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沖縄県農業研究センター研究報告 1: 23-27， 2008 

定混施設を利用したマンゴー(アーウィン)の鮮度保持

照屋亮・広瀬直人・吉武均

沖縄県農業研究センター農業システム開発斑，干901田 0336沖縄県糸満市真壁820

要約

夏場の高温対策として，沖縄県中央卸売市場に設置された定議施設が、マンゴー果実(以下、マンゴー)の鮮度に与え

る影響を検討するため、航空輸送による輸送試験を試みた。マンゴーは収穫後、常温(約300C)下におかれることが多

いが、適温 (26
0

C) におくことにより果皮色の変化と炭痘病の進行は、若干抑制された。 30
0

Cを超える高温は果実の急

速な劣化をもたらし、 250C以下の低撮は出荷後の結露を生ず、ることから、収穣後のマンゴーは、果実品温が26~280C程

度になるような取り扱いが必要と思われた。輸送中の籍内湯度は、収穫後と空港内のマーシャリングヤードにおいて平

均30
0

C以上で推移し、鮮度保持上の潤題となることが示された。定温施設の効果を最大限に発揮させるには、収穫後の

温度管理を行い、さらに定温施設搬出後の溢温度管理を改善することで、より適切な熟度コントロールや、病害の低減が

実現できると考えられた。

キーワード:航空輸送、温度管理

緒言

国産マンゴー(ア}ウィン穣)は、樹上完熟に近い状

態で収穫することや、海外康のように蒸熱処理を行わな

いため高品質であり、市場で高値取引されている。また

2005年度の沖縄県産の出荷量は1，730tであり、県康果樹

類の農業産出額の43%を占めており、県の主要品目と

なっている(沖縄総合事務局， 2005)。樹上完熟マン

ゴーは傷みやすい品目であるため、鮮度保持に関する研

究が行われてきた(秋永ら， 1994 中村ら， 2002 上田

ら， 1999， 2001)。これまでやに完熟マンゴーの最適保存温

度は5
0
Cであること(吉武， 1995 由民ら， 1996)、温湯

処理によって炭痕病の発生を抑制できる(安富ら，

1991) ことなどが報告されている。しかしながら、ダC

は完熟以降の最適温度であり、完熟前の適熟収穫果を前

提とした場合、低温流通は考えにくく、一貫した温度管

理も現実的に困難であることから、常温を前提とした流

通形態が求められている。また、温湯処理については市

場測の抵抗感などにより定着していない。

マンゴーは元来、日持ちのしない果実であることに加

え、品j晶の上昇とともに呼吸量が増加し、鮮度低下も早

まることが明らかとなっている(秋永ら， 1994 田尻ら，

1996)。また、沖縄県中央卸売市場のマンゴー売場で

は、夜間でも高温状態にあり(夜間平均温度29.5
0
C、

高34.3
0
C)、鮮度保持上、好ましくないことが明らかと

なった。このことから、取引期間での果実品温の上昇を

抑制し、出荷後の結露を考慮、した温度制御が可能な、沖

縄型定温施設が設置された。本報では定温施設の鮮度保

持効果を実証するため、保存温震がマンゴーの鮮度に与
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える影響について調査した。また、流通期間内の識変管

理がマンゴーの鮮度保持に与える影響について明らにす

るため、定温施設を利用 Lた輸送試験を実施した。

なお、本研究は沖縄型高鮮度保持システム実証事業

(2006年度)の研究成果の一部をまとめたものである。

実験材料および方法

実験1:マンゴー静置試毅

静置試験は2006年7月24日から8月18日にかけて2田実

施した。午前中に収穫したマンゴーを常温下で搬送し、

約10時間後の夜間から翌朝までの問、異なる条件下で保

存し、その後の果実の状態を比較した。

供試材料

供試材料は沖縄本島産アーウィン種{重量:398 

土48g) をl試験ほあたり 10果、包装形態は通常出荷籍と

して試験に供した。

保存条件

試験底は試験開始から謹朝まで50C設定の冷蔵施設を

利用したもの(冷蔵毘)、沖縄型定蝿施設を利用したも

の(定温施設区)、常温に置いたもの(常温区)とし、

施設利用後4日間は26
0

Cで保管した。

果実品温

温度ロガー (T&D社製、おんどとりJr. )を用い、温

麗測定用プロープを果実内部にiカ所挿入し、果実品温

を10分毎に測定した。得られたデータは50分間 (5回

分〉の中央億として示した。

果皮色



照康ら:定温施設を利用したマンゴー(アーウィン)の鮮度保持

i試験匹あたり 20果 (2試験問)の供試果使部をマーキ

ングし、定位置を色彩色差計(ミグルタ社製

CMι2600)で測定した。測定したb備について、 oEl呂を
基準色とした色差dbの平均値として示した。

炭痘病発病度

果実に発生する病班の個数と鼠径を測定して発病度に

換算した。病班の直径が、 2mm以下を1個0.5ポイント、 2

~5mmを3ポイント、 5mm以上を5ポイントとし、全果が

5ポイント以上の場合を発病度100とした。結果はl試験

IRあたり20果 (2試験屈)の平均値として示した。

実験2:マンゴー輸送試験

輸送試験は、東京向け2屈 (1回目:2006年7J=l31日搬

入、 2関目:8月日日搬入)と大阪向け2自(J[回目:2006 

年8月9日搬入、 2回目:8月18El搬入)の計4回実施し

た。現地での評価は、消費者に届くタイミングを考慮

し、市場到着後、 2~3 El関屋内で保管した果実について

行った。

供試材料

沖縄本島産アーウイン穣(秀品L玉)をl試験区あたり

4箱 (4~5個/箱)、梱包形態は通常出荷箱および化粧箱

として試験に供した。

翰送条件

午前中に収穫したマンゴーを常温下で搬送し、約10時

間経過した夜間から翠弱までの間(約9時間)、定温施

設および常温下で保管後、東京及び大阪に空織した。試

験区は、定温施設利用の有無と出荷箱の種類(通常出荷

箱と化粧箱)を組み合わせて設定した。

箱内温i毘!支

温度ロガー (T&D社製、おんどとりJr. )をmい、温

湿度測定用ブロープを箱内にlカ所設置して温湿度を測定

した。混湿度は10分毎に測定し、得られたデータは50分

間 (5由分)の中央値として示した。

l 試験芭あたり 64~80果 (4試験回)の供試泉上部を

マーキングし、定位震を色彩色差計(ミノルタ社製

CMd-2600)で測定した。測定したb値について、輸送前

と輸送後の包差dbの平均値として示した。

炭痘病発病度

実験1:マンゴー静置試験と同様に計算した。

結果および考察

実験1:マンゴー静穣試験

巣実品j晶は常iffil症で0日目;こ290C付近に達したが、定

温施設症では28
0

C付近で推移した。また、冷蔵区では冷

蔵施設搬入直後から果実温度が200C付近に低下し、搬出

後から保管室に移動した時点から上昇した。 1日呂以降
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は他の試験症と河様に推移した(翻1)。果皮色ではb{1痘

が大きく変化した。 b{1直の増加は「青j から「黄j への

変化であり、マンゴーの果皮色では熟度の進行を示すと

考えられる。試霊会期間中のb績の変イむを色差dbで表す

と、試験区では定温施設阪の変化が小さく、熟度の進行

が若干遅延したと考えられた(図2)。炭痘病発病度は

保存自数の経過とともに増加し、保存5日自では常温症

で発病率が最も高くなったのに対し、他の試験区では間

程度であった(図3)。以上の結果より、果実品温の急

32 
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激な変動は果皮色の変化に影響し、果実品温の上昇は炭

痘病の進行を加速させることが示唆された。

実験2:マンゴー輸送試験

輸送期間内におけるマンゴーの温度推移では、箱内温

度は定温施設に搬入後から低下するが、セ リが終了して

空輸される聞に上昇し、空港内のマーシャリングヤード

での保管期間中に最も 高 くな り、約340Cとなった (図

4)。マーシャ リングヤード内のコンテナ は屋外で保管

されている こと が多く 、この聞に箱内温度や巣実品温が

上昇すると考えられた。また輸送のタイ ミングによって

は長期 (I日程度) にわたって保管されるこ ともあり 、

鮮度に悪影響を与える こと が懸念された。

梱包形態の異なる試験区を比較すると、定温施設保管

期間では、通常出荷箱(定温施設・通常出荷箱)の箱内
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図5マンゴー輸送試験における箱内温湿度

ロ 通常出荷箱 &化粧箱

輸送!明間 8月18-22日(輸送先大阪)

温度が20Cほど低下するのに対し、化粧箱 (定温施設 ・

化粧箱)の箱内温度はほとんど低下 しなかった。 空港内

のマーシャ リングヤードからの品温経過も化粧箱を使用

した試験区の温度が高く推移すること から、 梱包形態の

違いが箱内温度に影響を与える ことが示唆された。

そこで、輸送試験中の温湿度推移について、通常出荷

箱と化粧箱を比較し た (図5)。化粧箱は通常出荷箱と

比較して温度および湿度が高 く推移した。これは化粧箱

の断熱性が高く、通気性が悪い こと を示唆するものであ

り、マンゴーの梱包に化粧箱を使用する場合は、冷房の

効いた屋内で梱包するな ど、果実品温を上昇させないよ

表 1 マンゴー輸送試験における果実品温

定温施訟

持ち込み 品温
施訟肉 ヤード肉品温 到着地品;畠

平鈎 29.3 

最大値 30.3 

最小値 27.9 

27.3 

29.0 

25.9 

30.4 24.9 

32.9 

25.8 

33.5 

17.7 

令マンゴー輸送鼠蟻4図的品退の平均値(通常出荷箱 化経箱を含む)として示した.

う注意をはらうべきである と考えた。 輸送試験 (東京お

よび大阪)計4回における、マンゴーの品温推移を示した

(表1)。定温施設への持ち込み時品温(果実表面温

度)は平均29.3
0
Cであり 、最大 ・最小値も30.3

0
Cから

27.9
0C程度と、 バラツキが認められた。 30

0Cを超える品

温は呼吸量の増加による果実の急速な劣化をもたらす。

マンゴーの収穫期は6月下旬から8月上旬であり、その期

間の平均温度は29
0C、湿度は80%である。この温湿度で

の露点温度は約25
0

Cであり 、25
0

Cを下回る品温では常温

に戻した際に結露が生ずる可能性がある。この ことから

収穫後は品温が26~280C程度になるような取り扱いが必

要である と恩われた。また空港内のマーシャ リングヤー

ド内の平均品温も30.4
0

Cと高い値を示 し、施設の改善等

が必要であると考えられた。さらに7月期における定温

施設の運転時間は、午後10時からセ リの終わる午前6時

までの約8時間程度であるが、 施設への入荷は夕方5時前

後から始まっている。運転開始から、 施設内が十分に冷

却されるまでの時聞を考慮すると、開始時聞を早くとる

等の調整も必要と思われる。
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図6 マンゴー事前送試験における果皮色 (11b)の変化
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図7マンゴー翰送試験における炭痘提言発病度の変化

ロ収穫当日 閣議室主当日(収穫後4-5日目)

定患賂設を利用せず通常出荷箱を住用
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定車臨設を利用し‘北騎箱を憧滋

輸送試験(東京および大阪)計4自の果皮色の色差db

の平均値を図6に示した。本試験では常温区のdbが若干

く、高温に長期に触れることによって熟度が促進され

ると推測した。また槌包形態では化粧箱のdbが通常出荷

綴より高くなり、梱包形態の通気性や断熱性が熟度の進

るとt住測した。

輸送試験(東京および大阪)計4回の炭痕務発病度の

平均値について図7に示した。通常出荷箱を使用した試

験[Kを比較すると、収穫当日の炭痘病発病度は両試験区

ともにほとんど同程度であるが、評価当Bの炭痘病発病

度は定温施設を利用した思がわずかにf尽くなった。ま

た、化粧箱を使用した試験区は定温施設利用の有無にか

かわらず、通常出荷籍より商い発病度を示した。

本試験で使用した供試果は全て秀品であり、収穫当日

の調査でも発病度は低いが、評価当日の発病度iま70%~

80%と非常に高1なった。炭痕病の発病機作は、まず炭

痘欝胞子が果実表頭に付着し表皮上に付着擦を形成して

潜伏する。次に熟度の進行とともに発芽し発病に主るこ

とが報告されており (AkinWlU1mi et al， 2001 Dov et al， 

1996 Kl凶巴tal， 2002) 、このことが収穫直後の炭痘病判

別を国難にしていると考えられる。また炭痘菌の生予言最

適j昆度も30
0C前後であることから、 26

0C付近の冷却は炭

疫病の進行に大きな影響を及ぼさないと考えられる。

さらに胞子の発芽率は相対湿疫90%以上で高くなるこ

とが報告されていることから(Estradaet al、2000)、化粧務

のように通気子しの小さい包装形態は、内部の温度が上界

しやすく、抱子の発芽を促進させると考えられる。マン

ゴーの詰装形態は、通常出荷箱、化粧箱およびパック包

装といった形態で流通しているが、炭痘病発生の抑制を

考慮すると、現在用いられている包装の通気孔を増やし

て通気性を向上させる等、包装技術の改善も必要である

と思われる。

以上のことから、定議施設の効果を最大限に発揮させ

るには、収穫後の温度管理を行い、さらに定調施設搬出

後の温湿度管理を改善することで、より適切な熟度コン

トロールや、病筈の低減が実現できると考える。
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Abstract 
The impact of th巴 constanttemperature facilities at the Okinawa Pr巴fectureCentral Wholesale Market on the freshness of mango 

fruIt (hereafter， mango) during high summer temperaれぜeswas examm巴d，and air transportation tests were conducted. Mango is 
frequently stored at normal temperall.ぜ巴 (about30oC) after harvesting. However storage at the optimum temperall.rre (260C) helps to 
prevent discoloration of the peel and development of anthracnose. Exposure to high tempera印resexceeding 300C may result in rapid 
deterioration of the fruit， while t巴mperatureslower than 250C may result in condensation after shipment. Therefore aft巴rharvesting， 
mango should be handled so that the temperaれrreof the fruIt stays at 26-280C. During air shipment， after harvesting and in the 
marshalling yard at th巴airport，mean temperaれ官巴sreach 300C or higher which suggest problems for maintaining freshness. 1n order to 
achieve the maximurn benefit from the constant temperall.rre facilities， temperaれrreaft巴rharvest should be controlled. Furthermore， 
after shipping from these facilities， improved control of temperall.rre and hurnidity should enable more appropriat巴controlof ripeness 
and reduced disease inj町・

Keywords : air shipment， tempera札u・巴 management 
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