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キュウリ果実中の糖含量のEごとの変動と血糖センサーの品質評価への利用

堀江秀樹*

独立行政法人民業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所 514匂 2392 三重県津市安淡町草生

Day-to-Day Fluctuations of the Sugar Contents in Cucumber Fruits and the Application of Disposable 
Blood Glucose Sensors for Quality Estimation of the Fruits 

Hideki Horie* 

人fαlionallnslilule01伶'gelableand Tea Science. NARO， T.m， lvJie 514-2392 

Abstract 

Day-to倒 dayflllctllations in the sllgar contents of cllcllmber fruits harvested at the same greenhollse were investigated. The 

fruits contained gl11cose and frllctose in almost eqllal qllantities. The contents of the glllcose (and五rllctose)in the frllits 

f111ctllated betwe巴n0.8% and 1.4%， dependent on the date ofharvest. A relationship was shown between glllcose contents in the 

什llitand the weather on the day before harvest; shorter dllration of the sllnshine or shading treatment d巴creasedthe glllcose 

contents of fruit harvested the next day. Becallse the sllgar contents of cucllmber介uitsvaried day-to-day， it is useflll to measure 

the sugars in the fruits simp1y and rapidly in order to obtain cucllmbers of high qua1ity. A disposable blood glllcose sensor 

(biosensor) was llsed to measure a glucose in the fruits. The results obtained by th巴biosensorshowed high correlation with the 

data on glllcose obtain巴dby capillary electrophoresis. Because the sample preparations were very simple and it took less than 

10 min to obtain the res1l1ts， this method llsing the biosensor appears to be quite e汀巴ctivefor the rapid measurement of the 

glucose contents in cllcllmber fruits. 

Key Words : biosensor， duration of sunshine， frllctose， glucose， vegetable 

キーワ…ド・バイオセンサー， フルクトース， グルコース， 日照時間，野菜

緒面

キュウリは栄養的には特筆すべき成分を含まないため，

おいしさを楽しむ野菜といえる.キュウリのおし、しさに関

しては，官能評価と呈味成分分析が中IUJら (2002) によっ

てなされている.キュウリの主要成分はグルコース， フノレ

クトース， リンゴ酸およびグルタミンであり，低温貯蔵中

にグルコース， フルクトースおよびワンゴ般の含量は低下

することが明らかにされている.また，官能的には 7日聞

の低損貯蔵により一討味，旨味およびl)ijとの好ましさが低下し，

甘味の低下はグルコースおよびフルクトースの含量低下に

よるものと考察されている.

一一方，知識集約型産業創業対策事業「野菜のおいしさ検

討委員会jでは，間一産地から収穫Iヨの異なるキュウリを

入手し，それらのおいしさを官能比較した.中町ら (2002)

の結果に基づき，収穫後の日数を経ないキュウリの方がお

いしさの評価は高いものと期待して官能比較されたが，必
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ずしも一定の結果は得られなかった(堀江， 2008;松田，

2007; 111仁1，2008). この原因は，同一産地で収穫したキュ

ウリであっても，収護持の品質は日々変動しているためと

推察される これを確認するために，伺ービニールハウス

で収穫したキュウリについて，日ごとの品質比較を試みた.

品震の指標としては， 主!味との関連が考えられ，上記野菜

のおいしさ検討委員会においても，おし、しさとの関係が指

摘されている(堀江， 2008) グルコースおよびフルクトー

ス含量の測定を行った.

検討の結果， グルコースおよびフルクトースの含量は，

同一ビニールハウスで収穫した果実であっても，収護日に

よって変動することが明らかになった. したがって，内部

品質を重視した品質管理のためには，生産現場でも使える

ような簡易な糖含量の測定法が求められる.一方，糖尿病

患者が血液中のグルコース濃度をモニターするための能い

捨て型のバイオセンサー(血糖センサー)が近年低廉化さ

れ，入手が容易になりつつある 血糖センサーは，専門知

識を持たない人の使用を前提としているため，操作方法は

非常に簡易である.そこで， このようなヒト用の血糖セン

サーを用いて，キュウリ中のグルコース含量測定ができな

いか併せて検討した.
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さらに， 2009年夏作の‘フリーダムハウス 2号'果実に

ついては，血糖センサー(グルテスト)を用いて収穫日ご

とのグルコースを簡易測定した.2007年と同様に，朝収穫

したキュウリ果実について，収穫後 2時間以内に果実中央

部からナイフで 10g程度の輪切り切片を切り出し，開様の

前処理操作の後，直ちに血糖センサーで測定した.同一試

料については 2反復で測定し 2聞の測定の平均値を記載

した.

結果および考察

1. 果実中糖含量の日ごとの変動

定時に収産したキュウリ果実中のグルコース含量につい

て，収穫臼ごとの値を第 1(6月実施)および 2図(10月

実施)に示した.これまでの報告(堀江， 2008;堀江ら，

2003;中HlJら， 2002) 同様，果実中にはグルコースおよび

フルクトースがほぼ等量含まれていたため，図にはグル

コース含量のみを示した. これらの閣から， グルコースお

よびブノレクトース含量はそれぞれ0.8~ 1.4%の間で日々変

動していることが認められた.なお，キュウリの甘味と収

穫までの天候に関連があると考えられたので，第 lおよび

2図には，津のアメ夕、、スデータに基づく lヨ照時聞な併せて
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第 1図 キュウリ果実中のグルコース含量の変動と日照時間
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第2国 キュウリ果実中の夕、ノレコース含量の変動と日照時間

(秋作)

1. キュウリ試料と糖分析

キュウリは，野菜茶業研究所(三重県津市)の試験用ビ

ニールハウスで， 2007 ~ 2009年 (2007年は 4月中旬， 2008

年は 8月下旬， 2009年は 4月下旬にそれぞれの 10株以上

定植)に栽培した‘フリーダムハウス 2号， (サカタのタ

ネ)および‘久輝， (久留米原種育成会)を用いた.糖含量

の日々の変化を検討するため，午前 9 時~9 時 30 分に収穫

した‘フリーダムハウス 2号'のうち， 90 ~ 120 gの果実

を用いた.果実の両端 (3分の 1ずつ)を切り落とした後，

家庭用ジューサーを用いて破砕して果汁を得た これを遠

心分離して得た上澄みを冷凍保存した 解凍した試料を水

で IO倍希釈し銑報(堀江・伊藤， 2006)に従いキャピラ

リー電気泳動法を用いて分析した.分析は 3~4 個体につ

いて行い，閣にはその平均値をプロットした.なお， グラ

フに記載した日照時間については，津市のアメダスデータ

に基づいた.

2. 遮光の影響

2008年秋作の‘フリーダムハウス 2号'と‘久輝'につ

いて， 10月 21日の 14時にビニールハウスの屋根に寒冷紗

をかけることにより遮光処理した.遮光 24時間後，遮光区

および無遮光の対照区から 5果採取し，上記の方法で糖分

析に供した なお，遮光率は 75%であった.

3. 血糖センサーによる果汁中のグルコース測定

血糖センサーとしては， グノレテストエーズ R(三和化学

研究所，日反売中11ニ)，およびこの後継機種であるグルテスト

エブリ(三三和化学研究所)を用いた血糖センサ一本体に，

付属の使い捨て型センサーチップを装着し，センサーチップ

先端に試料液を 50μL程度縞下することにより測定を開始

し， 15秒後本体にデジタル表示される値 (mg.100 mL-1
) 

を読み取った なお，グルテストエース Rとグルテストエ

ブリはセンサーチップが共通であり，両者間で測定値に差

異はなかったため，本報においては，両者で得られた結果

はIRJJIJせずグノレテストとして記載した.さらに比較のため，

メーカーは奥なるが，同等の機能をもっと推定される血糖

センサー，アセンシアブリオ(バイエル薬品)も一部の試

験で用いた. グルコースの標準液は，特級試薬を水に溶解

し， 1 I免室温で放置したものを用いた.

2008年の秋作キュウリ(‘フリーダ、ムハウス 2号'およ

び‘久輝， )について，果実中央部からナイフで 10g程度

の輪切り切片を切り出した.切片をニンニク搾りで搾計ーし

たものを遠心分離しその上澄み液の 81・lXを測定した.同

じ液を水で 10倍希釈したものを血糖センサー(グルテス

ト)で概定し残った試料液を冷凍保存した.解凍した試

料液について，キャピラリー電気泳動法で糖濃度を測定し，

それぞれの測定値を比較した.なお，本実験に際しては，

測定府試料に曲がり果等通常の出荷規格外の果実も含める

ことにより，機含量に胞をもたせた.

材料および方法
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第 1表 遮光処理が果実中の糖合最に及ぼす影響
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糖含量。也)'

% 
品種 処理

ブノレクトース グルコース

フリーダムハウス 2号

対~ 1.54 (0.15) z 1.52 (0.17) 

遮光 1.39 (0.11) 1.38 (0.09) 

久輝
対照 1.30 (0.10) 1.27 (0.10) 

遮光 1.17 (0.08) * 1.14 (0.07) * 

z .標準偏差 n=5

ネは対照と比較して 5%水準で有意

記載した.両者を比較した結果，前日の日照時間が長い場

合にグルコース含量が高く 鈍い場合には逆の傾向が認め

られ，天候が果実糖含量に影響することが示唆された. こ

のことは， 6 (第 l国)および 10月(第 2図)の結果にお

いても同様の傾向が認められた.

第 1および2図においては，津市のアメダスのデータで

は全天日射量が公開されていないため， 日照時間のみを記

載した. しかしながら，光合成産物が果実に転流し，糠と

して蓄積するものと考えれば，実際は日射量との関係がよ

り強い可能性がある.そこで¥人為的に遮光することによっ

て日射量を制御し果実中の糖含量に影響するか検討した

(第 i表) なお，遮光した 10月 21日の午後は晴天であっ

たが，翌 22日の午前は曇天であった. これまでの結果関

様，供試した 2品種とも遮光処理の有無にかかわらず， グ

ルコースとフルクトースを等量含んで、いた.‘久輝'におい

ては，遮光処理した果実のグルコースおよびフルクトース

の含最は対照区に比べて低く ‘フリーダムハウス 2号'に

おいても有意差は認められなかったものの，遮光による糖

含量の低下額向があった.収穫直前の 24時間の臼射量が果

実の糖含量に影響したものと考えられる.

収穫期前後の果実は急速に生長し，一夜で 3cm程度伸張

するとされる(斎藤， 2004). この間十分に光合成産物が供

給されれば糖含最を高めることができるが， 日射量が不足

して光合成が十分でないと，糖含量の低下が認められるも

のと考えられる.第 lおよび 2図において，前aの日照時

間が短い場合には， 日射量が不足したために果実中の糖含

量が低下したものと考察される.

収穫前日の臼照時間や日射量と野菜品質の関係について

は，ホウレンソウにおいて収穫直前の日射量がアスコルビ

ン酸含量に影響することが報告されている(吉司ら， 2007) 

が，直接味にかかわる成分への影響が示されたのは本報以

外に見あたらない.なお，本報告で、は果実中の糖含量に関

し，収穫日間の短期的な結果を， B照時間や日射量に基づ

き考察した.一方，第 2閣において， 11月 5日からの 5日

間のグルコース含量に比べて， II日以降は低めに推移して

いる点については， 日照時間のみからでは解釈できず，株

の老化など別の要因も含めて考察する必要がある.実際の

栽培条件においては， 日照時間だけでなく薩水や追肥など

の管理条件，株の老化や病害虫の影響，あるいは臼射量の

季節変化や管理温度など，多様な要因により果実中の糖合

最は長期的に変動するものと推定される.

2. 血糖センサーを用いた泉実中グルコース含量の簡易評価

上記のように，キュウリの味に直接関係すると考えられ

る糖の含量が日々変化するのであれば，成分による品貿管

理を悶指す場合には，こまめに糖分析を行う必要がある.

キュウリにはグルコースおよびフルクトースがほぼ等量含

まれるので， どちらか一方が測定できればよい. グルコー

スについてはバイオセンサーの利用により，迅速・簡便な

測定が可能と期待される.そこで，血液中のグルコース測

定を目的に，糖尿病患者向けに開発された使い捨て型バイ

オセンサーである血糖センサーの利用を試みた.また，野

菜の品賞評価に汎用される糖度 (Brix値)についても併せ

て測定し比較した.

キュウリ果実試料について，キャピラリー電気泳動法で、

測定した糖分析値と Brix値および血糖センサー表示の関係

を第 3図に示した なお，本試料においても，グルコース

およびフルクトース含量はほぼ等しかった.キュウリ果汁

について，キャピラリー電気泳動法で得たグルコースおよ

びフルクトースの合計値(糖含量)と Brix値の開では，糖

y = 158x -41 

r=O.99 

05 1D 15 2D 

グルコース含景(%)

第3図 糖度計(左)および血糖センサー(右)によるキュウリ果汁の測定値とキャピラリー電気泳動法(横軸)による測定値の関係

Z グルコースおよびフノレクトースの測定値の合計設を糖含量(%)とした

Y果汁を 10倍希釈して測定した際のセンサー表示をそのまま記した
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第4図 夕、ノLコース標準液に対する2種類の血糖センサーの応

答比較

Oグルテスト

JUl糖センサーで品!IJ定したグルコース値の日ごとの変動およ

び津市の EI照時間を第 5留に示した.第 lおよび2区|の結

果同様，前日の日照H寺間に対応した合品:変化が認められ，

前日の日照時間が短い場合にセンサーの表示値が低い傾向

にあった.測定には，果実中央部から搾った果汁を 2分程

度遠心分離[し，上澄みを 10倍に希釈して，センサーチップ

に滴下するだけなので試料当たり 10分あれば十分で

あった.さらに，遠心分離と希釈以外の操作には特殊な機

器を必要としないので.本法の生産や流通の現場への導入

は比較的容易と考えられる.ただし本法ではセンサーチッ

プを測定の都度交換する必要があるので， 1測定ごとに 100

円程度のランニングコストを要した.

このような血糖センサーの食品分野への芯mについて

は，すでに 15年以上前に吉岡・南海(1994)が可能性を示

しているが，その後，只柱分解液1:1こ!のグルコースを分析し

た報告(和田ら， 1997)があるだけで，必ずしも12:及して

いるとはいえない.手111:f:1ら(1997) の報告では，血糖セン

サーによる計測自体は簡便であっても，試1'"1の前処理が煩

雑なために， Jfn糖センサーの簡易・迅速な特徴をいかしき

れていない.一方，キュウリを測定対象とする場合には，

果汁を希釈するだけのfIIl処思でJUl糖センサーの利用が可能

であった. 1血糖センサ一本体や付属のセンサーチップの低

価格化も進みつつあるため，キュウリや他の野菜・果樹に

おいても，栽培研究や流通過程で、の品質管理等へのlfIl糖セ

ンサーの活用が期待される.

本報において，キュウリのIf詳好位に関係が深いグルコー

スおよびフルクトース合宣が日々変動することを示しそ

の要因には収礎前日の天候の関与が示唆された さらに，

果実中のグルコース含最の測定には，血糖センサーが利用

できることを示した.果実中のグルコース含量の日々の変

動についても，血糖センサーを用いて簡易測定が可能であ

り，高品質なキュウリの栽培，流通などへの利活用が期待

される.

合i立が 2%以上の領域では糖含量の増加にともない Brix値

も増加する傾向が認められたものの，糖含設がそれ以下の

領域では，糖al詰:にたjする Brix鮪の変化が小さかった(第

3鴎左).一方，キャピラリー電気泳動法で得られたグル

コースの分析値と血糖センサー表示{践の間では，扱った試

料のグルコース濃度範閣内では直線回帰 (r 0.99)が可能

であった(第 31玄i右).キュウリ果実 I:I~ の椴合設の推定に

は， t~f に糖含iit の低い場合には Brix 値よりも Jfrl隙セン

サーの表示の方が精度が高いといえる.ただし J(ll糖セン

サーの表示から推定されるグルコース合設とキャピラリー

電気泳動法による定設値の間では，数{庄は一致しなかった

メーカーの異なる 2種類の血糖センサーについて， グル

コースの標準液を測定した結果を第 4区iに示した.再機種

とも， グルコース襟品の濃度と応、答の間には陵線性が得ら

れた.ただしグルコース標準淡の濃度と i血糖センサー表

示値は一致せず，さらにメーカーが異なる血糖センサー聞

では，同一濃度のグルコース標準液に対して表示般が一致

しなかったこのことについては，次のように考察される

血椴センサーは，本来血液中のグルコース濃度を正しく表

示できるよう設計されている.それぞれのセンサーチップ

には試料注入用のごく浅い潜が掘られて，滴ドされた試料

を一定量感応部位に供給するように設計されている(南海，

2004).ところが，本米の試料である血液とグルコース標準

液とでは粘性などの物理性が異なるため，感応部に到達す

るグルコース量が異なり，その結果グルコース標準液の濃

度と血糖センサー表示値の部で，数値が一致しないものと

考えられるまた，メーカーが異なる場合にはセンサーチッ

プの構造が異なるため，向ーグルコース標準液に対するセ

ンサー表示値に差異が生じたものと考えられる. このよう

なことから，奥なるメーカーの製品開で、は，キュウワ果汁

を測定して得られた数字をそのまま比較することはできな

い.ただしあらかじめグルコースの標準液を用いて検量

線を作成しておき，数値を読み替えることができれば，契

機綴間でのデータの比較は可能である

2009年夏作の‘フリーダムハウス 2 果実について，
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摘要

同一ビニールハウスで収穫したキュウリ果実中の糖含量

について日ごとの変化を調査した.果実中にはグルコース

とフルクトースがほぼ等量含まれていた.果実中のグル

コース(およびフルクトース)の含量は，収穫日によって

0.8 ~ 1.4%の聞で変動した.果実中のグルコース含量と収

穫前日の天候との関連が認められ， B照時間が短い場合や

遮光処理した場合に，翌日収穫した果実中のグルコース含

量が低下した.キュウリ果実中の糖含量は日々変動するた

め，キュウリの内部品質管理には果実中の糖含量を簡便・

迅速に測定できるのが望ましい.そこで，使い捨て型のバ

イオセンサーである血糖センサーを潤い，果実中のグル

コースを測定することを試みた.血糖センサーを用いて得

た結果は，キャピラリー電気泳動法で分析したグルコース

のデータと高い正の相関を示した.試料の前処理は簡単で，

結果を得るのに 10分程度しか要しないので，血糖センサー

を用いたこの方法は，キュウリ果実中のグルコースの迅速

定量に非常に有効である.
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