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弾性指標を用いたスライス卜マ卜の果肉硬度の非破壊評価
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Abstract 

The flesh命rnnessof sliced tomato (Sola即 mかcopersicumL.‘Reiyo')， cultivated under two different nutrient control 
systems with various amounts of supplied nutrients， was evaluated by acoustic vibration measurement. A whole tomato was 

placed between acoustic vibration probes， and the elastic indices were calculated using the second resonance and合uitdiameter 

The elastic indices measured at harvest and after 21 days of storage distinguished the firmness of合uitcultivated under different 

control systems and amounts of supplied nutrients. The elasticity index showed a higher correlation with the firrnness of sliced 

tomato than that ofthe intact tomato. The correlation coe釘icientbetween the elasticity index and the sliced tomato ftrrnness was 

as high as that between the intact tomato firrnness measured by destructive methods and the sliced tomato firrnness. As a conse-

quence， acoustic vibration measurement might be available to nondestructively evaluate the flesh firrnness of sliced tomato目

Key Words acoustic vibration measurement， nondestructive measurement， penetration resistance， storage， texture 

キーワード:物性，貯蔵，非破壊測定，貫入抵抗， 音響振動法

緒言

近年，野菜の用途別需要においては，加工 ・業務用需

要が過半を占め，さらにその割合が増加傾向にある(小林，

2006) .生食用ト マ トは，サラダやハンバーガー，サ ンド

ウィッチなどの業務用途の多様化に伴い，それぞれの用途

に応じた適性をもっ果実の生産が求められている.これら

のスラ イスやカッ ト用の生食用ト マトに共通して重視され

る品質評価項目に，果実の硬さがある.ここでは果実の硬

さのうち，果実硬度とは，果皮を含めたインタク トな トマ

ト果実の硬度，果肉硬度とは，スラ イスした果実の果肉部

の硬度，とそれぞれ定義する.スライス トマトでは，果実

硬度は，果実のカット時の取 り扱い性，輸送性や日もち性

にとって重要であり，果肉硬度は，スラ イス トマトとして

の製品の品質や庖頭での棚もちにとって重要である そこ

で， トマ トのスライス後の平均的な果肉硬度の値を的確に
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推定する ことによって，その果実をスラ イスして利用する

際の品質評価を行いたいと考えた

果実硬度の測定には，携帯型の簡易測定機 (中川 ら，

2003)から高精度の物性測定の可能な圧縮・引張試験機

(藤井ら， 1990)に至るまで，さまざまな装置が用い られ

る.近年では，非破壊で果実の肉質を推定する方法と して，

果実に軽い振動を与えたときに発生する音の大きさや周波

数を測定する音響学的方法の適用例が報告されている (De

Ketelaere・DeBaerdemaeker， 2001; Sakuraiら，2005;杉山，

1998). Muramatsuら (J997)の音響振動法は，果実をはさ

み，片側のピエゾ素子から振動を与え，もう一方のセンサ

で音響振動を受信するものである この方法は，破壊的方

法で測定 したキウ イフルーツの貫入抵抗値の傾向 とよく一

致する ことが示された.

トマ トの果実硬度については，品種(石内，1990; Wu • 

Abbott， 2002)や貯蔵環境(醇ら，1996)の及ぼす影響が報

告されている.一方，養液栽培の施肥法や施肥量による果

実硬度の変化について扱った研究は少ない(寺林ら， 1985).

Auerswaldら (I999)および Fanascaら (2007)は，培養液

濃度が高いほど， トマ ト果実の硬度が高くなるこ とを報告

している トマトの果実硬度は品種によって大きく異なる
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が，同時に果実の形状や果肉と子室組織 (ゼリ一部)の割

合が異なる 音響振動法は，果実の全体としての振動を測

定するため，不均質な内部構造の影響を受ける.そこで，

本報告では，施肥法を変えて栽培した同一品種のト 7 トを

材料とし，音響振動法を検証することとした.

養液栽培においては閉鎖型培養液管理の開発が進められ

ている.著者らは無機成分の量管理法により，収量を維持

した上で施肥量の削減と環境負荷の低減が可能であること

を示した (データ省略).本研究では， 量管理法により栽培

したトマトを材料とし，スラ イストマトとしての果肉硬度

を，破壊法および非破壊法を用いて評価した.

材料および方法

1.栽培方法

ト7 ト(Solanumlycopersicum L.)‘麗容， (サカタのタネ)

を供試した ‘麗容'は，果実の硬度が高いことを表示して

販売されている品種であり，業務用 (サンドウィ ッチ) ト

マトの販売で高評価を得ている(新堀， 2006). 2006年 10

月2日に播種し， 11月 7日にロ ックウールス ラブに定植し

た.処理区は濃度管理法の低 EC区 (Low区)および高 EC

区 (High区)の 2区，量管理法の標準区(1.0倍区)， 1.25 

倍区， 1.5倍区の 3区，計 5区とした.培養液は，量管理法

では循環式，濃度管理法では排液率約 30%のかけ流し式と

した.総窒素施肥量は， High区 (134g/株)>Low区 (66g/ 

株)> 1.5倍区 (30g/株)> 1.25倍区 (25g/株)> 1.0倍区

(20 g/株)であった.

2月上旬から 6月上旬にかけて第 1~ 13段果房の成熟期

の果実を午前 7 ~ 8 時に収穫し，熟度や大きさの揃っ た果

実を各回 2果ずつ選び，収穫直後あるいは冷蔵 21日後に測

定に用いた.熟度の判定は着色程度により行った.冷蔵は，

40Cの冷蔵庫に搬入した

2. 音響振動法による果実の硬度測定

Kurokiら (2006)のメロ ンを材料とした方法に準じて振

動装置 (有限会社生物振動研究所)を用い， トマト果実に

100 ~ 1，000 Hzまでの振動を与えて振動強度を測定した.

加振側，受振側とも，果実の隔壁部分に接触させた. 1回

の測定に要する時聞は約 30秒であった測定は各果実につ

き2回反復して行い，測定結果の波形の位相から，第 2共

鳴周波数を調査した.振動強度の測定後，装置で挟んだ位

置の果実直径を測定した.以下の式で弾性指標 (E:Elasticity 

index)を算出した.

E = d2 x f2 

弾性指標 (E)，第 2共鳴周波数(f)，果実直径 (d)

3. 破嬢法による果実の硬度測定

卓上物性測定器 (山電， TPU-2S)において 2.5mm・cl

の速度で貫入抵抗を測定した まず，果実のがく片に垂直

に，果実赤道面を含む約 4cmの断片を切り出して果実硬度

の測定に用い，残りをス ライスの果肉硬度の測定に用いた.

果実赤道部の硬度は，堀江 (2007)の方法に従い，直径

7mmの球状プラ ンジャーでトマト赤道部を果皮側から垂

直に圧縮し， 3mm圧縮時の力を果実赤道部の硬度とした

果実のスライスの調整は，トマト スラ イサー (Westmark，

5140)を用いて 8mmの厚さに包丁でカ ットし，果頂部と

果底部からそれぞれ 2枚目のスライスを測定サンフ。ルとし

た. これらのサ ンフ。ルは，果頂部と果底部で成熟に伴う軟

化の進行が異なるという報告 (Kojimaら， 1991)に基づい

て選定した.直径 3mmの円柱状プラ ンジャーを切断面の

中果皮および隔壁の各 2筒所に貫入させ， 2mm圧縮時の

力を果肉硬度とした.

結果および考察

1. 施肥法を変えて栽培したトマトの果実硬度の差異

濃度管理法および量管理法で栽培したトマト果実の収穫

直後の果実硬度は， High区で高く， 1.0倍区で低かった

40Cで21日間冷蔵貯蔵した後の果実硬度も，収穫直後と同

様の傾向がみられ，施肥量の少ない区ほど果実硬度が低

Table 1 Firmness and elastic index of intact tomato fruit cultivated under EC-based control and daily nutrient addition. 

Storage time o days 21 days 

Treatment' Elastic index Elastic index 
Measurement Firmness (N) 。106cm2 • HZ2) 

Firmness (N) 
(x 106 cm2 • HZ2) 

EC-based 
High 9.4Y aX 21.8 a 8.8 a 16.6 a 

Low 8.7 ab 20.2 a 7.8 ab 15.7 a 

1.5-fold 8.7 ab 22.2 a 7.7 ab 15目8 a 

Quantity 1.25-fold 8.6 ab 19.8 a 6.6 bc 16.0 a 

I.O-fold 7.7 b 15.9 b 5.5 c 12.1 b 

Correlation coefficientW 0.728 0.996 0.624 0.994 

Z EC-based: nutrients were supplied based on the adjustment of electrical conductivity (EC) of the nutrient solution at two EC levels (high 

and low)， Quantity: nutrients were supplied by daily nutrient addition at three application rates (1.5-fold， 1.25-fold and I.O-fold). 

Y Values are the mean of38 to 69合uits.

X Values followed by the same letter within same measurements did not significantly different at P = 0.05 (Spjot、'oll-stolinetest). 

W Correlation coefficient between two repl icating measurements 
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Table 2 Firmness ofsliced tomato合uitcultivated under EC-based control and daily nutrient addition. 

Firmness (N)Y 
Treatment' 

Top-outside Top-inside Bottom-outside Bottom-inside 

3.2 ab諸 3.1 a 2.4 ab 2.1 a 

2.9 bc 2.6 b 2.3 ab 1.9 ab 
EC-based 

High 

Low 

1.5-fold 3.4 a 3.3 a 2.5 a 2.1 a 

Quantity 1.25-fold 2.7 c 2.5 bc 2.1 b 1.8 ab 

I.O-fold 2目4 c 2.1 c 1.9 c 1.6 b 

Correlation coefficientW 0.727 0.703 0.712 0.494 

Z EC-based: nutrients were supplied based on the adjustment of electrical conductiv町 (EC)of the nutr町 Itsolution at two EC levels (high 

and low)， Quantity: nutrients were supplied by daily nutrient addition at three application rates (1.5-fold， 1.25-fold and I.O-fold). 

Y Values are the mean of 55 to 69 fruits. 

X Values followed by the same letter within same measurements did not significantly different at P = 0.05 (Spjot、Jo/l-sto/inetest) 

W Correlation coe任icientbetween two replicating measurements. 

かった(第 l表).弾性指標は，収穫直後で 16~ 22 x 106 • 

cm2・HZ2，以下単位同じ)であったものが， 21日貯蔵後で

12 ~ 1 7 x 106 ・ cm2 • HZ2の値に低下し，破壊法と同様に貯

蔵期間中に軟化したことを示した.弾性指標は収穫直後，

21日間貯蔵後ともに High区で高く， 1.0倍区で低く，破壊

法による果実硬度と同様の傾向であった また，両測定日

ともに果実硬度に比べて弾性指標の 2回の測定値の聞の相

関係数が高かった このことは，弾性指標の測定が非破壊

的に繰り返し行えることに加えて，測定自体の再現性が高

いことを示している

堀江 (2007)は，本実験と同様の破壊法により夏季に収

穫した完熟トマト果実の硬度の品種間差異を調査した結

果，生食用品種で 2.2~ 5.4 Nという測定結果を得ている.

したがって， 5N程度の硬さがあれば十分硬い果実とみな

せると考えられる 本実験で供試した‘麗容'は，果実E更

度の高い品種として知られており，本実験の収穫直後で 8

~ 9N という 測定結果もそれを裏付けている . 果実を 40C

で21日以上貯蔵を続けた場合，貯蔵期間の長期化に伴い果

皮の裂壊が徐々に発生した.21日間冷蔵貯蔵後の果実硬度

は5.5~ 8.8 Nと依然として高く維持されていたことから，

21日は貯蔵可能期間であったといえる.これらの結果から，

音響振動法を用いた非破壊測定は，同 じ品種の施肥法およ

び施肥量による果実および貯蔵による差を検出することが

できると考えられる.

2.果実スライスの部位別の果肉硬度の違い

スライスの果肉硬度は，処理にかかわらず果底部よりも

果頂部で高く ，それぞれのスライスの中では隔壁よりも中

果皮で高い傾向がみられた (第 2表) いずれの部位におい

ても，施肥量が少ない区ほど果肉硬度が低くなる傾向がみ

られた 2回の測定値聞の相関係数は，果底部隔壁で 0.494

と他の部位の約 0.7と比べて低かった. Kojimaら (1991)

は， トマトスライスの硬度は成熟の進行に伴って部位別に

異なる変化をするが，完熟期ではその差が小さくなること

を報告している.本実験で用いたトマトは成熟期の果実で

あり，完熟期に至るまで内部の硬度は均一にならないとい

える.

3. 果実の弾性指標と果実硬度の相関

破壊法によって測定した果皮つきの赤道部の果実硬度と

スライス果肉硬度の平均値との聞の相関係数は， 0.537とあ

まり高くなかった (第 l図).一方，赤道部の果実硬度と弾

性指標との聞には，有意な相闘があったが，相関係数は

0.404と低い値であった.また，スライスした果肉 4箇所の

果肉硬度の平均値と弾性指標との聞の相関係数は， 0.574と

破壊法の測定と同程度の値を示した.

このように，スライスした果肉硬度を推定するためには，

従来の赤道部の果実硬度の測定では精度が低い.これは，

果実内部の果肉硬度は均一ではなく，赤道部の果実硬度が

果皮の近傍のみを測定していることが主な原因であると考

えられる.さらに，果皮のついたままの切片では，測定値

は果皮硬度の影響を受ける.スライストマトとしての果肉

硬度の評価では，スライスして切片の部位数箇所を測定す

ることが最も正確である. しかし スライス厚さをそろえ

るようカットすることや物性測定器による測定が必要とな

り，煩雑である.

音響振動法による果実硬度の測定は，内部が均質な球体

では理論値に近い値が得られることが知られている.一方，

トマト果実の内部は，果肉組織とゼラチン様の子室組織で

は質的に異なる.さらに ‘麗容'は一般のトマト品種と同

様に完全な球体ではなく，扇平な球形である.従って， 他

の果実と比べて トマトにおける音響振動法の測定精度は低

いと推察される しかし 音響振動法は， トマトの果実全

体の振動の伝わり方を測定する方法であるため，果皮硬度

の影響が小さく，破壊法による果実硬度よりも果肉硬度の

推定に向いた方法と考えられる.今後， トマトの内部構造

を考慮して精度を向上させることにより，音響振動法の実

用化が可能と思われる
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きた 弾性指標は，赤道部の果実硬度よりもスライスの果

肉硬度と相闘が高かった.弾性指標とスライスの果肉硬度

との聞の相関係数は，破壊法によるインタクトなトマトの

果実硬度とスライスの果肉硬度との聞の相関係数と同程度

であった これらの結果から，音響振動法は， トマトのス

ライスの果肉硬度の推定に利用できる可能性があると考え

られた.
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Biol Postharvest 

Fig. 1 Correlation among firmness at the equatorial region of the 

tomato， average firmness of slices and elasticity index of 
tomato合uitsat harvest. 

A: Correlation between firmness at the equatorial region and 

average firmness of slices. 

B: Correlation between firmness at the equatorial region and 

elasticity index oftomato fruits. 

C: Correlation between average firrnness of slices and 

elasticity index oftomato合uits.

Each plot was measured on the same合uit(n = 111) 

r indicates the correlation coefficient. 
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異なる施肥法および施肥量で栽培されたト 7 トのスライ

スとしての果肉硬度を，音響振動法を用いて評価した.振

動装置でトマト果実をはさみ，検出した第 2共鳴周波数と

果実直径から弾性指標を算出した 弾性指標は，施肥の異

なるトマトの収穫直後や貯蔵後の硬度の差を示すことがで
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