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リボン型製剤を用いたMA包装用段ボール箱内l-MCP処理が

ニホンナシおよびリンゴの日持ち性に及ぼす影響

羽山裕子バ・樫村芳記判・阪本大輔*・中村ゆり*

* 農業・食品産業技術総合研究機構果樹石iJf究所

? 現所属:農林水産省農林水産技術会議事務局

Effects of Treating Apples and Japanese Pears with a Ribbon-based 

Formulation of l-MCP in a Corrugated Cardboard Box for MA Packaging 

HA Y A!vIA Hiroko本 KASHIN郎氏f¥Yoshiki診察 SAKAMOTODaisuke* and NAKAMURA Yuri* 

* National lnstitute of Fruitわ'eeScience， NARO， 2-] FlljiIl10{O， Tsukuba lbaraki 305-8605 

The effects of treating apples ‘Orin' and ]apanese pears‘Kosui' withトmethylcyclopropene (1-

MCP) constituted from a ribbon-like formulation were investigated. The 1-MCP was applied to the fruit 

in a corrugated cardboard box like those used for MA packaging (hereafter‘MA -box' ). Since the 

ribbon-like formulation gene1'ates 1-MCP by abso1'bing w司te1'f1'om the ai1'. it is mo1'e p1'actical than the 

commonly used powde1' fo1'mulations fo1' small containe1's such as MA -boxes (the latte1' formulation 

must be dissolved in wate1' befo1'e use). Howeve1'. 1ふ!ICPis gene1'ated at a much slowe1' 1'ate f1'om 

the 1'ibbon-like fo1'mulation. taking 6 hours for all 1・MCPto be libe1'ated. At 3.2hours， the 1-MCP 

concentration in the MA回boxespeaked at 66% of the maximum concent1'ation achieved in the ai子tight

container. The pe1'iod of time during which the concentration was more than 50% of that achieved in 

the ai1'輔tightcontainer was estimated to be less than 4hours. The effectiveness of the 1'ibbon-like 

fo1'mulation of 1-MCP at maintaining the quality of‘Kosui' pea1's in an MAゐoxwas almost equivalent 

to that of the standa1'd 1-MCP t1'eatment in a gasぺightcontainer; the changes in flesh fi1'mness. 

g1'ound colo1'， and pH of the f1'uit juice we1'e extremely reduced during storage. For‘Orin' apples. 

treatment with the ribbon-like formulation in an MA-box was also effective fo1' maintaining f1'uit 

quality during 5 months of cold storage. although it was 1'elatively less effective than treating the 

apples in a gas-tight container. Overall， treating apples and ]apanese pears in an MA-box with a 

ribbon-like fo1'mulation of l-MCP is thought to be a very useful and convenient method fo1' p1'eserving 

fruit quality. 

Key words : Ethylene，介uItquality. she(l-l(le. storage 

エチレン，果実品質， El持ち， 1ザ JI~主

近年開発されたエチレン作用阻害剤1-

methylcyclopropene Cl-MCP) "は，リンゴ (Ma[lls

domestica BorhJなどエチレンで老化が促進される様々

な来実において，収穫果実に処理するとItJ'蔵中における

果肉軟化や離合金の低1ヘ地色の賞化(クロロフィルの

分解)，やけ症などの発生を顕著にが[JililJし，日持ち性を

向上させる2)ことから，実}日化に向けて多くの研究が進

められ，すでに米国，カナダ等では普及が進んで、いる。

日本においても，リンゴ3)-5
1 ニホンナシ (pyruspyr拘lia
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Nakai) ，入7' カキ (Dio.lpyroskaki ThunbYリ)において

顕著な品質保持効果が認められており， 2010年に農薬登

録が取得された。

l-MCPは，常ii1・常任において気体のため，実際の処

理 に は ， 本 物 質 をαーシクロデキストリ ン (σf

cyclodext1'in)に包諜させた粉末状の製剤(商品名スマ

ートフレッシュ)が用いられる九本製剤を用いて1-MCP

を処理する|祭は，果実を気密性の高い貯蔵庫等に努封し，

庫内で本製剤を水に溶解させることによりト抗CPを発生
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させ， 12~24時間程度暴露する。したがって，本製剤を

利吊するためには 1日の処理対象となる果実全量を12

~24時間密期処理するための施設が必要となる O

このような状況を踏まえ，筆者らは，処理設1miの硲保

が困難な個人出荷等の小規模な経営体で、本製剤を利用す

ることを想定し，簡易で機動的な処理方法として，

Modified Atomosphere (MA)包装用として市販され

ているガス透過'性の低い段ボール箱を用いた処理 CMA

段ボール箱処理)を検討し，通常の処理とほぼ同等の鮮

度保持効果が得られることをゆjらかにしたヘしかしな

がら，本処理方法では，製剤を水に溶解させて発生させ

た1-MCPを処理容器である段ボ}ル結内に規定"111:封入す

る必要があり，実用的な技術とは言い日n~い。そこで，本

研究では，新たに開発された大気中の水分を吸収するこ

とで1-MCPを発生するリボン型の1-MCP製剤を用いた

MA段ボール箱処理について検討した。本処理では，製

剤からの1-MCP発生に必要な水分が果実からの蒸散によ

って供給されるため， MA段ボール箱に果実を封竹、んす

る際に製剤を向封するだけで1-MCPを処理することがで

き，農家等でも容易に実施可能なものと期待される。

実験方法

1.実験材料

実験には，茨城県内のニホンナシ生産農家の闘場から

収穫したニホンナシ‘幸*.および岩手県内のリンゴ生

産農家の嵐場から収穫したリンゴ '::E林'の果実をmい

た。

2. リボン型製剤を封入した気密性容器およびMA包装

用段ボール箱における内部1・MCP濃度の変化

( 1 )気密性容器内における濃度変化 内容積20eの
プラスチック製気密性容器を用い，規格1::.52μtを発生す

るリボン型製剤 (SmartFreshn'Strips，ローム・アンド

・ハース・ジャパン)を内部に貼り付け(想定される1-

MCP濃度:2.6;d • e 1)，容器内を加湿するために水500

meを入れたアルミトレイ (270mmx 205mm x 30mm) を入れ

て密封した。後封した容器は25'Cの室内に放置し，続11寺

的に容器内部の空気を抜き取り l-MCPìll~度を ìJ特定した。

l-MCP濃度は，樫村ら貯と河様に， CP-Pora BOND Q 

(Varian. Indカラム，および検出器として水素炎イオ

ン化検出器 (FID)を装着したガスクロマトグラフ (GC

-14A，島津製作所)を用いて測定した。

(2) MA包装用段ボール籍内における濃度変化 MA 

包装用段ボール絡は樫村ら仰と同様にT-CA(日本ト

ーカンパッケージ) (内寸:460mm x 300棚 x150羽1m，内容

讃:20.7 e )を吊いた。原さ0.9mmのOPP製粘着テープ

(日東電工)を用いて下面をI貼りで閉じた後 2.
(1)と向様に箱内部の1-MCP濃度が2.6;d'e-1となる

ように，規格上53.8;dの1-MCPを発生するリボン型製剤

を箱の内面に貼り付けるとともに，水500meを入れたア

ルミトレイを入れ， OPP製粘若テープを用いて上TmをI

l"~ りによって封かんした。 会jかんした手支ボール箱は25
0

C

で保管し，経H寺的に箱内部の空気を抜き取り 1-MCP濃度

をiJllJ定した。

3. ニホンナシ‘泰水'における1・MCPの品質保持効果

2. (2)で用いたものと持規格の五/IA包装用段ボー

ル絡 3絡を用いた。各段ボール箱について，下隔をOPP

製粘着テープを用いてIII占りで閉じ，収穫当日のニホン

ナシ・幸水'果実16来 (5kg相当)を詰めた後，筋肉部

の接而に規格上20.7j1eの1-MCPを発生するリボン型製剤

c規格上想定される1-MCP濃度が 1μ .e 1となる長)

をJlI~ り付けた。その後，上Tm をIlIJ'î りにより封かんし，

25'Cで5日n日貯蔵した後，粘着テープによる上而のシー

ル部をカッターナイフで切り，開封した(リボン型製剤

MA段ボール箱処理)。なお， B自封直前に段ボール箱内

の空気を抜き取り，エチレンおよび二披化炭素の濃度を

測定した。エチレン濃度は，活性アルミナカラムおよび

FIDを装着したガスクロマトグラフ (GC-14A，)記事製

作所)を用いて，二段化炭素濃度は， Porapak Qカラム

および熱伝導度十余ILH~lf (TCD)を装着したガスクロマ

トグラブ (GC-14A，島津製作所)により iJ!lJ定した。

1m封後も果実は向段ボールfsI内に入れたまま25
0Cで、貯蔵

した。また，対照として，通'li~~のl-MCP処理方法に準じ，

プラスチック製の気?ドj:'lt容器(内容積:20 e )内におい

て，リボン現製剤または粉末:!W製剤 (SmartFr・eshベ
ローム・アンド・ハース・ジャパン)を用い， 1メle. e-1 

の1-MCPを1611寺IHJ暴路処理した|玄(リボンIl日間IJ気後性

容器処理，粉末型製剤気管性容器処理)を設けた。リボ

ン型製剤気Wi:性容器処理および粉末型製剤気管性容器処

理の果実は1ふ/ICP処理終了後， I!lf;処理果実は収穫後に，

それぞれ通常のニホンナシ出荷m段ボール箱に入れ，

25'Cでiぜ蔵した。

収穫 5EI 1:灸， 10 El後，および14EI1乏に各処理区から 8

果をランダムに取り出し，ていあ部のJ虫色をニホンナシ

地色IfJカラーチャート(富士平工業)により iW仙iした。
カラーチャート{直は 4aを4，4 bを4.5，5 aを5，

5bを5.5としてそれぞれ数値化し，解析に用いた。さ

らに，果実の赤道部の切断掃における果肉硬度を庖径 8

mmの円柱形プローブを装着した硬度計 (FTOll，詰土平

工業)により iJllJ定するとともに，切断面の対向する 2カ

所から切り出した来肉から搾汁した果汁について， Brな

を騎度計 (PR-100α，アタゴ)で， pHをpHメーター

(Twin-pH. HORIBA)によりそれぞれiJliJ定した。収穫

当日にも同様の調査を行った。

4. 1)ンゴ‘王林'におけるドMCPの品質保持効果

2. (2) で用いたものと同規搭のMA包装用段ボー

ル箱12箱を用いた。各段ボール箱について，下両をOPP

製粘者テープを用いてIs8りで出じ，収穫翌日のリンゴ

・王:t，j¥'果実14果 (5kg相当)を詰めた後， 6絡は，上

前iをIII主りにより封かんし (MA段ボール箱単独処理)，

残りの 6絡は，箱内部の銭面に20.7川の1-MCPを発生す
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るリボン型製剤(規格上想定される1-MCP濃度が Iμ-
t寸となる最)をWiり付けた後に上面をIJUiりにより封

かんした(リボン1\~製剤抗A段ボール箱処理)。阿処理

区の段ボール箱はすべて， 22'Cで1日間保管し，引き続

き2'cで3か月間貯蔵した後に開封した。なお， I~自封・直

前に段ボール箱内の空気を抜き耳元り，エチレンおよび二

酸化炭素の濃度をiJllJ定した。開封後も果実は同段ボール

箱内に入れたまま 2'cで貯蔵した。また，対照として，

プラスチック製の気密性容器(内容積:2011，) 内におい

て，粉末型製剤を用い， 1 j111， . 11， -1の1-MCPを1611寺間暴

露処理した区(粉末型製剤気密性容器処理)を設けた。

粉末型製剤気密性容器処理および、無処理の果実は，通常

のリンゴ出荷m段ボール箱に入れて 2'cで貯蔵した。

収穫 3か月後，および5か月桂に各処理阪から12来を

ランダムに取り出し，果皮色をリンゴ 1ミ林'用カラー

チャート(富士平工業)により評価iした。さらに，果実

の赤道部の切断出における果肉硬度を直筏11鵬の円柱形

プロープを装着した硬度計 (FT327，富士平工業)によ

りiJliJ定した。また，果肉から搾汁した果汁について， Brix 

を糠}主計 (PR-IOOα，アタゴ)で測定するとともに，

O.lN NaOH溶液を用いてpH8.1まで滴定することによ

り滴定酸度を求めた。 )1又諮翌自にも同様の誠査を行った。

実験結果

1. リボン型製部を封入した気密性容器およびMA包装

用段ボール箱における内部1“MCP濃度の推移

リボン型製剤を封入した気密性容器内の1-MCP濃度は，

密iお開立白からu寺1M)のj詰j品とともにj二昇し， ¥'ち:時Hj目立命2.5

1時間後には規格上想定される最高濃度 (2.6刈・ 11， 1) 

の75%，4時間後には96%，6 fl寺間設には100%となっ

た (Fig.l)。一方，リボン型製剤をMA包装月j段ボール

~ÊÎに封入したj品合，箱内の1-MCP濃度は，封かん後n~:tHl

の経過とともにヒ昇し， 3.21時間後には規梼上想定され

る最高濃度 (2.6ji1i， . 11， の66%に達したが，その後

低下し 6時間後には44%，81時間後には30%となった

(Fig.1)。なお，本実験を繰り返し実施したところ，箱

内の1-MCP濃度は絡により若干変動したが，傾向は向じ

であった。

2. ニホンナシ‘幸水'におけるl-MCPの品質保持効果

リボン現製剤MA段ボール箱処理の照封吋， (収護 5日

後)における箱内のエチレンおよびニ殻化炭素の濃度は，

それぞれ0.27ji1i， . 11， -1および2.52%であった (Table1)。

なお，本処理において，果肉障害の発生は認められなか

った。

各処理が貯蔵中の果実品質に及ぼす影響をTable2に

示した。 収穫 5臼後では，各処理とも収穫H寺に比べてや

や果肉磁!支が低下し，侍れの処理も無処理との間に有意

な差は認められなかった。 果汁のBrixおよびpHについ

ても処理による差は認められなかった。一方，地色は，

何れの1-MCP処理でも，カラーチャート値が無処理より

も{尽く，賞化がJf[li!討された。特に，粉末型製剤を用いた

気管性容器処理で、Jf[lfljlj効果が高かった。 )1又護10日後では，

処理方法にかかわらずl-MCP処理により，果肉硬度の低

下，果~hHの上昇，地色の黄化が顕著に抑制され，そ

の程度に処理方法による違いは認められなかった。 収穫

14[1後においても収穫10日後と悶様に，果汁pHの上昇

100 
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Y axis is the percentage of maximum concentration 

achieved in the air-tight container. 

Table 1 Gas concentrations in the corrugated cardboard boxes prepared 

for MA packaging (MA-boxl tr‘eated with 1 -MCP at breaking the seal 

Gas concentration in MA-box 

‘Kosui' ]apanese pears' 

MA-box + 1 MCP 

‘Orin' Apple' 

MAωbox 

MA-box + 1 -MCP 

Ethylene (;d' 11， -1) 

0.27土0.01'

1.35:t0.13 

0.47土0.12

'Gas concentration was measUl‘ed at 5 days aftεr treatment 
'N!eans士SE(n= 3) 
'Gas concentration was measured at 3 months after trεatmem 

CO， (%l 

2.52土0.06

0.39:t O. 05 

O. 24:t0. 02 
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τable 2 Effects of 1-methlycyclopropene (1ふ/ICP)trεatment using a corrugated cardboard box prepared for MA 

packaging (MAゐox)with the ribbon司likeformulation on the quality of‘Kosui' ]apanese pears 

Treatment m巴thod
Storage Ground Flesh firmness 

duration at 25
0

C color' (N) 
Brix pH 

Treatment 1-MCP 

contamer generator 

Before treatment 2. 1 26. 1 13.6 5.24 

5 days Untrεated' 4.4 c、 23.9 13.1 5.26 

MA-box' Ribbon 3.4 b 23.4 12.8 5.31 

Gas-tight container、、 Ribbon 2.9 ab 23.9 13. 1 5.26 

Gas-tight container Powder 2.3 a 22. 7 13.1 5.30 

10days Untreated 5.0 b 18.9 a 13.0 5.40 b 

MA-box Ribbon 3.3 a 22.4 b 12.2 5.19 a 

Gasぺightcontain巴r Ribbon 3.0 a 24.6 b 13.4 5.23 a 

Gas-tight container Powder 3.0 a 22.9 b 12.5 5.23 a 

14days Untreated 5.7 b 16.1 a 12.9 ab 5.66 b 

MA冊box Ribbon 4.4 a 19.6 b 12.2 a 5.06 a 

Gas-tight container Ribbon 4.4 a 23. 1 c 13.1 b 4.98 a 

Gas-tight container Powder 4.5 a 21. 3 bc 13.3 b 5.09 a 

zつfheground color of the calyx end was rated using a scale from 1 (green) to 6 (yellow). 
'Fruit were stored in a conventional corrugated cardboard box 
χFruit were stored in a lvIA-box following treatment with ribbon-like formulation of 1 -lvICP (SmartFresh"'Strips) in a sealed lvIA 
-box for 5 days at 25

0

C. 
、~Fruit were stored in a conventional corrugated cardboard box following treatment with 1ふ1CPconstituted from a ribbon-like 
formulation (SmartFresh""Strips) or powder formulation (SmartFreshT

") in a gas-tight container for 16h al 25
0

C. 
'Numbers followed by the same letter within a column are not significantly different at P(0.05by Tukey-Kramer test (n = 8). 

および地色の黄化は， l-MCP処理により抑制され，その

程度に処理方法による違いは認められなかった。一方，

果肉硬度低下の抑制効果については，リボン型製剤MA

段ボール箱処理と 1)*'ン製製剤密閉容器処理!とのflなに有

意差が認められ， sij者の果肉磁!支が読者のそれよりも低

かった。果汁のBrixは，リボン型製剤MA段ボール箱処

理で，リボン:lli!製剤および粉末型製剤をmいた気管'1笠谷

器処理に比べて有意に低かった。

3. リンゴ‘王林'における1・MCPの品質保持効果

MA段ボール箱開封 11守(l守政 3か月後)における舘内

のエチレンおよび二酸化炭素濃度は， l-MCP製剤を封入

した箱で、顕著に低かった (Table1 ) 0 M A段ボール箱単

独処理，リボン型製剤JMA段ボール箱処理ともに果肉障

害の発生は認められなかった。

各処理が貯蔵中の来実品質に及ぼす影響をTable3に

示した。貯蔵 3か月後では，リボン恕製剤MA段ボール

箱処理で無処理に比べて果皮の黄化が抑制された。県内

硬度の低下は，処理方法にかかわらずl-MCP処理により

抑制されたが，その効果の軽度には違いが認められ，リ

ボン型製剤MA段ボ}ル箱処理の効果は，粉末型製剤気

密性容器処理に比べて劣った。 滴定酸度の抵…れま，粉末

型製剤気密性容器処理により抑制されたが，リボン型製

剤MA段ボール箱処理は，無処理との間に有志差はなか

った。また， ITi'戒中における来実の減最歩合は，粉末型

製剤気常性容器処理でも抑制されたが， MA段ボール箱

単独処耳目およびリボン:lli!製剤MA段ボール箱処理により

顕著に抑制された。果汁のBrixは，粉末型製剤気管性容

器処理で、のみ有志に高かった。 貯蔵 5か月後においては，

果皮色にリボン:lli!製剤MA段ボール箱処理による抑制効

来は認められなかったが，果肉1速度低下および果実の減

量歩合は 3か月後とほぼ同様の傾向が認められた。 i硲定

語支度の低下は，処理方法にかかわらず， l-MCP処理によ

り抑制された。また， ;1!t~処理およびMA段ボール単独処

理では貯蔵やけが発生し，特にMA段ボール箱単独処理

で、発生が多かった。

考 察

一殻的に使用されている粉末型のl-MCP製剤は，水に

溶解後20~30分間ですべてのl-MCPを放出するとされて

いるがヘ筆者らの試験では器解後 2~3 分以内という

極めて短時間ですべてのl-MCPを放出した(未発表)。

一方，本研究で用いたリボン型のl-MCP製剤のl-MCP

放出は，粉末型製剤に比べ著しく緩慢であり，含有する

すべてのl-MCPを発生するまでの所要時間は 611寺関であ

った。このような特性は，リボン型製剤が時間をかけて

大気中の水分を吸収することによるものと考えられる O
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Table 3 Effets of l-methylcyclopropene (1-MCP) treatment using a corrugated cardboard box prepeared by MA 

packaging (MA-box) with the ribbon-like formulation of l-MCP on the quality of‘Orin' apples 

Treatment method Flesh 
Titratable 

Weight Storage scald 
Storage Skin 

firmness Brix 
acidity 

loss 
dむrationat 2 t Treatment l-MCP ti .percentagEX color' (g'lOOme】

Ratinど (%) 
contamer generator (災) as malic acid) 

(%) 

Before 
13.7 0.281 3.6 66.9 

treatment 

3 months Untr巴ated、 5.8 b' 50. 1 a 14.5 a 0.207 a 3. 7 c 

MA-box、 5.3 ab 47.0 a 14.5 a 0.206 a 0.9 a 

MA-box Ribbon 5.0 a 56.6 b 14.5 a 0.232 ab 0.8 a 

Gas-tight 

container" 
Powder 5.2 ab 64.0 c 15.2 b 0.246 b 3.1 b 

5 months Untr巴ated 5.9 ab 44.7 a 14.8 b 0.185 a 5.9 c 1.3 58.3 

MA司box 6.2 b 43.8 a 14.6 ab 0.162 a 1.2a 2.3 91. 7 

MA悶box Ribbon 5.2 ab 57.3 b 14.2 a 0.230 b 1.1 a O 

Gas-tight 
Powder 4.9 a 63.0 c 15.0 b 0.241 b 4.8 b 。

contamer 

'Skin colo1' was 1'ated using a scale from 1 (green) to 7 (yellow). 
YStorage scald was rated using a scale from 0 (no日巴) to 3 (severe)、

'Percentage of the fruit that storage scald app巴ared.
"F1'uit were stored in a conventional corrllgated cardboard box at 2 'c follwing 1 day at 22'C. 
''Fruit were stored in a MA-box following treatmem with or without ribbon句likeformulation of 1-MCP (SmartFresh nl Strips) in 
a sealed MA-box fOl・ 3months at 2 'c following 1 day at 22'C. 

ミ'Fruitwere stored in a conventional corrugated cardboard box following treatment with powder formulation of 1 -MCP 
(SmartFresh nl) in a gas-tight container for 16h at 22'C. 
'For each storage duration. nllmbers followed by the same letter within a column are not significantly differεnt at P(O.05by 
Tulωy-Kramer test (n = 12) 

また，今回供試したMA包装用段ボール箱は，一般的な

段ボール箱に比べればガス透過牲が低いものの， 1-MCP 

を全く透過させないものではないへこのため，本段ボ

ール箱内でリボン型製剤を用いて1-MCPを放出させた場

合， 1-MCPが製剤から徐々に放出されたことに加え，放

出された1-MCPの一部が箱外に透過したため，箱i人jの1-

MCP濃度は最大でも目標とする濃度の 6~7 説程度に

留まり，目標濃度の50%以上の濃度を保持できた時間も

4時間に満たなかったものと考えられる O また， 1-はCP

は果実に吸藩されることから11) 実際の処理時における

箱内の1-MCP濃度は，果実を入れずに実施した試験

(Fig.1) における値よりもさらに低かったものと予想さ

れる O しかしながら，ニホンナシ・幸水'に対するl-MCP

の処理効果は，リボン型製剤を用い， MA段ボール箱内

で処理しでも，果肉硬度低下の抑制程度はやや劣るもの

の，気密性容器を用いた処理とほぼ毘等の高い鮮度保持

効果が得られた (Table2)。同様に，リンゴ‘ミE林'

においても，リボン型製剤MA段ボ}ル箱処理の効果は，

粉末型製剤気密性容器処理に比べて若干劣ったものの，

果肉硬度や滴定酸度の低下，貯蔵やけの発生が顕著に抑

制されるなど高い鮮度保持効果が得られた (Table3 ) 0 

l-MCPの処理効果は， l-MCPの濃度および暴露時間に

よって左おされるがヘニホンナシ'''lif:7j('では，今回

のリボン型製剤MA段ボール箱処理における暴露条件で，

ほぽ最大に近い処理効果が得られる可能性が考えられる O

本品種については，粉末期製部を用いた気密施設内での

処理においても，処理濃度が0.5，Ld!. 1!-1でも 1，Ld!. R ω1 

と同等の効果が得られること，さらに，処理濃度 1，Ld!'

1! -1では 4時間処理で16時間処理と同等の効果が得られ

ることが報告されている~一方，リンゴ‘王林'にお

けるMA段ボール箱内でのl-MCP処理の効果は，粉末型

製弗荊jを用いた前千報fP

処理効果を1下J閲つている O 前報10)では処理開始時のL

MCPiJlミ疫を高くしても処理効来が高まらなかったこと

から， l-MCP濃度が原因とは考えにくいが，リンゴ

林'では， MA段ボール箱内におけるl-MCP処理の効果

は，密閉容器内処理の効果に及ばない可能性がある。

本研究では，果実を出荷箱内で1-MCP処理した後に，

そのまま流通・販売することを想定し，果実をリボン型

製剤とともに封かん後そのまま開封せずに放置した。そ

の結果， 25
0

Cで5日開放置したニホンナシ‘幸水'の段

ボール箱内には，果実が生成したエチレンやこ離化炭素

が高濃度で蓄積していた (Table1 ) 0 1-MCP処理され

た果実は，周聞にエチレンが存在しでも老化が促進され

ることはないが，高濃度の二酸化炭素に長時間曝される

と果肉褐変などの炭酸ガス障害が発生する可能性がある。
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本研究では炭酸ガスに起因すると考えられる障害の発生

は認められなかったが，果実の呼吸最は，収穫時の熟度

や貯蔵j昆度などの影響を受けることから，実用化にあた

ってはさらに詳細な検討が必要である。リンゴ‘王林'

においても， 1-MCP処理の有無にかかわらずMA包装用

段ボール箱内で 3か月開の貯蔵することにより箱内に二

酸化炭素が蓄積したが，その濃度はCA貯蔵等で用いら

れる炭駿ガス濃度 (2%)山以下に留まっており，ニホ

ンナシ‘キ水'と時様，炭酸ガス障害の発生は認められ

なかった。なお，果実のエチレン生成や呼吸はl-MCP処

理によって抑制されることからヘリボン製製剤MA段

ボール箱処理におけるエチレンおよび炭酸ガスの濃度は

MA段ボール箱単独処理よりも低かったものと考えられ

る。

貯蔵中におけるリンゴ果実の減量歩合は， MA包装用

段ボール箱内で貯蔵することにより顕著に減少したo

MA包装用段ボール箱は，水蒸気の透過性も低いため，

通常の出荷用段ボーjレ箱によとべて箱内部の湿度が高く，

その結果蒸散が抑制されたものと考えられる。なお， MA

包装用段ボール結によるがえ量歩合の抑制効果は，貯議 3

か月後に一皮肉封した後も持続しており，テープによる

封かんの有無にかかわらずMA包装用段ボール箱内で貯

蔵することにより蒸散が抑秘されたものと考えられる O

一方，粉末現製剤気密性容器処理と無処理を比較すると，

両処理区の果実ともに通常の出荷用段ボール箱で、i町民主し

たが，減量歩合は前者が後者より少なく，既存の卒R
と同様， l-MCP処理により果実の蒸散が抑制され

たものと考えられる。

なお，今回の研究では，箱内部のガス組成を品質保持

に適した条件にするという観点からは貯蔵混度を設定し

なかったため， 5f~肉硬度や酸含量の低下}f[lílîIJ等， MA包

装用段ボール箱自体による品質保持効果は認められなか

った。また， 1-MCP処理しなかった果実では， MA包装

用段ボール絡で貯蔵することにより，通常の出荷用段ボ

ール箱で、の貯蔵に比べて貯蔵やけの発生が多かった。 貯

蔵やけの発生には，エチレンが深く関与している日こと

から， MA段ボーjレ箱内に蓄積したエチレンがやけ痕の

発生を助長した可能性が考えられる O

本研究の結果，ニホンナシ‘幸水'や 1)ンゴ‘王林'

では，果実をリボン型の1-MCP製剤とともにMA'sL装用

段ボール箱に入れ，粘着テープを用いてI貼りでませかん

することにより，高い鮮度保持効果を待られることがIYJ

らかとなった。本手法は，これまでに報告した粉末型製

剤を用いた方法附lこ比べて実用性が高いより f11i便な方法

であることから，消費者への誼接販売等における利用が

期待できる O

要 約

ニホンナシ‘幸水'やリンゴ‘王林'を用い，リボン

型製剤を用いてMA包装用段ボ…ル箱内で1-

VOL. 38 NO. 1 2012 ( 8 ) 

methylcyc!opropene (1同MCP) を処理した場合の鮮度

保持効果について検討した。リボン型の1-MCP製剤は，

水に溶解させて1-MCPを発生させる粉末型の製剤に比べ

て1-MCPの発生速度が遅く，規定量の1-MCPを発生す

るまでの所主5時間は 6時開であった。また， MA包装用

設ボール箱内でリボン型製剤を用いて1-MCPを発生させ

た場合，耗IPすの1-MCPの濃度は最大でも規定量の66%で、

あり，規定量の50%以上の濃度を保持した時間は 4時II[j

に慌たないものと推測された。一方，ニホンナシ‘幸

水'やリンゴ‘王林'に対する1-MCPの処理効果は，リ

ボン型製剤を用いてMA包装fFl段ボール箱内で処理して

も，果肉硬度の低下，地誌の黄化， pHの上昇が顕著に

:jJ[Jili1jされ，粉末lli!製剤を用いて気密性容器内で、処現した

場合とほぼ向者;のおい鮮度保持効果が得られた。本方法

をfFlいれば，処:.EtP:JifI等の設舗がなくても簡便に1-MCP処

理できることから，個人出荷等の小規模な経営体におい

ても利用しやすいより実用的な処理方法として期待でき

るO
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