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保存姿勢および輸送振動がブロッコリー (Brassicaoleracea italica) 

の呼吸速度，成分含量および品質に及ぼす影響

池田浩暢*1・尾崎加奈*2 .宮城 ー 菜*2
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Effects of holding position and transport vibration on respiration rate， 

chemical components and Quality stability of broccoli (Brassica oleracea italica) 
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IBARAKI Toshiyuki*1， KOJIMA Takayuki判 andOHT A Hideaki * 
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58スYoshiki，Chikushino， Fukuoka 818-8549 
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5-7-1， Befu， Johnan-ku， Fukuoka 814-0198 

* 3 Department of Agriculture， Saga Universiη 

1， Honjyo-machi， Saga-shi， Saga 840-8502 

The effects of holding position and vibration during simulated or actual transport on the respiration 

rate and chemical components of broccoli were examined. The simulated truck transport vibration 

experiment was performed with a trans-simulation vibrator in the laboratory. The respiration rate (CO， 
production) of broccoli was approximately 200mg kg-1 hr-1 at lS

o

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 

lined with polyethylene and shipped in vertical and horizontal positions. The broccoli was stored at 

lS
o

C after the simulated or actual vibration experiment. 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 in 

as well as on the stem firmness or freshness of broccoli. 

保存姿勢が青果物の品質に影響を及ぼすことが，スイ

ートコーン，シュンギク，リンゴおよびアスパラガスな

どで報告されているトヘ この中で，横詰めより縦詰め

で流通させるほうが青果物の品質保持期間を延長できる

ことを示しており，このため出荷形態は縦詰めが一般的

となっている。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，花昔部を上にして縦詰め形態で

(Received Aug. 11， 2006 ; Accepted Jan. 22， 2007) 

出荷している。しかし，産地ではブロ ッコリーを段ボー

ル容器等に縦詰めする作業は時間と熟練を要すること，

縦詰めすることで隣接するブロッコリーの花菅部同士が

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，小売庖ではブロッ

コリーを販売するために容器から取り出すが，その際に

再び花菅部は損傷する。これらのことから，最近ではブ

ロッコリーの流通形態は縦詰めから横詰めへと変化して
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いる。

輸送振動が青果物の呼吸速度や品質に影響を及ぼすこ

とが， トマトやイチゴなどで報告されているト10)。また，

箱詰め状態では青果物同士の共振などさまざまな要因が

相乗的に関与し，小さな振動でも品質への影響が示唆さ

れている1¥).1九 筆者らはブロッコリーでは縦詰めで輸送

した場合，輸送振動が呼吸速度，成分含量および外観品

質に及ぼす影響は僅少であることを明らかにした川。 し

かし，横詰めでは 2段詰めであることや，箱内でおどり

現象が生じることが予想されるため，縦詰め形態に比べ

て輸送振動による影響が懸念されるが，輸送振動が横詰

めの青果物の品質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，本研究では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，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，縦詰めした場合と横詰めした場合でのブロッコ

リーの品質を比較検討したので報告する。

実験方法

1 .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

福岡県粕屋町で栽培されたブロ ッ コリー

(Brassicaoleracea var. italica，‘みよみどり 28号.)を供

試した。プロッコリー 1個を佐賀大学の電磁式振動装置

(アカシ社製:E'DES4S)に設置した内容積6.92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

lS
0

Cで一夜放置した後，前報ωで測定した福岡県粕屋町

から福岡市中央卸売市場までの約lSkmの一般道路を 1t 

トラ ックで速度o-40km/hrにて走行した際に，荷台後

方の段ボール箱上で発生した輸送振動を，電力増幅器

(アカシ社製:MODEL E. DA)を用いて 4時間再現し

た。コンテナの一方から毎分 12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 (YANAKO製)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。

2.保存姿務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

福岡県筑紫野市で栽培されたブロッコリー‘グリーン

フェイス'を供試した。ブロッコリー 9個を厚さ0.03皿

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。調製後，直ちに福岡県農業総合試験場

(以下，試験場と略す)に搬入した。

静置区は，ライトパンで試験場に搬入後lS
0C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1St

で一夜放置後，前報ωで測定した輸送振動を 7時間与え

た。振動停止後は直ちに試験場に返送し， 1stの恒温庫

内に保存した。振動区には，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時間振動処理をした。

試験場と佐賀大学との往復輸送した時のブロッコリーの

品温は，平均16.stであった。貯蔵 3日後までの容器内

ガス濃度組成，全糖含量，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)，クロロフィル含量

および茎硬度を測定し，異臭の程度を調査した。全糖，

アスコルビン酸およびクロロフィル含量は，それぞれ前

報国の方法に従い，花奮を先端から約 3mm切り出し，こ

の一定量を測定に用いた。茎硬度は，前報同の方法に従

って測定した。異臭の程度は，当試験場流通加工関係の

研究員 6名で評価した。成分分析および調査には各区 6

個体を供試した。

3.輸送試験

福岡県粕屋町で栽培されたブロッコリー・みよみどり

28号'を供試した。ブロッコリー 9個を厚さ0.03醐の低

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， 1St

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， lS
o

Cの恒温庫内に保存した。試験場と諌阜市との往

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46km)であった。貯蔵4日後までの全糖，アス

コルビン酸およびクロロフィル含量など成分含量を分析

し，茎硬度を調査した。成分分析および調査には各区 6

個体を供試した。

実 験結 果

1 .保存姿務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

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.1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224mg・kg-1・hr-l，横詰

め区では203mg'kg-1・hr-1で、あった。振動開始後の呼吸

速度は，縦詰め区では 1時聞かけて約10%上昇し，それ

以降は試験開始時に比べて 6~1O%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時聞かけ

て約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，縦詰め区

および横詰め区とも 1時間かけて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。



高い値を示したが，統計的な有意差は認められなかった。

3.輸送試験

輸送中における出荷容器内の温度変化をFig.2に示し

た。往路は試験場出発時が約18
0

C，諌早市到着時が約

17
0

Cであった。諌早市到着後，時間の経過とともに徐々

に低下し午前 4時には15.5tとなったが，日の出ととも

に上昇した。復路は，諌早市出発時が約16.5t，試験場

到着時が約17tであった。しかし，輸送中の出荷容器内

の温度変化は約 2
0

Cと小さく，平均温度は16.8tであっ

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Table2に示した。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 . 8%であ っ た。 また，

貯蔵 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
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Fig.2 Changes in temperature of broccoli container 

during actual truck transport 

2.保存姿勢および輸送掻動がブロ ッコリーの成分含量

に及ぼす影響

保存姿勢および輸送振動がプロッコリーの成分含量に

及ぼす影響をTable1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貯蔵 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

ピン酸含量は，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。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

にはわずかに減少し，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

Vibration time : 4 hr 

Table 1 E任'ectsof holding position and simulated vibration on chemical components and firmness of 
broccoli during storage at 15t 

Day3 Day2 Day 1 DayO Cond.ition .， Component 

1. 7:t 0.2 

1. 7:t 0.1 

1.8:t0.1 

1.9:t0.1 

2.0:t0.1 

2. 1:t0. 1 

2.5:t 0.1叫vertical 

horizontal 

Total soluble 

sugar (%) 

74:t 8 

78:t 12 

82:t 9 

86:t 12 

93:t 10 

93:t 7 

105:t 11 vertical 

horizontal 

l-Ascorbic 

acid (mg%) 

48:t 4 

48:t 5 

5l:t 2 

51土 4

50:t 5 

51:t 2 

52:t 2 vertical 

horizontal 

Chlorophyll 

(昭%)

835:t 63 

853:t 40 

872 :t80 

896:t 78 

917:t70 

922:t 81 

980:t 43 vertical 

horizontal 

Stem firmness 

(g) 

* 1 Broccoli was stored at room temperature upon arrival at Fukuoka Agricultura1 Research Center. 

* 2 Mean :t S. D. (n = 6) 

No significant di妊'erenceswere detected at 5% level between the vertically and horizonta11y positioned samples目
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Table 2 Changes in carbon dioxide and oxygen とも緩やかに減少し，貯蔵 4日後にはいずれも試験開始

concentrations (%) during storage 時の約70%となった。静置区では，保存姿勢にかかわら

Condition 
Day 1 Day 3 

CO， 0， CO， 0， 

nonvibration 

vertical 11. 3 2.1 6.2 8.0 

horizontal 10.3 2.8 6.2 8.2 

vibration' 

vertical 10.8 2.5 7.1 7.1 

horizontal 10.1 2.0 6. 7 7.8 

* Broccoli was packed in a cardboard shipping container 
lined with polyethylene. transporeted to Isahaya. and then 

brought back to Fukuoka by truck. 

いても試験終了時まで認められなかった。

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茎硬度に及ぼす影響をTable3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

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。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，ま

た振動区および静置区とも花膏の傷みなど外傷の発生は

認められなかった。

Table 3 E任ectsof holding position and actual vibration by truck transport on chemical components 

and firmness of broccoli during storage at 15t: 

Component Condition" DayO Day 1 Day 2 Day 3 Day4 

nonvibration 

Total vertical 1. 6:t 0.2・2 1.4:t0.2 1. 2:t 0.2 1.2:t0.1 1. 2:t 0.1 

soluble horizontal 1.4:t0.2 1. 3:t 0.2 1. 2:t0. 2 1. 2:t 0.3 

sugar vibration 

(%) vertical 1. 4:t 0.1 1. 3:t 0.1 1. 2 :t O. 2 1. 1 :t O. 1 

horizontal 1. 3:t 0.2 1.3:t0.2 1. 3:t 0.2 1. 2:t 0.3 

nonvibration 

l-Ascorbic vertical 168:t 22 148:t 37 141 :t 26 129:t 17 126:t 8 

acid horizontal 147:t27 143:t 11 131:t 13 119:t 8 

(mg%) vibration 

vertical 152:t 23 142:t 19 123:t 13 113:t 11 

horizontal 145:t 7 143:t 21 126:t 10 117:t10 

nonvibration 

vertical 69:t 7 68:t 6 67:t 3 65:t 4 6l:t 3 

Chlorophyll horizontal 69:t 9 67:t 9 66:t 3 64:t 5 

(昭%) vibration 

vertical 69:t 8 65:t 5 65:t 5 63:t 7 

horizontal 69:t 9 67:t 9 67:t 3 64:t 5 

nonvibration 

Stem vertical 750:t 43 655:t 47 588:t 53 593:t 73 597:t 62 

firmness horizontal 620:t 64 583:t 56 575 :t 76 579:t 83 

(g) vibration 

vertical 626:t 54 587 :t 51 563:t 64 575:t 86 

horizontal 645:t 70 603:t 56 593:t 75 580:t 55 

* 1 Broccoli was stored at room temperature upon arrival at Fukuoka Agricultural Research Center 

* 2 Mean:t S. D. (n = 6) 

No signi自cantdifferences were detected at 5 % level between samples under all conditions. 
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考察

保存姿勢が静置状態の青果物の呼吸速度に及ぼす影響

については，シュンギクやホウレンソウでは横詰め区が

縦詰め区より呼吸は高くなるとしているト九 これに対

し，ホウレンソウやキャベツでは横詰め区が縦詰め区よ

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叫。今

回，振動開始前のプロッコリーの呼吸速度は，横詰め区

が縦詰め区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

振動が青果物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区のほうが縦詰め区より呼吸は高く

なるとしている~ 今回，振動開始後のブロッコリーの

呼吸速度は，加振中は横詰め区が縦詰め区よりやや高く

推移したが，排出される二酸化炭素の積算量の差は 4時

間加振した場合でも約100mg・kg-Iで、あった。この量は，

Fig.1の振動処理前の呼吸速度から算出すると，プロツ

コリーが静置時に15tで約30分間呼吸したときに排出す

る新鮮重 1kg当たりの二酸化炭素量にしか相当しない。

また，加振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，保存姿勢が青果物の

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。

輸送振動が青果物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している5)ヘ これに対し，筆者ら

はブロ ッコリーでは縦詰めした場合，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ω。また，イチゴでもブロ

ツコリーと同様の傾向が報告されている8)刷。 今回，横

詰めした場合でも，ブロッコリーの呼吸速度は縦詰めし

た場合とほぼ同様に推移した。したがって，輸送振動が

青果物の呼吸速度に及ぼす影響は品目によって異なり，

プロッコリーではその影響が僅少と考えられる。

保存姿勢が青果物の品質に及ぼす影響については，シ

ュンギクやホウレンソウでは横詰めした場合のほうが縦

詰めした場合より全糖含量やク ロロフィル含量などの成

分含量が滅少すると示されている 1)-九 また， 葉ネギや

アスパラガスでは横詰め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心Jヘ
今回，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でほぼ同様

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

めしたもののほうが縦詰め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二酸化炭素の積算量の差が 4時

間加振処理では約100mg. kg-Iであっ たため，10時間処

理では約250mg. kg-Iになると推測される。この量は，

Fig.1の振動処理前の呼吸速度から算出すると，ブロツ

コリーが静置時に15
0

Cで約75分間呼吸したときに排出す

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青果物と

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品質に及ぼす影響については， ト

マトやミカンでは，振動に伴う有機酸の変化が報告され

ているが5).1ヘイチゴでは成分含量に及ぼす影響は小さ

いと示している。また， 筆者らはブロッコリーでは縦詰

めした場合，輸送振動がブ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凶。今回，横

詰めして10時間振動処理した場合でも，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わずかであ

ったためと考えられる。横詰めした場合，振動によって

ブロッコリーの呼吸速度は約20mg. kg-I・hr-I上昇 した

ため，10時間振動を加えた場合では二酸化炭素の積算量

は静置区に比べて約200mg. kg-I多くなる。この量は，

Fig.1の振動処理前の呼吸速度から算出すると，ブロツ

コリーが静置時に15
0

C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。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，輸送振動が外観品質に及ぼす影響につい

ては，イチゴでは輸送振動によってオセやスレの発生程

度が高くなったが8).ペ ブロッコリーでは茎硬度や花菅

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，輸送振動がプロッコリー

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

は認められなかった。実際の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は僅少であるため，

トラックなどによる長距離出荷も事実上問題はないと思

われる。今後は，横詰め形態で流通させた場合での輸送

振動や積み重ねによる品質への影響について，詳細に検

討する必要がある。
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要 約

保存姿勢および輸送振動がプ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， 15tに

保存した。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分間は上昇したが，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

ほ同じであった。プ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，

保存姿勢および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は認められなかった。
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