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セイヨウナシ‘越さやか’における追熟中の果実特性の変化ならびに
フィルム包装が果実追熟に及ぼす影響
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Abstract
The peel color index and soluble solid concentration of ‘Koshisayaka’ pears after harvest increased during ripening at 20°C,
while the flesh firmness, elasticity coefficient, viscosity coefficient and elasticity index of the fruit decreased. When the fruit
reached the edible-ripeness stage 12 days after harvest, the values of those characteristics were 9.3 (peel color index), 12.7 Brix
% (soluble solid concentration), 1.4 N (flesh firmness), 1.8 × 106 (elasticity coefficient) and 1.1 × 107 (viscosity coefficient). In
addition, the elasticity indices that were calculated from the frequency of second resonance and the third resonance were
9.5 × 106 and 17.4 × 106, respectively. Film packaging of the pear fruit resulted in inhibition of moisture loss, yellowing of the
peel, softening of the flesh and saccharification of starch during ripening. The characteristics of the film-packaged fruit 12 days
after harvest were 3.7 (peel color index), 20% (potassium iodide reaction), 12.5 N (flesh firmness), 15.0 × 106 (elasticity
coefficient), 15.0 × 107 (viscosity coefficient), 29.5 × 106 (Emf2) and 66.2 × 106 (Emf3). These findings clarify the ripening
characteristics of ‘Koshisayaka’ pear fruit and the delaying effect of film packaging on fruit ripening. The delaying effect on
fruit ripening is suggested to be due to decreased level of oxygen in film. Furthermore, the possibility of a nondestructive
method for estimating the ripening stage is suggested by the correlation between the elasticity index and fruit softening.
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緒

接木更新が可能であり，新たな消費ニーズを開拓する可能

言

性を持つ有望な品種と考えられる．しかしながら，完全に

セイヨウナシ‘越さやか’は，既存品種の‘ラ・フラン

追熟した果実の日持ちが短く，流通の過程で水浸状果の発

ス’や‘ル・レクチェ’よりも収穫期が早く，中生品種と

生や肉質の低下が問題となることがある．この品種に関し

しては優れた品質および栽培性を有している（松本ら，

ては，果実の追熟特性ならびに追熟させた果実の貯蔵性に

2004）．そのため，労働時間の分散，早期収穫による台風被

関する報告が少なく，収穫から流通までの作業体系に関す

害などの回避，ならびにニホンナシからセイヨウナシへの

る検討がほとんどなされていないのが現状である．
一般的に，セイヨウナシ（Pyrus communis L.）は数日～
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数週間の追熟を必要とする．日本で栽培されているセイヨ
ウナシの追熟および貯蔵特性に関する研究は，
‘バートレッ
ト’（荒木ら，1965; 北村ら，1981; 杉山ら，1963），‘マル
ゲリット・マリーラ’
（Murayama ら，1998），
‘ラ・フラン
ス’（北村，1987; Kondo・Takano, 2000; Kondo ら，2004;
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Murayama ら，1998, 2002, 2006a; 佐藤ら，1993）
，
‘ル・レク

ら（2001a）の報告に従い，弾性指標（Emfx）は共鳴周波数

チェ’
（知野ら，2007; 古田・浅野，1991; Murayama ら，1995）

（fx）と果実重（m）から算出した．本研究では，第 2 共鳴

で積極的に行われてきた．収穫後の‘Anjou’果実へのエチ

周波数（f2）から算出した弾性指標を弾性指標 Emf2，第 3

レン処理は追熟を促進することが知られている（Wang ら，

共鳴周波数（f3）から算出した弾性指標を弾性指標 Emf3 な

1972）．エチレン処理による追熟の促進効果は‘ラ・フラン

らびに第 4 共鳴周波数（f4）から算出した弾性指標を弾性

ス’（北村，1987）および‘ル・レクチェ’（古田・浅野，

指標 Emf4 と定義した．弾性指標（Emfx）は以下の式［1］

1991）でも認められている．さらに，収穫後のセイヨウ

から算出した．

ナシ果実への低温処理も追熟を促進し（杉山ら，1963;

Emfx = fx2・m2/3

Blankenship・Richardson, 1985; 古田・浅野，1991; 佐藤ら，
1993），その技術は生産現場で実用化されている．また，完

［1］

果皮色は‘ル・レクチェ’カラーチャート（新潟大学農

全に追熟した果実の貯蔵技術である低温貯蔵（古田ら，

業情報工学研究室および新潟県園芸研究センター）を基準

1994）およびフィルム包装（Furuta ら，1992; 古田ら，1994;

とし，果実の赤道部の 4 か所を測定した（第 1 図）
．

木村ら，1995）に関しては生産，流通や販売の現場で実用

果肉硬度，弾性率および粘性率は FUDOH レオメーター

化されているセイヨウナシ品種もある．しかしながら，
‘越

（RT-1002A・D，レオテック）で測定し，測定方法は Kojima

さやか’では低温貯蔵やフィルム包装技術，ならびに追熟

ら（1992, 1994）の方法を一部変更して行った．果実の赤道

の進行を遅らせる技術などは検討されていない．

部から 10 mm の果肉切片を切り出し，果皮と外果皮（果

本研究は，セイヨウナシ果実の追熟制御および貯蔵技術

心線）の中央部の果肉の 4 か所を測定した（第 1 図）．レオ

の開発の基礎試験ならびにセイヨウナシ‘越さやか’の追

メーターには 60° の円錐型のプランジャーを取り付け，貫

熟特性の解明を目的して，追熟中の‘越さやか’果実の共

入速度は 10 cm・min−1 とした．プランジャーの貫入深度

鳴周波数，弾性指標，果皮色，果肉硬度および可溶性固形

（圧縮距離）は 4.3 mm とし，その時の最大応力を果肉硬度

物濃度の経時的変化を示した．さらに，MA 包装技術を応

とした．その後，プランジャーを 4.3 mm の貫入深度で停

用し，フィルム包装による果実の追熟抑制を試みた．

止させ，弾性率および粘性率を算出するために減衰応力を

材料および方法
1．追熟中の果実特性の変化（試験 1）

10 秒間計測した．
ヨードカリデンプン反応は染色面積比率で示し，その比
率は果樹指導指針（新潟県，2006）を基準とした．可溶性

試験材料の‘越さやか’の果実は，新潟県加茂市の生産

固形物濃度はデジタル糖度計（APAL-1，AS ONE）で測定

者の圃場に植栽されている 6 年生樹から採取した．果実の

した．測定部位は果肉硬度を測定した果肉とし，4 つの果

採取は収穫適期である 2008 年 9 月 17 日に行った．採取し

肉ブロック（約 1.0 cm3）を調整し，それぞれの果汁の可溶

た果実は，20°C に設定したインキュベーター内で追熟させ

性固形物濃度を測定した（第 1 図）．

た．インキュベーター内の湿度は，水を入れたプラスチッ

2．フィルム包装した果実の追熟特性（試験 2）

クトレイを置き，80％以上に維持した．
追熟中の，果皮色，果肉硬度，弾性率，粘性率，可溶性
固形物濃度，ヨードカリデンプン反応，共鳴周波数および

試験材料の‘越さやか’の果実は，試験 1 と同様に新潟
県加茂市の生産者の圃場に植栽されている 6 年生樹から採
取した（2008 年 9 月 17 日）．採取した果実は，無処理区，

弾性指標は収穫後 0 日（収穫時），6 日，9 日および 12 日に

果実を厚さ 30 µm のポリプロピレンフィルム（A タイプ，

調査した．

凸版印刷）に包んだフィルム区および果実と炭酸ガス吸収

弾性指標の算出に利用する共鳴周波数の計測には非破壊

剤（エージレス C タイプ，三菱ガス化学）をフィルムで包

硬度測定装置（生物振動研究所）を使用し，果実の赤道部

んだフィルム + 吸収剤区の 3 区に分け，その後，20°C に設

の 2 か所を計測した（第 1 図）．Cooke（1972）および Terasaki

定したインキュベーター内で追熟させた．インキュベー
ター内の湿度は，水を入れたプラスチックトレイを置き，
80％以上に維持した．
果実重，果皮色，果肉硬度，弾性率，粘性率，可溶性固
形物濃度，ヨードカリデンプン反応，共鳴周波数および弾
性指標は収穫後 12 日に調査し，果実重および果皮色以外の
果実特性の測定方法は試験 1 と同様に行った．果実重につ
いては以前の報告（知野ら，2009）に従い，収穫時の果実
重に対する調査時の果実重の割合（％）で示した．果皮色
については，
‘ル・レクチェ’カラーチャートに加え，分光

第 1 図 共鳴周波数，果皮色，果肉硬度および可溶性固形物濃
度の測定部位（模式図）

測色計（CM-600d，コニカミノルタ）で測定した．分光測
色計の測定条件は SCI 法とし，光源は蛍光ランプの演色
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AAA 昼白色（F6）とし，測定値は L*a*b* 表色系で示した．
さらに，フィルム包装区およびフィルム包装 + 吸収剤区に
ついては，フィルム内の酸素および二酸化炭素濃度を食品
包装ヘッドスペース用 O2/CO2 分析計（Check Mate II，PBI
Dansensor）により計測した．

結

果

1．追熟中の果実特性の変化（試験 1）
追熟期間中には腐敗果や内部褐変は認められず，果実は
収穫後 12 日に適食状態となった．収穫時の果色値は 3.2 で
あり，6 日後まで変化しなかった（第 2 図 A）．その後，果
色値は直線的に増加し，12 日目の値は 9.3 であった．ヨー
ドカリデンプン反応の値は追熟中に有意に減少し（第 2 図
B），可溶性固形物濃度は追熟期間中に 1.6％増加した（第
2 図 C）．0 ～ 6 日目の間の果肉硬度は果皮色と同様にほと
んど変化がみられなかったが，その後，6 ～ 9 日目にかけ
て急激に低下した（第 2 図 D）．12 日目の硬度は 1.4 N で
あった．弾性率および粘性率は果肉硬度と同様の低下パ
ターンを示した（第 2 図 E，F）．12 日目の弾性率および粘

第 3 図 追熟中の‘越さやか’の共鳴周波数および弾性指標の
変化
それぞれの果実特性のグラフは 20°C で追熟させた果実
の測定値の推移を示す
Emf2，Emf3 および Emf4 は第 2 共鳴周波数，第 3 共鳴周
波数および第4共鳴周波数から算出した弾性指標を示す
異なるアルファベット間には5％水準の有意差があるこ
とを示す（Tukey 検定）
垂線は標準誤差を示す（n = 3）

性率は 1.8 × 106 および 1.1 × 107 であった．
収穫時の第 2 共鳴周波数（f2），第 3 共鳴周波数（f3）お

2．フィルム包装した果実の追熟特性（試験 2）

よび第 4 共鳴周波数（f4）は 943，1,395 および 1,763 Hz で

試験 2 の無処理区の果実特性については試験 1 の測定結

あり，その後，それらの共鳴周波数は追熟の進行とともに

果を引用した．12 日目における果実重は収穫時の 95.4％

有意に低下した（第 3 図 A，C，E）．12 日目の果実におい

（無処理区），99.8％（フィルム区）および 99.6％（フィル

て，f4 は確認することができなかった．収穫時の果実にお

ム + 吸収剤区）であり，フィルム区ならびフィルム + 吸収

6

ける f2，f3 および f4 から算出した弾性指標は 35 × 10（Emf2），
77 × 106（Emf3）および 123 × 106（Emf4）であった（第 3 図

剤区の果実重の維持程度は無処理区よりも有意に高かった
（第 4 図 A）．

B，D，F）．その後，各弾性指標は追熟期間中に有意に低下

12日目の果実におけるヨードカリデンプン反応の染色率

し，12 日目の Emf2 および Emf3 は 9.5 × 106 および 17.4 × 106

は収穫時よりも有意に低下していた（第 4 図 B）．また，12

であった．

日目の果実の染色率は 0％（無処理区），20％（フィルム区）
および 23％（フィルム + 吸収剤区）であり，フィルム区な
らびフィルム + 吸収剤区の染色率は無処理区よりも有意に
高かった（第 4 図 B）．
12 日目の果実の可溶性固形物濃度は 12.7％（無処理区），
12.5％（フィルム区）および 12.7％（フィルム + 吸収剤区）
であり，収穫時の果実よりも有意に高かった（第 4 図 C）．
しかしながら，12 日目の果実では処理間で有意な差が認め
れらなかった（第 4 図 C）．
12 日目の果肉硬度は 1.4 N（無処理区），12.5 N（フィル
ム区）および 13.2 N（フィルム + 吸収剤区）であった（第
4 図 D）．フィルム区ならびフィルム + 吸収剤区の果肉硬度
の値は無処理区よりも有意に高く，収穫時の果実とほぼ同

第 2 図 追熟中の‘越さやか’の果実特性の変化
それぞれの果実特性のグラフは 20°C で追熟させた果実
の測定値の推移を示す
異なるアルファベット間には5％水準の有意差があるこ
とを示す（Tukey 検定）
垂線は標準誤差を示す（n = 3）

様であった．
弾性率（第 4 図 E）および粘性率（第 4 図 F）は果肉硬
度と同様の傾向を示した．12 日目の果実における弾性率は
1.8 × 106（無 処 理 区），15.0 × 106（フ ィ ル ム 区）お よ び
6
15.6 × 10（フィルム
+ 吸収剤区）であり，粘性率は 1.1 × 107
7
7
（無処理区），15.0 × 10（フィルム区）
および 15.6 × 10（フィ

ルム + 吸収剤区）であった．12 日目の弾性率および粘性率
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第 4 図 フィルム包装と炭酸ガス吸収剤が‘越さやか’の果実特性に及ぼす影響
「-」
，
「F」および「FA」は，無処理区，フィルム区およびフィルム + 吸収剤区を示す
収穫後の果実は 20°C で追熟させ，それぞれの棒グラフは収穫時（0）または 12 日目（12）の測定値を示す
異なるアルファベット間には 5％水準の有意差があることを示す（Tukey 検定）
垂線は標準誤差を示す（n = 3）

第 5 図 フィルム包装が‘越さやか’の果皮色に及ぼす影響
「A．果皮色」は‘ル・レクチェ’カラーチャート，「B．L*」
，
「C．a*」および「D．b*」は分光色測計の測定値を示す
「-」
，
「F」および「FA」は，無処理区，フィルム区およびフィルム + 吸収剤区を示す
収穫後の果実は 20°C で追熟させ，それぞれの棒グラフは収穫時（0）または 12 日目（12）の測定値を示す
異なるアルファベット間には 5％水準の有意差があることを示す（Tukey 検定）
垂線は標準誤差を示す（n = 3）

のフィルム区ならびフィルム + 吸収剤区の値は無処理区よ
りも有意に高く，収穫時の果実とほほ同様であった．
12 日目の果実における弾性指標（Emf2）は 9.5 × 106（無
処理区），29.5 × 106（フィルム区）および 29.3 × 106（フィ
ルム + 吸収剤区）であり，フィルム区ならびフィルム + 吸
収剤区の指標は無処理区よりも有意に高かった（第4図G）．
弾性指標（Emf3）は Emf2 と同様の傾向が認められ，フィル
ム区ならびフィルム + 吸収剤区の指標が有意に高かった
（第 4 図 H）．
12 日目の果実におけるカラーチャートを基準とした果皮
色値は 9.3（無処理区）
，3.7（フィルム区）および 3.1（フィ
ルム + 吸収剤区）であり，無処理区の値が有意に高かった

第 6 図 追熟中の‘越さやか’におけるフィルム内の酸素およ
び二酸化炭素の濃度，ならびに内部褐変の発生率の変化
果実は 20°C で追熟させ，
「F」および「FA」はフィルム
区およびフィルム + 吸収剤区を示す
「 ** 」は 1％水準の有意な差を示し，
「ns」は有意な差が
ないことを示す（t- 検定）
垂線は標準誤差を示す（n = 3）

（第 5 図 A）．また，分光測色計の L* 値および a* 値におい
ても同様の傾向が認められた（第 5 図 B，C）．しかしなが

の有意な差は認められなかった（第 6 図 A）．一方，フィル

ら，
b*値は処理間で有意な差が認められなかった
（第5図D）
．

ム内の二酸化炭素濃度は，フィルム区では濃度が上昇した

フィルム内の酸素濃度はフィルム区とフィルム + 吸収剤

が，フィルム + 吸収剤区ではほとんど変化しなかった（第

区の両区で追熟中に減少したが，各調査日における処理間

6 図 B）．収穫後 6 日および 12 日の二酸化炭素濃度は処理
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間で 1％水準の有意な差が認められた．追熟中の果実の内

ており，この状態が果実の追熟抑制効果をもたらしたと考

部褐変は両処理区で認められなかった（第 6 図 C）．

えられる．さらに，二酸化炭素濃度の上昇を抑えたフィル

考

察

試験 1 において，20°C で追熟させた果実は収穫後 12 日

ム + 吸収剤の区においても，同様な追熟抑制効果が得られ
たことから，
‘越さやか’果実の追熟抑制にはフィルム内の
酸素濃度が重要であることが示唆された．

で適食状態に達し，追熟日数は松本ら（2004）の報告とほ

フィルム包装による追熟抑制効果は古田ら（1994）の

ぼ一致していた．
‘越さやか’果実の品種特性ならびに追熟

‘ル・レクチェ’のフィルム包装ならびに飯野ら（1972）の

特性については以前に松本ら（2004）によって報告されて

‘バートレット’の CA 貯蔵の結果と一致しており，フィル

いるが，本試験は果実特性の経時的変化を明らかにした．

ム包装技術を使用した酸素濃度の調整によって‘越さやか’

さらに，
‘ル・レクチェ’カラーチャートを基準とした果皮

の追熟を抑制できることが明らかになった．
しかしながら，

色の変化，レオメーターで測定した果肉硬度，弾性率およ

このフィルムで包装した果実が適食状態に達するかは不明

び粘性率の変化，ならびに非破壊硬度測定装置で計測した

であり，今後，さらに長期的な実験計画を組むとともに，

共鳴周波数および弾性指標の変化を新たに明らかにした．

酸素透過率の異なるフィルムを利用した追熟の検討を行う

これらの結果は，
‘越さやか’果実の追熟特性の基礎的な知

ことも必要である．

見，ならびに生産現場における計画出荷のための実用的な
知見になると考えられる．
‘越さやか’の弾性指標は‘ラ・フランス’（Murayama

セイヨウナシの追熟において，果実の内部褐変の発生は
商品価値を低下させるため，生産，流通および販売の現場
において重大な問題となる．
‘ル・レクチェ’における内部

ら，2006b; 桜井，2004; Taniwaki ら，2009; Terasaki ら，2006）

褐変の発生の原因は二酸化炭素の影響であることが古田ら

や‘ル・レクチェ’
（知野ら，2009）のように果肉の軟化と

（1994）によって示されており，フィルム包装したセイヨウ

ともに低下した．キウイフルーツ（Terasaki ら，2001b），セ

ナシ果実の追熟および貯蔵では炭酸ガス吸収剤の利用が有

イヨウナシ（Murayama ら，2006b）およびリンゴ（元村ら，

効であることが報告されている．さらに，貯蔵中の‘ル・

2004）の弾性指標と果肉硬度との間には有意な相関が認め

レクチェ’果実の内部褐変は 5％以上の二酸化炭素濃度で

られていることから，
‘越さやか’の弾性指標と果肉硬度と

発生することが明らかにされている（古田ら，1994）．しか

の間にも有意な相関が予想される．今後，実用的なデータ

しながら，本試験の炭酸ガス吸収剤を使用しないフィルム

とするために調査個体を増やし，果肉硬度，弾性率，粘性

区ではフィルム内の二酸化炭素濃度が10％まで上昇したに

率や可溶性固形物濃度などの果実特性と弾性指標との関係
をさらに詳細に調査する必要がある．
果肉硬度は収穫後 6 ～ 9 日に急激に低下し（第 2 図 D），
弾性指標の低下パターンと一致しない部分があった（第 3 図

も関わらず，内部褐変は認められなかった．このことから，
‘越さやか’は内部褐変がおこりにくい品種であることが示
唆された．
以上のことから，
‘越さやか’の追熟中の果実特性ならび

B，D，F）．この不一致の原因の詳細は不明であるが，果肉

に適食期の果実品質が明らかになった．さらに，追熟中の

硬度の測定部位に問題があるかもしれない．キウイフルーツ

‘越さやか’の弾性指標が果肉の軟化とともに低下したこと

の弾性指標と果肉硬度との相関係数は硬度の測定部位に

から，非破壊計測技術による熟度推定の可能性が示唆され

よって異なることが Terasaki ら（2001b）よって報告されて

た．また，フィルム包装による追熟の抑制効果が認められ

いる．収穫後 6 ～ 9 日の‘越さやか’の果肉硬度が部位に

たことから，酸素透過率の異なるフィルムの使用による適

よって異なると仮定すると，弾性指標と果肉硬度との不一致

食期の分散の可能性が示唆された．

の説明が可能となる．果肉硬度の測定部位と弾性指標との関
係については，今後，検証する必要がある．また，第 3 共鳴

摘

要

周波数および第 4 共鳴周波数も果実の物性に関する情報を

‘越さやか’の果色値および可溶性固形物濃度は追熟中に

持つことから，各共鳴周波数から算出した弾性指標と果肉硬

上昇し，果肉硬度，弾性率，粘性率および弾性指標は低下

度との関係の解明によって，不一致の原因の解明ならびに果

した．果実が収穫後 12 日に適食状態に達した時の果実特性

肉硬度の推定精度の向上につながると考えられる．

の値は，9.3（果色値），12.7 Brix％（可溶性固形物濃度），

試験 2 のフィルム包装した果実の追熟特性において，12

1.4 N（果肉硬度），1.8 × 106（弾性率）および 1.1 × 107（粘

日目のフィルム包装した果実のヨードカリデンプン反応は

性率）であった．さらに，f2 および f3 から算出した弾性指

収穫時のレベルより低下し（第 4 図 B），可溶性固形物濃度

標は 9.5 × 106（Emf2）および 17.4 × 106（Emf3）であった．

の上昇が認められた（第 4 図 C）．一方，果実重，果肉硬

一方，収穫後の果実へのフィルム包装は水分消失，果皮の

度，弾性率，粘性率，および果皮色は収穫時と同レベルで

黄化，果肉の軟化，ならびにデンプンの糖化を抑制した．

維持されており，フィルム包装は水分消失，果肉の軟化な

収穫後 12 日におけるフィルム包装した果実の果実特性は，

らびに果皮の黄化を抑制した（第 4，5 図）．フィルム内は

3.7（果色値），20％（ヨードカリデンプン反応），12.5 N（果

酸素濃度が低下し，二酸化炭素濃度が上昇した状態となっ

6
7
，15.0 × 10（粘性率）
，29.5 × 106
肉硬度），15.0 × 10（弾性率）

知野秀次・太田祐樹・二木明日香・齋藤洋太郎・黒坂
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俊・大塚伸吾・坂井

優・松本辰也・児島清秀

（Emf2）および 66.2 × 106（Emf3）であった．以上の結果か

banana: correlation among stress-relaxation parameters, cell

ら，
‘越さやか’果実の追熟特性ならびにフィルム包装によ

wall components and starch during ripening. Physiol. Plant.

る果実の追熟抑制効果が明らかになった．この追熟抑制効

90: 772–778.

果はフィルム内の酸素濃度の低下によることが示唆され

Kojima, K., N. Sakurai, S. Kuraishi, R. Yamamoto and A. Inaba.

た．また，
‘越さやか’の弾性指標が果肉の軟化とともに低

1992. Physical measurement of firmness of banana fruit

下したことから，非破壊計測技術による熟度推定の可能性

pulp: determination of optimum conditions for measure-

が示唆された．

ment. Postharvest Biol. Technol. 2: 41–49.
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