
  
  ブロッコリー流通時の鮮度保持に関する基礎的研究

  誌名 福岡県農業総合試験場特別報告 = Special bulletin of the Fukuoka Agricultural Research
Center

ISSN 0913509X
著者名 池田,浩暢
発行元 福岡県農業総合試験場
巻/号 28号
掲載ページ p. 1-77
発行年月 2008年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



ブロッコリー流通時の

鮮度保持に関する基礎的研究
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序

近年、野菜に対する消費者ニーズは量より質へと変化し、安全性や鮮度等へ

の関心は一段と高まっている。また、生鮮野菜の輸入量が増大し、国内外の産

地間競争が激化する中で、本県産品を有利に販売するためには、これまで以上

に高品質な野菜の生産技術や鮮度保持技術の確立が求められている。

本研究は、県単課題「野菜の鮮度保持のための新技術開発 (1993"-' 1994)-J 

および国庫助成課題「環境保全型流通資材を用いた遠隔地野菜のプレ ・ポスト

ハーベスト一貫品質保持技術 (1995"-' 1997) Jの中で、ブロッコリーについ

て収穫時から庖頭販売に至るまでの鮮度保持研究を取りまとめたものである。

現在、ブロッコリーはポリエチレンフィルムを内装した段ボール容器に横詰め

して出荷されているが、この技術は本研究から得られた成果である。

本研究は、流通中の鮮度保持技術について様々な要因から検討したものであ

り、得られた成果はフロッコリーだけでなく他の青果物でも参考になることが多

いと考えられるため、ここに特別報告として公表することとした。皆様に広く

ご活用いただければ幸いである。

なお、本研究の遂行にあたり、御指導、御協力を頂いた関係各位に感謝の意

を表する。

平成 20年 3月

福岡県農業総合試験場長

豆塚茂実
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第 1章序論

野菜は青果物の中でも品質低下が早く，単位重量当たりの価格が安いことから，以前

は消費地から輸送に時間やコストを要しない近郊流通がほとんどであった.しかし，道

路や交通網の整備，冷蔵トラックの普及，鮮度保持技術の進歩などによって，近年では

圏内において野菜の広域流通が盛んに行われている.

このような情勢に加えて，鮮度や機能性，価格など食に対する消費者ニーズの多様化

や安定供給を求める量販店の伸長によって，生鮮野菜の輸入が急増している.その輸入

量は平成 17年には 100万トンを超え，野菜自給率は初めて 80%未満に低下した(農

林水産省「食糧需給表J 2005) .輸入量の増加に伴って，多くの野菜では同じ品目を

生産する国内産地に大きな影響を及ぼし カボチャでは端境期の出荷を担っていた宮崎

県や沖縄県において，アスパラガスでは国内産地全般において 作付面積や生産量は大

幅に減少した(藤島 1997) .これらの事例とは逆に，ブロッコリーは輸入によって国

内での生産が喚起された数少ない野菜の 1つである.福岡県の作付面積および生産量は，

輸入が開始された 1985年の 156ha，1790 tから 1994年には 325ha，4410 tと大幅

に増加した.しかしながら，大規模な輸入が開始された 1994年以降は「定量・低価格

・定品質」を誇る輸入ブロッコリーに押され，作付面積および生産量ともほぼ横ばいで

推移している(農林水産省「植物検疫統計J 2005，福岡県食料・農業・農村の動向

2005) . 

一方，農林漁業金融公庫の食品表示に関するアンケート調査 (2002年)では，全体

の 8割の人は割高でも国産野菜を購入すると回答している.また 農林水産省の食料

品消費モニター調査 (2003年)では r野菜を購入する際の注意点」として約 9割が「鮮

度Jと回答している.さらに 全国農業協同組合連合会の「食のフォーラム」参加者ア

ンケート (2006年)では， r国産農産物に望むこと」は「鮮度」と回答した人が最も多

くなっている .以前は，輸入フロッコリーの大部分が収穫から庖頭に並ぶまで数週間を

要する米国産であったため(農林水産省「植物検疫統計J 2005) ，国内産との鮮度の

差は明らかであった(野垣ら 1995). しかし，最近では収穫から 1週間程度しか要し

ない中国産が増加している上に，輸送や栽培技術の進歩によって圏内産との鮮度の差は

急激に縮小している.そこで，消費者や量販庖からの多様なニーズに対応しつつ，国内

外との産地問競争に打ち勝つためには，福岡県産ブロッコリーの鮮度を消費者や量販庖

にアピールするとともに，輸送中の品質低下をさらに軽減できる鮮度保持技術が求めら

れている.

一般的に，野菜は収穫後も呼吸作用や蒸散作用などの生理代謝作用を続けており，流

通中に成分含量の減少や変色などの鮮度低下が起こる.野菜の鮮度を保つためには，そ

の原因である生理代謝作用，特に呼吸作用を抑制することが不可欠である.収穫後の野

菜の呼吸作用は，温度，ガス環境，輸送振動および保存姿勢などによって左右されるが，

中でも温度による影響が最も大きい.このため，低温処理は野菜の鮮度保持に最も効果

的な方法として，産地での予冷や輸送中の保冷など流通中の様々な場面で利用されてい

る.しかし，流通中は多くの段階を経るため，固定施設のような正確な低温制御が難し
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く，消費者に届くまで常に低温に保つことは困難である.

低温以外に野菜の呼吸作用を効果的に抑制する方法として，ガス環境の制御がある.

すなわち，野菜の周囲(以下，雰囲気とする)の酸素濃度を低く，二酸化炭素濃度を高

く保つことであり，具体的には CA貯蔵 CControlledAtmosphere Storage)や MA包

装 CModifiedAtmosphere Packaging)である. CA貯蔵は，気密性の高い低温貯蔵庫

に制御したガスを導入する方法であるが，コストがかかるためにリンゴやニンニクなど

一部の品目でしか利用されていない.一方， MA包装は，野菜をフラスチックフィルム

などで密封包装し，野菜の呼吸作用とフィルム等のガス透過性を利用して雰囲気のガス

環境を低酸素・高二酸化炭素状態に保つ方法である. MA包装を実用化する方法は主に

二つあり，一つはプラスチックフィルムで，もう →つは出荷容器で野菜を包装するもの

である.前者を利用した技術については，これまで多くの研究(樽谷 1960，石井・

大久保 1984，輿座ら 1992)がなされており，低コストで簡易な方法として葉ネギ

などで実用化されている.後者を利用した技術については，葉ネギやアスパラガスなど

で発泡スチロール容器による出荷が行われている.しかし，いずれの方法においても，

呼吸作用は流通中の温度変化や輸送振動など不安定な要因の影響を受けやすく，雰囲気

のガス環境を厳密にコントロールすることは困難である.このため，葉ネギ(茨木ら

1995)やプロッコリー(永井ら 1999，輿座ら 1992)では，雰囲気のガス環境が過

度の低酸素 ・高二酸化炭素状態となり，異臭が発生して鮮度が低下することが報告され

ている.また，発泡スチロール容器はガスバリアー性に優れるため，葉ネギやアスパラ

ガスなどで利用されているが，段ボール容器に比べてコストが高く，ブロッコリーのよ

うに国内外産地との競争が激しい野菜では導入しづらい.最近では，段ボール容器にポ

リエチレンフィルムを積層してガスバリアー性を高めた，いわゆる機能性段ボール容器

CFig. 4'5)が開発され，研究が進められている(川合ら 1994，内野ら 1996).こ

の容器は，内フラッフと外フラッフの折り返し部分に空隙が生じやすく，外フラップは

H字貼り CFig. 4-1)する必要がある.しかし， H字貼りは作業性が著しく低下するた

め，現在ではほとんど実用化されていない.

青果物は，流通中に様々な振動や衝撃を受けると，ミカン(中馬ら 1967)やナシ

(中村ら 1976b)では物理的損傷が発生し，鮮度が低下することが報告されている .

また，イチゴ (Kojima et a1. 1999，多々良ら 1999)では，物理的損傷が発生しな

い場合でも呼吸作用の上昇など生理的損傷が発生し，アスコルビン酸含量など低下する

ことが知られている.輸送手段としては，航空機，船およびトラックなどあるが，コス

トや利便性の面から多くの野菜はトラックで輸送されている.しかし，福岡県のように

大消費地である京浜・阪神地域から遠隔地にある産地では， トラックで輸送すると振動

による影響が長時間に及ぶため，野菜の鮮度低下が懸念される.

さらに，流通中にアスパラガス(阿部 1985) ，ホウレンソウ(武田ら 1983)およ

びシュンギク(漆崎ら 1985， 1986)などを水平方向(以下，横詰めと略す:Fig. 6-1) 

に保存すると，外的には背地性や趨光性による屈曲が，内的には老化ホルモンであるエ

チレン生成量の増加やそれに伴う鮮度低下が起こる.このため，野菜を垂直方向(以下，

縦詰めと略す:Fig. 2-1) に保存することが一般的となっており，フロッコリーにおい

ても花菅部を上にして出荷されてきた.しかし，ブロッコリーを段ボール容器等に縦詰
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めにする作業は時間と熟練を要するために，省力化や規模拡大の妨げとなっている.ま

た，縦詰めにする際に，出荷容器や隣接するブロッコリーと接触して花膏部が損傷する

ため，鮮度が低下しやすい.

そこで，本研究では収穫後のブロッコリーを対象として 長距離輸送や省力化に対応

した鮮度保持技術の確立を目指した.すなわち，収穫時期ごとにブロッコリーの品質や

鮮度変化を検討した.また，雰囲気ガス条件がブロッコリーの呼吸速度や鮮度に及ぼす

影響を把握し，ブロッコリーに適した MA条件を明らかにするとともに， MA包装を実

用化できる出荷容器を検討した.さらに，長距離輸送の観点から輸送振動がブロッコリ

ーの呼吸速度や鮮度に及ぼす影響を把握するとともに，省力化の観点から保存姿勢がブ

ロッコリーの鮮度に及ぼす影響を検討した.

本論文は次のよう立構成とした.

第 2章では，収穫時期がブロッコリーの品質や鮮度保持に及ぼす影響について追究

した.野菜の品質や鮮度保持に影響を及ぼす栽培条件としては，品種や系統などの遺伝

的因子(矢野ら 1986) や水分や肥料管理などの栽培技術(渡遺ら 1987，図師ら

1998) が挙げられる.また，収穫時期によっても影響を受けることが，ホウレンソウ

(日坂ら 1989)や葉ネギ(茨木ら 1997b) で報告されている.ブロッコリーでは，

これまで遺伝的因子(松本ら 1995) や栽培技術(日置ら 1997) が品質に及ぼす影

響は検討されているが，収穫時期と品質や鮮度保持との関係は報告されていない.そこ

で，収穫時期別の呼吸速度や成分含量を測定するとともに，品質や鮮度保持との関係を

明らかにした.

第 3章では， MA条件がブロッコリーの鮮度保持に及ぼす影響について追究した.

これまでブロッコリーの MA包装に関する報告は多く示されているが，そのほとんど

は低温条件下のものである (Forneyet a1. 1989， Lipton et a1. 1974， Makhlouf et 

a1. 1989， Wang 1979，山下ら 1993a) .しかし，ブロッコリーでは低温流通が整

備されていないため，これらの報告に示された方法では酸素濃度が過度に低下して無気

呼吸をする恐れがある.そこで，濃度組成が既知のガス環境を作り出し，雰囲気ガス環

境がブロッコリーの呼吸速度，成分含量および鮮度に及ぼす影響を検討することで，ブ

ロッコリーの MA包装に適する酸素および二酸化炭素濃度を明らかにした.

第 4章では，出荷容器の特性を把握するとともに，ブロッコリーの MA包装に適し

た出荷容器について追究した. MA包装に適した出荷容器としては，発泡スチロール容

器やポリエチレン袋を内装した段ボール容器(池田ら 2002c) ，機能性段ボール容器

(川合ら 1994，内野ら 1996，輿座ら 1993) があるが 発泡スチロール容器では

コスト高となること，ポリエチレンフィルム袋内装段ボール容器や機能性段ボールでは

作業性が低下することなどの問題点がある.そこで，段ボール容器の内フラップと外フ

ラップの接触面にポリ塩化ビニリデンフィルムを張り合わた容器を開発し，容器内のガ

ス濃度組成について検討した.また，この改良段ボールを含めて数種類の出荷容器がブ

ロッコリーの成分含量や鮮度に及ぼす影響を検討し，ブロッコリーの MA包装に適し

た出荷容器を明らかにした.

第 5章では，輸送振動がブロッコリーの鮮度に及ぼす影響について追究した.これ

まで，振動や衝撃が青果物の鮮度に及ぼす影響については物理的損傷を伴う衝撃 (Eaks
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1961，増田ら 1988) ，物理的損傷が発生しない定常振動(小島ら 1997，中村ら

1976a， 1977， 1986b)および時間を短縮して再現した輸送振動(岩元ら 1977， 1978， 

1980) について報告されているが，実際のトラック輸送中に発生する振動を測定し，

これを等価に再現させて野菜の鮮度への影響を検討した例は少ない.また，これらの報

告がなされた当時に比べ， トラックの改良や道路状況の整備によって，発生する振動が

小さくなっていることが予想される.そこで， トラック輸送中に発生する振動を測定す

るとともに，その振動を実験室で再現させてブロッコリーに与えた場合と，実際にブロ

ッコリーをトラックで輸送した場合について，輸送振動がフロッコリーの呼吸速度，成

分含量および鮮度に及ぼす影響を明らかにした.

第 6章では，保存姿勢および輸送振動がブロッコリーの鮮度に及ぼす影響について

追究した.スイートコーン(武田ら 1983)，シュンギク(漆崎ら 1986) ，リンゴ(漆

崎ら 1985) およびアスパラガス(阿部 1985) などでは，収穫時の状態(縦詰め)

で流通させる方が鮮度保持期間を延長できると報告しており，このため野菜の出荷形態

は縦詰めが一般的となっている(大久保ら 1998) .しかし，シュンギクやブロッコリ

ーでは保存姿勢の違いによる呼吸速度の差はないと報告されており(漬中ら 1999) ， 

全ての野菜において，縦詰めが横詰めより鮮度が保持できるわけではないと考えられる.

また，保存姿勢に関する報告のほとんどは静置状態のものであり，保存姿勢および輸送

振動と野菜の鮮度保持の関係についてはこれまで明らかにされていない.さらに，横詰

めにして出荷する場合，上下 2段に詰めるため上段では箱内で不規則に動く現象や，下

段では上段のブロッコリーによる物理的損傷などが発生し，縦詰めにした場合に比べて

輸送振動による影響が懸念される.そこで，ブロッコリーを横詰めにし，静置した場合

と輸送振動を与えた場合について，呼吸速度，成分含量および鮮度に及ぼす影響を明ら

かにした.

第 7章では，第 2章から第 6章までの総括を述べ，ブロッコリーの鮮度保持方法に

ついて考察した.
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第 2章 収穫時期がプロッコリーの呼吸速度，成分含量および

鮮度に及ぼす影響

第 1節緒言

野菜の品質や鮮度保持期間に影響を及ぼす栽培条件としては，品種や系統などの遺伝

的因子，水分や肥料管理などの栽培技術および気温や収穫時期などの栽培環境が挙げら

れる.遺伝的因子としては，ブロッコリー(松本ら 1995)やキャベツ(矢野ら 1986) 

では，同じ時期に収穫した場合でも品種によって呼吸速度や成分含量が異なることが報

告されている.また 栽培技術として トマト(渡遺ら 1987，図師ら 1998)では，

潅水量を制限すると糖含量やアスコルビン酸含量が増加し，鮮度保持期間が延びること

が，アスパラガス(山県ら 1989) では，施肥量を通常の 2倍与えると呼吸速度やエ

チレン生成量が低く 鮮度低下が抑制されることが示されている.栽培環境として，ホ

ウレ ンソウ(日坂ら 1989) では，冬期収穫したものでは夏期収穫したものに比べて

糖含量やアスコルビン酸含量だけでなく呼吸速度も高くなることが，キャベツ(矢野ら

1981)では，冬期収穫のものでは他の時期に収穫したものに比べて糖含量が高くな

ることが報告されている.しかし，収穫時期によって成分含量や呼吸速度が異なるにも

かかわらず，鮮度保持期間との関係を検討した研究例は，葉ネギで報告されているにす

ぎない(茨木ら 1997b) . 

そこで，本章ではブロッコリーについて収穫時期別の呼吸速度や全糖含量，アスコル

ビン酸含量など成分含量を測定するとともに 鮮度保持期間との関係を検討した.

第 2節材料および方法

1 .収穫時期がプロッコリーの呼吸速度に及ぼす影響

1995年 11月 20日(秋期)， 1996年 1月 30日(冬期)および 4月 15日(春期)

に，福岡県二丈町で収穫したブロッコリー (Brassicaoleracea var. italica，サイズ:

2L)を供試した.品種は，秋期，冬期および春期それぞれエルデ，グリーンハットお

よびグリーンビューティーであった.花普先端部からの長さを 15cmに調製した後 9

株ずつを慣行の普通段ボール容器 (Fig.2-1)に縦詰めし (Fig.2-2)，福岡県農業総合

試験場(福岡県筑紫野市，以下，試験場と略す)に搬入した.

ブロッコリー 3株を内容積 14.100mlのアクリル樹脂製チャンバーに入れ，内径が 3

mmのガラス製パイプおよび 4 m mのアクリル樹脂製パイプ(内容積;約 5ml)でエ

アポンプ(テクノ高槻社製;Spp -3EBS，流量 7，500ml' min-1) と連結させた (Fig.

2-3)， 0 ""' 40 'cに設定した恒温庫内に一夜放置し，ブロッコリーの品温を安定させた.

測定時は，エアポンプをアクリル樹脂製パイプで連結させ，チャンパー内の空気を密閉

式で循環させた 1時間ごとにチャンバー内のガスを採取し，ガスクロマトグラフ(島

F
h
u
 



津製作所製;GC - 8A，検出器;TCD，カラム;ポラパック Nおよびモレキュラーシ

ーブ，カラム温度;80 'C，キャリアガス;ヘリウム)を用いて，二酸化炭素および酸

素濃度を測定した.単位時間当たりに変化するこれらのガス濃度から呼吸速度(二酸化

炭素排出速度)を算出した.また，測定後直ちにブロッコリーの葉茎部に温度計(安立

計器社製;AP - 210) の針状センサーを差し込み，品温を測定した.雰囲気ガスをエ

アポンプに導入するまでのガラス製およびアクリル樹脂製パイプの内容積(約 5 mI) 

は，計算上無視した.

Fig. 2-1 Cardboard shipping container. 

Fig. 2-2 Position of broccoli in a cardboard shipping container. 
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Fig. 2-3 Closed system of measuring the respiration rate of broccoli. 

2.収穫時期がプロッコリーの成分含量および鮮度に及ぼす影響

1995年 10月 31日(秋期)， 1996年 1月 25日(冬期)および 4月 8日(春期)に，

福岡県二丈町で収穫したブロッコリーを供試した.品種は，秋期，冬期および春期それ

ぞれエルデ，グリーンハットおよびグリーンビューティーであった 9株ずつを厚さ

0.02 m mの低密度ポリエチレンフィルム袋を内装した普通段ボール容器(以下， PE内

装段ボール容器と略す;Fig. 2・4) に縦詰めした後，上部をハンカチ折り込み包装 (Fig.

2・5)した.これを試験場に搬入し，室温および 15"cの恒温庫内に静置した.以後 1日

おきに容器内の酸素および二酸化炭素濃度を TCDガスクロマトグラフで測定した後，

各 1箱を開封した.還元型アスコルビン酸含量 (以下，アスコルビン酸含量 と略す)， 

全糖含量，総クロロフィル含量を測定した.各成分分析には 1試験区当たり 8反復

行った.保存中の平均室温は，秋期で 17.3"C，冬期で 4.5"C，春期で 9.0"cであった.

1 )アスコルビン酸含量の測定

ブロッコリーの花蓄を先端から約 3mm切り出し， このうち 3'" 5 gを測定に用い

た.アスコルビン酸の測定は，須田ら(1995) の方法に準じて行った.すなわち，花

蓄に 5%メタりん酸を加え磨砕抽出し，遠心分離後 (3，000 rpm， 10 min，室温)得

られた上澄を，さらに東洋漉紙 No.5Bでろ過し 試料溶液とした. 25 mlに定容した

後 0.5mlを採り，これに pH7.0の 0.2M リン酸緩衝液 5ml， 1 mg.ml"lペルオキ

シダーゼ(ワサビ由来;和光純薬工業製) 0.2 ml， 50 m M過酸化水素水 0.02mlを加

えて振と うした. 37 "cの恒温水槽内漕で 20分間保持した後， 265 nmの波長で吸光度

を測定した.過酸化水素水を加えないものを対照として，吸光度の差を求めた.既知濃

度の標準アスコルビン酸を同様に処理した場合の吸光度から検量線を作製し，アスコル

ビン酸含量を算出した.

ヴ
d



Fig.2・4 Cardboard shipping container inner packed polyethylene bag. 

Fig.2・5 Package inserted polyethelene bag. 
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2)全槍含量の測定

アスコルビン酸含量と同様に花蓄の先端部分 3"-'5gを用いた.これを 80%エタ

ノールで 100'cで 10分間処理し，精を抽出した. 100 mlに定容後，抽出液の最終濃

度が O.lNとなるように塩酸を加え，沸騰水中で 20分間加水分解し，還元糖液を得た.

水酸化ナトリウムで中和した後，ソモギ・ネルソン法 (Somogyi 1952， Paleg 1959) 

により測定した.

3)総クロロフィル含量の測定

全糖の抽出時に得られたエタノール溶液を試料溶液とし，輿座ら(1993)の方法に従

って定量した.すなわち，東洋浦紙 No.2でろ過した後 100 mlに定容し 750， 665 

及び 649nmの波長で吸光度を測定し 総クロロフィル含量を算出した.

第 3節結果

1.収穫時期および品温がプロッコリーの呼吸速度に及ぼす影響

収穫時期別のブロッコリーの品温と呼吸速度の関係を Fig. 2・6に示した.品温が 10

℃以下では，収穫時期が呼吸速度に及ぼす影響はほとんど認められなかった.しかし，

品温が 10'c以上になると収穫時期による差が認められ，品温が高くなるほどその差は

大きくなった.同じ品温であれば，ブロッコリーの呼吸速度は秋期収穫のもので最も低

く，春期収穫のものは秋期収穫のものよりやや高く，冬期収穫のもので最も高くなった.

収穫時期別のブ口ッコリーの品温と呼吸速度の近似式を Table2-1に示した.本研究

において測定した品温域では，いずれの時期に収穫したプロッコリーでも品温と呼吸速

度の関係は二次式で近似することができ，相関係数は 0.989"-' 0.996と高くなった.

2.収穫時期がプロッコリーの成分含量および鮮度に及ぼす影響

1 )室温に保存した場合の品質変化

収穫時期別の出荷容器内の酸素濃度および二酸化炭素濃度の経時変化を Table. 2-2 

に示した.出荷容器内のガス濃度は 秋期収穫のもので最も低酸素・高二酸化炭素状態

となり，酸素濃度は 7.8"-' 10.7 % 二酸化炭素濃度は 7.6"-' 10.2 %であった.これ

は，秋期収穫のものでは冬期収穫や春期収穫のものに比べて室温が高く推移したことで，

呼吸速度が高かったためと考えられる.また，冬期収穫のもので最も高酸素・低二酸化

炭素状態となり，酸素濃度は 14.0"-' 15.2 %， 二酸化炭素濃度は 4.9"-' 7.0 %であっ

た.これは，冬期収穫のものでは秋期収穫や春期収穫のものに比べて室温が低く推移し

たことで，呼吸速度が抑制されたためと考えられる.開箱時の異臭は，出荷容器内の酸

素濃度が最も低 く推移した秋期収穫のものにおいても，保存 8 日後まで認められなか

った.
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Fig. 2-6 Relation between temperature of broccoli and respiration rate. 

• : harvested in winter (January， 96). 

ム:harvested in spring (April， 96). ・:harvested in autumn (November， 95). 

Lines are quadratic equation with temperature and respiration rate 

(see table 2-1). 

Table 2・1 Regression equation (Y=a+b*T+c*T2
) between 

temperature of brocco1i (T) and respiration rate (y) 

Season a b C R 

Autumn 34.569 1.214 0.385 0.989 

Winter 28.254 3.995 0.665 0.990 

Spring 36.152 1.421 0.482 0.996 
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Table 2-2 Changes of harvest season in broccoli on carbon dioxide and oxygen 

concentrations (%) in film bag stored at room temperature and 15 'c 

Room Temperature 15 'c 

Harvest 

gas Days in storage Days in storage 

Season 

2 4 6 8 2 4 6 8 

Autumn C02 7.6 8.6 10.2 8.0 4.7 6.1 4.1 4.7 

02 10.7 9.1 7.8 9.5 12.1 10.8 12.9 13.2 

Winter C02 5.8 7.0 6.4 4.9 15.2 16.4 14.3 12.7 

02 15.0 14.0 14.8 15.2 5.4 4.5 5.7 6.5 

Spring C02 7.5 5.8 6.2 6.5 8.5 9.0 9.5 9.0 

02 10.9 12.3 12.1 11.6 8.9 8.6 8.4 7.2 

Mean of room temperature for 8 days in autumn was 17.3 'C， in winter was 

4.5 'C， in spring was 9.0 'C. 

収穫時期がアスコルビ ン酸含量に及ぼす影響を Fig. 2-7に示した.アスコルビン酸

含量は，いずれの収穫時期においても時間の経過とともに減少した.特に，秋期収穫の

ものでは 2日後から 春期のものでは 6日後から急激に減少し 8日後にはそれぞれ

試験開始時の 5%， 40 %となった.一方，冬期収穫のものでは，その減少割合は他の

時期に収穫したものに比べて緩やかで 8日後においても試験開始時の 67%を保持し

ていた.

収穫時期が全糖含量に及ぼす影響を Fig. 2-8に示 した.試験開始時の全糖含量は，

秋期収穫や春期収穫のものではそれぞれ1.0，1.2 %であったが，冬期収穫のものでは 2.2

%と他の時期に収穫したものに比べて約 1%も高い値を示 した.全糖含量は，いずれ

の収穫時期においても時間の経過とともに減少した.特に，秋期収穫のものでは 2 日

後か ら急激に減少し 8日後には試験開始時の 18%となった. 一方，春期収穫や冬期

収穫のものではその減少割合は秋期収穫したものに比べて緩やかで 8日後において

もそれぞれ試験開始時の 64，83 %を保持していた.

収穫時期が総クロロフィル含量に及ぼす影響を Fig. 2・9に示 した.総クロロフィル

含量は，秋期収穫のものでは 2 日後から， 春期収穫のものでは 6 日後かち減少し 8

日後にはそれぞれ試験開始時の 12%， 70 %とな った. 一方，冬期収穫のものではその

減少割合は他の時期に収穫したものに比べて緩やかで 8日後においても試験開始時

の 90%以上を保持していた.

これ らの ことか ら 室温に保存 した場合 秋期収穫のものでは保存 2 日後からアス

コルビ ン酸含量，全糖含量およ び総ク ロロ フィル含量は減少し 8日後における成分
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broccoli during storage at room temperature. 

田 oday. ~ 2 days in storage. 口 4days in storage. 

国 6days in storage. 図 8days in storage. 

Vertical bars in graph show standard deviation (n=8). 

含量は他の時期に収穫したものに比べて最も低くなった.春期収穫のものでは，成分含

量は秋期収穫のものより保持されたが，冬期収穫のものより減少した.冬期収穫のもの

では，全糖含量やアスコルビン酸含量は時間の経過とともに徐々に減少したが，総クロ

ロフィル含量は 8日後まで試験開始時の含量を保持していた.

Fig. 2・7

2) 15 'cに保存した場合の品質変化

収穫時期別の出荷容器内の酸素濃度および二酸化炭素濃度の経時変化を Table.

に示した.出荷容器内のガス濃度は，室温に保存した場合とは逆の傾向が認められた.

すなわち，冬期収穫のもので最も低酸素・高二酸化炭素状態となり，酸素濃度は 4.5

6.5 %，二酸化炭素濃度は 13.7'"'-' 16.4 %であった.また，秋期収穫のもので最も高

酸素・低二酸化炭素状態となり，酸素濃度は 10.8'"'-'.13.2 %，二酸化炭素濃度は 4.1'"'-' 

6.1 %であった.これは，冬期収穫のものでは収穫時の気温と保存温度である 15'cと

の温度差が最も大きくなったために，収穫時に比べて呼吸速度が急激に上昇し，酸素の

消費および二酸化炭素の蓄積が他の時期のものより大きくなったためと考えられる .開

2-2 
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¥ 

箱時の異臭は，出荷容器内の酸素濃度が最も低く推移した冬期収穫のものにおいても，

8日後まで認められなかった.

収穫時期がアスコルビン酸含量に及ぼす影響を Fig. 2-10に示した.アスコルビン酸

含量は，秋期収穫のものでは室温に保存した場合とほぼ同様に推移し 8 日後には試

験開始時の 11%となった.一方，春期収穫や冬期収穫のものでは室温に保存した場合

よりも急激に減少し 8日後にはそれぞれ試験開始時の 8%， 25 %となった.

収穫時期が全糖含量に及ぼす影響を Fig. 2-11に示した.全糖含量は，秋期収穫のも

のでは室温に保存した場合よりも緩やかに減少し， 8日後には試験開始時の 40%とな

った.一方，春期収穫や冬期収穫のものでは室温に保存した場合よりも急激に減少し，

8日後にはそれぞれ試験開始時の 12%， 68 %となった.

収穫時期が総クロロフィル含量に及ぼす影響を Fig.2-12に示した.総クロロフィル

含量は，秋期収穫のものでは室温に保存した場合よりも緩やかに減少し 8日後には

試験開始時の 20%となった.一方，春期収穫や冬期収穫のものでは，室温に保存した

場合よりも急激に減少し 8日後にはそれぞれ試験開始時の 10%， 76 %まで減少し

た.
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of broccoli during storage at room temperature. 

これらのことから， 15 "cに保存した場合，春期収穫のものでは保存 2 日後からアス

コルビン酸含量，全糖含量および総クロロフィル含量は減少し 8日後における成分

含量は他の時期に収穫したものに比べて最も低くなった.秋期収穫のものでは，

ルピン酸含量など成分含量は春期収穫のものより保持されたが，冬期収穫のものより減

冬期収穫のものでは，成分含量は時間の経過とともに徐々に減少したが，

アスコ

Symbols are the same as shown in Fig. 2-7. 

Vertical bars in graph show standard deviation (n=8). 

その少した.

含量は試験期間を通じて他の時期に収穫したものより高く推移した.

察考第 4節

収穫時期と青果物の成分含量の関係については，ホウレンソウ(日坂 1992) やト

マト(篠原ら 1982) では，収穫時期によって全糖，アスコルビン酸およびクロロフ

ィル含量が変動すると報告されている.本研究においても，ブロッコリーの全糖含量は，
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Fig. 2・ 10

秋期および春期収穫のものでは1.0%， 1.2 %であったが，冬期収穫のものでは 2.2% 

と他の時期に比べて約 2倍であった.イチゴ(曽根ら 1999)やナス(阿部ら

などでは，品種によって成分含量は変動することが報告されているが，ブロッコリーで

は収穫時期が同じであれば品種による全糖含量の差は最大 10%程度であると示してい

(松本ら 1995) .このため，ブロッコリーにおいても，収穫時期によって全糖含量

は変動することが明らかになった.これに対し，アスコルビン酸含量やクロロフィル含

量については，収穫時期による変動はほとんど認められなかった.同様の傾向はチンゲ

ンサイ(池羽ら 2005) でも認められており，同じ青果物でも成分の種類によって収

穫時期の影響が異なると考えられた.

青果物の呼吸速度と品温の関係については，これまでアレニウスの式 (Songet al 

1992) や指数関数 (Beaudryet al 1992)，二次式(茨木ら 1995) などで表すこと

ができると報告されている.しかし，葉ネギ(茨木 1995) において，流通過程で想

定される o'"'"' 35 'cの温度域では二次式で最も相関が高くなり，アレニウスの式や指数

関数では二次式に表した場合に比べて相関は低いことを示している.このため，本研究

におい、てもブロッコリーの呼吸速度と品温の関係を二次式で表したところ，高い相関が

1998) 

る

-15・

得られた.



2.5 

2.0 

1.0 

0.5 

1.5 

〈

4
5
.』
出
2
3
同
、
M
W
)
4
z
。
“

E
S
匂
』
句
匂
目
白
。

-
S
E
-
。

a--』

cト 0.0 

Spring Winter 

Harvest season 

Autumn 

Effects of harvest season on total soluble sugar 

content of broccoli during storage at 15 'C. 

Symbols are the same as shown in Fig. 2-7. 

Vertical bars in graph show standard deviation(n=8). 

得られた近似式をもとに，まず収穫時における収穫時期別のブロッコリーの呼吸速度

を推測した.収穫前 1週間の平均気温は，秋期で 11.4'C，冬期で 3.4'C，春期で 9.0

℃であった.収穫時のブロッコリーの品温が気温とほぼ同じであると仮定すると，収穫

時期別の呼吸速度は，秋期収穫では 98.5mg C02-kg"lhr"1 ，冬期収穫では 49.5mg C02 

・kglhr"1，春期収穫では 66.3mg C02・kg"lhr"1となり，秋期収穫の呼吸速度は，冬期収

穫の約 2.0倍であると考えられる.次に，同じ品温における収穫時期別のブロッコリ

ーの呼吸速度を推測した.同じ品温におけるフロッコリーの呼吸速度は，収穫時とは逆

に冬期収穫のもので最も高く，秋期収穫のもので最も低くなった.品温が 15'cの場合

収穫時期別の呼吸速度は冬期収穫では 237.8mg C02・kg"lhr"l，秋期収穫では 139.5mg 

C02・kg"lhr"1 となり，冬期収穫の呼吸速度は秋期収穫に比べ約1.7倍であうた.また，

品温が 30'cの場合，冬期収穫では 746.7mg C02 -kg"lhrl ，秋期収穫では 417.7mg C02 

-kg"lhr"1となり，冬期収穫は秋期収穫の約1.8倍であった.したがって，収穫時期がブ

ロッコリーの呼吸速度に及ぼす影響は，品温が高くなるほど大きくなることが明らかに

Fig. 2・ 11

. 16・

なった.
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of broccoli during storage at 15 "C. 

Symbols are the same as shown in Fig. 2-7. 

Vertical bars in graph show standard deviation (n=8). 

このように，品温が同じでも収穫時期によって呼吸速度が異なることは，葉ネギ(茨

木ら 1995) やホウレンソウ(日坂 1992) で報告されている.これには，品温変動

が影響していると考えられる.キュウリやナス(森ら 1983) などでは，品温が上昇

すると呼吸速度は一時的に過上昇状態となり，品温変動が大きいほど呼吸速度の上昇程

度は大きくなるとともに，過上昇状態から安定状態に達するまで長時間を要すると報告

している.また，品温が低下する場合では呼吸速度は速やかに低下し，上昇時のような

特異的な現象は認められないとしている.このため，品温上昇は品温降下に比べて，野

菜の生理活性に及ぼす影響が大きいと考えられる.したがって，測定温度が高くなるほ

ど，冬期収穫のブロッコリーでは秋期収穫や春期収穫のものよりも生育時との品温変動

が大きくなるため，収穫時期による呼吸速度の差が大きくなったと考えられる.一方，

測定温度が低い場合では，品温降下が呼吸速度に及ぼす影響は小さいため，収穫時期に

よる差は小さかったと考えられる.また，収穫時期が同じでも品種によって呼吸速度が

異なることがブロッコリーで報告されている(松本ら 1995). このため，同じ品種を

収穫時期毎に供試することが望ましいが 1品種の収穫可能期間は 2 ...... 4週間程度と

-17・



短いため，年間を通じて同じ品種を用いることは困難である.これらのことから，ブロ

ッコリーでは品温変動や品種によって，収穫時期別の呼吸速度が異なると考えられる.

野菜の鮮度保持に影響を及ぼす要因の一つに，呼吸速度が挙げられる.呼吸速度と青

果物の鮮度保持の関係については， Kader (1987) は，呼吸速度が高い青果物ほど腐

敗しやすいと報告している.日坂(1989) は，ホウレンソウにおいて栽培方法の違い

から生じる呼吸速度の大小によって，貯蔵性は影響を受けると示している.茨木ら

(1997b) や Brashら(1995) は，葉ネギやアスパラガスにおいて，呼吸速度が高い

ほど鮮度保持期間は短いことを報告している.本研究において，プロッコリーの呼吸速

度は収穫時期によって異なり，それぞれの収穫時の温度であれは秋期収穫で最も高く，

冬期収穫で最も低くなった.これに対し，同じ温度であれは冬期収穫が最も高く，秋期

収穫で最も低くなった.しかし，プロッコリーの成分含量や外観品質は，保存温度にか

かわらず冬期収穫のもので最も高く保持されていた.この光め，ブロッコリーでは呼吸

速度と鮮度保持期間との関係は一致せず，葉ネギやアスパラガスのように呼吸速度が低

いほど鮮度保持期間が長くなることは認められなかった.

この原因として，呼吸の基質である全糖含量と野菜の鮮度保持との関係が考えられる.

ホウレンソウ(日坂 1992) では，栽培方法の違いによって全糖含量は大きく異なる

ものの呼吸速度も大きく異なるため，保存中の全糖含量はほぼ同様となり，鮮度保持期

間には影響がないと報告している.また，葉ネギ(茨木ら 1997) では，収穫時期の

違いによって呼吸速度は大きく異なるが，いずれの収穫時期においても全糖含量の減少

は少ないため，全糖含量よりも呼吸速度の方が鮮度保持期間に影響を及ぼすことを示し

ている.これに対し，サヤインゲン (Watada 1967)やレタス(矢野ら 1978)では，

全糖含量の多少が鮮度保持期間を左右すると報告している.また，キャベツ(西傾

1988) では，糖含量が高い品種ほど保存可能日数が長くなることから，全糖含量の減

少までの日数が長いほど貯蔵性が高いと推測している.本研究において，ブロッコリー

の全糖含量は，冬期収穫のものでは秋期収穫や春期収穫のものに比べて約 2倍多くな

った. 一方，ブ口ッコリーの呼吸速度は，収穫時期の違いによって大きく異なるが，全

糖含量の減少はいずれの収穫時期においてもほぼ同じであった.このため， 15 "cに保

存した場合，冬期収穫したブロッコリーの呼吸速度が秋期収穫や春期収穫したものより

高かったにもかかわらず，冬期収穫のものが秋期収穫や春期収穫したものに比べて鮮度

保持期間は長くなった.これらのことから，ブロッコリーでは呼吸速度だけでなく，全

糖含量も鮮度保持に影響を及ぼすものと考えられる.

また，他の成分含量については，アスコルビン酸含量は全糖含量とほぼ同様に減少し

たが，クロロフィル含量はやや遅れて減少した.キャベツやレタスでは呼吸基質が消耗

して正常な生理機能を果たせなくなった後，腐敗が始まるとしている(矢野ら 1978) . 

ホウレンソウでは，まず呼吸基質である糖が減少し，その後アスコルビン酸，最後にク

ロロフィル含量が減少すると報告している(日坂 1992) .今後は，特に鮮度が低下し

やすい秋期および春期収穫のブロッコリーでは，全糖含量など成分含量の多い品種の育

成が望まれる.
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第 5節小括

ブロッコリーの収穫時期ごとの品質と鮮度保持期間を明らかにするために， 1995年

11月(秋期)， 1996年 1月(冬期)および 4月(春期)に収穫したものの温度別の呼

吸速度を調査し，室温および 15"cの恒温庫内に出荷容器ごとに保存し，鮮度保持に及

ぼす影響を調査した.

( 1 )いずれの時期に収穫したブロッコリーにおいても，品温と呼吸速度の関係は二次

式に近似できた.同じ品温であれば，呼吸速度は冬期収穫のもので最も高く，秋期収穫

のもので最も低かった.これとは逆に，収穫時における呼吸速度は秋期のもので最も高

く，冬期のもので最も低かった.

( 2 )室温に保存した場合，秋期収穫のブロッコリーではアスコルビン酸含量が早くか

ら低下し，総クロロフィル含量の低下も他の時期に収穫したものに比べて速く，鮮度保

持期間が短くなった.冬期収穫のものでは成分含量の保持に優れ，外観品質の低下も緩

やかで，鮮度保持期間も長かった.

( 3) 15 "cに保存した場合，秋期収穫や春期収穫のブロッコリーではアスコルビン酸

含量が早くから低下し，総クロロフィル含量の低下も冬期収穫したものに比べて速く，

鮮度保持期間が短くなった.冬期収穫のものでは成分含量の保持に優れ，外観品質の低

下も緩やかで，鮮度保持期間も長かった.

( 4 )ブロッコリーの鮮度保持は呼吸速度よりも全糖含量と良く一致し，全糖含量が高

いほど鮮度保持期間が長かった.
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第 3章 雰囲気ガス濃度組成がブロッコリーの呼吸速度，成分

含量および鮮度に及ぼす影響

第 1節緒言

野菜をプラスチックフィルム等で密封包装し，野菜の呼吸によって雰囲気のガス濃度

組成を低酸素・高二酸化炭素状態にする MA包装は，呼吸など代謝抑制，糖やアスコ

ルビン酸など成分含量の保持およびクロロフィルの分解抑制など，野菜の鮮度保持に効

果的であることが知られている(岩元ら 1991) .しかし， MA条件は野菜の呼吸とフ

ィルムのガス透過性によって作り出されるため，雰囲気のガス組成を厳密にコントロー

ルすることは困難である.さらに，産地で予冷が行われていても低温流通体制が完備さ

れていない現状では，流通中の品温変化は避けられず，葉ネギ(茨木ら 1995) やニ

ラ(鈴木 2003) などでは，呼吸の急激な変動によって過度の低酸素・高二酸化炭素

状態となり，かえって野菜の品質が低下する場合もある.

ブロッコリーは未熟な花蓄を収穫するために葉ネギなど他の野菜に比べて呼吸速度が

高く (Kader 1985)，出荷後の比較的早い時点から花菅の黄化などの品質低下が起こ

りやすい野菜である.これまで，ブロッコリーの MA包装に関する報告は多 くなされ

ており，低温下では鮮度保持に効果的であることが知られている (Forneyet a1. 1989， 

Lipton et a1. 1974， Makhlouf et a1. 1989， Wang 1979，山下ら 1993a) .しかし，

実際の流通段階は低温ではないため，報告に基づいた包装形態では袋内の酸素濃度が設

定した濃度以下になり，無気呼吸をする場合もある (Dan et a1. 1996， 1997). この

ため，ガス透過性を高めるために，現在でもブロッコリーは密封包装ではな く，ポリエ

チレンフィルム袋を内装した段ボールに入れ，上部をハンカチ折り込み包装して出荷し

ている(池田ら 2002b，輿座ら 1992) . 

一方，ガス透過性を高める方法として，微細な孔を開けてガス透過性を自由に制御で

きるフィルムが開発され，葉ネギなど数種の野菜で MA包装に利用されている.この

フィルムはガスの種類にかかわらずガス透過性はほぼ同じであるため，貯蔵期間が長 く

なっても酸素濃度と二酸化炭素濃度の合計は約 21%で推移する(鈴木ら 2003， 2005， 

田中ら 1996) .筆者らはすでに葉ネギについて，酸素濃度と二酸化炭素濃度の合計を

約 21%とした既知の数種のガス条件を作り，これらの条件下における呼吸速度，成分

含量および品質変化を検討し 適した MA条件を明らかにしている(茨木ら 1997a). 

本章では，ブロッコリーについて通常の流通温度を模倣した 15'c条件で，微細孔フ

ィルムで流通させることを想定して酸素濃度と二酸化炭素濃度の合計を約 21%と設定

し，適した MA条件を検討した.
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第 2節材料 お よ び 方 法

1.供試材料

1996年 3月から 4月に福岡県二丈町で収穫したブロッコリー(品種:グリーンビ

ューティー，サイズ 2L)を供試した 9株ずつ普通段ボール容器に縦詰めし，試験

場に搬入した.

2.雰囲気ガス条件がプロッコリーの呼吸速度に及ぼす影響

ブロッコリー 12株を内容積 14.100 mlのアクリル樹脂製チャンパーに入れ，内径が

3 mmのガラス製パイプおよび 4 m mのアクリル樹脂製パイプでエアポンプと連結さ

d せた.保存温度は，福岡県太宰府市の過去 20年の平均気温が 15.6'C，東京都の過去 30

年の平均気温が 15.9'c (気象統計情報 2006) ，および、小売店のショーケースでの販

売温度が約 15'cであることを考慮して， 15 'cとした.チャンバー出口のガス濃度が

Table 3・1に示す条件になるようにガス混合装置 (Fig.3-1) から毎時 8，000mlの流量

でガスを通気し，ブロッコリーの雰囲気ガス条件と品温を安定させるためにこの状態で

一夜放置した.測定時は，ガスの通気を一時中断してエアポンプをアクリル樹脂製パイ

プで連結させ，チャンバー内の空気を密閉式で循環させた 1時間ごとにチャンパー

内のガスを採取し， TCDガスクロマトグラフを用いて，二酸化炭素および酸素濃度を

測定した.単位時間当たりに変化するこれらのガス濃度から呼吸速度(二酸化炭素排出

速度)および呼吸商を算出した.雰囲気ガスをエアポンプに導入するまでのガラス製お

よびアクリル樹脂製パイプの内容積は計算上無視した.

3. 雰囲気ガス条件がブロッコリーの成分含量および鮮度に及ぼす影響

ブロッコリー 12株を上記チャンバーに入れた後， Table 3-1に示す条件に設定した

ガスを毎時 8，000 mlの流量で連続的'に導入し， 15 'cの恒温庫内で保存した.以後 1

日おきにチャンパーよりブロッコリーを取り出し，アスコルビン酸含量，全糖含量，総

クロロフィル含量を測定し，花奮の黄化程度を調査した.アスコルビン酸含量，全糖含

量および総クロロフィル含量は，第 2章第 2節に準拠して測定した.花曹の黄化程度

の調査は，当試験場流通加工関係の研究員 6名で行った.各成分分析および調査には，

1試験区当たり 8反復行った.調査後は直ちにチャンパーを密閉し，再びガスを通気

した.

1 )花奮の黄化程度の測定

花蓄の黄化程度は，全く黄化していない状態を 0，花奮の 25%までが黄化している

状態を1，花曹の 25% "-' 50 %が黄化している状態を 2，花曹の 50%"-'75%が黄

化している状態を 3，花奮の 75% "-' 100 %が黄化している状態を 4とした.
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Fig. 3-1 Apparatus of modified air system. 

Table 3-1 Atmosphere compositions used during storage. 

Chamber o 2(%) CO 2(%) N 2(%) 

A 21.0 0.04 78.9 

B 16.3 4.9 78.8 

C 12.3 8.5 79.2 

D 8.7 12.8 78.5 

E 4.1 17.5 78.4 
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第 3節結果および考察

1 . 雰囲気ガス条件がプロッコリーの呼吸速度に及ぼす影響

各雰囲気ガス条件下におけるブロッコリーの呼吸速度および呼吸商の変化を Table

3・2に示した.大気条件 CA区)では呼吸速度は保存 8日後まで徐々に低下した.B""'E

区では 4 日後までは低下したが，それ以降はほぼ一定で推移した 4 日後におけるブ

ロッコリーの呼吸速度は A区では・ 175 mgC02 kg01hr01であったが，酸素濃度が低くな

るほど呼吸速度は低下し，最も酸素濃度が低い E区では 51 mgC02・kgo1hro1となった.

呼吸商はいずれの試験区でも 8日後まで 1以下であったが，酸素濃度が低い D，E 区

では A""'C区に比べてやや高い値を示した.チャンパー開放時の異臭は，いずれの試

験区でも試験終了時までほとんど認められなかった.

本研究において設定した雰囲気ガス条件では，呼吸速度は酸素濃度が低く二酸化炭素

濃度が高い条件ほど抑制された 4 日後におけるプロッコリーの呼吸速度は， B""'E

区では大気条件である A 区のそれぞれ約 63，57， 46， 29 %となった.これまで，酸

素濃度が 2""'4%，二酸化炭素濃度が 4""'6%の MA包装条件では，ブロッコリー

の呼 吸速度は大気条件下の約 30""' 55 %に抑制されることが報告されている

CLebermann et a1. 1968 山下ら 1993a) .このことから C""'E区では十分な呼

吸抑制効果が発揮されていたと考えられる.また，最も酸素濃度を低く設定した E区で

も 8日後まで呼吸商が 1以下であり，チャンパー開放時の異臭もほとんど認められ

なかったことから，本研究において設定した雰囲気ガス条件では，ブロッコリーは無気

呼吸しなかったと考えられる.

Table 3・2 Effects of various atmosphere compositions on respiration rates (RR) 

and respiration quotient (RQ) of broccoli during storage at 15 t. 

Storage A a) B C D E 

days RRb
) RQ RR RQ RR RQ RR RQ RR RQ 

2 178 0.71 130 0.80 119 0.83 107 0.83 65 0.93 

4 175 0.76 111 0.79 99 0.76 80 0.81 51 0.91 

6 173 0.77 113 0.75 103 0.77 82 0.80 43 0.93 

8 153 0.82 109 0.73 100 0.77 76 0.86 46 0.98 

a) See table 3-1 for abbreviation . 

b) mgC02/kg/hr. 
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Effects of various atmosphere compositions on ascorbic acid 

content of broccoli during storage at 15 "C. 

Atmosphere compositions (02 : C02 : N2) 

口:A (21.0% : 0.04% : 78.9%)，・:B (16.3%: 4.9%: 78.8%)， 

• : C (12.3%: 8.5%: 79.2%に企:D ( 8.7% : 12.8% : 78.5%)， 

• : E (4.1%: 17.5% : 78.4%). 

Fig. 3-2 

Vertical bars in graph show standard deviation(n=8). 

2. 雰囲気ガス条件がプロッコリーの成分含量および鮮度に及ぼす影響

雰囲気ガス条件がアスコルビン酸含量に及ぼす影響を Fig. 3-2に示した.

ビン酸含量は，大気条件である A区では保存 2日後にはすでに試験開始時の 50%以下

まで減少し 8日後には約 5%となった. B， C区では 2日後までほぼ試験開始時の

含量を保持していたがそれ以降急激に減少し 8日後にはそれぞれ試験開始時の約 9，

16 %となった.一方， D， E 区ではそれぞれ 4， 6 日後からアスコルビン酸含量は減

少したが 8日後においてもそれぞれ試験開始時の約 34，50 %を保持していた.

雰囲気ガス条件がブロッコリーの全糖含量に及ぼす影響を Fig. 3-3に示した.全糖

含量は， A区では 4日後から急激に減少し 8日後には試験開始時の約 24%となっ

B， C 区では 6 日後までは緩やかに減少したがそれ以降急激に減少し 8日後に

はそれぞれ試験開始時の約 27，43 %となった.一方， D， E 区では全糖含量は減少し

アスコル

-24・
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Effects of various atmosphere compositions on total soluble 

sugar content of broccoli during storage at 15 "C. 

Symbols are the same as shown in Fig. 3・2.

Vertical bars in graph show standard deviation(n=8). 

たが，その減少割合は緩やかで，

を保持していた.

雰囲気ガス条件が総クロロフィル含量に及ぼす影響を Fig. 3.4に示した.総クロロ

フィル含量は， A区では 2日後から， B区では 4日後から， c区では 6日後から減少

し 8日後にはそれぞれ試験開始時の約 14，26， 64 %となった.。一方， D， E区では

8日後まで総クロロフィル含量の減少はほとんど認められなかった.

雰囲気ガス条件が花昔の黄化程度に及ぼす影響を Fig.3'5に示した.花奮の黄化は， A

区では試験開始直後から進行し 6日後には花蕃全体が黄化した. B 区では 2日後か

ら認められ，以後急速に進行した.C区では 2日後から 8日後まで緩やかに進行した.

一方， D， E区では 8日後まで花奮の黄化は認められなかった.花曹の黄化程度の経時

変化は，総クロロフィル含量の減少割合と良く 一致していた.

これまで，ブロッコリーでは花奮の黄化程度など外観品質の変化とアスコルビン酸含

量や全糖含量などの成分含量 の変化は比較的 一致すると報告されている(輿座ら

1992). しかし，本研究では花蓄の黄化程度など外観品質は，酸素濃度が低く 二酸化炭

-25・
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素濃度が高いものほど保持され，特に D，E 区では 8 日後まで試験開始時の状態を保

持していた.一方，アスコルビン酸含量や全糖含量など成分含量は 試験期間を通じて

酸素濃度が低く 二酸化炭素濃度が高いものほど高く推移したが， D区では 4日後から，

最も酸素濃度を低く設定した E区でも 6日後から減少が認められた.このことから，

ブロッコリーにおいても品種によっては，外観品質の変化と成分含量の変化の相関が低

いことが明らかになった.

外観品質および成分含量の保持と異臭の抑制は，いずれも雰囲気のガス条件によって

制御されるが，それぞれの適するガス条件の範囲は異なると考えられる. D， 

日後まで外観品質はほぼ試験開始時の状態を保持しており，成分含量の減少は抑制

され，しかも異臭の発生は認められなかった.ただし， E区では A"'D区に比べ呼吸

商がわずかに高くなったことから，酸素と二酸化炭素の濃度組成が 4.1%と 17.5%よ

り酸素濃度が低く二酸化炭素濃度が高い条件では，呼吸商がさらに高くなり，無気呼吸

をすることが予測される.このため，ブロッコリーを 15ocに保存する場合，酸素濃度

と二酸化炭素濃度の合計が約 21%となる MA包装条件では，このガ、ス条件が有気呼吸

Effects of various atmosphere compositions on total chlorophyll 

content of broccoli during storage at 15 "C. 

Symbols are the same as shown in Fig. 3・2.

Vertical bars in graph show standard deviation(n=8). 

Fig. 3-4 

E 区では
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Score of yellowing of broccoli bud was defip.ed as 0 to 4 . 

o : 0% yellowing， 1 : 0 '" 25% yellowing ， 2 : 25 '" 50% yellowing 

3 : 50 '" 75% yellowing ， 4 : 75 '" 100% yellowing. 

Vertical bars in graph show standard deviation(n=8). 

の限界であると推測される.これまでブロッコリーに適した MA包装条件は，酸素濃

度 2"'3%，二酸化炭素濃度 5"'6%とした報告が多く (Forney et aJ. 1989， 

Makhlouf et aJ. 1989，山下ら 1993a) これらと比較すると本研究における条件

はやや好気的となった.これは，保存温度がこれまでの報告の多くが 10'c以下であっ

たのに対し，本研究では小売店での販売温度を想定して 15'cに設定している.このた

め，ブロッコリーの呼吸作用がより活発となり，これまでの適した MA包装条件では

異臭の発生が懸念されるため，適した酸素濃度の下限値がこれまでの報告よりやや高く

なったと考えられる. CA貯蔵は，保存温度およびガス濃度を厳密かつ迅速に制御でき

るが， MA包装は野菜の呼吸とフィルムのガス透過性，流通時の温度など不安定な要素

が徐々に影響し合って形成される.また， MA包装条件を制御する重要な要因である呼

吸速度については，第 2章においてブロッコリーでは収穫時期によって大きく異なる
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ことを示した.これらのことから， MA包装に適する酸素濃度および二酸化炭素濃度は

固定した数値ではなく，ある程度の範囲が必要ではないかと考えられる.

以上のことから，ブロッコリーを 15"cで保存する場合に適した MA包装条件は，酸

素と二酸化炭素の濃度組成が 4.1%と 17.5%から 8.7%と 12.8%であると考えられ

る.これにより，アスコルビン酸含量や全糖含量の減少を抑制できるとともに，総クロ

ロフィル含量を収穫時と同等に保持できると考えられた.第 2章に示したように，ブ

ロッコリーを 15"cで保存する場合，冬期収穫に比べて春期収穫では鮮度保持力が低く

なることが認められている.本章で供試したフロッコリーは 4月収穫であったため，

冬期収穫ではより品質を保つことが可能であると推察される.

第 4節小括

MA包装がブロッコリーの鮮度保持に効果的であるか判断するために，酸素濃度と二

酸化炭素濃度の合計が約 21%となる MA包装条件を想定し，通常の流通温度を模倣し

た 15"cで保存した場合において，いくつかの雰囲気ガス濃度組成がブロッコリーの呼

吸速度，成分含量および鮮度保持に及ぼす影響を検討した.

( 1 )ブロッコリーの呼吸速度は，酸素濃度が低くなるほど，また二酸化炭素が高くな

るほど抑制された.

( 2 )大気条件や酸素濃度が高い条件 (21.0% "-' 12.3 %)では，アスコルビン酸含量，

全糖含量および総クロロフィル含量は経時的に減少した.しかし，酸素濃度が低い条件

(8.7 % "-' 4.1 %)では，アスコルビン酸含量や全糖含量の減少は抑制された.また，

この条件では保存 8 日後まで総クロロフィル含量の減少および花昔の黄化は認められ

なかった.

( 3 )ブロッコリーを 15"cで保存する場合，酸素と二酸化炭素の組成比で 4.1%: 17.5 

%から 8.7% : 12.8 %に保つことで，効果的に鮮度を保持できると考えられた.
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第 4章 出荷容器がブロッコリーの成分含量および鮮度に及ぼ

す影響

第 1節緒言

MA包装は，野菜の鮮度保持に効果的であるため，ブロッコリーではすでに多くの研

究がなされている(内野ら 1996，山下ら 1993b，輿座ら 1992， 1993). しかし，

雰囲気のガス組成は成り行き任せになるため，厳密にコントロールすることは困難であ

る.さらに，流通中の品温変化は避けられないため，野菜の呼吸速度が急激に変動する

と雰囲気のガス組成は過度の低酸素・高二酸化炭素状態となり ブロッコリー(輿座ら

1992) や葉ネギ(茨木ら 1995) ニラ(鈴木 2003) では嫌気呼吸をして異臭が

発生するなど，逆に鮮度が低下する場合もある .

これらの研究の応用として，発泡スチロール容器やポリエチレンフィルム袋を内装し

た段ボール容器(池田ら 2002c) ，段ボールの中芯やライナーにプラスチックフィル

ム等を貼り合わせて通気性を低下させた，いわゆる機能性段ボール容器(川合ら 1994， 

新居ら 1997，内野ら 1996，輿座ら 1993) による出荷が検討されてきた.ところ

が，発泡スチロール容器では環境に与える負荷が大きいこと，ポリエチレンフィルム袋

内装段ボールではブロッコリーを縦詰めする際に作業性が低下すること，機能性段ボー

ル容器では M A効果を十分発揮させるためには外フラップ部をテープで H字貼り (Fig.

4・1)に張り合わせる必要があること，などの欠点が挙げられる.

そこで，本章では再生が可能で，箱詰め作業性が低下しない機能性段ボール容器に注

目し，その欠点を補うような改良を行い，これを用いたプロッコリーの鮮度保持効果を

検討した.

第 2節材料および方法

1. 供試材料

1998年 2月から 3月に福岡県二丈町で収穫したフロッコリー(品種:ビッグドーム，

サイズ 2L)を供試した.調整後 直ちに 5"Cで 4'" 5時間予冷したプロッコリー

を試験場に搬入した.

2. 出荷容器

試験には，次の 5種類の出荷容器を供試した.すなわち， 1)発泡スチロール容器 (Fig.

4-3)， 2) 箱の両面中央部に各 2個ずつ 2cm X 4 cmの楕円の穴を開けた慣行の普通

段ボール容器 (Fig. 2-1)， 3) PE内装段ボール容器 (Fig. 2-3)， 4) 外ライナーに厚さ

0.015 m mの低密度ポリエチレンフィルムを，内ライナーに厚さ 0.03 mmのラミネー

トフィルムをコーティングした段ボール容器で， 1字貼り (Fig. 4・2) に対応できるよ
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うに，コーナ一部の空隙を少なくするためにフラップ部分の切れ込み幅を半分の 7 cm 

としたもの((株)東樺興業製;以下，機能性段ボール容器と略す;Fig. 4・4)，5) 4) 

の機能性段ボールを元に当試験場で改良した段ボール容器で，容器の内フラップと外フ

ラップの接触面にポリ塩化ビニリデンフィルムを張り合わせたもの(以下，改良段ボー

ル容器と略す;Fig. 4-5) である.供試した発泡スチロール容器の内寸は，縦 37cm X 

横 28.5 cm X高さ 19 cm，普通段ボール容器および機能性段ボール容器の内寸は，縦

36.7 cm X横 28cm X高さ 19.5cmであった.

Fig. 4-1 

Cardboard shipping container with 

both sides plastic film lining. 

Fig. 4-2 
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Fig. 4-3 Expanded polystyrene container. 

Fig. 4・4 Functional cardboard shipping container. 
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Fig.4・5 Improved cardboard shipping container. 

-32・



3. 出荷容器がプロッコリーの成分含量および鮮度に及ぼす影響

ブロッコリー 9株を上記の出荷容器に縦詰めし，プラスチックテープにより包装し

た後， 15 "cの恒温庫中に静置した.テープ貼りの方法は，発泡スチロール容器は周囲

を，その他の出荷容器は I字貼りで行った..以後 1日おきに，容器内の酸素および二

酸化炭素濃度を TCDガスクロマトグラフで測定した後 各 1箱を開封した.総クロロ

フィル含量，アスコルビン酸含量および全糖含量を第 2章第 2節により，花蓄の黄化

程度を第 3章第 2節に準拠して測定した.また，容器開封時の異臭の程度，減量率，

茎硬度を下記により測定した.各成分分析および調査には 1試験区当たり 8反復行

った.

1 )容器開封時の異臭の程度の測定

異臭の程度は，異臭が認められない状態を 0，わずかに認められる状態を L 認め

られる状態を 2，強く認められる状態を 3 激しく認められる状態を 4とした.

2) 減量率の測定

各容器をそのまま電子天秤(メトラー・トレド製;SB8001) に載せ，重量を測定し

た.試験開始時の重量との差から，減量率を算出した.

3)茎硬度の測定

茎を下部から約 5cm切り出し，これを縦に半分に切りクリーフメータ(山電製 RE

-3305型，プランジャー:直径 10mmの球形，台座スピード 1mm  .sec.l) を用いて

表面が 0.5m m歪むのに要する力を測定した.

第 3節結果および考察

1 . 容器内酸素および二酸化炭素濠度の変化

出荷容器内の酸素濃度および二酸化炭素濃度の経時変化を Table 4-1に示した.出荷

容器内のガス濃度は，いずれの出荷容器においても保存 2日後にはほぼ平衡に達した.

出荷容器内のガス濃度は，発泡スチロール容器で最も低酸素・高二酸化炭素条件となり，

酸素濃度は 4'"6%，二酸化炭素濃度は 13'" 15 %に達した. PE内装段ボール容器

では，酸素濃度は発泡スチロール容器とほぼ同じ 3"'6%であったが，二酸化炭素濃

度は 9'" 10 %とやや低く推移した. また，普通段ボール容器では保存期間中ほぼ大気

条件と同じ状態で推移し，機能性段ボール容器では酸素濃度は 11'" 15 %，二酸化炭

素濃度は 6"'9%であった.これに対して，本研究において開発した改良段ボール容

器では，酸素濃度は 10'" 12 %と発泡スチロール容器や PE内装段ボール容器よりもや

や高くなったが，二酸化炭素濃度は 9'" 11 %と PE内装段ボール容器とほぼ同じであ

った.開箱時の異臭は，出荷容器内の酸素濃度が最も低く 推移した発泡スチロール容器

や PE内装段ボール容器においても 8日後まで認められなかった.
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Table 4・1 Changes of carbon dioxide and oxygen concentration in shipping 

container during storage (%). 

Days in storage 

Shipping container Gas 

O 2 4 6 8 

expanded polystyrene container C02 0.0 14.2 14.2 13.7 14.6 

02 21.0 4.3 5.3 5.8 4.4 

cardboard shipping container C02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 

cardboard shipping container C02 0.0 10.1 8.7 9.1 9.9 

in旦~LP_~(.*旦.(Lp9J.ヱりÞxl~亭旦 _~~K______ _ Q~ _ _ ___ _~J.:旦----生.2 豆.1 豆.豆----豆.3

functional cardboard shipping C02 0.0 6.1 7.2 8.9 8.9 

container 02 21.0 14.4 13.2 11.8 11.3 

improved cardboard shipping 

container 

C02 

02 

0.0 9.8 9.7 9.4 10.9 

21.0 11.2 11.5 11.4 9.8 

段ボール容器に蒸散抑制やガスバリアー性などの機能を付加するために，容器のライ

ナーにプラスチックフィルムを積層したもの，中芯にフィルムを混ぜ込んだもの，容器

の内側のみにフィルムを張り合わせたものなど様々な機能性段ボール容器が開発されて

いる(池田ら 2002c，川合ら 1994，打田 1993，内野ら 1996，輿座ら 1993) . 

このうち，ナス果実のように蒸散抑制効果のみを期待する場合は，容器の包装方法は外

フラップ部分をプラスチックテープ等で I字貼りするだけで十分である(池田ら

2002c) .一方，プロッコリーのように蒸散抑制効果だけでなく MA効果を発揮させる

場合には，この I字貼りではフラップ端面やコーナ一部分にガスの抜け道が生じるため

不十分である(川合ら 1994，内野ら 1996，輿座ら 1993). 容器のガスバリアー

性を確保するためには，外フラップ部分を H 字貼りする必要があるが，この H 字貼り

は作業効率が劣るだけでなく，機械による包装が困難である(輿座ら 1993).本研究

で改良するために用いた機能性段ボール容器は，フラップ部分の切り込み幅を調整する

ことで， 1字貼りにも適応できるようにメーカーで改良されていたが，本試験では，さ

らにこの機能性段ボール容器の内フラップと外フラップの接触面にポリ塩化ビニリデン

フィルムを貼り合わせる改良を行い，フィルム同士の粘着によってガスバリアー性を向

上させることを試みた.その結果，改良段ボール容器では，改良前の機能性段ボール容

器に比べて酸素濃度で約 2%低 く， 二酸化炭素濃度で約 3%高く，普通段ボール容器
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Tab1e 4・2 Changes of weight 10ss of broccoli in shipping container 

during storage (%). 

Days in storage 

Shipping container 

O 2 4 6 8 

りR号!1_<!~~ ..Q 9!Y_SJy~~p.ιcon匂ln旦仁'ーーーーー司ーーーーーー旦旦ー・ーー見.2 ー --qj.-m ・・q こ6 ー --os---

Q与F立与oa宅(t~hi..Q pJp.g_ C9旦伺ln主r ーーーーーーーーーーーーー・・・・・ーー 4二三 10.生ーー 1生6・ーーIR--q--
cardboard shipping container inner packed 0.2 0.4 0.5 0.7 

l? 9JY~引l)yJ旦号e b弓Kー-

hRqhtqPALPA村bo手主d功W..!?!I).主主qpFAiqp互ー司ーーーーーーーーーー oニ1ーーー-9JP--..9J生ーー・ーO.旦--

improved cardboard shipping container 0.1 0.2 0.4 0.5 

に比べると酸素濃度で約 10%低く，二酸化炭素濃度で約 10%高くなった.すなわち，

本研究において開発した改良段ボール容器を用いることで，メーカーで改良された機能

性段ボール容器や現行の普通段ボール容器よりも，容器内のガス条件は低酸素・高二酸

化炭素状態となり，ガスバリアー性を高めることを目的とした改良効果は十分に認めら

れた.

2. 減量率および茎硬度の変化

出荷容器が減量率に及ぼす影響を Tab1e 4-2に示した.普通段ボール容器では減量率

は試験開始直後から高く推移し，保存 2日後には約 5%， 4日後には約 10%， 8日

後には約 20%に達した.一方，機能性段ボール容器， PE内装段ボール容器，発泡ス

チロール容器では減量率は低く推移し 8 日後においても 1%以下であった.改良段

ボール容器でも 8日後の減量率は 1%以下であり，発泡スチロール容器や PE内装段

ボール容器と同等の減量抑制効果が認められた.

出荷容器が茎硬度に及ぼす影響を Fig. 4-6に示した.普通段ボール容器では 2日後

から急激に低下し 4日後には試験開始時の約 30%となった.一方，その他の出荷容

器では 2 日後から漸減したが その低下割合はごく僅かであり 8 日後においてもそ

れぞれ試験開始時の約 85%を保持していた.茎硬度は 減量率が高い出荷容器では低

下し，減量率が低い出荷容器では高く保たれていた.

減量率の増加や茎硬度の低下は，普通段ボール容器では急激に増加したが，他の出荷

容器ではほとんど認められなかった.これは，容器内の湿度条件が普通段ボール以外で

はほぼ同等で推移したためと考えられる.このため，普通段ボール以外の出荷容器では

MA効果は容器ごとに異なるが，蒸散抑制効果はほぼ同等であることが認められた.
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Changes of stem firmness of broccoli during storage at 15 oC. Fig. 4-6 

3. 総クロロフィルおよび花曹の黄化程度の変化

出荷容器が総クロロフィル含量に及ぼす影響を Fig. 4-7に示した.総クロロフィル

含量は，普通段ボール容器では保存 4日後から，機能性段ボール容器では 6日後から

減少し 8日後にはそれぞれ試験開始時の約 10%， 45 %となった.一方，発泡スチ

ロール容器や PE内装段ボール容器では保存 8 日後までほぼ収穫時の含量を保持して

改良段ボール容器では，発泡スチロール容器や PE内装段ボール容器に入れたブ

ロッコリーほどではないものの，総クロロフィル含量の減少を抑制することができ，

日後においても試験開始時の約 80%を保つことができた.

出荷容器が花奮の黄化程度に及ぼす影響を Fig. 4・8に示した.花曹の黄化程度は，

普通段ボール容器では 4日後から，機能性段ボール容器では 6日後から急激に進行し

た.一方，発泡スチロール容器や PE内装段ボール容器では 8日後まで花奮の黄化は

ほとんど認められなかった.改良段ボール容器では発泡スチロール容器や PE内装段ボ

• : expanded polystyrene. 

企 cardboardshipping container. ・:cardboard shipping container inner packed polyethylene bag. 

• functional cardboard shipping container. 

o improved cardboard shipping container. 
Vertical bars in graph show standard deviation(n=8). 

8 
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Symbols are the same as shown in Fig. 4-6. 

Vertical bars in graph show standard deviation(n=8). 

ール容器ほどではないものの 8日後まで花曹の色調変化をほぼ抑制することができ

た.花蓄の黄化程度の経時変化は，総クロロフィル含量の減少割合と良く 一致していた.

Fig. 4-7 

4. アスコルビン酸含量および全椅含量の変化

出荷容器がアスコルビン酸含量に及ぼす影響を Fig. 4-9に示した.アスコルビン酸

含量は，いずれの出荷容器で包装した場合でも時間の経過とともに減少した.特に，普

通段ボール容器では保存 2 日後から，機能性段ボール容器では 4 日後から，改良段ボ

ール容器では 6日後から， PE内装段ボール容器では 8日後から減少した 8日後に

おけるアスコルビン酸含量は，普通段ボール容器および機能性段ボール容器ではそれぞ

れ試験開始時の約 0および 10%まで減少した.これに対して， PE内装段ボール容器

や発泡スチロール容器ではそれぞれ試験開始時の約 55と 45%を保持しており，改良

段ボール容器ではこれらには劣るものの，約 35%を保持していた.

出荷容器が全糖含量に及ぼす影響を Fig. 4-10に示した.全糖含量は，出荷容器の違

いにかかわらず時間の経過とともに減少した.普通段ボール容器および機能性段ボール
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Symbols are the same as shown in Fig. 4-6. 

Score of yellowing is the same as shown in Fig. 3-5. 

Vertical bars in graph show standard deviation (n=8). 

容器では 8日後にはそれぞれ試験開始時の約 30および 35%まで減少した. PE内装

段ボール容器や発泡スチロール容器では 8日後においてもそれぞれ試験開始時の 60

%以上を保持していた.改良段ボール容器では発泡スチロール容器や PE内装段ボール

容器にはわずかに劣るものの 8日後における全糖含量は試験開始時の約 55%であ

った.

第 2章において， 15 'cにおけるブロッコリーの鮮度保持に好適な雰囲気ガス条件と

して，酸素濃度は 4.1""' 8.7 %，二酸化炭素濃度は 12.8""' 17.5 %であることを明ら

かにした.このガス条件の範囲内では，ブロッコリーの呼吸は抑制され，総クロロフィ

ルやアスコルビン酸含量などの成分含量や，花奮の黄化などの外観品質は保持される.

本研究において供試した出荷資材のうち，発泡スチロール容器ではこのガス条件に合致

し， PE内装段ボール容器はほぼ合致していた.これに対し，普通段ボール容器や機能

性段ボール容器では，このガス条件から大きく外れていた.このため，総クロロフィル

含量の減少や花奮の黄化など外観品質の低下は，発泡スチロール容器や PE内装段ボー

ル容器ではほとんど認められなかったが，普通段ボール容器や機能性段ボール容器では
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急速に進行した.また，アスコルビン酸含量や全糖含量など成分含量は，発泡スチロー

ル容器や PE内装段ボール容器では，他の出荷容器に比べて高く保たれた.本研究にお

いて，機能性段ボール容器のフラップ部分にポリ塩化ビニリデンフィルムを張り合わせ

た改良段ボール容器を試作したが，この改良段ボール容器では改良前の機能性段ボール

容器に比べ，酸素濃度で約 2%低く，二酸化炭素濃度で約 3%高くすることができた.

このため，総クロロフィル含量の減少や花蓄の黄化は，普通段ボール容器や機能性段ボ

ール容器に比べ，改良段ボール容器ではあまり認められなかった.また，アスコルビン

酸含量や全糖含量は，普通段ボール容器や機能性段ボール容器に比べ，改良段ボール容

器では試験期間を通じて高く保たれていた.しかし，発泡スチロール容器や PE内装段

ボール容器に比べると酸素濃度が約 7%高くなったため，改良段ボール容器では発泡

スチロール容器や PE内装段ボール容器に比べて，成分含量や外観品質などの低下が認

Fig.4・9
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以上のことから，本研究で行ったフラップ部分の改良によって，出荷容器のガスバリ

アー性を向上させることができたが，容器内のガス組成をブロッコリーにとって適した

MA包装条件にすることはできなかった.このため，ブロッコリーの鮮度を保持するた

めには，出荷容器としては発泡スチロール容器や PE内装段ボール容器を利用する必要

がある.しかし，発泡スチロール容器は PE内装段ボール容器など他の出荷容器に比べ

ると追加コストが高くなる上に 使用後の処理や選果場に新たな保管場所が必要など取

扱い性が低い. 一方， PE内装段ボール容器は，普通段ボール容器にポリエチレンフィ

ルムを内装するだけで良いため追加コストは安いが，出荷容器への詰め方が従来の縦詰

めでは作業性が低下する.今後は，改良段ボール容器をさらに改良してガスバリアー性

の向上を図るとともに，出荷容器への詰め方，すなわち保存姿勢がブロッコリーの品質

に及ぼす影響を検討し， PE内装段ボール容器による出荷を実現することで，ブロッコ

リーの長距離輸送技術を目指す.
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第4節小括

ガスバリアー性を向上させるために，従来の機能性段ボール容器の改良を行った.ブ

ロッコリーを 5種類(この改良段ボール容器，発泡スチロール容器， PE内装段ボール

容器，普通段ボール容器および機能性段ボール容器)に詰めて， 15 "cの恒温庫内に保

存した.

( 1 )段ボール容器のガスバリアー性を向上させるために，容器の内フラップと外フラ

ップの接触面にポリ塩化ビニリデンフィルムを張り合わせ，野菜の自重に よりフラ ップ

同志の空隙を減少できる容器を開発した.

( 2 )改良段ボール容器の酸素濃度および二酸化炭素濃度は，それぞれ 10"-' 12 % ， 9 

"-' 12 %で推移した.この濃度は，普通段ボール容器や機能性段ボール容器に比べ，低

酸素・高二酸化炭素状態であったが，ブロッコリーにとって好適なガス条件には達しな

かった.一方，発泡スチロール容器や PE内装段ボール容器では，好適なガス条件が得

られた.

( 3 )花奮の黄化は，普通段ボール容器，機能性段ボール容器および改良段ボール容器

ではそれぞれ保存 4日後， 6日後， 8日後から発生したが，発泡スチロール容器や PE

内装段ボール容器では 8 日後までほとんど認められなかった.総クロロフィル含量や

全糖含量およびアスコルビン酸含量は，普通段ボール容器や機能性段ボール容器では急

激に減少したが，発泡スチロール容器， PE内装段ボール容器及び改良段ボール容器で

はその減少割合は抑制された.

( 4 )発泡スチロール容器や PE内装段ボール容器では，普通段ボール容器，機能性段

ボール容器及び改良段ボール容器に比べて，ブロヅコリーの鮮度が高く保持された.
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第 5章 輸送振動がブロッコリーの呼吸速度 成分含量および

鮮度に及ぼす影響

第 1節緒言

近年，ブロッコリーは消費の増加に伴い輸入量が急増している.輸入農産物に対する

安全性への懸念から国内産に対する潜在的な需要は高い.このような中で福岡県をはじ

め熊本県や鹿児島県などの西南暖地では，冬期の温暖な気候を活かし，冬春出しのブロ

ッコリーの生産が行われ，そのほとんどがトラックを利用して出荷されている.ところ

が，ブロッコリーは花蓄が軟弱であるため，輸送中の振動による品質の低下が懸念され

ている .

リンゴでは，本質的に振動加速度に対する抵抗性は比較的強いと述べられている(中

馬ら 1970) .モモ CEaks 1961) やパートレットナシ CSommeret a1. 1960) など

では，箱詰め状態で輸送される場合には青果物同士の共振など様々な要因が相乗的に関

与し，小さな振動でも影響を受けることが示唆されている.これまで振動が青果物に及

ぼす影響については，レタス(岩元ら 1977， 1978) やイチゴ(岩元ら 1980) では

物理的損傷が， トマト(中村ら 1976a， 1977) やイチゴ(小島ら 1997，多々良ら

1999) では呼吸速度の上昇が，ミカン(増田ら 1988) やトマト(中村ら 1986b) 

では有機酸含量の低下などが報告されている.しかし，これらの報告で用いられた振動

は外傷を伴うような極端に大きなものであったり CEaks 1961，増田ら 1988)，外

傷を伴わない場合であっても定常振動のみ(小島ら 1997，中村ら 1976， 1977， 1986b) 

の試験であった. 一方，実際に輸送中に測定したデータを用いて振動を再現する試みも

行われてきたが(岩元ら 1977， 1978， 1980)，これらは時間を短縮して折れや擦れ

などの物理的損傷の再現を目的としたものであった.本章で示すような，野菜の呼吸速

度や成分含量の変化など生理・化学的損傷を再現することを目的とした研究例は，イチ

ゴで報告されているにすぎない CKojimaet a1. 1999，多々良ら 1999) . 

そこで，本章では輸送振動がブロッコリーの鮮度に及ぼす影響を明らかにするために，

実際にトラック輸送中に発生する多様な振動を測定するとともに，これを実験室で再現

させて，ブロッコリーの呼吸速度，成分含量および鮮度に及ぼす影響を検討した.また，

実際にブロッコリーを トラックで輸送し，成分含量や鮮度に及ぼす影響について検討し

た.
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第 2節材料および方法

1. 輸送振動の測定

1996年 2月に福岡県粕屋町で収穫したブロッコリー(品種:みよみどり 28号，サ

イズ 2L)を供試した.プロッコリー 9株を PE内装段ボール容器に縦詰めにし，上

部をハンカチ折り込み包装した.これを 1 tトラックに満載し，福岡県粕屋町から福

岡市中央卸売市場までの約 15kmの一般道路を o'" 40 km' hr.'で走行した際に荷台後

方の中央部上 (Fig. 5-1)で発生する振動加速度を，テレパイフロメーター(アカシ製

: AVZ-75) で測定し，データレコーダー(ティアック製:RD-180) で記録した.

2. 輸送振動がプロッコリーの呼吸速度に及ぼす影響

1996年 2'" 3月に福岡県粕屋町で収穫したブロッコリー(品種:みよみどり 28号，

サイズ 2L)を供試した.ブロッコリー 1株を佐賀大学農学部施設生産学研究室所有

の電磁式振動装置(アカシ社製 :E・DES451， Fig. 5-2) に設置した内容積 6，900ml 

のアクリル樹脂製チャンバーに縦置きで固定した.プロッコリーの品温および呼吸速度

を安定させるため，測定温度下で一夜放置した.測定温度は，流通時および販売時の条

件を想定して 5"Cおよび 15"cとした.輸送振動は，試験 1で測定したデータを電力

増幅器(アカシ社製:MODEL E. DA) を用いて再現した.加振時間は，近隣市場へ

の輸送を想定して 2時間とした.呼吸速度は，チャンパー内に一方から毎分 1，000ml 

の流量で外気を通気し，反対側からチャンバー内部の空気を取り出し，その二酸化炭素

濃度を二酸化炭素濃度自動計測機 (YANACO製:EIR-200S) で測定した.チャンバ

ー内の二酸化炭素濃度と外気中の二酸化炭素濃度の差から呼吸速度を算出した.

3. 輸送振動がプロッコリーの成分含量および鮮度に及ぼす影響

1997年 2月に福岡県粕屋町で収穫したブロッコリー(品種:みよみどり 28号，サ

イズ 2L)を供試した.ブロッコリー 9株を PE内装段ボール容器に縦詰めにし，上

部をハンカチ折り込み包装した.ライトパンで試験場に搬入し， 15 "cの恒温庫内に保

存したものを静置区とした.振動区は，さらに試験場から佐賀大学まで輸送した.佐賀

大学到着後は普通段ボール容器を電磁式振動装置に設置し， 15 "cで一夜放置後，試験 1

で測定した振動を 7時間ブロッコリーに与えた.振動停止後は直ちに試験場に返送し，

静置区とともに 15"cの恒温庫内に保存した.輸送距離は，収穫した粕屋町から試験場

までが約 20km，試験場から佐賀大学までが約 80kmであった.振動区には，佐賀大学

での 7時間の振動処理と，試験場と佐賀大学との往復の輸送時間 3時間を加えて，合

計で 10時間振動を与えた.ライ トパンで試験場と佐賀大学とを往復輸送した際のブロ

ッコリーの品温は，平均で 16.5"cであった.試験開始日(収穫日)および 3日後まで

の全糖含量，アスコルビン酸含量，総クロロフィル含量および茎硬度を第 2章第 2項

および第 4章第 2項に準拠して調査した.各成分分析および調査は 1試験区当たり

6反復行った.
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Fig. 5-1 Schematic diagram of the sensor position in the truck. 
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4. 輸送試験

1998年 3月に福岡県筑紫野市で収穫したブロッコリー(品種:エンデパー，サイズ

2L)を供試した.試験には振動の影響を最も受けやすいと考えられる花蓄の柔らか

い春先のブロッコリーを用いた.ブロッコリー 9株を PE内装段ボール容器に縦詰め

にし，上部をハンカチ折り込み包装した.ライトバンで試験場に搬入し， 15 "cの恒温

庫内に保存したものを静置区とした.振動区はさらに自家用車で福岡県北野町に運搬後，

10 tトラックに積み替え大阪中央卸売市場へ輸送した.翌朝大阪に到着したブロッコ

リーは，約 12時間室外に放置された後，再びトラックで転送し 2日後の昼に試験場

に到着した.輸送距離は，収穫した筑紫野市から試験場までが約 5km，試験場から北

野町までが約 30 km，北野町から大阪中央卸売市場までが約 700 km，大阪卸売市場

から試験場までが約 680 kmであ った.輸送中の トラックの庫内温度は 5"Cに設定し

た.試験場到着後は箱を開け， 15 "cの恒温庫内に静置した.試験開始日(収穫日)お

よび 2'"" 4日後の全糖含量，アスコルビン酸含量，総クロロフィル含量を第 2章第 2

節により，茎硬度を第 4章第 2節に準拠して調査した.また，総合鮮度を下記により

調査した.各成分分析および調査は 1試験区当たり 6反復行った.

1 )総合鮮度の測定

総合鮮度は，花蓄の色，花曹のつまりおよび臭いなどを基準とし，収穫時の状態を 4，

市場出荷可能な状態を 3，小売り可能な状態を 2 食べられる状態を1，食べられな

い状態を Oとした.

第 3節結果

1 . 輸送振動の測定

ブロッコリーを満載した 1 tトラックが 一般道路を走行した際に荷台後方で発生

する振動加速度は，ほとんどが 0.5'"" 1.5 Gであった.しかし，舗装状態が悪い部分や

マンホールや橋のつなぎ自など道路状況が劣悪な部分では，瞬間的に 2Gを越える振

動が認められた.

2. 輸送振動がプロッコリーの呼吸速度に及ぼす影響

輸送振動がブロッコリーの呼吸速度に及ぼす影響を Fig. 5-3に示した.振動開始前

のブロッコリーの呼吸速度は， 15 "cで約 250mg COz'kg'l・hr'¥5"Cでは約 80mg COz 

・kg'l・hr'lであった.15 "cでブロッコリーに試験 1で測定した振動を与えた場合，呼吸

速度は振動開始から約 20分ほどで徐々に上昇し，約 280mg COz・kg'l・hr'lに達した.

それ以降の呼吸速度は振動を停止するまでほぼ一定であった.振動停止後は徐々に下降

し，約 1時間で振動開始前の呼吸速度にまで低下した 5"cで振動を与えたときも，

ブロッコリーの呼吸速度は 15"cの場合と同様に約 20分ほどで約 30mg COz'kg・1・hr'l

上昇し，約 110 mg COz・kg'l'hr'lとなった.その後は，振動停止までほぼ一定の呼吸

速度を示し ，振動停止約 1時間後には振動開始前の呼吸速度に低下した.
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Fig 5-3 Effect cif simulated vibration on respiration rates 

of broccoli during storage at 5 'c and 15 'C. 

Vibration time ; 2hr. 

3. 輸送振動がプロッコリーの成分含量および鮮度に及ぼす影響

輸送振動とブロッコリーの成分含量の関係を Table5-1に示した.全糖含量は，試験

開始直後から保存 2 日後にかけて急速に減少した.振動区でやや低く推移する傾向を

示したものの， t検定による統計的な有意差は認められなかった.アスコルビン酸含量

は，試験開始直後から 3日後まで緩やかに減少し続けた.振動区および静置区では 3

日後までアスコルビン酸含量の変化に差は認められなかった.総クロロフィル含量は，

調査期間内はほとんど変化はなく 3日後まで試験開始時の含量を保持していた.茎

硬度は，試験開始直後から急激に減少したが，試験区間の差は認められなかった.
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Table 5・1 Effect of simulated vibration on chemical components and 

firmness of broccoli. 

Days in storage 

Components Condition 

O 1 2 3 

Total soluble nonvibration 3.1土0.20 2.5:i:0.2 2.1土0.2 2.0土0.1

sugar (%) vibration 2.3土0.1 1.8土0.1 1.9土0.1

Ascorbic nonvibration 140土22 136土23 131土27 105土12

acid (mg%) vibration 131土19 122士18 111土19

Chlorophyll nonvibration 68土 3 66土 2 67土 4 63土 2

(mg%) vibration 66土 4 67土 4 64土 4

Stem firmness nonvibration 903:i:43 733土83 711土44 681土53

(g) vibration 735土53 698土57 672土66

1) Mean土S.D.(n=6) 

No significant differences were detected at 5% level between vibrated 

and nonvibrated samples. 

4. 輸送試験

輸送中におけるブロッコリー出荷容器内の温度変化を Fig. 5-4に示した.輸送中の

容器内温度は輸送時間の経過とともに低下し，往路の大阪到着時には約 8'Cまで低下

した.大阪では福岡への転送のため約 12時間室外に放置されたが その間容器内温度

は徐々に上昇し，最高で約 21'cに達した.復路の試験場到着時には約 5'Cまで低下し

た.

トラック輸送中に発生する振動が，ブロッコリーの成分含量および品質に及ぼす影響

をTable5-2に示した.全糖含量は 振動区および静置区とも試験開始直後から保存 3

日後までは緩やかに減少した.振動区でやや低く推移する傾向を示したものの，統計的

な有意差は認められなかった.アスコルビン酸含量は両試験区とも 2 日後までは急速

に，それ以降は緩やかに減少した.総クロロフィル含量は，両試験区とも 4 日後まで

ほぼ試験開始時の含量を保持していた.茎硬度は 2日後までは緩やかに減少したが，

それ以降は容器を開放したために急激に減少した.振動区では花奮の傷みなど外傷は観

察されず，可視的には静置区とほとんど差は認められなかった.総合鮮度は，振動区お

よび静置区とも 2 日後までは市場出荷が可能な状態、であり 4 日後までは商品性を保

持していた.
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5-4 Fig 

本研究において 1tトラックにブロ ッコリーを満載して，

-hrl走行時に後輪上の荷台で発生した振動は，そのほとんどが 0.5"-' 1.5 Gと小さな値

であった.多々良ら(1999) は， 13 tトラックにイチゴを積載し，高速道路走行時に

後輪から約 1m後方の荷台で発生した振動は， 0.2 "-' 0.5 Gと報告している. 一方，

中村ら(1976b) は， 2 tトラックに約 1tのコンクリートブロックを積載して， 一般

道路を o"-' 40 km' hr-I走行時に後輪上の荷台で発生した振動は 0"-'3G，l1tトラッ

クにブドウを積載して，高速道路走行時に荷台中央部で発生した振動は o"-' 
ったと報告している.また，中馬ら(1967) は 6tトラックで一般道路を

走行時に発生した振動は 0.4"-' 2.4 Gと示している.車の大きさや走行速度が異なるた

め一概に比較はできないが，これらが報告された 20年以上前に比べてトラックの改良

や道路状態の整備などが進んだことによって，今日では発生する振動加速度がかなり小

さくなっていると考えられる.
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m
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Table 5・2 Effect of practical vibration by truck transportation on 

chemical components， firmness and freshness of broccoli. 

Days in storage 

Components Condition 

O 1 2 3 

Total soluble nonvibration 1.5土0.31) 1.2士0.2 0.9土0.3 0.9土0.1

sugar (%) vibration 1.0::r0.2 0.8土0.1 0.7土0.1

Ascorbic nonvibration 97士18 65土19 54土19 49土12

acid (mg%) vibration 70土20 67土18 46土18

Chlorophyll nonvibration 46土 5 44::r 3 41土 5 41土 5

(mg%) vibration 46土 4 43土 5 44土 5

Stem firmness nonvibration 829土109 793土42 677土47 534土70

(g) vibration 781土69 693土53 605土57

Freshness2
) nonvibration 4.0土0.0 3.5土0.0 2.9土0.2 2.3土0.3

vibration 3.5土0.0 2.9土0.2 2.4土0.2

1) Mean土S.D.(n=6) 

2) Score: 4 : freshness at harvest， 3 : freshness at wholesale， 2: fair， 

1 : edible， O;inedible. 

No significant differences were detected at 5% level between vibrated 

and nonvibrated samples. 

ブロッコリーの呼吸速度は，保存温度にかかわらず振動開始後 20分かけて約 30mg 

COz・kg1'hr'1 上昇したが，それ以降は振動停止までほぼ一定の値を示した.中村ら

(1976a， 1986a)は， トマトやナスなど数種類の野菜に 1~ 3 Gの定常振動を与えた

場合，呼吸速度は振動処理中および振動停止後数時間を経過しても上昇し続けたと報告

している.これらの報告の中で，物理的損傷に至らない程度の振動であれば，呼吸速度

の上昇は振動の強度と回数による総刺激量に比例することを明らかにしている.本研究

において測定し，再現させた振動はそのほとんどが 0.5~ 1.5 Gで，最大でも 2.4 Gで

あったが，プロッコリーでは物理的傷害には至らなかった.しかし，呼吸速度の上昇は

振動開始後約 20分までしか認められず，それ以降は振動を停止するまでほぼ一定であ

った.また，振動停止後も呼吸速度の上昇は認められず 1時間後には振動開始前の
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値まで低下した.イチゴでは，高速道路走行時に回収した 0.2"-0.5 Gの振動加速度

を再現させた場合，呼吸速度が上昇したのは振動開始後 1時間までで，振動終了後は

速やかに試験開始時の値まで低下したと報告している(多々良ら 1999) .また，イチ

ゴに 0.5Gの定常振動を与えた場合では，呼吸速度は振動処理後 15分で最大値に達し，

それ以降は上昇しなかったと示している(小島ら 1997) .これらのイチゴによる報告

は，本研究のブロッコリーで認められた現象とよく一致している.したがって，中村ら

が提唱した「呼吸速度の上昇は振動の総刺激量に比例するJという現象は，すべての青

果物で認められるものではなく，少なくともフロッコリーやイチコでは該当しないこと

が明らかになった.

トマト(中村ら 1986b) やミカン(増田ら 1988) では，振動に伴う有機酸の変化

が報告されているが，ブロッコリーでは 10時間振動処理した場合でも全糖含量に及ぼ

す振動の影響は認められなかった.これは，振動によるフロッコリーの呼吸速度の上昇

がわずかであったためと考えられる.すなわち振動によってブロッコリーの呼吸速度は

約 30 mg CU2.kg"l.hr"1上昇するため， 10時間振動を加えた場合では排出される二酸

化炭素の総量は静置区に比べて約 300mg. kg"l多くなる.この量は試験 2の振動処理

前の呼吸速度から算出すると，フロッコリーが 15"c条件下で約 1時間呼吸した時に排

出する新鮮重 1kg当たりの二酸化炭素量にしか相当しない.さらに，この呼吸作用の

基質としてブドウ糖が用いられたと仮定しても，糖含量は計算上 0.02%減少するのみ 、

である .また，アスコルビン酸や総クロロフィルなど他の成分含量についても，ブロッ

コリーでは振動区と静置区との聞に差は認められなかった.イチゴにおいても，輸送振

動による成分含量の減少は報告されていない(多々良ら 1999，小島ら 1997) .した

がって，ブロッコリーやイチゴでは他の青果物と異なり，輸送振動が成分含量亡及ぼす

影響は僅少と思われる.

イチゴでは輸送振動が呼吸速度や成分含量に及ぼす影響では同様の傾向が認められ

た.振動によって物理的損傷が発生し，外観品質や果皮の貫入抵抗値の低下が報告され

ているのに対して(多々良ら 1999，小島ら 1997) ，ブロッコリーでは茎硬度や花蓄

の傷みなど外観品質についても輸送振動による影響は認められなかった.したがって，

輸送振動がブロッコリーの鮮度に及ぼす影響は極めて少なく これまで報告されてきた

イチゴや他の青果物とは明らかに異なる結果となった.実際に輸送試験を行った結果か

らも，成分含量の変化は振動区と静置区の問に統計的な差は認められなかった.

以上のことから，実際の輸送振動がフロッコリーの成分含量および鮮度に及ぼす影響

は僅少なため， トラックによる長距離出荷も可能であると考えられる .
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第 5節小括

ブロッコリーがトラック輸送中に受ける振動を測定し，これを実験室で再現し，この

振動がブロッコリーの呼吸速度，成分含量および鮮度に及ぼす影響を調査した.

( 1 )一般道路を 1tトラックにブロッコリーを満載して o~ 40km 'hr1走行時に

後輪上の荷台で発生した振動は，0.5 ~ 1.5 Gであったが，道路状況が悪い部分では 2

Gを越える振動を記録した.

( 2 )ブロッコリーの呼吸速度は，振動開始後約 20分ほどは徐々に上昇したが，その

後は振動を停止するまでほぼ一定であった.また，振動停止後は約 1時間で振動開始

前の呼吸速度にまで低下した.振動による呼吸速度の上昇量は，測定温度にかかわらず

ほぽ同じであった.

( 3 )ブロッコリーを実験室で 10時間振動処理した場合でも，また実際にトラック輸

送した場合でも，振動が全糖含量，アスコルビン酸含量，総クロロフィル含量，茎硬度

および鮮度に及ぼす影響は認められなかった.

/ 
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第 6章 流通中の保存姿勢および輸送振動がブロッコリーの呼

吸速度，成分含量および鮮度に及ぼす影響

第 1節緒言

流通中の保存姿勢が野菜の鮮度に影響を及ぼすことが，スイートコーン(武田ら

1983) ，シュンギク(漆崎ら 1986) ，リンゴ(漆崎ら 1985)およびアスパラガス(阿

部 1985) などで報告されている.これらの報告では，収穫時の状態で流通させる方

が野菜の鮮度保持期間を延長できると示しており，このため出荷形態は縦詰めが一般的

となっている(大久保ら 1998) .この考え方はブロッコリーにも適用されており，段

ボール容器あるいは発泡スチロール容器内に中敷き紙版の型を入れ，花蓄部を上にして

縦詰め形態で出荷している.しかし，産地ではブロッコリーを段ボール容器等に縦詰め

にする作業は時間と熟練を要すること，縦詰めにすることで隣接するブロッコリーの花

蓄部同土が接触するために花菅部が損傷し，外観品質の低下を招くことなどが指摘され

ている.さらに，小売店ではブロッコリーを販売するために容器から取り出すが，その

際に再び花蕎部は損傷する.これらのことから，最近ではブロッコリーの流通中の保存

姿勢は縦詰め (Fig.6・1)か ら横詰め (Fig.6-2) へと変化している.

輸送振動が青果物の呼吸速度や鮮度に影響を及ぼすことが，トマト(中村ら 1976a， 

1977， 1986b) やイチゴ(小島ら 1997，多々良ら 1999) などで報告されている.

また，箱詰め状態では青果物同士の共振など様々な要因が相乗的に関与し ，小さな振動

でも鮮度への影響が示唆されている (Eaks 1961， Sommer et a1. 1960).第 5章に

おいて，ブロッコリーでは縦詰めにした場合，輸送振動が呼吸速度，成分含量および鮮

度に及ぼす影響は僅少であることを明らかにした.しかし，現在行われている横詰めに

した場合では， 上下 2段に詰めるために上段では箱内で不規則に動く現象や，下段では

上段のブロッコリーによる物理的損傷などが発生し，縦詰めにした場合に比べて輸送振

動による影響が懸念される.ところが，輸送振動が横詰めにした青果物の鮮度に及ぼす

影響について，検討された研究はほとんどない.

そこで，本章では流通中の保存姿勢および輸送振動がブロッコリーに及ぼす影響を明

らかにするために，実際にトラック輸送中に発生した振動を実験室で再現して，縦詰め

した場合と横詰めした場合についてブロッコリーの呼吸速度，成分含量および鮮度に及

ぼす影響を調査した.また，実際にブロッコリーをトラックで輸送した場合についても，

保存姿勢および輸送振動がブロッコリーの成分含量や鮮度に及ぼす影響を検討した.
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Fig.6・1 Vertical position in a cardboard shipping container 

inner packed polyethylene bag. 

Fig. 6-2 Horizontal position in a cardboard shipping container 

inner packed polyethylene bag. 
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第 2節材料および方法

1 . 保存姿勢および輸送振動がプロッコリーの呼吸速度に及ぼす影響

1997年 3月に福岡県粕屋町で収穫したブロッコリー(品種 :みよみどり 28号，サ

イズ 2L) を供試した.ブロッコリー 1個を佐賀大学の電磁式振動装置に設置した内

容積 6，900 mlのアクリル樹脂製コンテナに縦詰めあるいは横詰めにした. ブロッコリ

ーの品温および呼吸速度を安定させるために 15"cで一夜放置した後，第 5章で回収し

た輸送振動を電力増幅器を用いて 4時間再現した.呼吸速度は，コンテナの一方から

毎分 1，000 mlの流量で外気を通気し，反対側から内部の空気を取り出し，その二酸化

炭素濃度を二酸化炭素濃度自動計測機で測定した.コンテナ内の二酸化炭素濃度と外気

中の二酸化炭素濃度の差から呼吸速度を算出した.呼吸速度の測定は 1試験区あた

り 3反復行った.

2. 保存姿勢および輸送振動がプロッコリーの成分含量や鮮度に及ぼす影響

1998年 2月に福岡県筑紫野市で収穫したブロッコリー(品種:グリーンフェイス，

サイズ 2L) を供試した.ブロッコリー 9株を PE内装段ボール容器に縦詰めあるい

は横詰めにし，上部をハンカチ折り込み包装した.静置区は，ライトパンで試験場に搬

入後 15"cの恒温庫内に保存した.振動区は，試験場搬入後さらに佐賀大学まで輸送し

た.佐賀大学到着後は普通段ボール容器のまま電磁式振動装置に設置し，品温を安定さ

せるため 15"cで一夜放置後，第 5章で回収した輸送振動を 7時間与えた.振動停止

後は直ちに試験場に返送し， 15 "cの恒温庫内に保存した.振動区は，佐賀大学での振

動処理に加え，佐賀大学との往復 3時間の計 10時間振動処理した.試験場と佐賀大学

と往復輸送した時のフロッコリーの品温は，平均 16.5"cであった.保存 3日後までの

容器内ガス濃度組成，全糖含量，アスコルビン酸含量，総クロロフィル含量を第 2章

第 2節により，茎硬度および容器開封時における異臭の程度を第 4章第 2節に準拠し

て調査した.各成分分析および調査は 1試験区当たり 6反復行った.

3 . 輸送試験

1997年 3月に福岡県粕屋町で収穫したフロッコリー(品種:みよみどり 28号，サ

イズ 2L) を供試した.ブロッコリー 9株を PE内装段ボール容器に縦詰めあるいは

横詰めにし，上部をハンカチ折り込み包装した.静置区はライトパンで試験場に搬入後，

15 "cの恒温庫内に保存した.振動区は試験場搬入後，軽トラックの荷台全面に段ボー

ルを 3段重ねで固定し，長崎県諌早市まで輸送した.屋外に一夜放置後試験場に返送

し， 15 "cの恒温庫内に保存した.試験場と諌早市と往復輸送した際は室温で保存した.

輸送時間は往復 4時間 10分，輸送距離は往復 264km (高速道路が約 218km，一般

道路が約 46 km) であった.保存 4日後までの全糖含量，アスコルビン酸含量および

総クロロフィル含量を第 2章第 2節により，茎硬度を第 4章第 2節により，総合鮮

度を第 5章第 2節に準拠して調査した.各成分分析および調査は 1試験区当たり 6

反復行った.
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果結第 3節

Fig 6・3

縦

1. 保存姿勢および輸送振動がプロッコリーの呼吸速度に及ぼす影響

保存姿勢および輸送振動がブロッコリーの呼吸速度に及ぼす影響を Fig. 6-3に示し

た.振動開始前のブロッコリーの呼吸速度は，縦詰め区では 224 mg C02. kg.J・hrl， 

横詰め区では 203 mg COz. kg.'・hr.Jであった.振動開始後の呼吸速度は，縦詰め区で

は 1時間ほどで約 10%上昇し，それ以降は試験開始時に比べて 6'" 10 %の上昇幅で

推移した.これに対し，横詰め区では縦詰め区と同様に 1時間ほどで約 10%上昇した

が，それ以降は振動を停止するまでほぼ一定で推移した.振動停止後の呼吸速度は，

詰め区および横詰め区とも 1時間ほどで振動開始前の呼吸速度まで低下した.ブロ ッ

コリーの呼吸速度は，横詰め区が縦詰め区に比べやや高い値を示したが，統計的な有意

差は認められなかった.
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Table 6-1 Effects of holding position and simulated vibration on chemical 

components and firmness of broccoli during storage at 15 'C. 

Days in storage 

Components Conditionll 

O 1 2 3 

Total soluble vertical 2.5::1::0.12
) 2.0土0.1 1.8土0.1 1.7土0.2

sugar (%) horizontal 2.1土0.1 1.9土0.1 1.7土0.1

Ascorbic vertical 105土11 93土10 82土 9 74土 8

acid (mg%) horizontal .93土 7 86土12 78::1::12 

Chlorophyll vertical 52土 2 50土 5 51土 2 48土 4

(mg%) horizontal 51土 2 51土 4 48土 5

Stem firmness vertical 980土43 917土70 872土80 835::1::63 

(g) horizontal 922土81 896土78 853土40

1) Broccoli was stored at room temperature upon arrival at Fukuoka 

Agricultural Research Center. 

2) Mean土S.D.(n=6) 

No significant differences were detected at 5% level between the 

vertically and horizontally positioned samples. 

2_ 保存姿勢および輸送振動がプロッコリーの成分含量や鮮度に及ぼす影響

保存姿勢および輸送振動がブロッコリーの成分含量に及ぼす影響を Table6・1に示し

た.全糖含量は，保存姿勢にかかわらず試験開始直後から保存 2 日後まで急激に減少

し 3日後には試験開始時の 68%となった.アスコルビン酸含量は，縦詰め区および

横詰め区とも緩やかに減少し 3日後にはそれぞれ試験開始時の 70%， 74 %となっ

た.総クロロフィル含量は，保存姿勢にかかわらず 2日後までほぼ試験開始時の含量

を保持していたが， 3日後には僅かに減少し，試験開始時の 92%となった.茎硬度は，

縦詰め区では緩やかに減少し 3日後には試験開始時の 85%となった.横詰め区では

試験終了時まで縦詰め区よりやや高く推移したが 3日後には試験開始時の 87%まで

減少した 3日後におけるブロッコリーの成分含量および茎硬度は，横詰め区が縦詰

め区と同等かやや高い値を示 したが，統計的な有意差は認められなかった.
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3. 輸送蹴験

輸送中における出荷容器内の温度変化を Fig. 6-4に示した.輸送中における出荷容

器内の温度は，往路は試験場出発時が約 18"C，諌早到着時が約 17"cであった.諌早

到着後，時間の経過とともに徐々に低下し午前 4時には 15.5"cとなったが，日の出と

ともに上昇した.復路は，諌早出発時が約 16.5"C，試験場到着時が約 17"cであった.

しかし，輸送中の出荷容器内の温度変化は約 2"Cと小さく，平均温度は 16.8"cであっ

6-4 Fig 

た.

保存姿勢および実際の輸送振動が容器内ガス濃度に及ぼす影響を Table 6・2に示し

試験場到着時の容器内ガス濃度は，いずれの試験区においても 二酸化炭素濃度が

10.1 "-' 11.3 %，酸素濃度が 2.0"-' 2.2 %であった.また，保存 3 日後の容器内ガス

濃度は，いずれの試験区においても二酸化炭素濃度が 6.2"-' 7.1 %，酸素濃度が 7.1

"-' 8.2 %であった.開箱時の異臭は，いずれの試験区においても試験終了時まで認め

られなかった.
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Table 6・2 Changes of carbon dioxide and oxygen concentrations (%) 

during storage. 

Day 1 Day 3 

Condition 

C02 02 C02 02 

nonvibration 

vertical 11.3 2.1 6.2 8.0 

horizontal 10.3 2.8 6.2 8.2 

vibration1l 

vertical 

horizontal 

10.8 

10.1 

2.5 

2.0 

7.1 

6.7 

7.1 

7.8 

1) Broccoli was packed in a cardboard shipping container 

inner packed polyethylene bag， transporeted to Isahaya， 

and then brought back to Fukuoka by truck. 

保存姿勢およびトラックによる輸送振動がブロッコリーの成分含量および外観品質に

及ぼす影響を Table6・3に示した.全糖含量は，振動区では縦詰め区および横詰め区と

も緩やかに減少し，保存 4日後にはいずれも試験開始時の約 70%となった.静置区で

は，保存姿勢にかかわらず試験期間を通じて振動区とほぼ同様に推移した.アスコルビ

ン酸含量は，振動区では縦詰め区および横詰め区とも緩やかに減少し 4 日後にはい

ずれも試験開始時の約 70%となった.静置区では保存姿勢にかかわらず試験期間を通

じて振動区と同様に推移した.総クロロフィル含量は，振動区では縦詰め区および横詰

め区とも 1日後までほぼ収穫時の状態を保持していたが，それ以降は緩やかに減少し，

4日後にはいずれも試験開始時の約 90%となった.静置区では，縦詰め区および横詰

め区とも試験期間を通じて振動区とほぼ同様に推移した.茎硬度は，振動区では縦詰め

区および横詰め区とも 1日後までは急激に，それ以降は緩やかに低下し 4日後には

いずれも試験開始時の約 80%となった.静置区では，縦詰め区および横詰め区とも試

験期間を通じて振動区とほぼ同様に推移した.外観品質は，縦詰め区および横詰め区と

も，振動区および静置区とも花普の傷みなど外傷の発生は認められなかった.

、、
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Effects of holding position and actual vibration by truck Table 6・3

transport on chemical components and firmness of broccoli 

during storage at 15 'C. 

storage Days ln 

Condition 1) Components 
4 3 2 1 。

nonvibration 

1.2土0.1

horizontal 1.4::!::0.2 1.3土0.2 1.2土0.2 1.2土0.3

vibration 

1.2土0.11. 2::!::0. 2 1.4土0.21.6土0.22
)vertical Total 

soluble 

sugar 

(%) 1.1土0.11.2土0.21.3土0.11.4土0.1vertical 

1.2土0.31. 3::!::0. 2 1.3土0.21.3土0.2horizontal 

nonvibration 

126土 8

horizontal 147土27 143土11 131土13 119土 8

vibration 

vertical 

129土17141土26148土37168土22vertical Ascorbic 

acid 

(mg%) 

113土11123土13142土19152土23

117土10126土10143土21145土 7horizontal 

nonvibration 

61土 3

horizontal 69土 9 67土 9 66::!:: 3 64土 5

vibration 

65::!:: 4 67::!:: 3 68土 669土 7vertical 
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63土 765土 565土 569土 8vertical 

64土 567土 367土 969土 9horizontal 

nonvibration 

597土62

horizontal 620土64 583::!::56 575土76 579土83

vibration 

593土73588土53655土47750土43vertical Stem 

firmness 

(g) 

575土86563土64587土51626土54vertical 

580土55593土75603土56645土70horizontal 

Broccoli was stored at room temperature upon arrival at Fukuoka 

Agricultural Research Center. 

Mean土 S.D.(n=6) 2) 

No significant differences were detected at 5% level between samples 
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第 4節考察

保存姿勢が静置状態の野菜の呼吸速度に及ぼす影響については，シュンギク(漆崎ら

1985， 1986) やホウレンソウ(武田ら 1983) では横詰めにした場合の方が縦詰め

にした場合より呼吸は高くなると報告されている.これに対し，ホウレンソウやキャベ

ツでは横詰めにした場合の方が縦詰めにした場合より呼吸は高くなるが，シュンギクや

ブロッコリーでは保存姿勢の違いによる差は認められないとしている(演中ら 1999) . 

本研究において，振動開始前のブロッコリーの呼吸速度は，横詰めにした場合の方が縦

詰めにした場合よりやや低くなったが，保存姿勢の違いによる影響は認められなかった.

また，保存姿勢および輸送振動が野菜の呼吸速度に及ぼす影響については，ホウレンソ

ウでは横詰めにした場合の方が縦詰めにした場合より呼吸は高くなると報告されている

(武田ら 1983) .これに対し 振動開始後のブロッコリーの呼吸速度は，振動処理中

は横詰めにした場合の方が縦詰めにした場合よりやや高く推移したが，排出される総二

酸化炭素量の差は 4時間振動処理した場合でも約 100mg C02・kg"であった.この量

は， Fig. 4・1の振動処理前の呼吸速度から算出すると，ブロッコリーが静置時に 15"c 

で約 30分間呼吸した時に排出する新鮮重 1 kg当たりの二酸化炭素量にしか相 当しな

い.また，振動処理直後の上昇や振動停止後の低下など呼吸速度の変化は，保存姿勢に

かかわらずほぼ同様であった.このため，実際にトラック輸送した際の出荷容器内のガ

ス濃度は，保存姿勢や輸送振動にかかわらずほぼ同様に推移したと考えられる.したが

って，保存姿勢が野菜の呼吸速度に及ぼす影響は品目によって異なり ，ブロ ッコリーで

はその影響が僅少であると考えられる.

輸送振動が野菜の呼吸速度に及ぼす影響については， トマトなどでは，呼吸速度は振

動処理中および処理後数時間まで上昇すると報告されている(中村ら 1976a， 1986a). 

これに対し，第 5章で示したように，フロッコリーでは縦詰めにした場合，呼吸速度

は振動開始直後は上昇したが，上昇後は振動停止までほぼ一定であり，振動停止後は速

やかに振動開始前の呼吸速度まで低下することを明らかにした.本章において，横詰め

にした場合でもブロッコリーの呼吸速度は，縦詰めにした場合とほぼ同様に推移した.

したがって，輸送振動が野菜の呼吸速度に及ぼす影響は品目によって異なり，ブロッコ

リーではその影響が僅少と考えられる.

保存姿勢が野菜の鮮度に及ぼす影響については，シュンギク(漆崎ら 1985， 1986) 

やホウレンソウ (太田 1984，武田ら 1983) では横詰めにした場合の方が縦詰めに

した場合より全糖含量や葉緑素含量などの成分含量が減少することが報告されている .

また，葉ネギ(茨木ら 1995) やアスパラガス(阿部 1985) では横詰めにした場合

には屈曲現象が認められ，外観品質が著しく低下することが知られている.本研究にお

いて，静置条件下のブロッコリーでは，成分含量や外観品質は保存姿勢にかかわらず試

験期間を通じてほぽ同様に推移した.また， 10時間振動処理した場合でも，実際にト

ラックで輸送した場合でも，ブロッコリーでは横詰めにしたものの方が縦詰めにしたも

のより成分含量や外観品質が低下するという結果は得られなかった.これは，保存姿勢

の違いによる排出される総二酸化炭素の差が 4時間振動処理では約 100mg COt' kg" 
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であったため， 10時間処理では約 250 mg C02・kg"lになると推測される.この量は，

Fig. 4-1の振動処理前の呼吸速度から算出すると，ブロッコリーが静置時に 15'cで約

75分間呼吸した時に排出する新鮮重 1kg当たりの二酸化炭素量にしか相当しない、こ

のため，保存姿勢の違いによる成分含量の差が認められなかったと考えられる.また，

ブロッコリーでは横詰めにした場合でも屈曲現象など外観品質の低下は認められなかっ

た.したがって，ブロッコリーでは他の野菜と異なり，保存姿勢が成分含量や外観品質

に及ぼす影響は僅少であると考えられる.

輸送振動が青果物の鮮度に及ぼす影響については， トマト(増田ら 1988)やミカ

ン(中村ら 1986b)では，振動に伴う有機酸の変化が報告されている.これに対し，

第 5章においてブロッコリーでは縦詰めにした場合，輸送振動がプロッコリーの成分

含量に及ぼす影響はほとんどないことを明らかにした.本章において，横詰めにして， 10 

時間振動処理した場合や実際にトラック輸送した場合でも，ブロッコリーの成分含量に

及ぼす影響は認められなかった.これは，横詰めにした場合でも，振動によるプロッコ

リーの呼吸速度の上昇が約 20mg C02・kg"l'hr"lとわずかであったためと考えられる.

このため，ブロッコリーやイチゴでは他の青果物と異なり，輸送振動が成分含量に及ぼ

す影響は僅少であると考えられる.しかし，イチゴでは輸送振動によってオセやスレの

発生程度が高くなったと報告されているが(小島ら 1997 多々良ら 1999) ，ブロッ

コリーでは茎硬度や花蓄の傷みなど外観品質についても輸送振動による影響は認められ

なかった.したがって，輸送振動がブロッコリーの品質に及ぼす影響は僅少であり，こ

れまで報告されてきたイチゴや他の青果物とは異なる結果となった.

以上のことから，保存姿勢および輸送振動はブロッコリーの呼吸速度，成分含量およ

び鮮度にほとんど影響を及ぼさないものと考えられる .すなわち，横詰めにした場合で

も，実際の輸送振動がブロッコリーの成分含量および鮮度に及ぼす影響は僅少であるた

め， トラックなどによる長距離出荷も可能であると考えられる.

第 5節小括

保存姿勢および輸送振動がブロッコリーの呼吸速度，成分含量および鮮度に及ぼす影

響について検討した.ブロッコリーをポリエチレンフィルムを内装した普通段ボール容

器に縦詰めまたは横詰めにし，実験室で 10時間振動処理あるいは実際にトラック輸送

を行った後， 15 'cに保存した.

( 1 )ブロッコリーの呼吸速度は，保存姿勢にかかわらず振動開始後約 20分ほどは上

昇したが，その後は振動を停止するまでほぼ一定であった.また，振動停止後は約 1

時間で振動開始前の呼吸速度にまで低下した.振動による呼吸速度の上昇割合は，保存

姿勢にかかわらずほぼ同じであった.

( 2 )ブロッコリーを実験室で 10時間振動処理した場合でも ，また実際にトラック輸

送した場合でも，保存姿勢及び輸送振動がプロッコリーの成分含量および鮮度に及ぼす

影響は認められなかった.
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第 7章総括

福岡県は，温暖な気候を利用して野菜の生産が周年にわたって行われており，全国有

数の野菜の安定供給基地として期待されている.しかし，大消費地である京浜・阪神地

域から遠隔地にあるため，収穫時の品質を保持したまま野菜を消費者に届けることは難

しい.特に，福岡県の主力野菜である葉ネギ，イチゴ，ブロッコリーは流通中の鮮度低

下が著しい.この対策として，葉ネギでは予冷後にポリフロピレンフィルムで包装し，

発泡スチロール容器に詰めて航空機で輪送している.イチゴでは収穫直後から 5"cで

流通させるシステムや輸送振動を軽減できるトラックで輸送している.これらの方法に

よって，福岡県から京浜・阪神地域への野菜の出荷は可能となった.しかし，従来の方

法に比べてコストがかかるために，軽量で地域プランドが確立している品目しか導入さ

れていない.このため，ブロッコリーのよう口重量野菜で，しかも国内外との産地問競

争にさらされている品目では，十分な鮮度保持対策がとれずに輸送距離が限られている

のが現状である.そこで，本研究ではブロッコリーの長距離輸送を実現するために，環

境要因が流通中のブロッコリーの鮮度保持に及ぼす影響を解明した.すなわち，収穫時

期が成分含量や鮮度に及ぼす影響を明らかにするとともに， MA包装を実用化するため

に適した雰囲気ガス濃度組成を把握し，その条件を作り得る出荷容器を選定した.また，

長距離輸送に伴う振動が鮮度に及ぼす影響を把握するとともに，出荷作業の省力化を図

るために出荷形態の変更による影響を明らかにした.

第 2章では，収穫時期ごとにブロッコリーの呼吸速度を測定するとともに，収穫時

期が品質や鮮度保持に及ぼす影響を検討した.呼吸速度と保存温度の関係は，いずれの

収穫時期においても二次式で表すことができ，高い相関が得られた.この近似式から算

出すると，収穫時の温度(室温)におけるフロッコリーの呼吸速度は，秋期収穫のもの

で最も高く，冬期収穫のもので最も低くなった.これとは逆に，同じ温度(15"C)に

おける呼吸速度は，秋期収穫のもので最も低く，冬期収穫のもので最も高くなった.ま

た，収穫時期と鮮度保持の関係は，室温で保存した場合，アスコルビン酸含量など成分

含量や花蓄の黄化など外観品質は，秋期収穫のもので最も早くから低下し，冬期収穫の

もので最も高く保たれた.このため，鮮度保持期間は秋期収穫のもので最も短く，冬期

収穫したものでは最も長くなった .15 "cで保存した場合でも同様の傾向が認められ，

鮮度保持期間は冬期収穫のもので最も長くなった.したがって，収穫時期によってブロ

ッコリーの呼吸速度は異なるが，収穫時期が鮮度保持に及ぼす影響はほとんど認められ

なかった.サヤインゲンや (Watada 1967) やレタス(矢野ら 1978) では，全糖含

量の多少が鮮度保持期間に影響を及ぼすと報告している .本研究においても，収穫時に

おけるブロッコリーの成分含量は冬期収穫したもので最も高く，特に主な呼吸基質であ

る全糖含量は，他の収穫時期に比べて約 2倍高くなった.このため，収穫時期別のブ

ロッコリーの鮮度保持については，呼吸速度よりも呼吸基質である全糖含量の多少が強

く関与していると推測された.一方， Kader (1987) や Brashら (1995) は，呼吸速

度が高いほど鮮度保持期間は短いと報告している .本研究においても，ブロッコリーの

呼吸速度はいずれの収穫時期でも保存温度が低くなるほど抑制された.秋期収穫のもの
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では，保存中の平均室温が 17.3tであったため 室温に保存したものでは 15tに保存

したものに比べて早くから成分含量の低下が認められた.逆に，冬期および春期収穫し

たものでは，平均室温がそれぞれ 4.5t， 9.0 tであったため，室温に保存 したもので

は 15tに保存したものに比べて成分含量は高く保たれた.これらのことから，ブロッ

コリーの鮮度を保持するためには全糖含量だけでなく，呼吸速度も影響を及ぼしている

ことが明らかになった.さらに 低温で保存することで 呼吸速度が抑制されて全糖含

量は高く保たれることから，いずれの収穫時期においても低温流通が重要であると考え

られた.

しかし，ブロッコリーでは収穫から出荷作業までをその日のうちに行うことが多く，

予冷は行われていても処理時間は短い.また，輸送中のトラ ックや到着後の保管場所な

ど出荷後の温度管理も不十分であるため，流通温度を常に低温に保つことは困難である

(第 5章).低温処理以外に，野菜の鮮度を効果的に保持できる方法に MA包装がある.

ブロッコリーではこれまで多くの報告がなされているが，そのほとんどは保存温度が 10

℃以下の低温である (Forneyet a1. 1989， Makhlouf et a1. 1989，山下ら 1993a) . 

しかし，実際の流通温度は 10t以上になることが多く，保存温度が高くなるほど雰囲

気のガス濃度組成は過度の低酸素 ・高二酸化炭素状態となるため 外観的には鮮度は保

たれているが，開封すると異臭が認められる場合がある.そこで，第 3章では実際の

流通温度に即した条件において， MA包装がブロッコリーの呼吸速度や鮮度に及ぼす影

響を検討し，ブロッコリーに適する MA包装条件を明らかにした.保存温度は，福岡

県太宰府市および東京都の過去数十年の平均気温および小売店でのショーケースの温度

から， 15 tとした.酸素濃度と二酸化炭素濃度の合計を大気条件と同じ 21%とした場

合，ブロッコリーの呼吸速度は大気条件である酸素濃度が 21%では 175 mgCOz' 

kg'lhr'lであったが，酸素濃度が低くなるほど，二酸化炭素濃度が高くなるほど低下し，

酸素濃度が 4.1%では 51 mgC02・kg'lhr'lと 113以下に抑制された.また，ブロッコリ

ーの鮮度は，酸素と二酸化炭素の濃度組成が 21.0%と 0.04%から 12.3%と 8.5%の

比較的に高酸素・低二酸化炭素条件では，アスコルビン酸含量や全糖含量などの成分含

量は急激に減少し，花蓄の黄化など外観品質も早くから低下した.しかし，酸素と二酸

化炭素の濃度組成が 4.1%と 17.5%から 8.7%と 12.8%の比較的低酸素 ・高二酸化

炭素条件では，成分含量の減少は抑制されるとともに 外観品質の低下も認められなか

った.さらに，本研究で設定したいずれの雰囲気ガス条件においても呼吸商は 1以下

であり，異臭も認められなかったことから， 15 tに保存した場合では酸素濃度が 4.1

%でもブロッコリーは無気呼吸しなかったと考えられる.しかし，酸素と二酸化炭素の

濃度組成が 4.1%と 17.5%では，他のガス濃度条件に比べて呼吸商がわずかに高くな

ったことから，酸素濃度が 4.1%より低く二酸化炭素濃度が 17.5%より高いガス条件

では，無気呼吸をする恐れがある.このため，ブロッコリーを 15ocに保存する場合，

酸素濃度と二酸化炭素濃度の合計が約 21%であれば，このガス条件が有気呼吸の限界

であると考えられる.このことから 15 tで保存する場合 ブロッコリーに適した MA

包装条件は，酸素と二酸化炭素の濃度組成が 4.1%と 17.5%から 8.7%と 12.8%で

あると考えられた.本研究で示した MA包装条件は，これまでの報告に比べてやや好

気的となったが，これまでの報告とほぼ同程度の呼吸速度抑制効果が認められた上に，
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消費者に届くまでの短期間の鮮度保持を目的としていることから，これ以上酸素濃度を

低く設定する必要はないと考えられる.また，適する MA包装条件に幅を持たせるこ

とで，流通中の温度変化や収穫時期別の呼吸速度の違いにも対応できると考えられる.

MA包装を実用化するためには，第 3章で得られたブロッコリーに適した MA包装

条件を達成できる出荷容器を選定する必要がある.最近では，段ボール容器にポリエチ

レンフィルムを積層してガスバリアー性を向上させた機能性段ボール容器が開発され，

これを用いた鮮度保持試験がブロッコリーにおいても行われている(川合ら 1994， 

内野ら 1996) .しかし， MA効果を発揮させるためには容器を H字貼りで包装する必

要があるため，作業性の問題から実用化には至っていない.そこで，第 4章ではブロ

ッコリーの MA包装を実用化するために，この機能性段ボール容器を改良してさらに

ガスバリアー性を向上させた容器を開発するとともに，他の出荷容器とともにブロッコ

リーの鮮度保持効果を検討し， MA包装に適した出荷容器を選定した.本研究で開発し

た容器は，フラップ部分の切り込み幅を調整するとともに，内フラップと外フラップの

接触面にポリ塩化ビニリデンフィルムを貼り合わせ，ブロッコリーの自重によりフィル

ム同士を粘着させて空隙率を減少させたものである.出荷容器内のガス濃度は，改良し

た段ボール容器では酸素濃度は 10'"12 %，二酸化炭素濃度は 9"-' 11 %となり，改良

前の容器に比べて酸素濃度で約 2%低く，二酸化炭素濃度で約 3%高く，普通段ボー

ル容器に比べると酸素濃度で約 10%低く，二酸化炭素濃度で約 10%高くなった.す

なわち，本研究で行った改良によって，段ボール容器のガスバリアー性を向上させるこ

とができた.しかし，出荷容器内のガス濃度は，第 3章で明らかにしたブロッコリー

に適した MA包装条件に達することができなかった.これに対し，発泡スチロール容

器では適した MA包装条件の範囲内となり， PE内装段ボール容器でもこの条件にほぼ

一致していた.このため，出荷容器とフロッコリーの鮮度の関係については，総クロロ

フィル含量の減少や花普の黄化は，普通段ボール容器や機能性段ボール容器では急速に

進行したが，改良段ボール容器ではわずかに認められる程度であり，発泡スチロール容

器， PE内装段ボール容器ではほとんど認められなかった.また，アスコルビン酸含量

や全糖含量は，普通段ボール容器や機能性段ボール容器では急激に減少したが，改良段

ボール容器ではその減少割合はわずかに抑制され，発泡スチロール容器や PE内装段ボ

ール容器では改良段ボール容器に比べてさらに減少割合を抑制することができた.さら

に，いずれの出荷容器においても，開箱時の異臭は認められなかった.このため，ブロ 〆

ッコリーの鮮度を保持するためには，出荷容器として発泡スチロール容器や PE内装段

ボール容器を利用する必要がある.しかし，発泡スチロール容器は他の出荷容器に比べ

てコスト高となる上に，使用後の処理や選果場に新たに保管場所が必要となるなど問題

点が多い.これらのことから，ブロッコリーの出荷容器としては PE内装段ボール容器

が最も適当であると考えられた.

流通中に鮮度低下を招く環境要因の 1つとして，輸送振動がある.特に，福岡県のよ

うに大消費地である京浜・阪神地域から離れた遠隔地では，近郊産地に比べて輸送振動

が青果物の鮮度に及ぼす影響が懸念される .このため，イチゴ (Kojimaet a1. 1999， 

多々良ら 1999) では実際の輸送振動を測定し，これを実験室で再現させた輸送シミ

ュレーション手法によって，輸送振動が呼吸速度や成分含量に及ぼす影響を検討する研
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究が行われている.そこで，第 5章では，ブロッコリーについて，出荷容器に縦詰め

した状態でトラックに満載し，実際の輸送中に発生する多様な振動を測定した.また，

その振動を実験室で再現させてブロッコリーの呼吸速度 成分含量および鮮度に及ぼす

影響を明らかにするとともに，実際にブロッコリーをトラック輸送してブロッコリーの

成分含量および鮮度に及ぼす影響を検討した.本研究において測定した輸送振動は 1

tトラックで一般道路走行時は 0.5'" 1.5 Gであり， 13 tトラックで高速道路走行時

は 0.2....... 0.5 Gであった.この結果は，過去の報告(中馬ら 1967，中村ら 1976b) 

に比べると明らかに小さく，現在ではトラックの進歩や道路の整備などによって，発生

する振動が軽減されていることが明らかになった.このため 輸送振動が青果物の鮮度

に及ぼす影響についても，当時と比べて変化していることが推測された.そこで，測定

した輸送振動を上下方向のみではあるが実験室で再現させた.輸送振動がブロッコリー

の呼吸速度に及ぼす影響については，振動開始後 20分ほどで約 30 mg C02・kg1.hr'1

上昇したが，それ以降は振動停止までほぼ一定の値を示した.また 振動停止後も呼吸

速度の上昇は認められず 1時間後には振動開始前の値まで低下した.これまで， トマ

トやナス(中村ら 1976a， 1986a) では物理的損傷を伴わない輸送振動であれば，呼

吸速度の上昇は振動の強度と回数による総刺激量に比例すると報告されている.本研究

において，再現した振動によってブロッコリーに外傷は認められなかったが，ブロッコ

リーの呼吸速度は振動開始後 20分間しか上昇しなかった.また，アスコルビン酸含量

などの成分含量や花蓄の黄化などの外観品質についても，振動処理した場合と静置状態

で保存した場合との聞に差は認められなかった.さらに，実際にトラック輸送した場合

でも，輸送振動が成分含量や外観品質に及ぼす影響は認められなかった.これらのこと

から，輸送振動がブロッコリーの呼吸速度，成分含量および外観品質に及ぼす影響は極

めて少なく，ブロッコリーを縦詰めした場合では， トラックによる長距離出荷は可能で

あると考えられた.

しかし，ブロッコリーを長距離輸送するためには MA包装を実用化させて流通中の

鮮度低下を抑制する必要がある.第 4章で示したとおり， MA包装を実用化するため

には PE内装段ボール容器が最も適しているが，保存姿勢が縦詰めでは花菅部同士が接

触して外観品質が低下するうえに，詰める際にブロッコリーがポリエチレンフィルムに

引っ掛かるため作業性が低下する.この対策として，ブロッコリーの保存姿勢を縦詰め

から横詰めに変更することが考えられる.しかし，ブロッコリーと同じ葉茎菜類である

シュンギク(漆崎ら 1985， 1986) やホウレンソウ(武田ら 1983) では，呼吸速度

やエチレン生成量が増加して成分含量が低下することが報告されている.また，アスパ

ラガス(阿部 1985， )や葉ネギ(茨木ら 1995) では，新葉茎部が屈曲して商品性が

低下することが示されている .そこで，第 6章では，ブロッコリーについて保存姿勢

が鮮度に及ぼす影響を明らかにするために まず静置状態において 保存姿勢の違いが

ブロッコリーの呼吸速度，成分含量および鮮度に及ぼす影響を検討した.また，振動状

態における保存姿勢の違いがブロッコリーの鮮度に及ぼす影響を明らかにするために，

第 5章で測定した振動を実験室で再現した場合や，実際にトラックで輸送した場合に

おいて，保存姿勢がブロッコリーの呼吸速度，成分含量および鮮度に及ぼす影響を検討

した.静置状態におけるブロッコリーの呼吸速度は，横詰めの方が縦詰めよりやや低く
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なったが，保存姿勢の違いによる影響は認められなかった.成分含量や鮮度についても，

保存姿勢の違いによる影響は認められなかった.また，振動状態におけるブロッコリー

の呼吸速度は，横詰めの方が縦詰めよりやや高く推移したが，保存姿勢の違いによる影

響は認められなかった.このため，保存姿勢および輸送振動がブロッコリーの呼吸速度

に及ぼす影響は僅少であると考えられた.さらに，実験室で輸送振動を再現した場合で

も，実際にトラックで輸送した場合でも，保存姿勢および輸送振動がブロッコリーの成

分含量や鮮度に及ぼす影響は認められなかった.このことから，保存姿勢および輸送振

動がブロッコリーの呼吸速度，成分含量および鮮度に及ぼす影響は僅少であるため，ブ

ロッコリーを横詰めした場合でもトラックによる長距離出荷が可能であると考えられ

た.

以上のように，本研究において流通中の様々な環境要因がブロッコリーの品質や鮮度

保持に及ぼす影響について検討し，長距離輸送や省力化に対応したブロッコリーの鮮度

保持技術を確立した. MA包装については， 15 "c下における適する MA包装条件は酸

素と二酸化炭素の濃度組成が 4.1%と 17.5%から 8.7%と 12.8%であることを明ら

かにし，この条件を実用化できる出荷容器として PE内装段ボール容器を選定した.ま

た，輸送振動については鮮度に及ぼす影響が少ないことを明らかにし， トラックによる

長距離輸送が可能となった.さらに，保存姿勢についても鮮度に及ぼす影響は少ないこ

とを明らかにし，箱詰め方法を従来の縦詰めから横詰めに変更した.これらのことから，

PE内装段ボール容器に横詰めすることで，ブロッコリーの鮮度保持が可能となった.

特に，鮮度低下が比較的早い秋期収穫や春期収穫のものでは有効な技術である .また，

この技術は特別な施設や追加コストを必要としないため，今後はこの技術を活かして福

岡県産ブロッコリーの生産振興が期待できる.
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Summary 

Fundamental studies on the quality stability of broccoli during 

distribution. 

by 

IKEDA Hironobu 

In this study， we aimed to develop technology for improving the quality 

stability of broccoli. The effects of harvest season on the respiration rate， 

chemical components and quality stability of broccoli was considered. The 

effects of atmosphere gas conditions on the respiration rate， chemical 

components and quality stability of broccoli were investigated， and modified 

atmosphere packaging conditions were examined. In order to utilize modified 

atmosphere packagingwith broccoli， a functional cardboard shipping container 

was improved to raise its gas barrier， property and the effect of other shipping 

containers on the quality stability of broccoli was considered. The effects of 

transport vibration on the respiration rate of broccoli was investigated as well 

as the effects of long'distance transport on the quality stability of broccoli. The 

effects of holding position on the quality stability of broccoli from the point of 

view of elimination of labor was examined. 

In chapter 2， the respiration rate， chemical components in terms of reduced 

ascorbic acid and total soluble sugar， and quality stability of broccoli harvested 

in autumn (November， 1995)， winter (January， 1996) and spring (April， 1996) 

were investigated during storage at room temperature or 15 'C. A nearly 

second-order regression equation (Y=a+b*T+c*T 2 )， with a high relative 

coefficient (R = 0.989 -0.996)， was established for the respiration rate (mg CO 

2' kg-I・hr-I)(y) and temperature ('C) (T) of broccoli. At the same temperature， 

broccoli harvested in winter showed a higher respiration rate than tha.t 

harvested in autumn. Broccoli harvested in winter had two times as much total 

soluble sugar content as that harvested in autumn or spring. For broccoli 

harvested in autumn and stored at room temperature， its reduced ascorbic acid， 

total soluble sugar and chlorophyll contents decreased markedly with floret 

yellowing. These indicate that broccoli harvested in autumn and stored at room 

temperature does not retain good quality. The reduced ascorbic acid and total 

soluble sugar contents of broccoli harvested in winter remained unchanged for 6 
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days， suggesting that the broccoli retains good quality during storage at room 

temperature. Similarly， broccoli harvested in winter and storedat 15 "C showed 

much better quality stability than broccoli harvested in the other seasons. For 

the same harvest season， the. quality of broccoli was successfully maintained 

during storage at low temperature. Moreover， correlations among the 

respiration rate， chemical compQnents and quality stability of broccoli were 

.observed， that is the lower the respiration rate， the higher the reduced ascorbic 

acid and total sugar contents and the higher the quality stability. 

Chapter 3 describes the changes in the respiration rate， the chemical 

components， and the quality stability of broccoli determined during storage at 15 

"C in several atmosphere compositions having a total oxygen concentration and 

carbon dioxide concentration of 21 %. The respiration rate of broccoli under a 

continuous stream of air was 175 mg C02・kg"1・hr"l，which decreased with 

decreasing oxygen concentration and increasing high carbon dioxide 

concentration. Reduced ascorbic acid， total soluble sugar and chlorophyll 

contents decreased with increasing oxygen concentration during storage， except 

at an oxygen concentration in the range of 8.7 % to 4.1 %. The degree of 

yellowing of broccoli florets also decreased with decreasing oxygen concentration 

and increasing carbon dioxide concentration and off'odor was not observed for 8 

days. These results suggest that atmosphere compositions such as those 

including 8.7 % oxygen and 12.8 % carbon dioxide to 4.1 % oxygen and 17.5 % 

carbon dioxide， respectively， give higher quality stability of broccoli while 

avoiding physiological injury. 

Chapter 4 describes how a cardboard shipping container for broccoli was 

improved to raise its gas barrier property. Broccoli heads packaged in an 

expanded polystyrene container， a cardboard shipping container， a cardboard 

shipping container inner packed polyethylene bag， a functional cardboard 

shipping container and the improved cardboard shipping container were stored 

at 15 "C for 8 days. The yellowing occurred after storage for 4 or 6 days in the 

cardboard shipping container or the functional cardboard shipping container， 

but not in the improved cardboard shipping container in which yellowing 

occurred only after storage for 8 days. The decrease in the contents of chemical 

components includin 
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film. However， the oxygen concentration was higher and the carbon dioxide 

concentration lower than those in the expanded polystyrene container or the 

cardboard shipping container inner packed polyethylene bag. Reduced ascorbic 

acid and total soluble sugar ρontents of broccoli packaged in the expanded 

polystyrene container， and cardboard shipping container inner packed 

polyethylene bag were maintained for 6 days. suggesting that both containers 

retain good quality during storage at 15 'C. These results suggest that the 

quality of broccoli in the improved cardboard shipping container was 

successfully maintained due to modification of the atmosphere in the container. 

However， the quality of broccoli in the improved cardboard shipping container 

was lower than that in the expanded polystyrene container or the cardboard 

shipping container inner packed polyethylene bag. 

In chapter 5， the effects of vibration by simulated or actual transportation 

on the respiration rate and chemical components of broccoli heads were 

examined. Acceleration data of vibrations were obtained from an actual truck， 

and a simulated vibration experiment was performed with a trans'simulation 

vibrator in the laboratory. A vibration acceleration of 0.5・1.5Gwas observed on 

ordinary roads， whereas more than 2G was obtained occasionally， depending on 

road conditions. Before the vibration， the respiration rates of broccoli were 

approximately 

250 mg C02' kg"l ・hr"lat 15'C and 80 mg C02 ~ kg"l・hr"lat 5'C. The respiration 

rates gradually increased to 280 mg C02' kg"l・hr"lat15 'C and 110 mg C02'kg"l. 

hr"l at 5 'C for the first 20 min and then remained constant during the 

vibration. After the vibration， the respiration rate decreased to its initial level 

within 1 hr. The broccoli heads studied were packaged in a cardboard shipping 

container lined with polyethylene and shipped in a vertical position. They were 

stored at 15 'C after the simulated or actual vibration experiment. When the 

vibration was simulated in the laboratory， the total soluble sugar and reduced 

ascorbic acid contents of broccoli decreased markedly and slightly， respectively. 

Chlorophyll content did not change or only slightly decreased. The stem 

firmness of broccoli decreased markedly. However， the changes in chemical 

components and appearance in the case of vibration were almost the same as 

those in the case of nonvibration. When a truck actually transport 
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were examined. The simulated truck transport vibration experiment was 

performed with a trans'simulation vibrator .in the laboratory. The respiration 

rate (C02 production) of broccoli was approximately 200 mg C02・kg"'・hr"'at 15 

'C in both vertical and horizontal positions before the vibration. The 

respiration rate gradually increased by 10 % in comparison with that in the 

nonvibration case for the first 20 min and then remained constant during the 

vibration. The respiration rate remained at elevated levels during the vibration 

and decreased to the initial level within 1 hr after the vibration. The broccoli 

studied was packaged in a cardboard shipping container inner packed 

polyethylene bag and shipped in vertical and horizontal positions. The broccoli 

was stored at 15 'C after the simulated or actual vibration experiment. When 

the vibration simulated in the laboratory， total soluble sugar and reduced 

ascorbic acid contents of broccoli decreased， respectively. Chlorophyll content 

and stem firmness did not change or only slightly decreased， respectively. When 

a track actuallY transport to Isahaya， chemical components and quality stability 

of broccoli showed a tendency to the same as that in simulated vibration. The 

decreases in the levels of chemical components including total sugar， ascorbic 

acid and chlorophyll were similar in both horizontal and vertical positions， 

regardless of transport vibration. No quality stability deterioration such as 

curvature movement occurred in the horizontal position. These results suggest 

that holding position and transport vibration have no effects on the level of 

total soluble sugar， ascorbic acid or chlorophyll contents in as well as on the 

stem firmness or freshness of broccoli. 
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