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イチゴ輸送中の損傷を防止する新たな包装形態

北津裕明*・石川 豊バ・中村宣貴*椎名武夫*

* 捌農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所

New Type of Packaging for Preventing Damage to Strawberry Fruits 

During Transport 

KIT AZA W A Hiroaki'¥ISHIKA WA YutakaへNAKAMURANobutaka牢 andSHIINA Takeo* 

* National Food Research Institute， National Agriculture and Food Research Organization 

2-1-12， Kannondai， Tsukuba-shi， Ibaraki 305-8642 

Packaging has a significant effect on strawberry damage. In conventional 2 -layer packaging， 

strawberry damage occurs rapidly and extensively. Packaging holding strawberries horizontal on a 

sponge cushion， although expected to reduce such damage， has turned out instead to incur nearly the 

same degree and speed of strawberry damage as conventional 2-1ayer packaging. We have proposed 

packaging that holds strawberries in a vertical position， and have found that such an arrangement 

minimizes contact between strawberries. Moreover， our proposed packaging decreases damage area to 

30% that of conventional packaging. Our proposed packaging maintaining strawberries in a vertical 

position thus effectively decreases damage during transport. Damage as such was concentrated on the 

equatorial portion and calyx of strawberries. In a study of damage reduction with three types of 

sponge material. we found that damage was lowest with rubber sponge having a density of 8.7 x 10-2 

g . cm -3 and a compression stress of 2.69 x 10-2 MPa at 25% distortion. 

(Received Sep. 6， 2007 ; Accepted Oct. 17， 2007) 
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近年，イチゴの品質に対する消費者の関心が高まりつ

つある九 また，生産者にとってもイチゴは収益性が高

く，最重要な園芸作物のーっとして位置づけられてい

る九 現在，青果物の輸送は，そのほとんどがトラック

により行われているがペ イチゴは非常に軟弱であるた

め， トラックによる輸送中の振動や衝撃により「オセ」

や「スレjと呼ばれる損傷がヲ|き起こされ，商品価値や

品質が損なわれることが大きな問題となっているιヘ
近年では，生産地から遠隔の消費地へ供給される例も多

く4)ペ 輸送中の損傷を軽減することは重要であるとい

える。そこで，これまで輸送中の振動・衝撃がイチゴの

損傷や品質に及ぼす影響を明らかにするために，輸送過

程における振動条件がイチゴの呼吸や品質，損傷面積に

及ぼす影響について，いくつかの研究が行われてき

た←九 また，中村ら8)は，輸送中におけるイチゴの損傷

発生には加速度や周波数などの振動条件に加え，包装形

* 干305-8642 茨城県つくば市観音台 2一1-12
s 連絡先 (Acorresponding author) E-mail: yishi@affrc.go.jp 

態が関与している可能性を示唆した。したがって，輸送

中の損傷を軽減させるためには，イチゴの振動に対する

生理的反応や振動条件と損傷との関係を詳細に解明した

うえで，包装方法による損傷軽減技術の開発が必要であ

ると考えられる。これまで，包装形態による損傷軽減方

法として，底浅のパック底面にシート状またはイチゴの

形状に加工した緩衝材を敷き，その上にイチゴを配置す

る，平詰めあるいは一段トレー包装と呼ばれる包装が実

用化されている。しかし，これらの包装においても輸送

中の振動により果托の損傷が引き起こされることが報告

されている九

そこで，輸送によるイチゴの損傷を回避する新たな包

装方法を提案するための基礎的研究として，包装形態の

違いが振動によるイチゴの損傷発生(部位および程度)

に及ぼす影響について検討した。
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実験方法

1 .実験 1 包装形態の遣いがイチゴの損傷発生に及ぼ

す影響

( 1 )供試材料 供試材料は， 2007年 4月から 5月に

かけて茨城県内で生産さ れた80~90%着色の・とちおと

め. (等級A・階級1)とした。あらかじめ目視により損

傷のないイチゴのみをスクリーニングし，室温5tに制

御したチャンパー内に24時間保存したものを試験に供し

た。処理区は通常のPET製パ ック(上 :9.5 x 14. 7cm 

下 :7. 2cm x 12. 5cm 高さ:5.0cm) にイチゴを二段詰め

した区 (通常包装区。以下，対照区) (図1)お よび底

浅のPET製パック(上:12.9 x 19. 3cm 下:11. 4cm x 

17.3cm 高さ2.8cm)の底面に厚さ 3mmのウレタンフォ

ームを敷き，その上にイチゴを水平に寝かせて詰めた区

(平詰め区)の一般に使われている包装形態に加え，新

たに提案するイチゴを浅底PET製パ ックに等部位が下

になるよう 立てて設置した区(縦詰め区)の計 3処理区

とした。縦詰め区ではパック底面に粘着性素材を塗布し

た。粘着性素材はDE(dextrose equivalent) 40~60の

でん粉糖類とした。さらに直径25凹の穴を 3x 5列の間

隔で開けた厚さ10酬のウレタンフォームを敷き，イチゴ

を支持することにより転倒を防止した。イチゴの詰め方

は，対照区では下段 8個，上段 9個詰めとし，平詰め区

および縦詰め区では 3個 x5列の計15個詰めとした。

(2 )輸送シミュレーション試験 臼田ら叫がサンプ

リングし，パワースペクトル密度 (PSD)に基づいて解

析したペ青果物輸送トラックの走行時における振動デ

ータに準じた振動を振動制御プログラムにより発生させ

た(図 2)。加振装置は，油圧サーボ3次元振動試験機

(VTVH-5型， v附鷺宮製作所)を用いた。輸送によるイ

チゴの損傷発生において，上下方向の振動が大きく影響

していることが示唆されていることから 1ペ 振動は上下

方向とし，加振時間は 3時間とした。イチゴを詰めたそ

れぞれの区の包装容器を段ボール箱に詰め，加振処理を

行った。振動試験機室内は温度 5
0

C，湿度60%に設定し

た。同様の条件により，試験は 3回繰り返した。

( 3 )外観評価 全調査個体に占める損傷発生個体の

割合を0.5，1. 0， 1. 5， 2.0および3.0時間後に測定した。

また，試験終了時 (3時間後)にイチゴを先端から琴ま

での部位をa~dに 4 等分し，部位別の損傷発生割合を

調査した(図 3)。さらにその際，目視による損傷面積

の評価を行った。評価方法は中村ら6)の方法に従った。

2.実験2 縦詰め包装における底面緩衝材の遣いがイ

チゴの損傷発生に及ぼす影響

処理区は底面の緩衝材として，実験 1で用いた通常の

発泡ウレタンフォームを用いる区(通常ウレタン区。対

照区)および2種類のゴムスポンジを用いる区(ゴムス

ポンジAおよびB区)の計 3処理区とした。スポンジの

密度は，それぞれ1.5 X 10-2， 8.7 X 10-2および1.1XlO-1

M 

図1 供試した包装形態の模式図

上から通常包装，平詰め包装および縦詰め包装。

図中 A:緩衝材.B粘着剤
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図2 加振に用いた PSD波形

20 

図3 部位別の損傷評価における調査部位の区分

(g . cm-3) であった。いずれの区においてもスポンジ厚

さは10mmとした。スポンジの緩衝特性は， 25%ひずみ時

における圧縮応力 (25%圧縮応力)により評価し，それ

ぞれ1.85 x 10-¥ 2.69 x 10-2お よ び5.48X 10-2 (MPa) 

であった(図 4)。なお，評価方法はJISZ0235 (付属書

1)に準拠した。供試品種，振動条件および外観評価方

法は実験 1に準じ，試験は 3反復行った。
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包装形態の違いがイチゴの損傷面積に及ぼす影響

図中誤差線は標準誤差を示す (n= 3) 

おける損傷がそれぞれ80%および20%の割合で発生した

(図 6)。また 3時間後における損傷面積は，対照区で

ある通常包装区において， 21%であった(図7)。平詰

め区においても対照区と同様の傾向がみられ， 18%であ

った。一方，縦詰め区では， 6%となり対照区と比較し

て明らかに小さくなった。

2.縦詰め包装における緩衝材の遣いが損傷の発生面積

に及ぼす影響

通常ウレタン区において，試験開始0.5時間後では，

供試した個体の10%で損傷がみられた(図 8)0 1時間

後では28%，1. 5時間後では62%，2時間後では69%に

推移し 3時間後には87%となった。ゴムスポンジA区

の損傷割合は，試験開始0.5時間後では 8%となり，対

照区である通常ウレタン区との聞に大きな差はみられな

かったが 1時間後では19%，1. 5時間後では31%，2 

時間後では46%と対照区より低い値で推移し 3時間後

では62%であった。ゴムスポンジB区では，試験開始

0.5時間後に31%の個体で損傷がみられ，通常ウレタン

区およびゴムスポンジA区と比較して損傷割合が大きか

った。しかしその後，損傷発生割合は緩やかな増加傾向

を示し 1時間後では41%，1. 5時間後では54%，2時

間後では74%に推移し 3時間後の損傷発生割合は77%

となり対照区よりも小さくなった。また 3時間後の損

傷面積は，対照区では5.9:t0.6%であった(図 9)。ゴ

図7

1 .包装形態の遣いがイチゴの損傷の発生面積および部

位に及ぼす影響

二段詰めの通常包装区(対照区)では，試験開始0.5

時間後には，供試した個体の90%で損傷がみられた(図

5 L 1時間後では95%の個体イチゴに損傷がみら

れ， 1. 5時間後以降では調査した全個体において損傷の

発生がみられた。平詰め区においても同様の傾向がみら

れ，試験開始0.5時間後には89%， 1-1. 5時間後では

97%， 2時間後以降では100%の個体で損傷がみられた。

縦詰め区では，短時間での損傷はほとんどみられず，試

験開始0.5時間後では33%， 1時間後では46%，1. 5時間

後では62%および2時間後では77%に推移し，試験終了

時である 3時間後における損傷発生割合は90%であった。

損傷を部位別にみると，対照区および平詰め区ではあ

b， dこおいて損傷が均一に発生 し，事付近であるdにお

ける損傷は少なかったのに対し，縦詰め区では，試験終

了までaおよびbにおける損傷はみられず cおよびdに

実 験結果
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範囲にわたって損傷が発生した。以上より，イチゴの緩

衝包装を考慮する場合には，イチゴの果托同士やパック，

緩衝材との接触面積をできるだけ小さくすること，パッ

ク内における振動によるイチゴの移動を防止することが

重要で、あると考えられた。

これらの知見から私たちが新たに提案した縦詰め包装

では，振動による損傷を大きく低減することができた。

この方法は，果托が等部位を接地させて上を向いており，

さらに果托同士が間隔を空けて配置されていることで，

果托同士やパックとの接触による「スレ」が発生しない。

また， 専が粘着剤によりパック底面に接着されているた

め，パック内での果托の移動が発生せず，先端部から赤

道面手前までの広範囲における損傷が全く発生しない。

このような配置が可能な縦詰め包装は輸送中におけるイ

チゴの損傷軽減に有効である可能性が示唆された。また，

損傷が苓付近から赤道面に集中して発生したことから，

損傷の発生をさらに軽減するためには，これらの部位に

おける損傷をコントロールすることが重要であると考え

られた。

この結果を踏まえたうえで，実験 2では縦詰め包装に

おける果托の支持材料の違いが損傷に及ぼす影響を検討

した。通常のウレタンフォームでは，時間経過とともに

損傷が増加した。この緩衝材は，わずかな応力によりひ

ずみを生じることから(図 4)，イチゴの自重および振

動による力が加わることにより変形し，イチゴとパック

底面とのスレが引き起こされた可能性が示唆された。ま

た，ゴムスポンジBでは時間の経過による損傷の増加は

緩やかであったが，試験開始0.5時間後における損傷が

大きかった。ゴムスポンジBは，通常のウレタンフォー

ムおよびゴムスポンジAと比較し，高い圧縮応力特性を

有することから，イチゴ自体の重さや本試験における加

振条件により変形したとは考えにくく，試験開始前のイ

チゴを配置する際に，果皮が損傷した可能性が推察され

た。なお本実験では， 2.69 x 10→MPaの25%圧縮応力特

性をもっゴムスポンジAを用いた場合に最も損傷が小さ

くなった。この緩衝材のもつ特性は加振された状態にお

いて変形が少なく，かつイチゴを容器内に設置する際に

果皮を傷っけないなどの点で適当であったと考えられた。

以上より，イチゴの等部位を下に立て，パック内に配

置する縦詰め包装は，輸送時の振動による損傷を軽減す

る方法として有効であると考えられた。またその際， パ

ック底面に穴を開けた2.5-3.0x lO-'MPa程度の25%圧

縮応力特性を有する緩衝材を敷き，粘着材を塗布するこ

とによりイチゴの転倒を阻止し，さらに果托同士の間隔

を空けて配置する方法が有効であると考えられた。なお

近年，輸送現場においてエアサスペンションを採用した

トラ ックが増加しているが12) このトラ ックでは上下方

向の振動と比較し，水平方向の振動が相対的に大きくな

ることが報告されている 10)。また，輸送によるイチゴの

損傷発生には，上下方向の振動が大きく影響している叩
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底面緩衝材の違いがイチゴの損傷面積に及ぼす影響

ムスポンジA区では， 3. 8::tO. 7%となり対照区と比較し

て損傷面積が小さくなった。ゴムスポンジB区で

は， 5. 3::tO. 3%となり対照区と同程度であった。

二段詰めの通常包装において，パック内のイ チゴが振

動に曝されることにより移動や回転を起こし，果托同士

やパックと接触することにより果托部位が損傷すること

が報告されているヘ 本実験においても通常包装におい

て，調査した全個体で損傷が発生した。また，加振時間

が短時間でも損傷が発生し， 事付近を除く果托全体の広

範囲にわたり発生することが明らかとなった。通常包装

による損傷を軽減する方法として，これまでに底浅のパ

ックによる平詰め包装が提案されている。しかし，この

包装においても輸送中の振動により，パック内における

イチゴの移動や緩衝材の変形が発生し，損傷が引き起こ

されることが報告されている九 本実験においても，平

詰め包装を行った場合，パック 内におけるイチゴの移動

がみられ，果托同士や緩衝材，パックとの接触により広

図中誤差線は標準誤差を示す (n=3) 

察考

図9
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とされる一方で，水平方向の振動でより損傷が起きやす

いという報告もあるヘ そこで，水平方向の振動に対す

る縦詰め包装の損傷軽減効果について，さらなる検討が

必要である。さらに，底面粘着剤の素材，スポンジの厚

さや材質の違いについても今後の検討課題とする。

要約

包装形態の違いがイチゴの損傷発生に及ぼす影響につ

いて検討した。通常包装では，加振により短時間で果托

の広範囲に損傷が発生した。また，通常包装と比較して

損傷を軽減するとされる平詰め包装においても，損傷は

短時間で発生し，発生割合および損傷面積についても通

常包装とほとんど変わらなかった。一方，縦詰め包装で

は損傷の発生割合は加振時間とともに緩やかに増加し，

通常包装と比較し，損傷の発生が減少する傾向がみられ

た。特に，損傷面積は通常包装の 3割程度であった。し

たがって，果托同士の接触を回避し，緩衝材やパックと

の接触を最低限に抑えることができる縦詰め包装は，イ

チゴの輸送中の損傷を回避する包装方法として有効で、あ

ると考えられた。また，縦詰め包装において損傷部位は

果托の赤道付近から事部位に集中することが明らかとな

ったことから，これらの部位における損傷を軽減するた

めに，果托の支持に用いる底面緩衝材の材質について検

討した。その結果，密度8.7x lO-'g . cm-3および25%圧

縮応力2.69x lO-'MPaをもっゴムスポンジを用いた場合，

損傷の発生割合および損傷面積が最小となった。
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