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野菜の鮮度評価と品質保持技術 

 

野菜茶業研究所 野菜品質・機能性研究グループ 

 上席研究員 永田雅靖 

Ⅰ．野菜の鮮度評価 

１．はじめに 

 日本では 150 種類を超える多様な野菜が食べられている。野菜は、利用される部位によって

葉菜類、果菜類、根菜類に三大別されることが多い 1)。葉菜類には、ホウレンソウ、コマツナ、

レタス、キャベツ、ハクサイなどがある。これらは比較的呼吸が盛んで消耗しやすく、水分も

失われやすい。果菜類には、キュウリ、ナス、ピーマンのように未熟な果実を食用とするもの

と、トマトやメロンのように成熟した果実を食用とするものがある。根菜類には、ダイコン、

ニンジン、ゴボウ、レンコン等があり、一般的に呼吸量が少なく比較的日持ち性も良い。 

 野菜として利用される時期と植物の生育ステージの関係を見てみると、発芽して間もないモ

ヤシから、幼茎、展開葉、結球葉、花蕾、未熟果実、完熟果実、肥大根、さらには次の世代の

種球になるような鱗茎や地下茎まで様々な植物器官が食用とされる（図１）2)。その一方で、

個々の野菜では、収穫適期の幅が非常に狭い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．野菜の鮮度とは 

 農産物購入に関するアンケート調査 3,4)では、農産物を購入する際に「鮮度」がいちばん重視

され、「価格」や「安全性」がこれに次ぐ傾向は、平成 10 年以来、最新の結果（平成 21 年度）

まで変わっていない。しかし、現状では野菜の「鮮度」そのものの定義や評価法が定まってお

らず、主に外観によって主観的に評価されることが多い。このような外観評価による「鮮度」

が、内部の品質や生理を必ずしも反映していない場合もあり、問題となっている。  

 野菜は、収穫の前後で水や養分、光環境が激変する。収穫された野菜は、その後も呼吸など
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図１ 野菜の生育ステージと利用される時期 (Watadaら2), 1984を改変) 
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の生命活動を続け、老化あるいは成熟と呼ばれる品質変化が進行する。 

 野菜は利用される植物器官や生育ステージが多様で、それぞれの野菜に含まれる成分も大き

く異なるため、「鮮度」の定義が難しく、すべての野菜に適用可能で、数値化が可能な評価基

準は無い。野菜の「鮮度」は、あくまでも仮想的な概念、仮想的な尺度であり、「品質」との

関連をどのように捉えるか見解が異なっているのが現状である。 

 収穫直後の野菜の品質が最も良く、時間とともに低下していく品質の一部が「鮮度」という

考え方がある（図２）5)。総論としては多くの野菜にあてはまるが、トマトやメロンなど、収

穫後の追熟により品質が変化したり、食用に適するように変化するものにはあてはまらない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方、青果物の品質が最高に達した時を鮮度のスタートと考え、それ以前は鮮度の概念の範

囲外にあるとする定義もある（図３）6)。この場合には、収穫してから熟するまでの期間の鮮

度評価をどうするか、また、品質が最高に達した事をどのように判定するかが問題となろう。 

 ここでは、「野菜の鮮度」を、収穫時を最高

（あるいは満点）として、時間とともに低下し

ていく仮想的な尺度としたい（図４）。「鮮度」

の評価と「品質」の評価は、ある程度独立した

ものと考えるべきであろう。例えば、同じよう

に赤く熟したトマトでも、今収穫したばかりの

トマトと、１週間前に収穫したトマトを比較す

れば、品質の評価は同じであっても、鮮度は前

者のほうが良いと考えるのが妥当であろう。 

 ただ、いずれの定義を採用するにしても、「鮮度」を正確に評価する場合には、収穫直後の

状態と比較することが必要であるが、多くの場合にはそれは不可能に近い。 

 「鮮度の低下」については、流通・貯蔵条件が不適切であれば急速に低下し、適切な場合に、

その低下が抑制されることには異論が無いが、鮮度の指標として何を採用するのか、官能評価、

あるいは着目する成分等によって鮮度の評価は大きく異なる。それぞれの野菜に対する評価項

目や評価の方法については、評価基準の統一等さらに論議を必要とするところである。 
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図２ 野菜の「鮮度」：収穫時品質最高説 

ホウレンソウの品質成分（クロロフィルやビタミンC）

は、収穫時に最高で、徐々に減少する。 
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図３ 野菜の「鮮度」：品質最高時鮮度低下開始説 

トマトなど、収穫後に品質が向上するものは、品質

が最高になった時から鮮度低下が始まると考え、そ

れまでの時間は、鮮度の範囲外とする。 
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図４ 野菜の「鮮度」：鮮度・品質分離説 

鮮度を、収穫時を満点として時間とともに低下する

仮想的な尺度とする。品質成分の変化とは独立。 
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 このようなことを踏まえた上で、以下では、野菜の収穫後に変化する主な項目をリストアッ

プし、変化の傾向と測定の方法等について概説する。野菜ごとの鮮度評価に関連する項目の例

は、表１にまとめた 7)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．野菜の鮮度に関連する品質項目 

１）官能評価 

 野菜の鮮度評価は、

外観等の官能評価で行

われることが多い。収

穫後の取り扱い条件

（流通貯蔵条件）が良

ければ品質が保たれ、

外観も良いというのは

真であるが、逆は必ず

しも真ではない。例え

ば、葉菜類等を冷水に

浸けて吸水させる、い

わゆる「蘇生」は、外

観は良くなるが品質成

分の含量が改善される

わけではないことに留

意する必要がある。 

野菜の品目 鮮度に関連する評価項目

アスパラガス 重量減少率、萎凋、色調、光沢、腐敗、穂のしまり、曲がり、病害、切り口変質

イチゴ 重量減少率、着色熟度、光沢、萎凋、腐敗、損傷、がくの褐変、カビ

エダマメ 重量減少率、萎凋、莢色黄化、粒色、腐敗、障害、莢の褐変

キャベツ 重量減少率、萎凋、色調変化、腐敗、切り口褐変、調整歩留、葉の脱離、損傷、内部障害、花芽伸長

キュウリ 重量減少率、萎凋、果皮色、す入り、腐敗、肥大、空洞、硬さ、イボ落ち、光沢

スイートコーン 重量減少率、苞皮色、苞の萎凋、粒の萎凋、苞の腐敗

スイカ 果肉変色、果肉劣化

ダイコン 重量減少率、萎凋、葉色、腐敗、表皮変色、肉質部変色、萌芽、す入り

トマト 重量減少率、着色熟度、腐敗、へた萎凋、光沢、軟化

ニンジン 重量減少率、萎凋、表皮変色、腐敗、萌芽、発根、歩留

ハクサイ 重量減少率、調整歩留、萎凋、葉色黄化、腐敗、切り口変色、損傷、抽台

ピーマン 重量減少率、萎凋、腐敗、着色、切り口変色、種子黒変、果肉黄化

ブロッコリー 重量減少率、萎凋、黄化変色、褐変、腐敗、切り口腐敗

ホウレンソウ 重量減少率、調整歩留、萎凋、葉色黄化、腐敗、損傷、つや

メロン 重量減少率、果肉質、水浸状化、追熟度、硬さ、果梗しおれ、果皮面黄化、ピッティング、カビ、腐敗、果肉色

レタス 重量減少率、調整歩留、萎凋、葉色黄化、腐敗、損傷、切り口変色、褐変、抽台

表 １ 野 菜 の品 目 と鮮 度 に関 連 する評 価 項 目 （野 菜 の品 質 評 価 法 (IV)7 )をもとに作 成 ）

破壊的 非破壊的

色 官能評価（目視）、色彩色差計、画像解析 ○

つや 官能評価（目視）、光沢計 ○

香り 官能評価（嗅覚）、GC、GC-MS、においセンサー ○ ○

味 官能評価（味覚）、Brix糖度計、pHメータ ○

物性 官能評価（食感、触感）、突き刺し応力計、打音、固有振動 ○ ○

クロロフィル HPLC、葉色計、分光光度計 ○ ○

ビタミンC HPLC、RQ flex、比色定量（分光光度計） ○

カロテノイド HPLC、LC-MS、分光光度計 ○

アントシアニン HPLC、LC-MS、分光光度計 ○

糖 HPLC、Brix糖度計、近赤外分光計、HPCE ○ ○

有機酸 HPLC、pHメータ、滴定酸度計、近赤外分光計、HPCE ○ ○

遊離アミノ酸 HPLC、LC-MS、アミノ酸分析装置 ○

食物繊維 比色定量（分光光度計） ○

水分 重量変化測定（水分減少率）、乾燥重量測定（水分含量） ○ ○

呼吸量 GC ○

エチレン生成量 GC ○

タンパク質 比色定量、酵素活性測定（分光光度計） ○

遺伝子発現 ノーザン解析、リアルタイムPCR、DNAアレイ ○

注） HPCE：キャピラリー電気泳動装置

サンプリング
分析項目 主な分析方法、分析装置

 表 ２ 野 菜 の鮮 度 に関 連 する項 目 とその評 価 ・分 析 法  
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 官能評価の項目としては、色、つや、しおれ、香り、触感（硬度）、食味、食感（テクスチ

ャー）などがあり、非破壊で評価可能な項目と、破壊を伴う評価項目がある。また、官能評価

の特徴として、評価者によって評価結果が異なる場合があるので、評価のポイントや評点につ

いて予め実物を使って統一を図るのが望ましい（表２）。 

２）機器分析 

 この 30 年ほどで、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)をはじめとした機器分析の技術が急

速に発達し、微量成分まで精度良く分析できるようになってきた（表２）。分析手順の詳細に

ついては、「新・食品分析法」8)等の成書を参考にされたい。 

(1)クロロフィル：葉緑体に含まれるクロロフィルは、植物として光合成を行うために必須の物

質であり、野菜としての重要な品質成分でもある。クロロフィルは、有機溶媒によって抽出し、

650nm 付近の吸光度を使って計算で求めることができる。普通、クロロフィルａとｂが主な色

素で、その比は約３対１である。HPLC によってカロテノイドと同時に定量することも可能で

ある。また、葉色計や色彩色差計によって非破壊的にも評価される。クロロフィルの分解は、

植物組織の老化（鮮度低下）の典型例であり、葉菜類では、古い外葉ほどクロロフィルが分解

されやすい。 

(2)ビタミンＣ：アスコルビン酸(AsA)とデヒド

ロアスコルビン酸(DHA)を合計したもので、野

菜には AsA が多く含まれている。葉菜類では、

収穫後に AsA 含量が時間とともに低下するこ

とが良く知られており、鮮度評価の良い指標で

ある（図５） 9)。ただし、トマトなど野菜の種

類によってはビタミンＣ含量があまり変化しな

いものもあり、すべての野菜に適用できるわけ

ではない。ビタミンＣの定量法として、古くか

ら比色定量が行われてきたが、最近では HPLC

による分析が一般的である。また、簡易測定装

置(Merck 社 RQflex)を用いた方法も現場で使われるようになってきた。 

(3)糖：野菜の品質には、ブドウ糖、果糖、ショ糖の関与が大きい。他にも多糖類のペクチン、

デンプン、イヌリンなどが含まれている。収穫された野菜は、体内に蓄積された糖や有機酸を

エネルギー源として生命活動を行うため、収穫後に減少する。簡便には屈折計示度（Brix 糖度）

が広く使われているが、糖以外の成分の影響も考慮する必要がある。糖の分析法として還元糖

の比色定量も行われるが、最近では HPLC によって分析されることが多い。一部の果菜類では、

近赤外分光法に基づく非破壊計測が行われている。 

(4)有機酸：野菜の品質は、甘味（糖）と酸味（有機酸）の比（糖酸比）が重要である。野菜に

は主にクエン酸、リンゴ酸等が含まれている。簡便には、pH や滴定酸度が用いられるが、個別

の有機酸含量は HPLC で分析される。 
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図５ 貯蔵温度とホウレンソウ外葉のアスコルビン

酸含量の変化 (日坂ら, 1991) 
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(5)アミノ酸：一部のアミノ酸は、旨味に関与している。野菜の種類によって、特定のアミノ酸

含量が変動することが知られている 10)。野菜のアミノ酸は、アミノ酸分析計あるいは HPLC を

用いて、遊離型のアミノ酸を分析する必要がある。キャベツのメチルメチオニンスルフォニウ

ム塩（ビタミン U）のように、野菜の種類によっては特有のアミノ酸誘導体が含まれ、貯蔵に

伴って変動する 11)。 

(6)食物繊維：水溶性の食物繊維と不溶性の食物繊維があり、抽出操作によって分別される。ト

マト果実の成熟に伴って細胞壁成分であるペクチン（水溶性食物繊維）が分解され、低分子化

する様子は、ゲル濾過によって分析される。また、アスパラガスでは、流通中に不溶性の食物

繊維（リグニン）の合成が起こることが知られている。 

(7)水分：収穫後も蒸散によって水分が失われる。水分の減少は、ナスやキュウリなど表面の光

沢や、葉や「がく」の萎凋となって現れる。収穫時の水分の約 5%が失われると、多くの野菜

で商品性がなくなる。水分の減少率は、重量に対して表面積の大きな葉菜類のほうが果菜類や

根菜類よりも大きい。 

(8)呼吸：野菜は、収穫後も呼吸によって生命活動に必要なエネルギーを作っている。収穫した

ストレスにより呼吸速度が上昇することが多い。呼吸は、糖や有機酸の減少を引き起こすので、

品質低下の主な要因と言える。呼吸は温度の影響を大きく受け、野菜の品温を 10℃下げること

により、呼吸速度は約半分になることが知られている。また、トマト果実の成熟など生理変化

によっても呼吸量が２倍程度増えることが知られている。呼吸はガスクロマトグラフィー(GC)

で精密に測定することが可能である。 

(9)エチレン生成：植物ホルモンであるエチレンは、野菜を収穫したことによる傷害ストレスや

水ストレス、あるいは野菜の成熟などの変化に伴って急激に生成する。エチレンには、呼吸や

二次代謝、エチレン生成を促進して野菜の品質変化（劣化）を促進する作用がある。エチレン

は、GC を用いて ppm オーダーで精度良く測定することができる。 

(10)その他の成分：ポリフェノール 12)、膜脂質 12)、植物ホルモン 12)、トマト果実のリコペン、

イチゴのアントシアニン等も収穫後に変化することが知られている。  

(11)脂質：貯蔵に伴って増加する脂質

過酸化物の割合を利用して、鮮度を評

価する方法が考案されている 13)。 

(12)遺伝子発現：植物には切断傷害な

どのストレスによって、特異的に誘導

される遺伝子群がある。植物の傷害反

応には、エチレン、ジャスモン酸、ア

ブシジン酸などの植物ホルモン、シス

テミンと呼ばれるペプチドや、オリゴ

糖も関係して、傷害が与えられた部位

だけでなく、植物全体が（全身的な）

   

0   1   2   3   6   P 0   1   2   3   6   P

ノーザンブロット RT-PCR

R68

A85

F04

F24

0   1   2   3   6   P 0   1   2   3   6   P

ノーザンブロット RT-PCR

R68

A85

F04

F24

図６ 鮮度マーカー遺伝子による鮮度評価 

数字はニラの10℃貯蔵日数。ニラは６日目に黄化。

Pは鮮度保持包装品（６日貯蔵） 

左：ニラの鮮度低下に伴う遺伝子の発現変化 

右：マルチプレクス化RT-PCRによる検出 

5



 

反応を引き起こすことがわかってきた 14)。これら傷害反応における遺伝子発現制御の機構が明

らかになれば、鮮度評価の指標として利用できる可能性がある。ニラの場合には、10℃６日間

の貯蔵で黄化する試料を用いて、発現量の異なる遺伝子を特定し、その経時的発現を調べると、

黄化が観察されない貯蔵２日目、あるいは３日目の段階で、黄化の兆候を検出することが可能

であった。さらにこれらの遺伝子を、マルチプレクス化 RT-PCR で短時間に検出可能な方法を

開発した（図６）15)。  

 

４．おわりに 

 成分分析法や遺伝子発現解析法の発達により、野菜に含まれる様々な成分の含量や生理状態

を精密に評価することができるようになってきた。それらを分析するためには、破壊的なサン

プリングを行う必要があり、分析にもある程度の時間がかかる。研究レベルでこのような評価

の手段は重要であるが、一方で、非破壊的な分析によるリアルタイム計測法の開発も重要であ

る。表面の光沢、紫外可視吸収、近赤外吸収、NMR、共有振動等、様々な非破壊計測法と野菜

の成分や遺伝子発現との関連が明らかになれば、品質・鮮度の評価法として利用が可能なだけ

ではなく、将来的には品質保証や日持ち性の保証に利用されるものと期待される。 
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Ⅱ．野菜の品質保持  

１．はじめに 

 野菜は、生きた状態で流通している。野菜の品質を高く保つには、収穫から消費まで品目の

特性に合った低温に保ち（コールドチェーン）、呼吸等の生命活動を適度に抑制して消耗を少

なくすることが重要である。 

 

２．野菜の収穫後の変化 

 野菜は、流通中も呼吸などの生命活動を続け、呼吸によって糖分を消耗したり、葉の黄化や

果実の追熟が進んだり、また、水分を失って萎れることもある。 

 野菜の収穫後の変化は、野菜そのものの変化と、野菜に付着した微生物等の繁殖による変化

がある。これらに影響を与える要因には、(1)温度、(2)湿度、(3)酸素、二酸化炭素などのガス

環境、(4)エチレン(植物ホルモン)等の化学物質があり、それぞれが複合的に関与している。  

１）温度  

野菜の呼吸速度は、葉茎菜類で大きく、果

菜類、根菜類の順に小さくなる。野菜の呼吸

速度は、温度が 10℃低くなると、およそ半分

程度になることが知られており（表３）、温

度が 10℃異なる場合の呼吸の速度や品質劣

化の相対速度の比を Q10 という。このことが、

野菜を低い温度で貯蔵すると、品質が保たれ

る基本的な原理となっている 16）。  

また、野菜の温度を下げることにより、蒸

散の速度も遅くなり、水分の損失を抑制でき

る。このように温度は、野菜の品質保持の最も重要な要因であるが、凍結した場合には、融け

た際に野菜の組織が傷ついてしまうため、野菜の貯蔵温度は、凍結しない範囲で、なるべく低

い温度が望ましい。一般的には、冷蔵装置の性能を考慮して貯蔵温度は 5℃ぐらいに設定される

ことが多い。しかし、カボチャ、キュウリ、サツマイモ、ショウガ、スイカ、トマト、ナス、

バレイショ、ピーマン、メロン等野菜の品目によって

は、一定の温度以下で貯蔵されると、生理的な障害を

起こすものがある。それらの多くは、亜熱帯など暖か

い地域に起源を持つ野菜で、ナスなどは低温で貯蔵す

ると、種子のまわりが茶色になり（褐変）、表皮に茶

色の斑点ができる（ピッティング）場合がある（図７）

ので、貯蔵温度には注意が必要である。主な野菜の最

適貯蔵条件を表４に示す 17）。  
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Q10は、温度係数とも呼ばれ、温度が10℃異なる場合の呼吸速度など、

品質劣化速度の相対的な比率を示す。なお、この表には低温障害を起

こす青果物は、あてはまらない。

表３ 青果物の貯蔵温度と品質劣化の相対速度

および温度係数(Q10)の概念(Kader, 2002を改変）

図７ ナスの低温障害 
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２）湿度  

温度の次に重要な因子が湿度である。一般的に湿度が高いほうが水分損失が少ないために野

菜の保存には有利であるが、ショウガやタマネギ、ニンニク、ヤマイモなどは、65%程度の湿

度が貯蔵に適している。低温によって、呼吸が抑制されるだけでなく、水分の蒸散も抑制され

るが、低温貯蔵庫や冷蔵庫など庫内の湿度が制御できない場合には乾燥が進むことが多いので、

貯蔵最適 貯蔵最適 貯蔵限界 エチレン エチレン 低温貯蔵とフィ
温度(℃) 湿度(%) （目安） 生成量 感受性 ム包装の組合せ

アスパラガス 2.5 95～100 2～3週 極少 中 有効
イチゴ 0 90～95 7～10日 少 低 有効
オオバ（青シソ） 8 100 2週 中 有効
オクラ 7～10 90～95 7～10日 少 中 有効
カブ 0 98～100 4月 極少 低 有効
カボチャ 12～15 50～70 2～3月 少 中 不要
カリフラワー 0 95～98 3～4週 極少 高
キャベツ(早生) 0 98～100 3～6週 極少 高 有効
キャベツ(秋冬) 0 98～100 5～6月 極少 高 有効
キュウリ 10～12 85～90 10～14日 少 高 有効
サツマイモ 13～15 85～95 4～7月 極少 低 有効
サトイモ 7～10 85～90 4月 穴あき袋
サヤインゲン 4～7 95 7～10日 少 中 有効
サヤエンドウ 0 90～98 1～2週 極少 中
ショウガ 13 65 6月 極少 低 有効
スイカ 10～15 90 2～3週 極少 高 不要
スイートコーン 0 95～98 5～8日 極少 低 有効
セルリー 0 98～100 1～2月 極少 中 有効
ソラマメ 0 90～95 1～2週
ダイコン 0～1 95～100 4月 極少 低
タケノコ 0 30日
タマネギ 0 65～70 1～8月 極少 低 不要
トマト(完熟) 8～10 85～90 1～3週 多 低
トマト(緑熟) 10～13 90～95 2～5週 極少 高
ナス 10～12 90～95 1～2週 少 中 有効
ニラ 0 95～100 1週 有効
ニンジン 0 98～100 3～6月 極少 高 有効
ニンニク -1～0 65～70 6～7月 極少 低
ネギ 0～2 95～100 10日 少 高 有効
ハクサイ 0 95～100 2～3月 極少 中～高 有効
バレイショ(早生) 10～15 90～95 10～14日 極少 中 穴あき袋

バレイショ(晩生) 4～8 95～98 5～10月 極少 中 穴あき袋
パセリ 0 95～100 1～2月 極少 高 有効
ピーマン 7～10 95～98 2～3週 少 低 有効
ブロッコリー 0 95～100 10～14日 極少 高 有効
ホウレンソウ 0 95～100 10～14日 極少 高 有効
メロン(ネットメロン) 2～5 95 2～3週 多 中
メロン(その他) 7～10 85～95 3～4週 中 高
ヤマイモ(ナガイモ) 2～5 70～80 2～7月 極少 低
ヤマイモ(ダイジョ) 15～16 6月
レタス 0 98～100 2～3週 極少 高 有効
レンコン 0 98～100 1.5月 有効
　参考（http://postharvest.ucdavis.edu/）等

品目名(五十音順)

表４ 主な野菜の最適貯蔵条件 
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野菜をプラスチックフィルムやぬれ新聞等で包装して、水分の損失を防ぐ必要がある。  

３）ガス環境  

野菜等の青果物を低酸素、高二酸化炭素の条件に置くと、呼吸が抑制される現象は、CA 

(Controlled Atmosphere)効果と呼ばれている。また、包装することによって、適度の低酸素、高

二酸化炭素条件を実現させる貯蔵法を MA (Modified Atmosphere)貯蔵と言う。野菜の包装に用い

る資材にはポリエチレンやポリプロピレンを始め、多くの種類があるが、野菜等の青果物に適

しているのは、ガス透過性に優れたものである。包装の設計にあたっては、中に入れる野菜の

種類、大きさ、呼吸量、エチレン生成量、エチレン感受性、流通中の気温等多くの条件を考慮

して、包装に用いるフィルムの材質、厚さ、面積、構造（微細孔）などを十分に検討し、ある

程度の余裕をもたせることが重要である。  

包装を用いる場合には、まず、温度管理が適切に行われていることが大前提である。包装で

密閉したまま想定以上に温度が高くなると、中に入れた野菜の呼吸によって酸素が消費し尽く

され、嫌気呼吸が起こるとエタノールやアセトアルデヒド等の異臭物質が生成するので注意が

必要である。  

４）エチレン  

酸素、二酸化炭素以外にも、エチレンが野菜の鮮度低下に大きく影響する。エチレンは、植

物の老化や成熟を促進する作用のあるガス状の植物ホルモンである。トマトやメロンが成熟す

る時や、ブロッコリーの花蕾やホウレンソウの葉が黄化する時、また、切断や乾燥ストレスに

よっても野菜が自らエチレンガスを大量に生成する。放出されたエチレンの作用によって、ま

わりの野菜も成熟や老化が急速に進むため、エチレンを大量に生成する野菜と、エチレン感受

性の高い（品質低下しやすい）野菜（表４参照）は、いっしょに貯蔵しないことが望ましい。  

最近、エチレン受容体に結合することによって、エチレンの作用をブロックする物質が発見

された（図８）。この物質は 1-MCP と呼ばれ 18）、

すでにアメリカ、EU、オーストラリア、中国など

30 カ国以上で使用が認可されている。日本では、

リンゴ、ナシ（ニホンナシ）、カキを対象に農薬

登録が申請中されている。  

 

４．スーパー・パーシャルシール鮮度保持包装技術の開発 

 実用技術開発事業（輸出対応型、平成 19-21 年度）で、日本産の高品質な青果物を、東アジ

アに低コストかつ高品質に輸出するための技術開発を、野菜茶業研究所が主査となり、農研機

構（野菜茶業研究所、食品総合研究所）、高知県農業技術センター、茨木精機（株）の共同研

究で行った。 

 現在、東アジア向けに輸出される野菜は、ほぼ全量が空輸されているために、コストが高い。

日本の青果物を輸出するためには、低コストかつ高品質な輸出方法の開発が望まれていた。 

 核になった技術は、高知県が特許を有する「パーシャルシール包装技術」19）で、これは、一

CH3CH3

図８ 1-MCP (1-Methylcyclopropene)の構造 
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般的な OPP フィルムを

使用して、袋を作る際に

密閉にせず、部分的に溶

着して微細なストロー状

の構造を作ることによ

り、ガス透過性を確保し

て、中に入れた野菜の呼

吸とガス交換のバランス

を保ち、袋内部を適切な

酸素、二酸化炭素濃度に

調節して、鮮度を保つものである（図９）。構造が単純で、安価な OPP フィルム素材を使用し

て、一般的な包装機のセンターシールローラーの交換だけで実施できる。現在、高知県産のニ

ラの９５％以上で使用され、他にも小ネギ、青ネギにも使用されている。  

 ニラやネギはいずれも呼吸量が比較的少ない野菜である。呼吸量が多い他の野菜に適用する

ためには、ガス透過性を高める必要がある。また、現状のパーシャルシール包装の条件は、国

内輸送を想定したものであり、国内流通で問題は生じていないが、東アジアに向けて行った予

備的な輸出試験では、場合によってはパーシャルシール部分に結露した水が付着して（水封）、

袋内が極端な低酸素状態になって、異臭が発生するものも認められた。  

 ガス透過性を高めるためには、センターシール部の非溶着面積を広くする方法が考えられる

が、それに伴い、溶着部分の強度が低下する。従って、この方法でガス透過性の調節を行うに

は物理的な限界があった。そこで、近年、フィルム加工に使われるようになってきたレーザー

尖孔装置を包装機に付加し、パーシャルシール部分とは別に、適切な大きさ、数のレーザー孔

を作ることにより、ガス透過性を飛躍的に増加させることができると考えられた（図１０）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 レーザーを付加したパーシャルシール包装を「スーパー・パーシャルシール包装」と名付け

た。レーザー孔を付加することによって、もとのパーシャルシール包装よりも、ガス透過性を

特殊なローラーでフィル特殊なローラーでフィル
ムをムを部分的に部分的に溶着する溶着する

1 mm
微細なストロー構造で、微細なストロー構造で、
ガス透過性を制御ガス透過性を制御

特殊なローラーでフィル特殊なローラーでフィル
ムをムを部分的に部分的に溶着する溶着する

1 mm1 mm
微細なストロー構造で、微細なストロー構造で、
ガス透過性を制御ガス透過性を制御

図９ パーシャルシール包装の模式図 

高知県農業技術センター、平成13年度 特許3259166号 

レーザー制御部レーザー制御部

レーザー出力部レーザー出力部

レーザー制御部レーザー制御部

レーザー出力部レーザー出力部

図１０ スーパー・パーシャルシール鮮度保持包装機（左）と直径0.05mmのレーザー孔（右） 
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10 倍以上に高めることができた（図１１）20）。この技術を使って、高糖度トマトやネットメ

ロンなど、呼吸量の多い品目にも対応した包装形態、レーザー孔の大きさ、数などを検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最終的には、日本から、香港等に実際に輸出試験を行い、「スーパー・パーシャルシール包

装」と船便の冷蔵コンテナの組合せにより、現行の空輸（約 300 円 /kg）と同等の品質で、約

1/10 のコストで輸出できることを、現地のバイヤーおよび、現地百貨店の青果売り場の責任者

とともに野菜の品質・状態で確認した。航空便であっても、現行のパーシャルシール包装では、

現地到着時に包装内に結露した水分でパーシャルシール部分が詰まる「水封」が発生して、包

装内のガス濃度のばらつきが大きく、なかには低酸素状態で異臭が発生するものもあったが、

船便を利用した「スーパー・パーシャルシール包装」では、収穫後の日数は航空便に比べて多

くかかるものの、ガス濃度のばらつきが少なく、「水封」の発生も軽減されて、極端な低酸素

で異臭を発生するものは無く、品質も同等以上であった（図１２）21,22）。  
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図１１ レーザー孔の大きさ、個数とガス透過性の関係 

レーザー孔が０のとき、パーシャルシール包装のみのガス透過性を示す。 

図１２ スーパー・パーシャルシール包装による包装形態と輸出試験(船便)で香港に到着した際の様子 

  左：ニラ、中：高糖度トマト、右：ネットメロン 

  いずれも、航空便による現行出荷品と同等以上の品質であることを確認した。 
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 今回開発した方法では、パーシャルシール包装とレーザー孔というタイプの異なるガス透過

制御技術を組み合わせることにより、ガス透過性の制御範囲の拡大、制御精度の向上と事故対

策を兼ね備えた余裕のある包装技術を構築することができた。今後は、さらに実験品目を増や

し、輸出向けだけではなく、国内流通でも効果のある品目を特定して、普及を図る必要がある。 

 

５．おわりに 

 平成 20 年食品流通段階別価格形成調査（青果物経費調査）結果の概要 23）によると、野菜平

均（調査対象 14 品目）の集出荷・販売経費は 5,782 円で､販売価格 12,340 円に占める割合は 46.9

％である。生産にかかるコストと集出荷・販売にかかるコストがほぼ等しいレベルであること

がわかる。したがって、今後、野菜の消費を増やすためには、品質の良い野菜を低コストで消

費者に届けることが重要で、そのためには、低コストの生産技術だけでなく、低コストで鮮度

保持効果の高い流通技術の開発や、野菜そのものの日持ち性を高めることによって、流通にか

かるコストを下げるような革新的な技術開発が必要と考えている。  

 また、農業総産出額ベースでみると、平成 20 年の農業総産出額(概算) 24）は、8 兆 4,736 億円

で、部門別に構成割合をみると、畜産計は２兆 5,882 億円で農業総産出額の 30.5％を占めてお

り、次いで、野菜が２兆 1,105 億円で同 24.9％、米が１兆 9,014 億円で同 22.4％を占めている。

ここ数年は、野菜の産出額が米の産出額を上回り、地域農業における野菜生産の重要性も高ま

りつつある。このような中で、野菜の低コスト生産・流通体系は、単に野菜の値段が安く、家

計が助かるというだけでなく、生産・流通のために使用される化石燃料の節約を通じてエネル

ギー問題に寄与するとともに、炭酸ガスの排出削減を通じて、地球環境の保護にもつながる大

きな流れの中にあるものと考えている。  
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表５ PHP 研における収穫後の変化の測定項目および測定機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *印は、他の講師によって説明される予定 

野菜・茶の食味食感・安全性研究チーム
収穫後の変化の測定項目および測定機器

20110709
分析項目 機器（セット）の例 コメント

品質成分

カロテノイド

HPLC Shimadzu LC 10A, C18 colmn (MeOH), SPD M20A トマト、ニンジン、ホウレンソウ、カボチャ

LC-MS Shimadzu LCMS-QP8000α トマト

分光光度計 Shimadzu UV-1800, Hitachi GeneSpec III 簡易測定法を開発（永田）

可視・近赤外分光計 Kubota フルーツセレクタ K-BA100R 当グループで開発（伊藤）＊

クロロフィル

HPLC Shimadzu LC 10A, C18 colmn, SPD M20A トマト、ホウレンソウ、カボチャ

分光光度計 Shimadzu UV-1800, Hitachi GeneSpec III 簡易測定法を開発（永田）

SPADメーター Minolta SPAD-502

ビタミンＣ

HPLC Shimadzu LC 10A, SCR-102H

RQflex Merck RQflex plus, Reflectoquant Ascorbic Acid Test

糖

HPLC Shimadzu LC 10A, Tosoh Amide-80 (75%AcCN), RI

HPCE Hewlett Packard, 3DCEシステム 当グループで開発（堀江）＊、Glc, Fru, Suc

屈折糖度計 Atago, PAL-1

近赤外分光計 Kubota フルーツセレクタ K-BA100R 当グループで開発（伊藤）＊

有機酸

HPCE Hewlett Packard, 3DCEシステム 当グループで開発（堀江）＊、Cit, Mal

pHメーター Horiba, B-212 twin pH

近赤外分光計 Kubota フルーツセレクタ K-BA100R

遊離アミノ酸

HPLC Shimadzu LC-6A

HPCE Hewlett Packard, 3DCEシステム 当グループで開発（堀江）＊、Glu, Asp

色・色差

色彩色差計 Konica Minolta, CR-10 (改造型）

物性

Firm tester 東洋精機、Firm Tester SA-I 食総研で開発（杉山）

果実硬度計 藤原製作所、KM-1

温度

赤外線放射温度計 Sato, SK-8700

温度記録計 KN Laboratories, サーモクロンG

温湿度記録計 T AND D, TR-72U, TR-73U, TR-74Ui, TR-77Ui

呼吸

GC Shimadzu GC 14B, WG-100 (Helium), TCD

O2,CO2分析計 PBI Dansensor, CheckPoint O2/CO2

エチレン生成

GC Shimadzu GC 14B, Active alumina (Helium), FID

酵素活性

ACC合成酵素活性

GC Shimadzu GC 14B, Active alumina (Helium), FID

PAL活性

分光光度計 Shimadzu UV-1800, Hitachi GeneSpec III

PPO活性

分光光度計 Shimadzu UV-1800, Hitachi GeneSpec III

PG活性

分光光度計 Shimadzu UV-1800, Hitachi GeneSpec III

遺伝子発現

RNA抽出

Plant RNA Reagent invitrogen, Plant RNA reagent

RNeasy Qiagen, RNeasy

Phenol

遺伝子発現

ノーザンブロット DIG detection

定量的RT-PCR Takara, TP600 鮮度マーカーの簡易迅速検出

リアルタイムPCR Takara, Thermal Cycler Dice® Real Time System

DNAアレイ Agilentのシステム 当グループで開発（今西（当時））

14



 

Ⅲ．野菜の収穫後生理研究の基礎実習  

１．はじめに 

 呼吸量の測定とエチレン生成量の測定は、野菜の収穫後生理の基本となる技術であり、この

手法や考え方は、他の測定方法にも応用できる。呼吸量は、ガスクロマトグラフィー(GC)で、

ガス組成（O2, N2, CO2）を経時的に測定して、CO2 の増加量から計算する。エチレン生成量は、

同じく GC で経時的に測定して計算する。ガス組成とエチレンは、分離に使うカラムや検出器

が全く異なる（図１３）。ガス組成の分析では、TCD（熱伝導度検出器）を使う。キャリアガ

スと熱伝導率が異なるものは原理的に何でも検出で

きるが（表６）、感度は高くない。エチレンの測定

には、FID（水素炎検出器）を使う。可燃性の気体を

感度良く検出できる。ただし、水素を燃やして使う

ので、換気など安全性への配慮と、水素炎が着火し

ていることを随時確認して、絶対に爆発事故を起こ

さない取り組みが重要である。これらの操作をマニ

ュアル化して安全に分析が実施できるようにするこ

とが望ましい（資料として、末尾に「GC による測

定の簡易マニュアルの一例」添付）。  

 

ガス組成（O2, N2, CO2）の分析  

カラム：WG-100 6 mm ID x 1.8 m 80℃  

キャリアガス：He 60ｍL/min (一般的には 40mL/min) 

検出器：TCD 

 WG-100 カラム（図１４）は、内部が２本に分かれ

る並列分流カラムである。分流比を考慮した比例計

算で各ガスの割合（％）を計算する。そのため、注

入量が多少変動しても計算値への影響は少ない。分

離の原理は、一方の流路（活性炭）は O2+N2 と CO2

を分離し、もう一方（モレキュラーシーブ）は O2 と

N2 を分離し CO2 は吸着する（図１５）。ガスの種類

によって熱伝導率が違うため、 TCD の感度は厳密に

は異なるが、キャリアガスである He との差が大きい

ので、ここではほぼ同じとして扱う（表６）。GC 法

では不活性ガスのアルゴン (Ar)は O2 と分離すること

はできない。低酸素濃度域では、Ar 濃度を考慮する

必要がある。それぞれのピーク面積を A, B, C, D とし

たとき、O2, N2, CO2 は下記のように求められる。  

図１３ ＧＣシステムの例 

図１４ ＷＧ－１００カラム 

 He  0.1513 

 CO2  0.0166 

 O2  0.02658 

 N2  0.02598 

表６ ガスの熱伝導率（300K、W/(m・K)） 

15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流路 (I)だけで考えると、ピーク A の中で、O2 と N2 の寄与する面積は、それぞれ、  

 O2＝A x C /  (C + D) 

 N2＝A x D /  (C + D) 

また、流路 (I)全体は A + B なので、  

 

 

 

 

 

 

 これらは、エクセルで表計算するか、プログラムを組んでインテグレータで自動計算

させても良い。  

 酸素濃度が 10%を切るような場合（空気の組成の半分程度）には、呼吸が抑制される

ことも考えられるので、容器を大きくするか、密閉時間を短くする（表７）。呼吸の測

定は、標準的には 20℃で行われることが多いが、貯蔵温度別に呼吸を測定する場合もあ

る。容器に閉じ込めて１時間後と２時間後の CO2 濃度を測定して、その変化から呼吸速

度を計算するのが丁寧な方法であるが、０時間の CO2 濃度を 0%として、１時間後の CO2

濃度から呼吸量を測るほうが一般的である。  

 

エチレンの分析  

カラム：Active alumina 60/80 mesh 3 mm ID 

x 1.5 m, 80℃  

キャリアガス：He 40ｍL/min (エチレン

のみを測る場合、一般的には N2 を使用 )  

検出器： FID 

 Active alumina カラム（図１６）は液相を持たないので、比較的耐久性の高いカラム

と言える。キャリブレーションは、特注したガス（エチレンが 10ppm 含まれた窒素ガス

O2 (%) =
(A+B)(C+D)

AC
X 100

N2 (%) =
(A+B)(C+D)

AD
X 100

CO2 (%) =
(A+B)

B
X 100

A: N2+O2

B: CO2
C: O2

D: N2

(I) Active charcoal

(II) Molecular sieve

(I)

(II)

A: N2+O2

B: CO2
C: O2

D: N2

(I) Active charcoal

(II) Molecular sieve

(I)

(II)

図１５ ＷＧ－１００の構造とガス分析のクロマトグラム 

図１６ Active alumina カラム 

表７ 空気の組成 (%) 

  N2      78.084 

  O2      20.946 

  Ar        0.934 

  CO2      0.032 
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を発注：図１７）を使用すると精度を出しやすい。特注品は、ロット

によりエチレン濃度は変動するが、キャリブレーション値（今回は 10.2 

ppm）が記載されて納入されるので、その値を使う。注入量は毎回正確

に同じになるようにする。エチレンのピークは約２分に出る。キャリ

ブレーションガスを特注しない場合は、予め内容積を測っておいたメ

スフラスコにダブルゴム栓をはめたものを用いて、中に撹拌用のアル

ミ箔の切れ端をいれておく。エチレン標準ガスの

プッシュ缶からエチレンを採取して 50～ 1000 倍

程度の希釈系列を作る（図１８）。フルスケール

が 0～ 10 ppm 程度が実用的な使用範囲である。

標準ガスを調整するために高濃度のエチレンを

入れたシリンジは、直後のサンプリングには使わない。野菜の品

目によってエチレン感受性は異なるが、一般的には 1 ppm を越え

ると、エチレン作用が引き起こされると考えられる。  

 

 ガス組成とエチレン濃度の測定に用いる検体は同じものが 良

い。大きい場合にはガラスデシケーター（ 12～ 6L）、ジャムびん

（ 0.5L: Don Grierson 先生のお薦め：図１９）、メジュームびん

（ 0.3L）、試験管なども用途によって使い分ける（フタの部分は穴

をあけて、GC 用の注入口ゴム栓あるいはダブルゴム栓などをはめ

る。自作可能）。プラスチック製の容器は、エチレンを吸着する

こともあるので使用しないほうが良い。容量は、水を満たした時

の重量変化から計算する。  

 サンプルサイズは、0.5 mL にしている。ガスの採取にはプラスチック製シリンジ（テ

ルモ、ツベルクリン用、針なし）を用いている（図２０）。新品は、測定の支障となる

ガス（エチレンオキサイド？）が入っているので、使用する前に開封、シリンダとピス

トンを分解して、30℃ぐらいで１日以上エージングすると良い。一般的な注射用の針は、

GC の注入口ゴム栓を切り裂くので奨めない。ガスクロ用の横穴針（GL サイエンス、ロ

ック型横穴針 23Gx4cm 12 本入り）が望ましい。注入量の 0.5mL のところに赤いマー

クを入れておくと注入時の間違いが少なくなる。  

 

 

 

 

 ガスの採取は、ガス組成とエチレンを測定する場合には、３回ほどフラッシュして約

１ mL を３～４本取る。引っ張り過ぎると、ピストンが折れる原因になる。測定に用い

図１７ 混合標準ガス 

図１８ エチレンガス 

および希釈容器 

図１９ ジャムびんを 

利用した測定容器 

図２０ ガス採取用プラスチックシリンジ 
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る２本以外は予備である。同じサンプルの試料を複数回測るより

は、サンプル点数を増やして、さらに経時的変化を見た方が良い。

３本採取する場合は、１サンプル３０秒おきで実施できる。フタ

を閉めるタイミングを３０秒ずつずらすことにより、正確に分析

できる。トマトなど収穫してすぐは、エチレン生成が一定しない

場合もあるので、定常状態のエチレン生成を測るには、容器を密

閉しないまま１日置いてから１時間密閉して蓄積したエチレン

を測定する。  

 GC への注入の直前に約１ｍL のガス量から 0.5 mL の目盛まで

排出して、定量を注入する。注入口には背圧がかかっているので、

慣れるまでは、背圧を意識してピストンが押されたり、はずれた

りしないように気をつけて注入する（図２１）。  

 注入精度は、高価なガラス製ガスタイトシリンジと変わらな

い。多数のサンプルをこなして、安定して注入できるようにな

れば、あとはルーチンで分析できるようになる。  

 測定精度は、ガス組成で 0.1 %、エチレンで 0.1 ppm 程度で、その１桁下まで計算に

入れる。  

 分離が悪くなったら、 180℃で１時間ほどエージングする。WG-100 は個体差があり、

CO2 のピーク位置が多少重なるものもあるので注意が必要である。Active alumina は、適

切にエージングすれば半永久的に使える。  

 インテグレータの性能によって、注意が必要な場合がある。例えば、CR-7A の場合、

－ 5000mV 以下は平坦（フラット）になり、それより下のピークは拾わないので、分析

開始前のバランス調整（０調整）は重要である（図２２）。  

 

 

 

 

 

 

 

 PHP 研のシステムでは、２チャンネル同時記録・計算が可能であり、それぞれ独立し

て運用できる。  

 サンプルを注入してからインテグレータのスタートボタンを押す。結果のデータが出

始めれば、次のサンプルを注入してもよい。注入に使用したシリンジは、３回ほど空気

中でフラッシュしてから戻す。ガス組成とエチレン濃度測定は、別々のインジェクショ

ンポート（注入口）を使用するので、それぞれのポートを色で区別（赤、青）するとと

図２２ ０調整の不正により CO2 が検出できなくなったクロマトグラム 

図２１ ガスの注入方法

の一例 

本来のクロマトグラム

０調整の不正なクロマトグラム

本来のクロマトグラム

０調整の不正なクロマトグラム
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もに、インテグレータのボタンも同様の色で区別するほうが間違いが少ない。  

 注入にミスした場合には、１回の測定時間分おいてから、予備用にサンプリングして

おいたシリンジから注入する。分析データに不審な点がある場合も、予備用のサンプル

で再度測定する。  

 

呼吸速度の計算の例  

 6.3ｇ野菜（ 5mm 角に細断したトマト果実）  

 315ｍL 容器  

 １時間  

 0.73％の CO2 

生成した CO2 の総量は、 315×0.73÷100＝ 2.30 (mL)  

これを 6.3g の野菜が１時間に出しているので、  

2.3÷6.3＝ 0.365 (mL/g/hr)＝ 365 (L/g/hr)  

容器に対して、サンプルの大きさが十分に小さく、サンプルごとの大きさの差が小さい

場合、容量の補正は行わなくても良い。  

 

エチレン生成速度の計算の例  

 6.3ｇ野菜（ 5mm 角に細断したトマト果実）  

 315ｍL 容器  

 １時間  

 0.66 ppm のエチレン  

生成したエチレンの総量は、 315×0.66＝ 207.9 (nL) 

これを 6.3g の野菜が１時間に出しているので、  

207.9÷6.3＝ 33.0 (nL/g/hr) 

 

 プラスチックフィルムで包装した野菜の包装内のガス組成を測定する場合には、予め

針を刺す場所を決め、フィルムが裂けるのを防ぐために 5cm 程度に切ったビニールテー

プ等を貼り、その中心部分に針を刺してガスをサンプリングする。経時的に複数回サン

プリングする場合には、針跡の部分にビニールテープを貼って穴をふさぐ。  
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GC による測定の簡易マニュアルの一例  

 
GC-14B使用法簡易マニュアル(20100615, Nagata） 

 

  場所 手順  操作 

□ 外  １  ヘリウムボンベのコックを開ける 

□ 外  ２  ヘリウムのバルブを開ける 

□ 外  ３  水素ボンベの元栓をレンチで開ける（1/4回転、レンチは乗せたままにする） 

□ 外  ４  水素のバルブを開ける 

□ 内  ５  コンプレッサーのドレインバルブを閉める 

□ 内  ６  電源タップをONする（コンプレッサーの電源が入る） 

□ GC  ７  フローコントローラのCARRIER(P)つまみ①を200kPaに調整する（ヘリウムが流れる） 

□ GC  ８  本体のPOWERを0Nにする①（必ずキャリアーガスが流れてからTCDをON） 

□ GC  ９  HEATERを0Nにする② 

□ GC  10  コントローラーのSTARTスイッチを押す③(温度コントロールが始まる） 

□ GC  11  フローコントローラのHydrogenつまみ④を50kPaに調整する（水素が流れる） 

□ GC  12  FIDのキャップをはずす 

□ GC  13  フローコントローラのIGNITボタンを押し、ライターで着火（点火を確認する） 

□ GC  14  FIDのキャップをはめる 

□ CR  15  CR-7Aの電源を0Nする 

 

        30分～1時間安定化させる（MONIT，TEMP COL） 

 

        CR-7AのBASICプログラムが走っているので、安定化したらENTERを押しオートゼロをかける 

 

        CO2/02/N2測定は、0.5mLを左側のインジェクションポートに注入し、CR-7AのSTART1を押す 

        エチレン測定は、0.5mLを右側のインジェクションポートに注入し、CR-7AのSTART2を押す 

 

□ CR  15  測定が終了したら、CR-7Aの電源をOFFする 

□ GC  11  フローコントローラのHydrogenつまみ④を閉じる（水素が止まる） 

□ GC  10  コントローラーのSTOPスイッチを押す③ 

□ GC  ９  HEATERをOFFにする② 

□ GC  ８  本体のPOWERをOFFにする① 

□ GC  ７  フローコントローラのCARRIER(P)つまみ①を閉じる（ヘリウムが止まる) 

□ 内  ６  電源タップをOFFする（コンプレッサーの電源が切れる） 

□ 内  ５  コンプレッサーのドレインバルブを開ける 

□ 外  ４  水素のバルブを閉じる 

□ 外  ３  水素ボンベの元栓をレンチで閉める 

□ 外  ２  ヘリウムのバルブを閉める 

□ 外  １  ヘリウムボンベのコックを閉じる 

 

Column，flow rate 

FID COL: Active Alumina 3mm x 1.5m, He 40 mL/min 

TCD COL: WG-100 6mm x 1.8 m, He 60 mL/min 

TCD REF: 50kPa 

 

Temperature 

COL INIT TEMP: 80 

INJ: 100 

DET T: 100 

TCD T: 200 
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National Agriculture and Food Research Organization

農業・食品産業技術総合研究機構

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国 大の機関です

革新的農業技術習得支援事業

「野菜のおいしさの分析等技術」

3．野菜の機能性評価

農研機構 野菜茶業研究所

野菜病害虫・品質研究領域

上田 浩史

食品の機能性の定義

・文部省（当時）重点領域研究「食品機能の系統的解析と展開」（昭和59年）
→1次機能＝栄養、2次機能＝嗜好・食感、3次機能＝生体調節機能と定義された。
→3次機能は、免疫系、分泌系、神経系、循環系、消化系等の生理作用に分類さ

れ、それらの調節作用により病気を予防することが概念に含まれていた。

・その後、②同重点領域研究「食品の生体調節機能の解析」（昭和63年）、③「機能性
食品の解析と分子設計」（平成4年）にて、3次機能に焦点を当て、機能性研究が発展
した。

※ 近では、機能性＝生体調節機能として理解されがちであるが、
元々の概念としては「栄養機能」や「おいしさ」も含まれ、
「疾病予防」を目的としている。
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野菜の機能性を測定する方法

・機能性を研究方法により分類すると、
①ヒトを対象とした機能性評価
②動物を用いた機能性評価（in vivo）
③細胞を用いた機能性評価（in vitro）
④分析・定量技術等を利用した機能性評価
に大別することが出来る。

・各々に関して、様々な機能性があり、専門分野にしたがって、in vitroとin vivoの実験
を組み合わせたり、分析・定量技術を組み合わせ、取り組んでいる。

①ヒトを対象とした機能性評価

①‐1 疫学調査

・実験的な手法を取るのではなく、アンケートや疾病発生率等のデータをもとに、統計
学的な手法を駆使して、生活習慣（例えば、ある野菜の摂取量）と疾病リスク低減との
因果関係等を分析する手法である。

・信頼のおける調査を実施するには、大規模な対象人数の確保が求められる。その為、
発癌リスク低減や高血圧の発症リスク調査等の目標を掲げ、国や自治体の支援によ
る取り組みを要する。

・調査の性格上、有効な結果が先に有りきで線引きがなされる（例えば、「ある疾病の
発生率が低くなるのは、何々を何ｇ以上食すると良い」）。また、複数の要素を組み合
わせる場合も多い（例えば、「1日タバコ何本以上を喫煙」且つ「ある食品を1日何g以
上食べる」）。
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①ヒトを対象とした機能性評価

①‐２ 介入試験

・ヒトが何らかの介入（コントロール）を行う試験を「介入試験」と表現し、研究者が研究
対象者の集団を複数（2群以上）のグループに分け、異なる治療や投与を行い、結果を
比較する。

・本来は薬剤の治験として実施されるが、食品の機能性評価としても活用されつつある。

・ヒトを対象とした研究を実施するには、「ヘルシンキ宣言」に従った研究計画を立てる
必要がある。

・実施機関において倫理規定を策定するとともに、医師をメンバーとして含む倫理委員
会によって、実験計画が検討されなければならない。

・ボランティアへの十分な説明と理解（インフォームドコンセント）が必須である。

・偽薬投与群を設ける（プラシーボ効果の排除）、二重盲検法の実施（被験者と実験実
施者の両方が何を投与しているかわからないように工夫する）、統計学/医療推計学の
計算に基づき十分な被験者数を確保する等の綿密な実験計画が求められる。

①ヒトを対象とした機能性評価

共通補足1

※いずれも、大規模で確実な調査を実施するには、多額の費用を要する場合が多い。

※トクホの認定においてヒトでの知見が求められる場合があり、それを請け負うビジネ
スも成立しつつある。

※調査対象は以下のように様々な事例がある（以下は必ずしも野菜関連の事例とは限
らない）が、特に発癌予防に関する調査が多い。

・発癌予防
・脂質代謝の改善（血清中性脂肪・コレステロール低下等）
・血圧降下作用
・骨密度の改善
・整腸作用
・抗酸化作用
・抗アレルギー作用（アトピー性皮膚炎、花粉症等）
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①ヒトを対象とした機能性評価

共通補足2

※多くの疫学研究において、野菜の摂取は発癌のリスクを下げることを示しているが、
予想に反した結果が判明したり、調査国により見解が異なる場合があるのは事実であ
る。

（例1）
「β-カロテンの摂取が多いと肺癌のリスクが減少する」という複数の疫学研究結果が
示されている一方で、フィンランドで実施された調査では「β-カロテンに関する大規模

介入試験では、肺癌予防の効果は認められず、喫煙者においてはむしろ肺癌のリス
クが高まった」という結果が判明し、調査が中止された。

（例2）
オランダにおける疫学研究では「フラボノイドは循環器系疾患による死亡率を下げるも
のの、癌における死亡率には影響を及ぼさない」という結果が示されたが、フィンランド
における疫学研究では、「フラボノイドの摂取で特に肺癌のリスクが下がる」としている。

②動物を用いた機能性評価（in vivo）

概要1

・動物を用いた実験（in vivoの実験）は、食品の機能性を評価する上で重要である。

・動物実験を実施するには「動物の愛護及び管理に関する法律（動物愛護法）」、「実
験動物の飼養及び保管等に関する基準」等の法を遵守し、3R＜（Replacement（代
替）、Reduction（削減）、Refinement（改善）＞の理念に基づくことが大原則である。

・実験動物はマウス、ラット、スナネズミ、ハムスター、モルモット、ウサギ、イヌなどが
あるが、飼育コストや種類の豊富さにより、マウス、ラットが多用される。

・遺伝要因は動物実験の成績に大きく影響するため、遺伝子構成の同一性が求めら
れ、近交系（Inbred strain）、クローズドコロニー（Closed colony）、交雑群（Hybrid）、
ミュータント系（mutant strain）等の多くの系統（Strain）が確立されている。

・環境要因も動物実験の成績に大きく影響を与えるので、微生物学的な統御方法に
より、清浄度の高い順に無菌動物、ノトバイオート、SPF動物（Specific Pathogen 
Free Animals）、クリーン動物およびコンベンショナル動物に分類される。
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②動物を用いた機能性評価（in vivo）

概要2

・サンプルの投与は、経口投与、腹腔内投与、静脈内投与、塗布等、様々である。

・動物の飼育、投与等は以下の機具を使用する。

動物飼育機 代謝ケージ 経口投与用ゾンデ

（株）夏目製作所のHPより許可を受けて転載

→実習1

②動物を用いた機能性評価（in vivo）

②‐1 免疫調節作用

・マウス、ラット等でのサイトカイン産生量を指標にして、食品の免疫調節作用（免疫活
性化作用または免疫抑制作用）を推定出来る（理論の確立）。

・マウス、ラット等に起炎物質、アレルギー物質等を投与することによる耳介浮腫、足
浮腫、皮膚反応、気管支喘息モデル等が開発されている。

Hiroshi Ueda et al., Anti-inflammatory and 
anti-allergic actions by oral administration of a 
perilla leaf extract in mice, Biosci. Biotechnol.  

Biochem.,  65 (7), 1673 -1675, 2001より 転載

マウスにシソ抽出液を経口投与後、
耳介にアラキドン酸（左図）または
TPA（右図）を塗布し、炎症性耳介
浮腫の抑制作用を検出した

マウスにシソ抽出液を経口投
与後、細菌製剤を投与し、血中
サイトカイン（TNF-α）抑制作用
を検出した

Hiroshi Ueda et al., Inhibition of tumor 
necrosis factor-alpha production by orally 
administering a perilla leaf extract. Biosci. 
Biotechnol.  Biochem., 61（8）, 1292- 1295, 

1997より 転載

サイトカイン産生

貪食

マクロファージ
（免疫系細胞）

白血球間の
情報伝達物質
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②動物を用いた機能性評価（in vivo）

②‐2 発癌予防作用

・発癌予防や癌治療効果を評価する動物モデルは多数開発されている。

・2段階（多段階）発癌説（イニシエーション～プロモーション（～プログレッション））に基

づき、発癌物質を繰り返し投与し癌化を誘発するモデルや、癌細胞を移植し担癌動物
（腹水癌や固形癌）を作成する方法等がある。

DMBAをイニシエーター、TPAをプロモーターとして、マウスの背部皮膚に塗布し、
パピローマ（乳頭腫）を誘発した（左）。TPAを塗布する間（20週間）にシソ抽出液
を自由摂取させると、パピローマの増大が抑制された（右）。

Hiroshi Ueda et al., Inhibitory effect of perilla leaf extract and luteolin on mouse skin tumor promotion, 

Biol. Pharm. Bull.,  26 (4), 560 -563, 2003より 転載

②動物を用いた機能性評価（in vivo）

②‐3 抗肥満作用

・従来は、マウスやウサギに高脂肪食を与え、強制的に肥満を誘発していた。しかし、
近では、遺伝的に肥満になりやすいマウスが開発されている。

・特に、 近では、レプチンの発見とともに、遺伝的肥満マウス（ob/obマウス（レプチン
欠損）、及び、db/dbマウス（レプチン受容体欠損））の発症機序が解明され、メタボリッ
ク症候群の注目時期と重なり、多用されている。

※レプチン（ギリシャ語のleptos＝やせるに由来する）は1994年に見つかった
摂食抑制作用を持つホルモン。

※obはobese＝肥満の略。dbはdiabetes＝糖尿病の略。

日本SLC（株）のHPより許可を受けて転載
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②動物を用いた機能性評価（in vivo）

②‐4 抗糖尿病作用

・糖尿病モデルとして、ストレプトゾトシン（STZ）をラットに投与することにより誘発する

糖尿病（Ⅰ型糖尿病：インスリン依存性）モデル、あるいは、Ⅱ型糖尿病モデルである
KK-Ayマウス（高脂肪食下で肥満とインスリン抵抗性、高脂血症を起こす）等が開発さ
れていて、飼料や飲み水にサンプルを添加し、飼育し、血糖値を調べる。

日本クレア（株）のHPより許可を受けて転載

②動物を用いた機能性評価（in vivo）

②‐5 抗コレステロール作用

・高コレステロール血漿を発症する動物として、高コレステロール食を与えたウサギが
用いられ、特に遺伝的に発症しやすいWHHL（Watanabe heritable hyperlipidemic）
ラビットが用いられている。

・また、従来は、ラットやマウスは高コレステロール血漿を起こしにくいとされてきたが、
近、ノックアウトマウスの作成が容易になり、アポE欠損ノックアウトマウスが高コレ

ステロール血漿モデルとして使用される。

神戸大学 大学院 医学研究科 内科学講座 循環器内科学分野
疾患モデル動物開発部門のHPより許可を受けて転載

WHHLラビットを選抜交配し開発された
心筋梗塞を自然発症するWHHLMIラビット
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②動物を用いた機能性評価（in vivo）

②‐6 降圧（抗高血圧）作用

・自然発症高血圧ラットSHR（Spontaneous Hypertensive Rat）が開発され、中長期

的に飼育する際に餌、または、飲み水にサンプルを混合し、血圧を測定する方法が一
般的である。なお、ラット・マウス専用の血圧計が開発されている。

・さらに、SHRラットを形質固定する過程で分離された脳卒中易発症高血圧ラット
SHRSP（Stroke-Prone Spontaneously Hypertensive Rat）も開発されている。

ラット・マウス用 非観血式自動血圧測定装置

（株）夏目製作所のHPより許可を受けて転載

③細胞を用いた機能性評価（in vitro）

概要

・動物細胞を用いた実験（in vitro）は、動物を用いた実験(in vivo)に比べ、再現性が高
く、コストが安いメリットがある。

・動物から細胞を採取し使用する場合と、細胞を株化し（その多くは癌細胞）、継代培
養する場合の両方がある。

・マウス、ラット由来の細胞が多いが、ヒト由来の細胞もある。

・細胞の培養は設備、ノウハウがあれば容易であり、様々な評価法が確立されている
ことから、スクリーニングや作用機作の検討に適している。

・細胞の培養には、クリーンベンチ、CO2インキュベーター等の設備、オートクレーブや
乾熱滅菌機により滅菌した器具、滅菌した培地等を用いる。

クリーンベンチ CO2インキュベーター オートクレーブ →実習2
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③細胞を用いた機能性評価（in vitro）

③‐1 免疫調節作用

マウスのチオグリコレート誘導腹腔マクロファージ、末梢血マクロファージ、または、
免疫系（マクロファージ系）細胞株RAW264細胞、J774.1細胞、等を使用する。
（免疫活性化作用を調べる場合）

→培養系にサンプルを添加し、各種サイトカイン（IL（インターロイキン）-1、IL-12、
TNF-α等）の産生量を調べる。

→これらのサイトカイン産生量が高まれば、免疫賦活作用があると考えられる。
（免疫抑制作用を調べる場合）

→培養系にLPS（リポ多糖）等を添加する際にサンプルを同時添加し、LPSにより
誘導される各種サイトカインの産生阻害活性を調べる。

→これらのサイトカイン産生量が低下すれば、免疫抑制（抗炎症）作用があると
考えられる。

※サイトカインの定量は、特異的抗体を用いたELISA（酵素免疫測定法）で行う。

マクロファージ 活性化マクロファージ

※その他、NK細胞やリンパ球等を用いた実験等、多種多様に開発されている。

ある野菜成分によりマクロファージが活性化した状態 サンドイッチELISAの原理

→実習3

③細胞を用いた機能性評価（in vitro）

③‐2 脂肪蓄積抑制作用（抗肥満作用）

3T3-L1細胞を分化誘導試薬（IBMX（isobutylmethylxanthine）、インスリン、デキサメ
タゾン）で分化後(右図)、インスリン含有培地で4日間培養し、Oil Red O溶液で染色

Cayman Chemical Companyより許可を受けて転載

マウス脂肪前駆細胞3T3-L1細胞をデキサメタゾン等で処理すると脂肪細胞に分化する
→培養系にサンプルを添加し、脂肪蓄積の阻害作用を調べる。
→蓄積した脂肪滴をOil Red O溶液で染色後、プレートリーダーで定量する。
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③細胞を用いた機能性評価（in vitro）

③‐3 消化管吸収のモデル

・ヒト腸上皮細胞（結腸癌細胞）Caco-２を多孔性のメンブレンフィルター上に培養し、小腸
の円柱上皮細胞に似たタイトジャンクションの形態学的特徴を示す。

・この上部セルにサンプルを添加し、下部セルに透過した量を定量する。

・Caco-2細胞での透過係数は腸管吸収やバイオアベイラビリティと相関するとされており、
サンプルの消化管膜透過性のスクリーニングに有用である。

・あるいは、その透過性を阻害、または、促進するサンプルのスクリーニングに用いられる。

Caco-2細胞を用いた消化吸収モデル

④分析・定量技術等を利用した機能性評価

④‐1 抗酸化作用（概要）

・抗酸化作用は基本的には化学反応により測定している。

・抗酸化作用の評価法は多いが、各々に長所、短所が有る。

・DPPH（1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl）法
・FRAP（Ferric Reducing Ability of Plasma）法
・TRAP（Total Radical-trapping Antioxidant Parameter）法
・β-カロテン退色法
・SOD（Superoxide dismutase）様活性法
・ORAC（Oxygen Radical Absorbance Capacity）法

・このうち、ORAC（Oxygen Radical Absorbance Capacity：活性酸素吸収能力）法は
1992年に米国農務省（USDA）により開発された新しい指標で、生体適合性が高く、抗

酸化能の強さと持続時間の両方を反映するので方法論的に も優れ、抗酸化作用の
評価法の主流になると考えられている。
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・アメリカでは、野菜・果物などの食品素材や加工食品に至るデータベース化が進められ、
ORAC値を表記したサプリメントや飲料が販売されている。

・農研機構でも、農産物のORAC値のデータベース化に取り組んでいる。

・野菜の抗酸化作用に影響を与える主要な成分はポリフェノールとビタミンCであると考え
られている。

・抗酸化作用は、特定の成分の活性ではなく、多種多様な成分の活性の総和を検出して
いる。

④分析・定量技術等を利用した機能性評価

④‐1 抗酸化作用（概要）

アメリカで販売されているサプリメントの一例

・ポリフェノールは、「ポリ（たくさんの）フェノール」という意味で、ベンゼン環に
2つ以上のフェノール性ヒドロキシル基をもつ成分の総称である。

・フェノール性成分はその化学構造の特性により、水酸基がメチル基や
糖などで置換されていない状態で存在する場合は全て抗酸化作用を示す。

・植物の色素や苦味成分であり、その数は5,000種以上とされる。

・アントシアニン、カテキン、イソフラボン等のフラボノイド、コーヒー酸、クロロゲン酸等の
フェニルプロパノイド、クルクミン（カレーのスパイスであるウコンの黄色色素）、エラグ酸
（イチゴ等に含まれる）もポリフェノールの一種である。

フェノール

エラグ酸クルクミン（エノール型）

④分析・定量技術等を利用した機能性評価

④‐1 抗酸化作用（ポリフェノールの定義）

39



・フラボノイドは2つのベンゼン環が３個の炭素によって結合したC６-C３-C６構造
（ジフェニルプロパン構造）を有するフェニル化合物の総称である。

④分析・定量技術等を利用した機能性評価

④‐1 抗酸化作用（フラボノイド）

フラボノイド
の基本骨格

フラボノイドの一例
（ケルセチン）

フラボン フラバン フラバノン

フラボノール フラバノール フラバノノール

イソフラボン カルコン アントシアニジン

（カテキン）

フラボノイドの基本構造と分類

・フェニルプロパノイドは、ケイ皮酸を基本骨格とする化合物で、野菜に限らず、穀類
等の成分として、コーヒー酸、フェルラ酸、p-クマル酸、等の抗酸化作用に関する研究
が行なわれている。

ケイ皮酸

コーヒー酸 フェルラ酸 p-クマル酸

④分析・定量技術等を利用した機能性評価

④‐1 抗酸化作用（フェニルプロパノイド）
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ビタミンのうち、ビタミンCやビタミンE、ビタミンA、ユビキノンは「抗酸化ビタミン」と呼ば
れている。

特に、ビタミンCは酸化還元電位が低いため、極めて強い抗酸化性を示す水溶性ビタ
ミンであり、野菜の抗酸化性はビタミンC含量の影響が大きいとされる。

④分析・定量技術等を利用した機能性評価

④‐1 抗酸化作用（抗酸化ビタミン）

L-アスコルビン酸
（ビタミンC）

・カロテノイドは脂溶性成分であり、抗酸化成分としての研究は多い。

・野菜では、α-カロテン、β-カロテンに加え、 近ではトマトやスイカ等のリコペン、ホウ

レンソウ等のルテインが注目を集め、高リコペントマトの育種や、網膜でのルテインの
分布に着目した機能性研究がなされている。

・カロテノイドの抗酸化作用は、活性酸素のうち一重項酸素の消去を も得意としてお
り、ポリフェノール等の他の抗酸化成分と組み合わせることによリ、より効果的な作用
が期待されるという考えもある。

・ORAC法ではカロテノイドの抗酸化能は評価出来ないので注意が必要である。

④分析・定量技術等を利用した機能性評価

④‐1 抗酸化作用（カロテノイド）

α-カロテン

β-カロテン

リコペン

ルテイン
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・血圧低下作用を示す食品成分の探索方法は、アンジオテンシン変換酵素
（Angiotensin-Converting Enzyme：ACE）の阻害活性として確立されている。

・ACEは、アンジオテンシンＩをアンジオテンシンⅡに変換する酵素である。アンジオテ
ンシンⅡは血管を収縮させ、血圧を上昇させる働きがあるため、ACEの活性を阻害す
る食品成分には血圧上昇を抑制する作用が期待される。

・そもそも「ACE阻害薬」という薬のジャンルがあり、それと類似の作用を食品に求め、
応用されたものである。

④分析・定量技術等を利用した機能性評価

④‐2 血圧低下作用

アンジオテンシノーゲン

アンジオテンシンⅠ

アンジオテンシンⅡ

レニン

ACE

血管収縮 血圧上昇

レニン-アンジオテンシン系による血圧上昇機構

血圧上昇抑制

・活性があると想定される成分を定量し、野菜や抽出成分の活性を推定する。
例：ポリフェノール類の定量→抗酸化活性の強弱を論じる

（ケルセチン含量が多いタマネギ「クエルリッチ」の育種）

・個々のポリフェノールを区別して定量
→適当な溶媒で抽出後、HPLCやLC-MS等で定量

・総ポリフェノール量の定量
→DMSO等で抽出後、フォリンデニス法で定量

※個々の野菜（品種）に特徴的な成分を同定し、特徴化することが可能である。

④分析・定量技術等を利用した機能性評価

④‐3 機能性成分の定量

※これらの評価系で見いだした生体調節機能は、改めて、細胞、動物、あるいはヒト
を用いて確認試験を行う必要がある。しかし、動物実験あるいはヒトを対象とした実
験に比べて迅速で安価であるため、野菜や食品成分の１次スクリーニングに用いる
のに好都合である。

※これらの実験では、細胞や動物の取り扱い施設、経験が無くても、分析技術や分
析機器を使用して機能性研究に着手出来るので、新規参入しやすいと考えられる。
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野菜の機能性研究の実例１

①癌免疫を研究していた大学でサイトカインを測定する方法を開発
②サイトカインの産生量を指標に食品摂取時の免疫系に及ぼす影響を検討する理論を提案

（文部省重点領域研究に参画）
③シソのサイトカイン産生抑制作用を発見（in vitro及びin vivo（経口））
④シソの抗炎症・抗アレルギー作用を検討（in vivo（経口））
⑤シソがアトピー性皮膚炎の症状を抑制することを実証（ヒト試験）
⑥シソの抗炎症活性成分を精製、同定→フラボノイドのルテオリン
⑦抗炎症成分を抽出するベンチャー企業が参画

→契約農家でシソを栽培
→シソ飲料、食品、医薬部外品（クリーム剤、ローション、ボディーシャンプー）等を上市
→民間療法として伝承

普通の野菜に新規機能性、及び、機能性物質を見つけ、製品化された例

（株）伊藤園、ユースキン製薬（株）のHP等より許可を受けて転載

シソの機能性を活用し製品化した例

野菜の機能性研究の実例2

三重県農業研究所のHP等より許可を受けて転載

県、民間育種家、社団法人、農研機構が協力して品種育成、商品開発、特産化に成功した例
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石川県では、加賀野菜の付加価値向上を目的として、機能性を評価し、製品化に成功している。

林美央ら、
「県産農産物を活用した機能性食品の研究
―加賀野菜の機能性について―」より
著者の許可を受けて転載

野菜の機能性研究の実例3

（DPPHラジカル消去能を測定）

地方伝統野菜の機能性を解明し成功した例

農業普及活動等に機能性の観点を取り入れ、有用野菜の発掘、
農業振興、健康増進に御尽力頂けると幸いです。

野菜の機能性研究に関して、今後も気軽に御相談下さい。

上田浩史

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

野菜茶業研究所

野菜病害虫・品質研究領域

野菜品質・機能性研究グループ

〒514‐2392 三重県津市安濃町草生360

TEL&FAX: 050‐3533‐4635

E‐mail: uedah@affrc.go.jp

<機能性評価標準化技術プロジェクト担当>

<生体防御利用技術プロジェクト担当>
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2011.7.28. 農政課題別研修 1/2 

～ 野菜ソムリエから見た～ 

  野菜のおいしさ 

野菜ソムリエ 

東京農業大学農学部農学科 特別研究員 

  野口有里紗 

 

・おいしさを構成する要素 

  おいしさは青果物そのものが持つ甘さや酸っぱさなどの科学的な要素だけでなく、色・

形・香り・硬さ・食感などの物理的な要素、さらに食べる人の現在の健康状態・空腹加

減・心理状態・食習慣・食文化・過去の体験など、多くのものが複合して出来ています。 

お
い
し
さ

食品

化学的 甘・酸・塩・苦・旨 匂い

物理的

辛・渋 外観

テクスチャー

温度

食べる人
生理的 性別・年齢・体調

心理的 喜怒哀楽・緊張

環境
状況 天気・雰囲気

文化 食文化・食習慣

情報 価格・表示
 

 

 

・消費者が野菜を選ぶポイント 

  アンケートでは 鮮度・産地・安全性・価格 などと回答。 

  見た目の良さや表示で選んでいます。 

 

・おいしさは見えるのか？ 

  何を見て選んでいるのか？ 

色・形・傷・しおれ具合など 

 

 

・おいしさを見せる‐数字 

  外観からはわからないおいしさを機器で測定し、数字で可視化します。 

代表的なものに「糖度」があります。 
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2011.7.28. 農政課題別研修 2/2 

数字と体感は一致するのか？ 

○甘味の強さ 

青果物に含まれる糖にはいくつかの種類があり、

それぞれ甘味の強さが異なります。また、温度

によって甘味の強さが変わるものもあります。 

ショ糖   100 

   ステビア  200 

オリゴ糖  30～60 

  ○他の成分の影響 

青果物には糖のほかにも、酸や苦み・香りなど

様々な成分が含まれます。これらの影響によっ

て，単一成分の時とは味わいが変化します。 

 

・おいしさを見せる言葉 

購入しようとしている人に言葉や記号でおいしさを伝えます。店頭POPが代表例です。

おいしさを伝えるためにさまざまな単語が用いられます。 

鮮やか さくさく すっきり ばりばり ふんわり
あっさり さっぱり タンパク ぱりぱり ほくほく
かりかり さらさら 強い 控えめ ほんのり
きめ細かい さわやか つるつる 深い まったり
きりっとした しっかり どろどろ ふくらみ まろやか
濃い しっとり とろり ぷちぷち もちもち
こってり しゃきしゃき ねっとり ぷりぷり 豊か
ごりごり 上品 ねばねば ぷるぷる 弱い  

 

・情報とおいしさ 

青果物そのものが持つ味や香り・テクスチャーだけでなく、パッケージ・盛り付け・

価格や添付リーフレットなどもおいしさに影響します。 

 

実習 ミニトマト 食べ比べ 

  ○どのトマトが最もおいしかったですか？ 

○それぞれのトマトのおいしさを言葉で表現してください。 

  

 

0
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60

80

100

120

140

160

0 20 40 60

ショ糖

ぶどう糖

果糖

℃

ショ糖を 100 としたときの甘味度 

橋本・高橋 砂糖の科学 朝倉書店 2006 
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On the job training
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