

完全に緑色）。

2. MA包装による島ニンジンの緑化に対する抑制効果

の確認

(1)供試材料 2017年1月初旬に沖縄県中城村の農

家圃場で収穫し，上述 1.と同様に洗浄・葉のカットなど

の出荷調製をした島ニンジンを用いた。

(2)貯蔵試験 貯蔵試験は，冷蔵庫に冷暗貯蔵する

Control区と，常温曝光下で貯蔵する現行包装区， MA

包装区を設けて，次のとおりに行った。 Control区と現

行包装区には，島ニンジン出荷用の標準的な有孔防曇袋

（材質： OPP, 横lOcmx縦65cmx厚み25μm, 4穴有孔）

を， MA包装区には（株ベルグリーンワイズ製の高鮮度保

持袋オーラパックR(材質： OPP, 横lOcmx縦65cmx厚

み25μm, 無孔，酸素透過度1,600~2, OOOcc/mツatm) を，

それぞれ包装資材として用いた。島ニンジンを 2本ずつ

袋に詰めて袋の口をヒートシールした後， Control区は

5℃設定のプレハブ式冷蔵庫内で，現行包装区とMA包

装区は家庭用蛍光灯が設置された25℃設定の室内で24時

間曝光 (1042土86lx) しながら，それぞれ 7日間貯蔵し

た。

(3)分析・調査項目 試験期間中は，緑化程度と鮮

度，カビ発生程度，発根程度を毎日目視で評価した。試

験最終日は，袋内ガス組成を測定後，各試験区 3袋ずつ

開封して，重量とLぼ*b*値，クロロフィル (Chi)含量

の測定と食味試験を行った。

1)緑化程度：緑化程度は，上述 1.と同様に 4段階

評価した。

2) L*a*b*値： Lぼ*b*値は，次のとおりに測定した。

島ニンジンの葉柄の付け根から約 5cm下の主根部表面を

分光測色計 (CM-2600d, コニカミノルタ昧）で測定し

た。

3) Chi含量： Chl含量は， Mackinney法8)に準じて次

のとおりに測定した。 L*町b*値を測定した部位周辺か

ら切り出した島ニンジンを10g秤量し，アセトン10叫を

加えてポリトロンホモジナイザー (PTl0-35,

KINEMA TICA AG) で破砕，卓上遠心機 (Model4200, 

久保田商事昧）で1,700g X 10分間遠心分離して，上清

を回収した。次いで，残流にアセトン30叫を加えて試験

管ミキサーで 1分間撹拌後，遠心分離した。同様の操作

を繰り返し，回収した 3回分の上清を80%アセトンで100
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叫に定容したものを分析用の試料溶液とした。試料溶液

の645nm,663nm, 750nmの吸光度を分光光度計(UV-1700,

聡島津製作所）で測定し，次式で試料溶液のChiaとChl

bの含量を求め，島ニンジン100gあたりのChi含量を算

出した。

C戸 12.7 X (A663 -A1so) -2. 59 X (A,4s -A1so) 

Cb= -4. 67 X (A663 -A1so) + 22. 9 X (A645 -A1so) 

C.: Chi aの濃度 (mg/R) 

Cb: Chl bの濃度 (mg/R) 

A663: 663nmの吸光度

A64s: 645nmの吸光度

A1s。:750nmの吸光度

4)包装内ガス濃度：包装内ガス濃度は，次のとおり

に測定した。袋の角に破れ防止用のビニルテープを張り，

テープの上から直径 5mmのガス捕集用の穴を開けた。開

けた穴から直ちに検知管式気体測定器 (GV-100S,(梱ガ

ステック）を用いて袋内のガスを捕集し， CO2と02の濃

度（％）を測定した。

5)食味試験：食味試験は，次のとおりに行った。島

ニンジンを包丁で繊維方向に沿って縦に 4~8分割

し， 5 cm程度の長さに揃えた後， 20分間沸騰水で茄でた。

自然放冷で常温に冷ました茄で島ニンジンを食味試験に

供し， 20~50代の一般成人男女 5名のパネルにより，色

と香り，味，総合評価を 4段階 (1: 不可， 2可， 3 : 

良， 4 : 優）で評価した。

3. 統計解析

分析は 3~4反復で実施し，図表中の値は平均値と標

準誤差を示した。統計解析にはエクセル統計2014(昧社

会情報サービス）を用い， Tukey-Kramer法による各郡

間の有意差を求めた。

実験結果および考察

1. 島ニンジンにおける曝光と緑化の関係

試験期間中の島ニンジンの緑化程度の推移をFig.lに

示す。常温曝光区は，貯蔵後 1日で緑化が確認され，貯

蔵後 2日で主根部全体が完全に緑化した (Fig.1)。-

方，常温遮光区と低温遮光区，低温曝光区では，貯蔵後

3日経過しても緑化は認められなかった。

島ニンジンの緑化は，常温の曝光下で生じ，遮光下で

は発生が認められなかったことから，曝光が発生要因の

ひとつであり，家庭用の蛍光灯下で短時間に生じる現象

であることが明らかになった。また，低温区では，曝光

の有無によらず島ニンジンは緑化しなかった。ニンジン

の呼吸量は 1~30℃の温度範囲では直線的に減少する9)

ことから， 5℃の低温下に置かれた島ニンジンは呼吸量

が減少して代謝が低下し，緑化の進行も抑えられている

可能性が示唆された。

2. MA包装による島ニンジンの緑化抑制効果

試験期間中の島ニンジンの緑化程度の推移をFig.2に

示す。有孔OPP防曇袋で包装した現行包装区は，貯蔵

3

2
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Fig. 1 Changes in the degree of greening of shima-

ninjin under various light conditions 

● Low temperature/ shading : Perforated polypropylene 

bag, storage in a dark place at 5℃．△ Low temperature/ 

exposing to the light : Perforated polypropylene bag, 

continuous storage at 5℃, under 24 hours light exposure. 

◇ Room temperature/ shading : Perforated polypropylene 

bag, storage in a dark place at 25℃． □ Room temperature 
/ exposing to the light : Perforated polypropylene bag, 

continuous storage at 25℃, under 24 hours light exposure. 

The vertical bars in the figure indicate SE. 
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Fig. 2 Changes in the degree of greening of shima-

ninjin with different packaging 

● Control : Perforated polypropylene bag, storage in a 

dark place at 5℃． □ Current packaging : Perforated 

polypropylene bag, continuous storage at 25℃, under 24 

hours light exposure. △ MA Packaging : Non-perforated 

polypropylene bag (A URA PACKR). continuous storage at 

25℃, under 24 hours light exposure. 

The vertical bars in the figure indicate SE. 

後 1日で緑化が確認され，貯蔵後 4日で主根部全体が完

全に緑化した (Fig.2, Fig. 3)。一方，冷暗貯蔵した

Control区およびMA包装袋に密封したMA包装区は， 7 

日間曝光しても緑化が認められなかった。島ニンジンの

緑化は，市販のMA包装袋に密封することで抑制された

ことから，遮光された状態や低温条件でなくても，包装

資材の選択によって防止可能なことが明らかになった。

3. 島ニンジンのL*a*b*値とChi含量と袋内ガス組成

緑化した現行包装区は，色空間における赤と緑の間の

位置を示すa*値が低下し，緑寄りになっていることを意

味する負の値を示した (Table1)。現行包装区の総Chl
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Control C urrent packaging MA packaging 

Fig. 3 The appearance of shima-ninjin after 7 days of storage 

Control : Perforated polypropylene bag, storage in a dark place at 5℃ 

Current packaging : Perforated polypropylene bag, continuous storage 

at 25℃, under 24 hours light exposure 

MA Packaging: Non-perforated polypropylene bag (AURA PACKり．

continuous storage at 25℃ under 24 hours light exposure. 

(14) 

Table 1 L *a* b * value, chlorophyll content and gas concentration in shima-ninjin packaging after 7 days of storage 

Groups Control Current packaging MA packaging 

Packaging 
Perforated 

polypropylene bag 

Perforated 

polypropylene bag 

Non-perforated 

polypropylene bag 

(AURA PACKり

Storage temp 

Light exposure 

5℃ 25℃ 

＋ 

25℃ 

＋ 

L * 57.8 土 1.5 56.3 土 0.8 58.7 士 0.8

L沼*b*value a ＊ 5.4 土 0.6" -1.8 土 1.4b 6.2 土 0.9"

b* 42.3 士 2.4 39.2 士 03 44.5 士 2.4
- -

Chlorophyll content (mg/lOOgFW) 

Chi a 

Chi b 

Total Chi 

0.18士 0.02'

0.14 土 0.00'

0.32士 0.02'

0.89士 0.2Qb 0.15 士 0.01"

0.37 土 0.06" 0.15 士 0.01'

1.26士 Q.26b 0.30 土 0.01"
-----------------

Gas concetrationIN packaging (%) 
co, 0.1 士 0.03' 0.1 士 0.Ql"

20.0 土 0.0"

10.7 土 2.4b

9.3 士 1.2bo, 20.0 土 0.0'

Data are expressed as the mean士SD(n = 3). There is a significant difference between the different alphabets, as determined 
by the Tukey-Kramer test (p < 0.01). 

含量がControl区の約 4倍に増加したことから， 島ニン

ジンの緑化はChlの増加によるものであることが明らか

になった。一方， Control区と MA包装区はL*ぶb*値の

変化もChl含量の増加も 認められなかった。緑化が抑制

されたMA包装区の試験最終日の袋中ガス組成は， 02が

9. 3%, co命 10.7%であり，低0高co,状態になってい

た。

漑等植物におけるChl合成は，グルタミン酸を開始基

質とした15段階の酵素反応によって行われる叫 Chla 

合成の最終段階に関わるプロトクロロフィリド (Pchlide)

還元酵素には，光依存型 (LPOR;Light-dependent 

Pchlide oxidoreductase) と暗所作動型 (DPOR;Dark-

operative Pchlide oxidoreductase) の 2種類が存在し

ており， Pchlideを遠元して， Chla前駆体であるchlide

aの合成反応を触媒する。藻類から裸子植物まではLPOR

とDPORの両方を保持するが，被子植物は進化の過程で

DPORが失われているため暗所ではPchlide還元反応が

行われないII)。 したがって，もやしの葉のように11音所で

育てた被子植物の葉は黄色であるが，曝光すると葉緑体

分化が促進されてLPOR活性が上昇， Chl合成が充進し

て緑化が進む。一方，非光合成組織である根はLPOR活

性が低いことから，ダイコンやゴボウ，橙色のニンジン

などの主根部は，曝光してもChlは蓄積せず，緑化しな

い。島ニンジンにおいて，曝光するだけで主根部全体に

Chlが蓄積し，緑化が生じることは，非常に典味深い現

象である。島ニン ジンの主根部は，Chlを必要としない
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非光合成組織でありながら，菓や茎と同様，曝光によっ

てChi合成系の代謝が充進されていると雅察された。一

方，緑化が抑制されたM A包装区では包装内が低0高 CO,

状態になっていたことから， M A包装効果によって島二

ンジンが低呼吸状態になることで， Chi合成経路の代謝

も抑制されている可能性が示唆された。

4. 島ニンジンの食味の変化

7 B間の常温貯蔵後，緑化した現行包装区は，色と香

り，味，総合評価 のいずれも評価 が有意に低下した

(Fig. 4)。一方，緑化が抑えられたM A包装区は，食味

試験の全項目においてControl区と同程度の評価であり，

貯蔵中の食味変化は認められなかった。島ニンジンは緑

化すると食味が悪くなること，緑化を抑制すれば島ニン

ジンの食味は維持できることが明らかになった。

また，重量変化 と達観調査の結果のみではあるが，現

行包装区は重量が7.8%減少して萎びも強くなり，鮮度

の低下が認められた。 M A包装区は，重量減少が 1%未

満で萎びも無く，冷11音貯蔵したControl区と同程度の鮮

度が維持された。カビの発生と腐敗，発根はいずれの区

でも認められなかった。

本研究では， まず，棚もち中に発生する島ニンジンの
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緑化の原因は曝光であることを確認した。事業所などの

照度は， 日本工業規格の照明基準総則JIS7010Zによって，

作業内容や空間の用途に応じた推奨照度が定められてい

る12)。ZIS7010Zで設定されているスーパーマーケットの

照度基準は，店内全般が500lx, 店頭が750lx, 特別陳列

部が2,OOOlxである。実際の島ニンジンの販売現場にお

ける曝光条件はさまざまであるが，店内の照明によって，

少なくとも 1,OOOlx前後の照度で日中12時間程度は曝光

されていると予想される。本研究において，照度約1,000

lxでは，曝光開始24時間後には緑化の進行を確認できた

ことから，実際の店頭でも早ければ陳列後 2日目に島二

ンジンは緑化することが予想された。

島ニンジンの緑化は遮光あるいは低温下で抑制される

ことが明らかになったが，島ニンジンの販売形態は， 他

の土もの野菜と同様，常温の棚に陳列するのが一般的で

あり，商品を並べる陳列棚上に完全な遮光条件を作るこ

とも困難である。

本研究によって， MA包装袋に密封することで， 25℃,

24時間曝光条件下でも，島ニンジンの緑化を抑制し，冷

暗保存と同等の食味，鮮度を一定期間維持できることが

明らかになった。

島ニンジンの収穫時期にあたる12~3月の沖縄県の平
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Fig. 4 Sensory evaluation result of shima-ninjin after 7 days of storage 

A ; Color. B ; Flavor, C ; Taste. D ; Comprehensive evaluation 

Control : Perforated polypropylene bag. storage in a dark place at 5℃ • Current 

packaging : Perforated polypropylene bag, continuous storage at 25℃ • under 24 hours 

light exposure. MA Packaging: Non-perforated polypropylene bag (AURA PACK"'). 

continuous storage at 25℃ • under 24 hours light exposure. The vertical bars in the 

figure indicate SE. There is a significant difference between the different alphabets. as 

determined by the Tukey-Kramer test (p < 0.01). Three parameters (color. flavor. taste) 
of lhe shima-ninjin were evaluated by a panel of 5 men and women aged 20-50 on a 

scale of 1 to 4 (1 : unacceptable. 2 : possible. 3 : good. 4 : excellent). The comprehensive 

evaluation was defined as the average value of the other three parameters. 
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均気温は17~19℃，最高気温は22℃である 13)。島ニンジ

ンの店頭での販売形態は他の根菜類と同様に常温での陳

列がほとんどであるが，島ニンジンの販売環境は，本試

験の設定温度よりも概ね低いことが予想される。本研究

の結果は，現状の販売形態でも，包装を現行の有孔袋か

らMA包装袋による密封包装へ変更するだけで，棚もち

中に発生する島ニンジンの緑化を抑制できる可能性を示

唆するものと考える。緑化抑制メカニズムの詳細は不明

だが， MA包装では，青果物の呼吸作用による酸素の消

費と二酸化炭素の生成および包装フィルムのガス透過性

を利用して，包装内に低Q高co,という青果物の鮮度保

持に適したガス環境濃度を作り出す叫ニンジンは，雰

囲気中の酸素濃度が低下するに従って，ほぼ直線的に呼

吸量が減少することも報告されている叫本研究でも緑

化が抑制されたMA包装区では包装内が低0高CO,状態

になっていたことから， MA効果により島ニンジンが低

呼吸状態になることで緑化は抑制されていると推察され

る。 MA~装資材はガス透過量が異なるさまざまなタイ

プが開発されていることから，メーカーや袋の種類によ

って緑化抑制効果に違いが生じることも予想される。緑

化抑制のメカニズム解明と合わせて，より適切な包装資

材，絋装条件の検討も今後の課題である。

要約

棚もち中に発生する島ニンジンの緑化は，曝光が原因

であり，遮光あるいは低温下で抑制されることが明らか

になった。 MA包装による島ニンジンの緑化防止効果を

検討した結果，島ニンジンは，有孔のOPP袋に包装す

ると，常温で曝光開始後24時間では緑化の進行が確認さ

れるが， MA包装すれば緑化を抑制可能であることが明

らかになった。島ニンジンは緑化することで味も香りも

低下するが， MA包装で緑化防止することで，冷暗貯蔵

した島ニンジンと同程度に味も香りも維持できることが

明らかになった。
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