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山形悶芸研報 Bull. Yamagata Horticultural Research NO.19 : 35-51 (2008) 

収穫後から予冷までの作業工程における

アスパラガスの品質保持技術

阿部和広・大木淳・工藤郁也

山形県最上総合支庁農業技術普及課産地研究室

Technique of Keeping Quality of Asparagus on the 

Process from Postharvest to Precooling 

Kazuhiro OKABE， Atushi OOKI and Ikuya KUDOH 

露地長期どり栽培，特に高温期に収穫したアスパラガスにおいて，庖頭陳列後の品質低下を緩和する方法を，現地集出

荷施設の作業工程から検討した。

1 アスパラガスの収穫物は，収穫から選別・調整までは予冷庫等の室混よりも温度が低い環境に置かず，滋度変化を与

えないようにそのまま室温に置くと，切り口の品質低下が緩和される。

2 選別・調整前に切り口付近を10分以上流水処理すると，切り口と穂先の品質低下が緩和される.特に切り口の品質保

持効果が高い。

3 切り口から 12cmの高さまでを約 5
0

Cの水道水に30秒間浸演する水冷処理と直接冷気に当てる予冷法を組み合わせ

ると，品温の低下が早く，切り口の品質低下は緩慢になる。

4 これらを組み合わせて現地の作業工程に導入すると，切り口と穂先の品質が高く保持される。
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I 患者 1=1 

これまで本県におけるアスパラガス栽埼は，鶴岡市羽

黒町 (1日羽黒町)や飯豊町の中山間地域を中心とした露

地栽培が主体であった。 2003年以降，濁芸振興の施策と

して，アスパラガスの産地化が推進されたことにより，

西村山地域における促成栽培や，最上町における露地長

期どり栽培による新たな産地化の動きがある。

これまで、アスパラガスの露地長期どり栽培は，東北地

域では秋田県および福島県に立茎栽培による麦秋どりの

産地が形成されている。一方，本県においては慣行の露

地栽培が主体であったが，大木ら II は，本県の気象条件

に適応した「アスパラガスの全期立茎による露地長期ど

り栽培技術jを開発した。この技術は，生育2年院から

1 t /10 aの収量が得られ，品質が良好であるとともに，

立茎も無摘心で倒伏や茎折れしにくい栽培法を特徴とし

ている。

そこで， らはこの技術による産地形成のための普

及活動!JJを2003年より実施し， 2007年には生産量167t 

(760kg/10 a) の新産地を最上町に形成することができ

た。しかし，この過程において問題になったのは，夏季

の高温時における積荷および応頭線列時の荷傷みであり，

アスパラガス収穫後の品質保持のための技術開発が急務

であった。そのため，最上町のアスパラガス収穫後の作

業工程の実態を調査するとともに，アスパラガスの品質

保持のための技術開発を行ったところ，新たな知見が得

られたので報告する。

本試験の実施にあたり，最上町アスパラガス生産協議

会，新庄もがみ農業協同組合，および最上産地研究室の

職員諸氏からは多大なる協力をいただいた。ここに記し

て，深く感謝の意を表する。

E 材料および方法と結果および考察

試験 1 共開施設を利用した出荷における

作業工程と品温の実態調査

本試験では，アスパラガス収穫後，共再選果施設を利

用した調整，予冷，出荷の各作業工程の中で，アスパラ

ガスの品温と品質を調査し，作業工程ごとの課題を検討

した。

(1) 材料および方法

集出荷施設を所有する新庄もがみ農業協同組合および

最上町アスパラガス生産協議会の協力により実施した。

2006年8月15日及び9月12日からは臼に，施設内に

て温度経過と作業工程について調査した。温度は予冷庫
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内の気温とアスパラガスの品視をデジタル式自動滋度計

測装置(商品名:おんどとりJr.)にて測定した。品温は

直径 2mm，長さ30cmのセンサーを下部切り口から感温

部の先端 2cmを差し込み， 15分ごとに計測した。作業工

程は目視や聞き取りにより調査した。

(2) 結果および考察

収穫から小売応に並ぶまでのタイムスケジュールと温

度について第 1図に示した。収穫する時間帯により夕方

収穫，早朝収穫の 2通りに区分できる。

夕方収穫は， 16時ご、ろから収穫し，生産者が長さ27cm

程度に調整して付着したゴミなどを洗い落とし，おおよ

そ 1kgずつ新聞紙で包んでコンテナに縦霞きし， 18待頃

には集出荷施設へ搬入していた。施設においては，搬入

後に速やかに設定 5
0

Cの差圧通風式予冷庫(以下， i予

冷庫jとする)に保管し(以下，収穫から選別・調整ま

での冷蔵を f一時予冷jとするに翌日 8持から順次作

業場に取り出し，アスパラガス選別機で長さ25cmに調整

後， 1本ずつ自動計量し，規格，階級別に結束していた。

アスパラガス束は発泡スチロール製の出荷箱に詰め，品

温低下のため翠戟まで 50C設定の予冷庫に翌朝まで入れ

ていた(以下，選)3IJ・調整・箱詰め後の冷蔵を「予冷j

とする)。なお，選別から予冷までは施設内で常温にお

かれるが，その時間はおおむね2時間だ、った。

早朝収穫は， 6時績に収穫し，速やかに集出荷場に搬

入して一時予冷していた。先に一時予冷していた夕方収

穫の選別が終了次第，早朝収穫分のアスパラガスは前述

の夕方収穫と向じ工程を経て箱詰め，予冷され，向日 17

時頃にはすべての作業が終了していた。

箱詰めは，発泡スチロール製の縦箱を横に震いた状態

で行い， 100gに結束した束を 8東ずつ5段， 6段目のみ

5束の計45束を並べて小窓の空いたふたを取り付け，箱

詰め完了後に縦置きして予冷していた(第2図)。

このように，前日の夕方収穫したものと当日早朝に収

穫されたアスパラガスを，同臼中に選別から箱詰めまで

を完了させてから予冷し，出荷直前に小窓のふたを取り

付け，収穫2日呂の 9時に輸送トラックにて出荷していた。

一時予冷前のアスパラガスの品視は外気温とほぼ向じ

で，品滋が約20
0

Cの場合，一時予冷4時間後には設定温

度の 5
0
Cに低下した(第3図)。しかし選別・調整のた

めに作業場へ移すと 2時間でほぼ作業場の温度まで上昇

した。予冷中の品温は，第2鴎に示す束の箱内での場所

で差が生じるとともに，冷蔵後15時間経過し，出荷時間

のトラックに移し変える段階になっても 50C以下に低下

していないことが明らかとなり(第4図)，現行では予
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夕方収穣

E存続収穫 差庄式予冷F震で予冷

第 1図 アスパラガスの収穫から底頭に並ぶまでのタイムスケジュールと環境条件

ゑι 韓鞠

「箱前品温にの段の市央当陀由治]

第 2131 アスパラガスの出荷箱への箱詰めおよび潟皮測定部伎の概割高(左)と予冷Iドのようす(右)

滋疫('C)

20 

15 

10 

0 

吋ト夕方収穫
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11寺HlJ(ll与)

第 3関 収穫から予冷が終了するまで、の品温経過

(2006ilo 9月12日から13日 芸部にセンサーを埋設し， 15分
ごとにiJllJ定)

冷が不十分であることが懸念された。

出荷後は，荷台温度を 5
0

Cに設定したトラックに移し

変え，途中で荷の積み増しをしながら 12特に最上地域を

出発し， 20時に京浜の市場に到若していた。この間250C

まで品温が徐々に上昇していた(データ省略)。さらに

市場の施設内へ3日目の早朝まで静置する間に約250

C

温度CCl

35 

30 

25 

20 

15 

10 

。。 200 400 600 
予冷緩遜時間(分)

ベ〉一箱前品i晶
寸公一裕奥ai'liM
健一筏内%.i晶

800 

第 4区i予冷ゅの品温経過

1000 

(2006年8月15臼 第 2図の位置にあるアスパラガスの慕部

にセンサーを限設し， 15分ごとにiJllJ定)

で経過し，小売業者が引き取って， 8時以降に気温200

C，湿

度70%，熊度2000lx条件の庖頭に並べて販売されていた。

以上から，高温期におけるアスパラガスの品質保持に

ついて， トラック輸送以降については，コールドチェー

ンの有効性が明らかになっているものの，効果的な対応

をとるには多くのハード面での課題が残されていること
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第l表劣化程度の判定基準 (2006年)

評価値 。 25 

扱い 収穫時間等 クレーム無し

切り口の状態 白くみずみずしい 自く乾燥している

穂先の状態
鮮やかな淡緑色で わずかに色があせ

みずみずしい る

嗣部の萎れ
表面が滑らかでス わずかにスジがみ

ジがみえない える

から，生産者が関与できる収穫から予冷が完了するまで

の作業工程について，品質保持に効果的な技術開発を優

先的に実施することが必要と考えられた。

試験2 収穫から予冷開始までの品温管理が

品質に及ぼす影響

試験 1の実態調査から，前日夕方収穫と当日早朝収穫

の収穫時間の違い，それに伴う選別・調整後の予冷処理

までの時間差，および、品温経過の違いが明らかとなった。

ここでは収穫から予冷開始までの品温管理と品質の関係

について検討した。

(1) 収穫から予冷までの時宿

ア 材料および方法

供試品種は‘グリーンタワー'とし， 2006年 8Fl21臼

6時に，山形県新庄市魚沢にある山形崇最上総合支庁産

地研究室(以下， r産地研究室jという)の関場において，

若茎長27cmで収穫した L~Mクラスのアスパラガスを

各区10本供試した。付着物を洗った後，直射B光の入ら

ない室温28~330Cの施設内に静誼し， 5 hrlRは 9時に

25cmに調整して11時(J収穫 5時間後)に， 11hr区は15

時に調整して17時(収穫日時間後)に100g程度の束とし，

プラスチック製の箱に並べてビニールで被覆し，縦置き

してインキュベーターに入れた。

インキュベーターの設定は，予冷中は品温低下が緩慢

な箱奥品視の条件とし (17時間で 8
0
Cに低下，その後

80C一定)，翌8時以降， トラック輸送(12持問で250C

に上昇)，市場(12時間250C一定)の条件に設定を変吏

し，その後応頭陳列を想定して籍から取り出し，新関紙

を敷いた水稲育苗箱に 1本ずつ並べてさらに新潟紙をか

け，軽く霧吹きをして横に静還し.温度200

C，棺対湿度

70%，照度20001x一定条件の設定とした(上記のように，

予冷から応頭陳列までをシミュレートしたインキュベー

ターにアスパラガスを搬入した条件を，以後f流通シミュ

50 75 100 

市場販売可 庖頭で競整販売 可廃棄相当

やや掲色となる
わずかに腐敗がみ 腐敗が進み，腐汁

られる がでる

やや色があせ，わ 色があせ，少し乾 乾燥または腐敗す

ずかに乾燥する 燥する る

基部にスジがみえ 基部と穂首にスジ 全体的に萎縮して

る がみえる いる

レーションJとする)。

外観の劣化程度は，庖頭棟列開始時の O時開を l臼目

とし，以後20~26時間ごとに 2 日目， 3日目， 4日目と

して調査した。頃呂は切り口，穂先の 2つについて，第

1表のように劣化の進行程度によって 0，25， 50， 75， 

100の5段階評価の平均伎を劣化程度として表記し，劣

化程度が商品限界となる50以下であれば品質が保持さ

れているものとして評価し，原則的に他の試験も同じ方

法で調査した。

イ 結果および考祭

外鏡の劣化は，両区とも 1日自には認められなかった

(第5隈)。切り口の品質は， 5hr区が2日目 (26時間)

まで劣化程度が50以下で，商品性が保持されたのに対し，

11hr区は 2日目までは保持されなかった。穂先の品質は

いずれも 3日目 (55時間)まで保持されていた。

このことから，外観の品質保持には収穫してから速や

かに選別・鵡整・結束・予冷する必要があると考えられ

た。今回の試験では，収穫後日時間経過してから予冷す

るよりも， 5時間で予冷するほうが，切り口，穂先の品

質が保持されていた。

(2) 選別前の一時予冷管理

予冷までの時間を短縮することは鮮度保持に重要だ、が，

実作業では機械の能力が待問短縮の制限委国となるため，

困難な場合が多い。そこで収穫後いったん予冷庫に保管

して品温を下げ(一時予冷)，呼吸等の生理活性を抑制し，

機械が空いたときに予冷庫から作業場に取り出して選

別・調整・結束・箱詰めを行い，その後本格的に予冷し

ているのが現状である。そこで，この選別前における一

時予冷管理の効果について検討した。

ア 材料および方法

供試品種は‘グリーンタワー'とし， 2005年 9月5日

7持に山形県最上町(以下， r現地jという)の生産者

が収穫したアスパラガスを用いた。気温200Cに調整した

- 38 
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第2表 切り口および穏先の劣化・腐敗程度の判定基準 (2005年)

評価値 。 25 50 75 100 

程度 収穫時間等 やや劣化 商品限界 調整により商品可 廃棄相当

劣化程度 劣化程度

100 100 

ー や5hr区 --Shr区

一合一 llhr区 一合一 11hrB:
75 75 

50 50 

25 25 

。 。。 20 40 60 80 。 20 40 60 80 

応頭陳列後時間(日寺問) !吉E貝liil!ylJi3t1l寺院(待問)

第5際l予冷までの時的が品質に及ぼす影響(在:切り口 右:総先)

(2006i{三 8R21 0収穫 各時間 ~f;滋に紛置してから予冷)

現地の集出荷施設において，保管 5hr区は収穫後12時ま

で5
0

Cに設定した予冷療で一時予冷し，機械で選別・調

整して150g (7 ~10本)に結束した。 10hr区は一時予

冷なしで作業場にそのまま静援し，同様に結束した。拘

区とも出荷箱に移し変え，ふたを閉じずに17時から翌日

9持まで予冷した(設定温度50C)。予冷後にふたを閉

めて速やかに産地研究室に運び. 5束ずつ取り出してプ

ラスチック製の絡に並べてビニールで被獲し，インキュ

ベーターに入れた。設定は， トラック輸送 (3時間で20

℃に上昇. 8時間20
0
C一定).市場に静置(10時間で25

℃に上昇. 6時間25
0

C一定).応頭陳列(温度18
0

C. 相

対湿度70%.照度20001x一定条件)でシミュレートした。

外観の劣化程度は. )古頭陳列開始時の O時間を l日目

とし，以後24時間ごとに 2E1E1. 3臼13. 4E1闘として

調査した。項目は切り口，穂、先の 2つについて，外観の

劣化程度と腐敗程度を調査した。判定基準は第2表に示

すように. 0:収穫持と同等. 25:やや劣化. 50:商品

限界. 75 :調整により商品可. 100:廃棄祁当の 5段階

として束のまま 1本ずつ調査し，最も劣化が進行したも

のを束の値として表記して. 50以下であれば品質が保持

されているものとして評縦した。

なお，上記の予冷からj苫頭陳列までを想、定したイン

キュベーターの環境条件および外観の劣化程度調資法は，
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この試験のみの方法で¥試験2(1)とは異なる設定条件で

ある。

イ 結果および考察

保管 5hr[Rの品滋は. 230Cから一時予冷したため，保

管5時間で130Cに低下した(データ省略)。その後選別

等で作業場に震いたところ. 17時で21
0
Cに上昇ーした。

10hr区の品温は17時まで作業場にて21~240Cで経過し

た。予冷中はF帯広とも約10
0Cに低下した。その後はほぼ

インキュベーターの設定どおりに経過した。

切り口の品質は両区とも 1日目まで保持されていたが，

2日目以降は10hr区の外観劣化がやや抑制されたもの

の，いずれも腐敗が多く，商品位は失われていた(第6

図)。穂先の品質は，保管 5hr区が3日目まで保持してい

たのに対し. 10hr区は 1E1E1で商品性が失われた。

このことから，収穫後に一時予冷し，選別時に作業場

の常滋条件に移し，結束後に予冷する慣行の体系は，そ

のまま作業場に静置するよりも穏先の品質は保持される

が，切り口の腐敗は阜かった。予冷中の品混低下が十分

でなかったことや束単位での調査だ、ったことから，精度

の高い調査法による検討と全体的な劣化を抑制する温

度管理等の検討が必要と考えられた。

(3) 一時予;令後に常温に置く時間および一時予;令の混度

品漏の変動が劣化に及ぼす影響について，一時予冷後
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腐敗，劣化程度

100 

75 

50 

25 

。

腐敗，劣化程度

100 

75 

50 

25 

0 

1日目 2日13 3日13 4日目 l臼日 2日隠 3白隠 4B日

r.5!iJi陳列後時間 街頭陳列後時間

第 6li認 予冷庫での~~II寺予冷が品質に及ぼす影響(左・切り口 お:穂先)

(2005年9月5日収穫 200C設定のE室内に静置し，保管は7時から1211寺まで冷線障にて実施)

劣化程度

100 

75 

50 

25 

。。

一春一 2hrs

ーか 1hr区

一口-0.5hrJ玄

ベト然処辺s

24 48 72 

応頭線ヂJj後時間(時間)

96 

第 7 医J~.r待予冷終了から予冷までの時間jが切り lご!の品妓に

及ぼすre学卒

(2006年8月78収穫 10時からそれぞれ16符， 17時， 17U寺

30分まで 5'Cの冷蔵庫に保管し，その後'?r;温において， 18U寺か

らマ'll8911寺までに 8
0
Cに低下するインキュベーターに鍛入)

に常温に撞く時間と，一時予冷中の温度条件から検討した。

ア 材料および方法

2006年 8月7日9持に産地研究室の樹場から若茎長

27cmで収穫したアスパラガスを用い，プラスチック製の

箱に入れてビニールで被覆した。{共試本数は各E互10本と

し， 30~330Cの鼠内に静置する無処理区と， 10時に 5
0
C

設定の冷蔵庫で一時予冷し， 16時， 17時， 17時30分にそ

れぞれ取り出して18時まで屋内に静霞する 2hr区， 1 hr 

区， 0.5hr区を設定した。無処理区は16時に，他の区は冷

蔵庫から取り出したときに被覆を取って約30
0Cの屋内

に置き， 25cmに調整して再び箱に入れて被覆した。 18

時から流通シミュレーションを実施し(試験 2(1)と同じ

設定.以下同じに品質の劣化程度を調査して品質保持
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劣化穆度

100 

75 

50 

25 

。。

-e-50

Cs 

一合一 10'C区

→二ト 15'C区

べ〉一無処理区

24 48 72 

底領事長列後時間(1時間)

第 8[刻 字H寺予冷温度が切り仁!の品質に及ぼす彩響

96 

(2006年 8汗 7日収穫 911寺から各泌!交のインキュベーター

に入れ， 1611寺に常温におき¥1811寺から翌日 911寺までに 8
0
Cに

低下するインキユベーターに搬入)

効果を検討した。

また，一時予冷の 5
0

Cから常温の30
0

Cへと品温が急激

に変動する条件が劣化に影響すると考え，同様に 7丹31

日に収穫し， 30~330Cの態内に静置する無処理!玄と，そ

れぞれ 5
0
C，10

o
C， 15

0
Cのインキュベーターに 9時から

異なる条件で一持予冷する阪を設定した。 16時から 2時

間被覆を取って約30
0
Cの屋内に霞き， 25cmに誠整後再

び箱に入れて被覆し， 18時から同様に実施した。

イ 結果および考察

切り口の品質は， 5
0

Cで一時予冷せず，常温のまま静

置した無処理区が最も高く保持されていた(第 7図)。

また.一時予冷後に常滋に霞く時[討を 2時間から30分に

短縮しでも切り口や穂先(データ省略)の品質保持効果
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劣化程度 劣化程度

100 100 

75 75 

50 50 

--0-35'C区 y --0-35'C区

25ト/ / 
一合一30"C区 ーケ30'C区

25 
→ロー25"C区 ベロー 25'C~主

。
o 24 48 72 96 0 24 48 72 96 

底頭陳列後時間( 待 問 苫 頭 陳 列 後 待 問 ( 待 防 )

第 9~ 収穫後から予冷までの温度が品質に及ぼす影響(友:切り口 右:穂先)

(2006年 8月30日収穫 9s寺から各ilill.度のインキュベーターに入れ， 16時に常温におき， 18時から翌日 9U寺までに 8'Cに低下するイ

ンキュベーターに搬入)

は認められず，この作業工程の改善は，外観の品質保持

に効果がほとんど期待できないと考えられた。これは，

30分程度でも品混が常温程度まで上昇したためと考え

られた(データ省盟各)。

次に一時予冷温度を変えて検討したところ，切り口の

品質は無処理区が高く， 3日尽 (52時間)まで商品性を

保持していたのに対し， 5~15'Cでは 1 日程度の保持

期間であった(第8図)。なお穂先はいずれの区も 4B

自 (73時間)まで商品性を有しており，区間差はやi然と

しなかった(データ省略)。

これらのことから，屋内の温度が30'C程度であれば，

収穫後に一時予冷せず，温度変化を与えないようにその

まま屋内におき，選別等が終わってから十分に予冷した

ほうが良いと考えられた。

(4) 静置および選別中の混度

屋内に静置し，箱詰め後に予冷する作業工程で¥屋内

温度が外銭の品質に及ぼす影響を検討した。

ア 材料および方法

2006年 8月30日8時に最上産地研究室の闘場で収穫

したアスパラガスを会区10本供試した。同日 9時から25

。'C， 30'C， 350Cのインキュベーターに立て置きし， 16待

に取り出して25cmに切り戻した後に箱に並べてビニー

ル被援し， 18持から流通シミュレーションを実施し，品

質の劣化程度を調査して品質保持効果を検討した。

イ 結果および考察

庖頭陳列時の切り口の外観品質は温度が低いほど保持

され， 25'C医は 2臼呂 (24時間)まで商品品質を保持し

ていた(第 9図)， 25'C区の穂先は 3日目 (48時間)ま

で品質が保持されており，低い温度で静置すると劣化が

抑制された。

このことから，静震や選別等の作業は，気温の低い条

件で行うほうが良いと考えられた。

試験 3 調整・選別時の流水処理が品質に

及!ます影響

収穫後，生産者は泥の跳ね返りの汚れや付着したゴミ

を徐去する目的で，切り口から上半分までを水道水の流

水で数秒程度洗浄している。そこでさらに切り口を衛生

的に保つことで，より高い鮮度保持効果が期待できると

考えられたため，切り口の流水処理法方法について検討

した。

(1) 切り口の流水処理時間

ア 材料および方法

2006年 8月20日8時に，産地研究室の闘場から長さ

27cmで収穫したアスパラガスを用い，付着物を流水で洗

い流したものを各区10本供試した。水処理区は，気滋

30~33'Cの箆内で 9 時から 14持までの 5 時間，切り口か

らよ 5cmまでを水道水の流水に浸した。無処理区は屋内

に静澄し，慣行広は 9時から14時まで 5'C設定の冷蔵庫

に一時予冷した。 14特に全区を25cmに切り戻してプラ

スチック製の箱に並べ， 18時から流通シミュレーション

を実施し，品質の劣化程度を調査して品質保持効果を検

討した。

さらに流水処理時間について検討するため.同年 8月

30Bの収穫物を潟い，屋内常温に静置したものを12時か

ら流水処理を行い，処理時間を 1hr区， 2hr区， 4hr区

とした。流水処理後に切り戻し，それぞれ13時， 14時，

16時から翌日 9時まで，品温が17時間で 8'Cに低下，そ
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劣化程度

100 

75 

50 

25 

。。

一・-t緊lTg

一合一無処理区

ベコ一流水処理区

24 48 72 
1苫頭陳列後時間(時間)

96 

劣化程度

100 

75 

50 

25 

。;。

一・-慣行区

一合一無処理区

寸コ一流水処理区

24 48 72 
1百頭練ヂJj後時間(時間)

96 

第10区i流水処理が品質に及ぼす彩響(左:切り口 右:穂先)

(2006年8月初日収穫 9ft寺から141侍まで常滋で切り口を流水処理し， 16時から潔日 9ft寺までに80Cに低下するインキュベーターに綴入)

の後 8
0

C一定となる条件のインキュベーターにそれぞれ

搬入して流通シミュレーションを実施し，品質の劣化程

度を調資して品質保持効果を検討した。

イ 結果および考察

流水処理区は無処理区，慣行区よりも切り口の品質低

下が少なく， 4日目 (74時間)まで商品伎を保持してい

た。 E室内に静置する然処理区は，一度予冷する慣行区よ

りも，切り口，穂先ともに品質が保持される傾向が見ら

れた(第10図)。なお，流水処理!Kの重量は収穫時対比

で処理後116%，応頭陳列時112%だ、った(第11図)。

流水処理時間の検討では，処理時間を 1時間程度に短

縮しでも，切り口および穂先の品質は無処理区よりも高

く維持される傾向が見られ， 2日目 (24時間)まで品質

が保持されていた(第12図)。また 1hr医の重量は収穫

時対比で処理後105%，)古頭陳列時103%と， 4hr区より

も重量の培加は少なかった(第13図)。流水処理時間が

短いほど予冷開始待刻が阜くなる条件で試験したため，

予冷温度と時間の影響も考慮する必婆があるが，さらに

流水処理時間を短縮でぎる可能性が示唆された。

(2) 流水処理時期

現地集出荷施設では，収穫後に予冷を開始するまでの

時間をできるだけ短くする作業体系としている。しかし，

収穫蚤が多い夏秋期においては，施設の処理能力が制限

要阪となり，箱詰めまでの作業が，遅いものでは夕方に

ずれ込む場合も多い。そこで，品質低下のリスクが高い

夕方以降に予冷を開始する条件で，流水処理を行う時間

帯について検討した。

重薮比(%)

120 

90 

80 

一-t良行s:

一企一流水処現区

72 -48 -24 0 24 48 72 96 
J;1i lîJ!~!I!列f長時間(11寺 Illj)

安~1l1Zl 流水処務!が重量に及ぼす影響(第10[羽にj河じ J[対立

11寺重量ココ100とする)

ア材料および、方法

2006年 9月4135時に産地研究室の関場で収穫した

アスパラガスを各区10本供試した。流水処理は30分とし，

予冷を開始する 8時間30分前に流水処理が終わる 8hr

前区(処理は 8時間始)， 5時間30分前に処理が終わる

5 hr前区(伺11s寺)，および2時間30分前に終わる 2hr

前区(同14時)を設定し，処理中および、その前後は各区

とも気温28~300Cの庭内に静置した。日時に25cmに切

り戻し， 16時に 50Cの水に切り口から半分を30秒浸演し

てプラスチック製の箱に移してビニール被覆し，イン

キュベーターに搬入して流通シミュレーションを実施し

た。なお，本試験では，別試験との関連で予冷前の水冷

処理を行っているため，予冷は品混が17時間で150Cから

50Cに低下する条件とした。
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劣化程度

100 劣化程度

100 

75 
75 

50 
50 

吋・-無処理!K

一合一1hr区

/ 
ーや無処理区

べコー2hr区 25 ーヶ1hr!K

--o-4hr区 →O-2hr!K 
-o-4hr!K 

。

25 

。
o 24 48 72 96 0 24 48 72 96 

1百頭陳列後待問(待問) 応援陳列後待問(待問)

第12凶 流水処浬H寺FJJが品質に及lます影響(左:切り口 右.穂先)

(2006年 8月30El収穫 収総後?引益に奇y，遣し. 12s寺からし2.4時間流水処理し，それぞれ13fl寺.14時.16fl寺から翌日 9s寺まで. 17時

間で 8'Cに低下，その後8'C一定のインキュベーターに機入)

イ 結果および考察

切り口の外観品質は，流水処理から予冷までの待問が

短いほど保持される傾向が見られ;とくに予冷2待問前

の流水処理効果は高かった(第14図)。穂先の品質には

処理方法の差が判然としなかった。

調整前の流水処理により，切り口と穂先の外観品質が

保持される傾向がみられ，とくに切り口への効果が顕著

であった。これは，流水処理後の重量が場加することか

ら，処理により切り口に水分が補給され，いわゆるはく

活けjと同じ効果が得られたためと考えられた。間待に

切り口の雑菌類が洗い流されて密度が低下したことも要

因にあると考えられたが，今後の裏付けが必要である。

試験4 予冷中における品温管理が品質に

及ぼす影響

現地の作業工程における実態調査(試験1)で明らか

になったとおり，現地慣行法による予冷中の品温は30'C

から 3時間で20'Cに.10時間で10
0

Cに.15時間で 8'Cに

低下するものの，設定の 5
0

Cに低下しないままトラック

輸送に移される。予冷は速やかに品渇を低下させ，呼吸

量を抑制して鮮度を保持するのが目的であるが，現地予

冷の実態は品温低下が緩慢で¥十分な予冷効果を得られ

ないと考えられた。そこで予冷中における品温の低下速

度が劣化に及ぼす影響について検討した。

(1) 予冷中の品温低下速度

ア 材料および方法

2006年 8月21日8持に産地研究室の闘場で収穫した
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E立鐙比(%)

120 

90 

一・-!!l(処喫!K

一合一 1hr[互
ベロー2hrl玄
-o-4hr区

-72 -48 -24 0 24 48 72 96 

底頭陳列後11寺院(待問)

第131波 流水処理11寺問が重量に及ぼす影響(第12J'i?Jに同じ

収穫時金設 100とする)

アスパラガスを各区10本供試した。 10時から 5
0

C設定の

冷蔵庫に一時予冷し，同日 16時に約30
0Cの庭内にて

25cmに調整し，プラスチック製の符に移し，ビニールで

被援し. 18時からインキュベーターに搬入して流通シ

ミュレーションを実施した。なお，本試験では，予冷中

の品温が15時間でそれぞれ 8
0
C. 10

0
C. 15

0

Cに温度が低

下する条件に設定した。これらの設定温度は. 8
0

C. 10 

℃は現地施設内における品温を(第4図). 15
0

Cは他施

設で実際に計測された品温を参考とした。

イ 結果および考察

切り口および穂先の外観品質は. 8
0

CIR. 10
0

CIRとも

1日聞には務品性を保持していたが. 15
0

C阪では切り口

の商品位はすでに失われ，穂先も腐敗が散見された(第15

図)0 2日目 (27時間)以降では，予冷中の品温低下速度

が率いほど品質が保持する傾向が見られたものの，切り
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劣化程度

100 

75 

50 
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第14~窓 j冠水処段の時偶然が品質に及ぼす影響(左:切り口 右:穂先)

(2006年 8月初日収穫 17時に予冷するそれそ矛れ811寺119，5時間， 2s寺|苦j前に30分流水処理)

劣化稜度 劣化程度

100 100 

オアー・75 75 

50 50 

一o-8"Cs
25ト // 25 

-.-100C区

1/ 
-.-1O"C[玄

一闇ト 一憲一 150C区

。 。
o 24 48 72 96 0 24 48 72 96 

底宣翼陳列後時間(時間) 底宣翼線列後時間(時間)

第15図 予冷況lf芝が外線品質に及ぼす影響(左・切り口 右:徳先)

(2006年8月21B収穫 18s寺からの予冷を恕定し‘ 15時間でそれぞれ80C、100C、150

Cに低ドするインキユベーターに搬入した)

ロの品質は各区とも 2日目には商品性が失われた。穂先

の品質は 8
0

C区が3日目 (52持関)まで保持されたのに

対し，他区は 1B閉までだ、った。

(2) 効率的な品温低下法

予冷中の品温低下速度は，予冷庫の設定温度が50Cで

あるにもかかわらず，第4図のように15時間かけて約10

℃にまでしか低下しない。これは，品読を低下させる媒

体として空気を利用しているためで，出荷箱に入れたま

まの予冷では，内部の空気の移動が少なく，熱交換には

非効率的である。そこで，効率的に熱交換させるための

方法として，水冷処理について検討した。

ア 材料および方法

2006年 8月22日8時に産地研究室の圏場で収穫した

アスパラガスを100gに結束したものを用いた。基部に

滋度センサーを 2cm埋め込み，7l<.冷処理として 70Cの水

に切り口から12cmの高さまで20分間浸演処理した。こ

のときの品潟低下速度を調査するため，毎分の品温を測

定した。

また，アスパラガスの水冷処理の有終と予冷中に入れ

る容器の違いが，予冷中の品潟低下速度に及ぼす影響に

ついても調査した。水冷発泡箱区は来にした状態で 7
0

C

の水に切り口から12cmの高さまで30秒間水冷処理した

後，発泡スチロール製の箱に拘束を入れ， 45束入れを想

定して丸めた新聞紙を詰めて密閉し， 5 cmX 15cmの小

窓が伺いた状態で 5
0

C設定の冷蔵庫に縦遣さした。無被

覆区は50cmX35cmX25cmのプラスチック製のコンテ

ナに100g東 5東をそのまま縦置きして冷蔵庫に入れた。

発淘箱区は水冷処理せずに拘束を入れ，以下は水冷発泡

箱医と同じ操作で冷蔵庫に入れた。品温は15分毎に測定

した。

- 44-
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一・一品温

一企ー水揚

眠「・

10 12 14 16 18 2C 
水冷後時間(分)

第16凶 水冷処理による品温の推移

(2006年 8fl22日 基部にセンサーを埋設し， 7'Cの水に切

り口から12cmの高さまで浸演)

さらに，水冷処理法としてアスパラガスを全浸演する

区を設定し，下部のみの浸演と比較検討した。

イ 給果および考察

水冷処理について，品温が約20'Cの状態で水冷したと

ころ， 1分で15'C，2分で12'C程度まで品混が低下し

た(第16図)。開始後6分には水の温度とほぼ同じ 7'C

まで低下し，その後も問じ状態を維持した。

これをもとに，7.1<冷処理と予冷中に入れる容器の違い

による予冷中の品温低下速度を調査したところ，品温が

約30'Cの状態からの予冷開始では，無被覆区は120分 (2

時間)で5'Cまで低下したのに対し，発泡箱区は900分

(l5s寺関)経過しでも10'Cまでしか低下しなかった(第17

図)。無被覆区は冷気に触れやすく効率的に品温低下が進

んだのに対し，慣行の発泡籍i玄はほぼ密閉された状態で

の予冷のため，熱交換効率が怨かったためと考えられた。

一方，水冷発泡箱区は水冷処理により 15分で15'Cまで品

視が低下し，予冷後420分(7時間)で 5'Cまで低下さ

せることができた。無被覆区には及ばないものの，慣行

の発泡絡区よりも品温低下が平く，予冷中に効率的に品

温を低下させる方法として有効であると考えられた。

なお，全浸演した水冷処理は組織の弱い穂先部分の品

質低下が平く，切り口から12cmの高さまでの浸漬でも，

l分を超えると底頭 1日白から萎凋による胴部の品質低

下が急激に進行するため，不適であった(データ省盟各)。

以上のことから，水冷処理は品温低下効果が高かった。

また，予冷中の品混低下が早いほど切り口の品質は高く

保持された。発泡スチロール製の出荷箱に詰めてから予

冷する一般的な方法に加え，水冷を総み合わせることで

効率的な品温低下が可能であった。
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10 
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第17間 予冷中における処浬31Jの品温の推移

(2006fj:: 8月22臼 無被覆区はコンテナに100g東を縦置き，

水冷発泡箱IRは束のまま水冷処理してから発泡スチロール製

の箱縦讃き，発泡箱区は来をそのまま縦置きし， 5'C設定の

冷厳!車に搬入)

試験5 収穫から予冷までの体系処理が品質に

及ぼす影響

切り口の劣化に及ぼす要因について，①収穫から予冷

までの品yJjjL②選別・誠整の工程における衛生管理(流

水処理)，③予冷中の品滋低下速度(水冷処理)，の 3項

目を組み合わせ，総合実証を行った。

(1) 総合実証

ア実証方法

2006年 9月3日5持に産地研究室の劉場で収穫した

アスパラガスを各区10本供試し，直射日光の当たらない

庭内に静還した。 30Min区は13時30分から30分間，

20Min区は13時40分から20分間， 10Min区は13時50分か

ら10分間，切り口から上 2cmまでを水道水で流水処理し

た。 14時に茎長25cmに調整し， 16特に 5'Cに冷却した

水道水に切り口から12cmの高さまで30秒間水冷処理し

てからプラスチック製の絡に移し替えた。ビニールで被

議後，水冷処理後に出荷箱に入れて予冷したときの品温

低下をシミュレートし(第17閣参照)， 6待問で15'Cか

ら5'Cに低下し，その後11時間 5'C一定に設定したイン

キュベーターに搬入したc 慣行区は収穫後の 8時に 5'C

の冷蔵庫に入れて一時予冷し， 14時に屋内へ出して調整

後，流水処理と水冷処理を行わずにプラスチック製の箱

に移し変えてビニールで被議後，水冷処理なしで出荷箱

に入れて予冷したときの品温低下をシミュレートしたイ

ンキュベーターに搬入した(17時間で25'Cから g'Cに低

下)。予冷が完了した翌 9時以降のトラック輸送からは，

試験 2(1)と同様の流通シミュレーションを実施し，品質

の劣化稼度を調査して品質保持効果を実証した。

イ 実証結果および考察

慣行区は，庖頭陳列時の 1日目には切り口に劣化が認

められたのに対し，処理した 3区はほとんど劣化せず，
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96 

第四位i組み合わせ体系が切り口の品質に及ぼす影響

(2006fr 9月3臼収穫 1411寺までのそれぞれ30分， 20分， 10分
切り口を流水処埋し， 1611寺に水冷処埋後， 17時間で150Cから

50Cに低ドするインキュベーターに機入した)

第19[滋 組み合わせ体系が切り幻の討1質に及ぼす;~~J平

(左:30Min処段区 ;{ï ・ 1!l~処底!区)

(2006{!o 9月3日収穫 応鎖倒げIJ2日日の切り 11。ぶは劣化程

度25~50， ;('1は劣化程度75~100)

品質が保持された(第四図，第19図)0 2日日 (26時間

後)には劣化がさらに進んだものの，処理区は慣行区よ

りも劣化程度が低く，組み合わせによる効果は高いと考

えられた。また，流水処理時間では20MiniRが最も低く

経過したが， 10Min区 30MiniRでも慣行より劣化程度

は低いことから，短時間でも雑菌類の洗浄による腐敗抑

制や吸水による鮮度保持効果もあると考えられた。

なお，流水処理時間が長いほど吸水による重量増加が

大きかったものの，処理後の重最増は収穫持の 1~2%

に抑えられていた(第20図)。

(2) 現地総合実証

ア実証方法

2006年 9月19日6時に，産地研究室の関場で収穫した

アスパラガスを27cmの長さに切断し，現地の出荷規格で

L~Mに相当するものを供試し，現地施設にて総合実証

した。処理体系は，直射日光の当たらない作業場に静置

し， 13時30分から30分間，水道水で切り口の流水処理を

行い，箱詰め直前の16持に予冷庫で 50Cに調整した水道

水に切り口から12cmの高さまで30秒間水冷処理した。

慣行体系は 8持から14時まで 5
0

C設定の冷蔵庫に一時
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75 
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一合一30Min区
一ベロー20Min区
一o--10Min区
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応頭陳列後時間(待問)

第20[立l組み合わせ体系が霊長に及ぼす影響(第四図に同じ

Ji'，umll寺重量ニ100とする)

予冷した。いずれも14時に屋内のカメラ付き重量選別機

に通して25cmに調整し，調査用に揃えたサンプル16束

(80本)と調査外のサンプル74束を100gにテープ結束し

た。その後，それぞ、れを発泡スチロール製の出荷箱とプ

ラスチック製のコンテナに，調査用 8束 (40本)と調査

外37束に分けて入れ， 16時から翌日 8時までの16時間，

5
0

C設定の予冷庫に入れた。なお，調査用のサンプルは，

出荷箱では最深部に，コンテナでは中心部に霞いた。

翌朝，出荷箱に入れたものはそのままふたを関じ，コ

ンテナに入れたものは，予冷庫内で7.)IJの出荷絡に移し換

えてふたを閉じ，産地研究室に持ち帰った。その後，プ

ラスチック製の箱に移しかえてビニールで被覆し， ト

ラック輸送から応頭を想定した流通シミュレーションを

インキュベーターで実施した。温度条件や操作について

は試験 2([)と間様に実施し，品質の劣化程度に「しおれJ

の項目を加えて調査し，品質保持効果を実証した。

イ 実証結果および考祭

予冷を関始するまで，アスパラガスをおいた作業場の

気温は20~250Cで経過し，品温もほぼ陪様に経過した

(第21図)。なお，処理体系で14時30分に品視が低下した

のは，流水処理のためで、ある。

予冷庫の温度は約 50Cで経過した(第22図)。予冷開

始後の品j昆は.処理体系÷コンテナ区>慣行{本系十コン

テナ区>処理体系十出荷箱区ミ慣行体系+出荷箱区で品

温低下が早かった。水冷すると初期の品温低下が早く，

さらに冷気に触れやすい環境を作ることで， 2時間で

7
0

C， 5時間で 5
0

Cまで品温が低下した。また，水冷せ

ずにコンテナ詰め予冷した場合でも， 5時間で 70C，9 

時間では 5
0

Cまで低下した。処理体系十出荷籍区の初期
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第21図予冷開始までの品温経過 (2006年 9月刊日 現地実証)
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E寺院1

~122[~司 予冷中の品iii経過 (2006年 9 月 19~20 日 現I也実誌)

混度は低かったものの，慣行体系+出荷絡i笈との差は 5

待問後にはほぼ無くなり， 17時間予冷しても 7
0

C以下に

達しなかった。

1古頭陳列時に，切り口の劣化が慣行体系+出荷箱阪で

みられた(第23図)。しおれはすべての区でわずかに鏡

察されたが，穂先の劣化は観察されなかった。応頭陳列

後は慣行体系÷出荷箱区の切り口劣化が平く推移し， 3 

日目 (48時間後)には商品性を失ったが，他の区は4日

目 (72時間後)まで商品性を保持していた。穂先は 2臼

田までは全区で荷品性を保持したが， 3 B目以降コンテ

ナ詰めした区が出荷絡の区よりも劣化の程度が{尽く経過

し，コンテナ詰めの区は 3B目まで荷品品質を保持した。

しかし，しおれは，処理i玄でわずかに遅い傾向がみられ

たが，いずれもz日目には商品性が損なわれる程度と

なった。

収穫時に対する重量比は，処埋体系は 1日目に100%，

慣行体系は97%で，その後は 3%の差のまま減少した(第
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24図)。このことから，間区のしおれ程度の差は，吸水

による護量比の差によると考えられた。なお，いずれの

区も 2日目以降大きく減少し，4日目には約80%となった。

現総合考察

収穫から予冷までの品温管理

アスパラガスの若茎は成長を開始したばかりの若い組

織であることから，野菜類の中でも呼吸作用や呼吸量が

大きいことが知られている叩)。このため品混が{尽く，生

理代謝が{尽く抑えられている早朝に収穫し，調整後に速

やかに lOC程度に品温を低下させることが鮮度保持に有

効といわれているヘ本研究でも，収穫 5待問後に予冷

を始めた方が， 10時間後よりも切り口や穂先の外観品質

が保持されることを確認した。しかし，生産現場では，

栽培面積lO a~たりの日収穫量は20kgを超える場合が

多く，それに伴って収穫作業時間や選別・調整時間も増

大するため，アスパラガスの集出荷施設では，予冷開始



山形県関芸研究報告第四号 (2008)

劣化程度

劣化程箆 100 

100 r 
一・一慣行体系+出荷車百匹

一士慣行体系十コンテナ区

75 ト -0ー処理体系+出荷結区 75 

…ヶ処理体系+コンテナ匹

戸三25f/f  25 

。

ω 士告書fT体系十コンテナ区

ベ〉ー処環体系ーItll:r街区

…ヶ処理体系+コンテナ区

劣化程度

100 

75 

50 

25 

ート慣行体系+出荷摘区

付金吋慣行体系+コンテナ区

-0-盟理体系+期間務区

一会…処理体系+コンテナ蕊

24 48 72 96 24 48 72 96 24 48 72 96 

lii頭陳列捷時間(時筒) 応頭陳列後時間(時間) JIj頭報開龍時問。祁耳)

首~23殴 収穫から予冷までの体系処狸が品質に及ぼす影響(右:切り日 中央:穂、先方:しおれ)

(2006年9月四日収穫現地実証)

時間が後にずれ込むことが容易に想定できる。雇用によ

る作業時間の短縮や，臨場での生産と生産物の調整・販

売を分離した集出荷施設の整備による効率化も産地で進

んでいるものの， 50a以上のスケールメリットを活かし

た経営体も多いのが実状である。このため収穫5時間後

の予冷も実際には困難で， 10時間を経過してからという

場合も多い。

そこで，集出荷施設の選5:JIJ.調整ラインにアスパラガ

スを搬入するまでの 3~8 時間に，収穫したアスパラガ

スの生理活性の抑制効果山を応用し， 50C設定の予冷庫

に一時的に予冷する操作が行われている。この一時予冷

する慣行作業工程(以下， I慣行工程jという)と屋内

に10時間静置した作業工程におけるアスパラガスの劣

化程度を比較すると，切り口と穂先の外鏡劣化は慣行工

程が早かった。すなわち，一時予冷から選別作業に移行

する際の 5
0

Cから300

Cへの急激な品温変化がこの要因

と考えられ，温度差を縮めて検討したところ，温度差が

ない常温での静震が最も切り口の品質保持には有効で

あった。また，一時予冷後に選別・説整ラインにのせる

持簡を120分から30分に短縮しでも， )舌頭陳列後の品質

保持効果の向上は認められなかった。このことから，アス

パラガスを収穫後，品視の変動が少ない温度条件で選別

まで静霞すること，および予冷開始までの待問を短縮す

ることにより，切り口の劣化が緩和できると考えられた。

切り口の劣化の要因として.軟腐病菌1，2)等の雑菌類に

よる切り口の腐敗が考えられる。本研究においては，収

穫後速やかに品混を低下させて一時予冷することで，ア

スパラガスの呼吸等の生理的な活性は抑えられるものの，

選別のために30
0

C程度の常溢に讃かれることにより，ア

スパラガスや資材などに付着した雑菌類が急激に増加し，

切り口の腐敗を生じたと推察された。さらに，温度差に

より発生した結露は，雑箆類を多く含んだ7)'<1商となって
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応頭陳列後待問(時間)

第24凶 収穫から予冷までの体系処現がE室長に及ぼす影響

(第23図に同じ 収穫時ffif設立100とする)

出荷箱の底面に溜まり， トラック輸送の途中で再び温度

が上昇すれば，切り口が腐敗するほど密度が高まる可能

性が考えられる。結果的に，生理活性の抑制よりも雑菌

類の繁殖が原因となり，慣行工程では切り口の劣化が早

まったためと考えられるが，今後，雑菌類の増殖やアス

コルビン酸の内部成分の経過等から，切り口劣化につい

て発生機作の検討が必要と思われる。

2 選別・調整の工程における流水処理

アスパラガスを調整前に流水処理することで切り口と

穏先の外観劣化が抑制され 10分間の処理でも効果が認

められた。これは処理により切り口の上部が洗浄される

とともに， 27cmから25cmに切り撤えられる部位まで，

わずかではあるが処理水が吸収されたため，腐敗が抑制

されたと考えられた。また，吸水したことにより，細胞

レベルでの劣化も抑制されたものと考えられた。

現地におけるアスパラガス生産は，生産者による闘場

での生産と，集出荷¥j¥体によるl収穫物の調整と販売の分
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第251翠 収穫から予冷までにおけるアスパラガスの品質低下を緩和する作業工程

業化が進み，それぞれが衛生的な管理に取り総んでいる。

生産者は収穫物を約27cmの長さに切り揃え，付着したゴ

ミを水道水で洗浄し，集出荷施設に搬入する。一方の集

出荷間体は，カメラ付き重量選別機に 1本ずつ搬入し，

25cmに切り揃え後，階級と規格別に自動結束機に入れ，

100gに結束している。この間，選別機の刃物が切り口

に触れたり，結束機では切り口を数回押し上げて束の長

さを捕えるときに切り口が台に触れたりするため，選果

後に器具のアルコール殺菌を実施し，衛生管理に努めて

いる。しかし，生産者段階での洗浄が不十分で，募部に

雑菌類が多く付着していれば，時間の経過に伴って器具

の衛生状態が低下する可能性が高い。それに対し，流水

処理によって切り口からよの雑菌類が洗い流されるとと

もに，切り口も水道水を吸収した状態で器具に触れるた

め，切り口に付着する雑菌類の密度が低く抑えられ，腐

敗が抑制されたと考えられた。また，吸水したことで，

花きのパケット輸送と同様の「水活けjの効果により，

細胞レベルでの劣化が抑制されると考えられ，これらの

効果により切り口の劣化が抑制されたものと思われる。

今後，器具や収穫物に付着する雑菌類の経時変化からの

検討が必要である。

3 予冷中の品j昆管理

アスパラガスは野菜類の中でも呼吸最が大きい10)こと

から，収穫後に時間を空けず，速やかに品温を低下させ

る予冷が必須となる。生産量の多い産地の大規模施設で

は，通風予冷庫，差任式予冷庫，あるいは真空予冷庫の

導入が進んでいる。真空式予冷庫は30~60分程度の短時

間で 5
0

Cに品潟を低下させられるが，処理により重量が

減少し6)一回の量が限られているため，実場面での使

用は少ない。むしろ品温低下がやや緩慢であるものの，

大量に処理できる通風式予冷庫や予冷効果の高い差任式

予冷庫の利用が一般的になっている。また，流通過程に

おける温度上昇を抑制するため，発泡スチロール製の出

荷箱を用いることが多く，その中に束を 4~6 段に詰め

て予冷することから，予冷時の品温低下が緩慢となって

本来の予冷効果が十分に発揮されていないことが明らか

になった。

現状の施設で効率的に品温を低下させるためには，エ

ダマメで行われている水冷式7)を応用して. 5
0

Cの冷水

に下半分を30秒浸演し，冷気に触れやすいように穴の空

いたプラスチック製のコンテナに立てた状態で通風予冷

するのが最も品温低下が早く，効果的な予冷法であると

考えられた。

4 収護から予冷までの総合実証

収穫から予冷までの品温管理と，調整時の流水処理に

予冷中の品温管理を組み合わせて体系的に検討したとこ

ろ，切り口と穂、先の外観劣化程度は，慣行工程が最も高

く経過した。常温に静置して調整し，コンテナに詰めて
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予冷する工程(以下. r総合実証工程j という)が最も

効果が高く，重量の減少も少なく，外観の萎れもやや低

く経過した。本総合実証は，最高気温が250Cの温度が低

い条件下であったが，盛夏期においても効果は高いと考

えられる。なお，穂先の劣化は，コンテナに入れて予冷

した区が低く推移したため，予冷中の品温低下速度が速

いと穂先の劣化が抑制されると考えられた。また，外観

の萎れは流水処理した区がやや低い傾向がみられ， これ

は処理水を吸収したためと考えられた。しかし，外観上

の萎れは総合実証工程でも抜本的な改善はできず. )古頭

1日目までしか荷品品質を保持できなかった。フィルム

包装や切り口の蜜ろう処理によって重量の減少を軽減し，

外観上の萎れを抑制する事例が報告M されているもの

の，流通においては，個別包装やアスパラガスに資材を

塗布した商品については，実需者や消費者の理解が必要

となるため，今後の消費動向にあわせての検討が必要で

ある。

N まとめ

これまでの結巣から，アスパラガスの品質低下が緩和

される作業工程乞収穫後の品温管理，選別・調整時の

流水処理，効率的な予冷処理から体系化すると，第25図

に示すようになる。

V 摘 要

アスパラガスの露地長期どり栽培において，高温期にお

ける収穫物の品質低下を緩和する方法について検討した。

1 アスパラガス収穫物は，選別・調整までの間におい

て室温よりも温度が低い環境に讃かず，温度変化を与

えないで静置すると，切り口の品質低下が緩和される。

2 選別・調整前に切り口を10分以上流水処理すると，

品質低下が緩和される。

3 収穫物を下半分まで、冷水に30秒間浸潰し，その後速

やかに予冷すると，品質の低下は緩慢になる。

4 これらを組み合わせて現地の作業工程に導入すると，

アスパラガス収穫物の品質が高く保持される。

- 50 

VI 引用文献

1)藤井直哉ら (2003):秋閏県で発生したアスパラガ

ス軟腐病(新称).北日本病害虫研究会報. 53 : 80 

84. 

2)藤井直哉ら (2003):強酸性議解水浸演による収穫

後のアスパラガスの腐敗抑制技術.東北農業研究成果

情報. 276-277. 

3)一丸禎樹・犬塚和男 (2003):夏季アスパラガスの

切断面保護技術及び耐水性ダンボール箱を組み合わせ

た流通体系.ながさき普及技術情報. 23 

4)大木淳・永峯淳一・石山久悦・阿部清・高橋享

(2004) :アーチパイプを利用したアスパラガス露地長

期どり栽培.東北農業研究. 57: 201-202. 

5 )大木淳 (2004):夏秋どり栽培における鮮度保持技

術の開発 山形県農業研究研修センター中山間地農業

研究部成績書:87-100. 

6)大久保矯太郎 (1980):野菜の予冷技術(1)、 (2).農及

国. 55: 1223-1344. 

7)鈴木泉・中川隆彰 (2005):エダマメの高品質生産

に関する研究.山形県園芸研究報告. 17: 25-37. 

8)辻聡宏(1998):予冷，出荷方法と品質保持.農

業技術体系・野菜編 8-②:基215-216.農文協:東

京.

9)八鍬利郎ら (1986):グリーンアスパラガスの輸送

および貯蔵に関する試験.北海道立農業試験場 指導

参考事項.

10)八鍬利郎(1986):アスパラガス若茎の品質と加工

農業技術体系・野菜綴8 ②:基48の6-1l.農文

協:東京.

11)山形県最上総合支庁農業技術普及課 普及指導年度

計画 (2004-2007). 



111形悶芸研報 Bull. Yamagata Horticultural Research NO.19 : 35-51 (2008) 

Technique of Keeping Quality of Asparagus on the 

Process from Postharvest to precooling 

Kazuhiro OKABE， Atushi OOKI and Ikuya KUDOH 

Agricultural Technique lmprovement Research 伊 'ce， Agricultural Technique Popularization Division lndustrial and Economic Aがirs

Department， Yamagata Mogami Area General Branch Adminisll・ation，JAPAN 

Summary 

Post harvest handling of asparagus in the high temperature period was investigated to keep the quality. 

(1) The quality of the cut end of asparagus is kept when put on the room temperature. 

(2) Washing with water 10 minutes is more effective for keeping quality of asparagus 

(3) Dipping the lower half of the asparagus into the cold water for half minute is more effective and the temperature 

must be lowered enough in a refrigerator 

(4) The quality of asparagus is maintained high when these handlings are combined. 
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