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有機質肥料を用いた野菜生産は消費者からのニーズが

高く，また持続的農業や畜産廃棄物の有効活用の観点か

らも広く推進されている。消費者が有機野菜を嗜好する

理由として，ひとつには無農薬に対する安心感があげら

れるが，栄養価や味などの品質が有機質肥料により向上

するとの期待によるところも大きい。有機質肥料が野菜

の品質に及ぼす影響については，１９４０年代から数多くの

研究報告があるが，現在のところ，その優位性に関して

一定の結論は得られていない１）～３）。数々の研究結果を整

理した報告によると，有機物を施用した作物でアスコル

キャベツの品質比較試験におけるサンプリング方法，
および化成・有機質肥料連用試験での応用

國久美由紀＊１§・徳 田 進 一＊１・村 上 健 二＊１・浦 上 敦 子＊１
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Sampling Method for Comparing the Quality

of Cabbage（Brassica oleracea L. var. capitata）, and Application of the Method

to Samples Cultivated with Chemical or Organic Fertilizer

KUNIHISA Miyuki＊１§，TOKUDA Shinichi＊１，MURAKAMI Kenji＊１，URAGAMI Atsuko＊１，
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We aimed to compare, with minimum error, the quality of cabbages（Brassica oleracea L. var.
capitata）cultivated with continuous application of chemical or organic fertilizer in fields from ２００２ to
２０１０. To this end, we studied the influences of reduction of sample size, sample weight, and degree of
plant growth in each treatment on the quality of cabbage. � We found that constituent composition
varied throughout the cabbage sphere. Therefore, it was necessary to obtain the representative aliquot
for the analysis of nitrate and other constituents. � In the １１th planting, many qualitative
characteristics（such as head density, L-ascorbic acid content, and nitrate content）were found to be
correlated with the head weight of samples. Thus, the need for comparison of samples with equal
weight, not simply representative weight, was confirmed. � For most analyzed characteristics, small
differences were observed between cabbages subjected to the ２ manure treatments with different
degree of growth, only when the samples compared were of equal weight. By using these sampling
methods, we compared the quality of cabbages cultivated with continuous application of chemical
fertilizer or manure. On comparison of samples of representative weights, we found that the cabbages
cultivated using manure had greater spheroidicity, dry matter and L-ascorbic acid contents, with lower
head density and nitrate content. However, significant differences were found only in spheroidicity,
head density, and nitrate content（only at the１１th planting）between cabbages subjected to the ２
treatments, when comparing samples with equal weights.
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ビン酸，マグネシウム，鉄，リン含量が高く，硝酸含量

が低いとする結果が多い傾向がみられたが，含量に差は

ないとするものも少なくなかった３）。逆に有機質肥料に

より糖度やアスコルビン酸含量が低下するとの報告もあ

り４），５），圃場前歴，生育量，サンプリングする部位など

別の要因により結果が大きく変動することが知られてい

る６）～８）。キャベツにおいても，有機質肥料により必ずし

も硝酸含量が低下しないこと９）～１１），糖含量は上昇するが

収量の低下を伴うこと１２）などが報告されており，最近で

はポリフェノール含量や抗酸化活性１３），１４）についても比較

試験が行われているが，有意な差は認められていない。

化学肥料および有機質肥料施肥による品質比較試験の

問題点のひとつとして，多くの報告で圃場からのランダ

ムサンプリングが行われており，処理区間で新鮮重に差

があるサンプルを比較していることがあげられる。その

結果，成分含量に差が検出された場合，新鮮重の影響が

主となり，施肥条件の影響は微少または不明とされる傾

向にある。そこで，中川らは，ニンジン，コマツナを用

いて，化学肥料区と有機質肥料区の生育量差を補填した

品質比較を行い，必ずしも有機質肥料区で品質が向上す

るわけではないことを示した８），１５）。関連研究において，

圃場からの個体サンプリング方法や分析試料のサンプリ

ング方法について言及した報告はほとんどないが，これ

らは測定値の変動に影響し，微少な差異の検出において

は重要な要素となる。過去の知見を踏まえると，有機質

肥料が野菜品質に及ぼす影響は大きくはなく，他の要因

で容易に結果が覆ることが予想される。このため，サン

プリング方法が結果に影響を及ぼす可能性も考慮する必

要がある。特に，キャベツは重量野菜であり，分析に供

試できる個体数は限られる場合が多く，また，個体が大

きいため，通常の野菜より縮分による分析誤差を生じる

可能性が高い。本研究では，キャベツのサンプリング過

程において品質評価の測定値に誤差や変動を生じる要素

を抽出して，これを最小限に抑える方法を検討し，品質

比較試験に適用することを目的とした。主として次の３

要素について検討した。�分析に使用する部位：８分
割して対角を用いる縮分法が果菜，根菜では主流だが，

葉菜であるキャベツでは葉序が１３５°であり８枚で一巡す

る規則性があるため（Fig．１），分割部位の対角は必ずし

も相補的とはならない。そこで，分析に適切なサンプリ

ング方法を決定した。�圃場からのサンプリング：誤
差を最小にするため，分析に供する個体を球重に基づい

て厳選し，個体数も可能な限り増やした。各処理区の代

表的球重の個体のサンプリングと，各処理区間で球重を

揃えた個体のサンプリングで結果を比較した。�比較
処理区間の生育差：化学肥料と有機質肥料では，処理区

間で栽培作物の生育が異なることが多い。生育程度が異

なった場合にも，球重の等しい個体をサンプリングする

ことで適切な比較が可能であるかを検討した。以上の点

を踏まえ，長期堆肥連用圃場において，物理的特性であ

る球形，球緊度，乾物率，および品質成分である還元型

アスコルビン酸，硝酸，ポリフェノールおよび糖含量に

ついて２年間にわたって比較試験を行い，その妥当性を

検証した。

実 験 方 法

１．キャベツのサンプリング部位の検討

（１）材 料 材料としたキャベツは，畜産草地研究

所内（茨城県つくば市）の淡色黒ボクの試験圃場（１区

画５�×５�）で栽培された‘金系２０１号’（（株）サカ
タのタネ）である。２０１０年３月８日に播種，４月１３日に

施肥（普通化成肥料（N－P２O５－K２O＝８－８－８）２５kgN

／１０�および牛ふん堆肥２�／１０�），４月１４日に定植し，
６月２８日に収穫した。３反復の圃場からランダムに様々

な球重（１．２～２．４�）のキャベツ計３０個体を収穫し，葉
が完全に巻いている状態まで結球外葉を除去し，分析に

用いた。

（２）サンプリングおよび分析 収穫した３０個体を，

球重および収穫圃場に偏りがないように３グループに分

割し，還元型アスコルビン酸および硝酸含量測定に各１０

個体ずつ，乾物率，糖類およびクロロフィル含量測定に

１０個体を供試した。各個体について，最外結球葉，第２，

第３結球葉の中肋を基準として葉序に従い８分割した

（�が最外結球葉中肋，�が第２，�が第３結球葉中
肋を含むようにカットした（Fig．１）。第４～８結球葉中

肋は理論上，それぞれ�，�，	，�および
に含ま
れる）。各分割部位について芯を取り除き，葉部および

中肋部をそれぞれ計量して，中肋含有率を算出した。

還元型アスコルビン酸含量は，芯を除去した�～	
の各分割部位全量（葉部および中肋部）を用い，サンプ

ル重量の２～４倍量の２％メタリン酸を加え破砕して濾

Fig．１ Reduction of sample size in cabbage

The edible portion is turned toward the bottom.

Leaf arrangement : �→�→�→�→�→	→�→
→repeated
（outer to inner）.

This figure shows a clockwise leaf arrangement ; in case of a

counterclockwise leaf arrangement, the sample should be

numbered in the reverse order.
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過後，RQフレックス（Merck社）を用いて測定した。

硝酸含量も同様に，各分割部位に蒸留水（イオン交換

済）を加え，破砕して，濾過後RQフレックスにて測定

した。糖類（ショ糖，ブドウ糖および果糖）およびクロ

ロフィル含量は，各分割部位を凍結乾燥した後，粉末化

して測定に用いた。糖類含量は０．５�の粉末に蒸留水を
加えて電子レンジ（５００W）で４０秒間加熱し，８０％エタ

ノール１００�中で一晩抽出後，溶媒を蒸留水に置換して
HPLC（カラム：Shodex Sugar KS－８０１）にて測定し

た。クロロフィル含量は，１．０�の粉末に少量の炭酸カ
ルシウムを加え，２０�の８０％アセトンで２度抽出した後，
吸光度（６６３および６４５�）を測定することにより算出１６）

した。各成分含量の部位間比較は，PASW Statistics１８

（SPSS Japan）を使用して分散分析により行った。

２．施肥条件の異なるキャベツのサンプリングおよび品

質比較

（１）試験圃場および施肥条件 施肥条件比較試験は，

畜産草地研究所内（茨城県つくば市）の淡色黒ボクの試

験圃場で行った。この圃場では２００２年まで，１５年以上に

わたりライ麦やデントコーン等の牧草類の栽培が行われ

ており，年間平均１１．７kgN／１０�の化成肥料と２．１�／１０

�の堆肥が投入されていた。
２００２年秋より，普通化成肥料（N－P２O５－K２O＝８－

８－８）を２５kgN／１０�となるよう定植直前に施用した
化成肥料連用区（化成区），および市販の牛ふん堆肥を

７５kgN／１０�となるよう定植１か月前に投入した堆肥連
用区（堆肥区）を設定してキャベツの連作を開始し，２０１０

年夏まで年２作（初夏どり，秋どり）の栽培を続けてい

た。また，８作目から，堆肥区の一部を転用し，堆肥区

と同様の施肥を定植２か月前に実施後，試験区全体の表

面を透明ポリフィルム（厚さ０．１�）で覆うことにより
地温を上昇させて堆肥の分解促進を行った堆肥連用マル

チ処理区（堆肥マルチ区，フィルムは定植直前に撤去）

を設定して，同様に年２作のキャベツ栽培を行っていた。

本品質比較試験には化成区，堆肥区および堆肥マルチ

区の３処理３反復，計９区画（１区画５�×５�）を使
用し，２００７年および２００９年の秋どりキャベツ（連用試験

の１１作目および１５作目にあたる）を分析に供した。

１１作目作付前の土壌化学性は，化成区では無機態窒

素：５９．８µgN／�，全窒素：３．６８�／�，全炭素：３７．９�
／�，pH：４．９３，EC：０．２２４dS／�，可 給 態 リ ン 酸：
３５．６µgP／�，堆肥区では無機態窒素：９０．１µgN／�，全
窒 素：７．４５�／�，全 炭 素：７１．８�／�，pH：６．９７，
EC：０．２１１dS／�，可給態リン酸：４３．２µgP／�であった
（堆肥マルチ区はデータなし）。

また，使用した牛ふん堆肥の組成は，１１作目堆肥区で

はN－P２O５－K２O＝２．７－２－４．７，C／N比１４で あ り，１５

作目堆肥区では３．７－２．３－３．５，C／N比１１，１５作目堆肥

マルチ区では３．０－３．２－２．７，C／N比１４であった（１１作

目堆肥マルチ区はデータなし）。

（２）栽培概要 栽培品種は１１作目は‘秋徳’（タキ

イ種苗（株））を用いたが，１５作目は品種切替のため

‘秋徳SP’（同社）を用いた。‘秋徳SP’は‘秋徳’と同

等の品種・栽培特性を示す。育苗中は１／５濃度の大塚

化学A処方培養液（大塚ハウス１号３００�，同２号２００�
／�）を灌水した。１区画につき，条間６０�，株間４０�
で７条に１１株ずつ，合計７７株を定植した。定植後の管理

は慣行に従い，必要に応じて農薬散布を行った。１１作目

は２００７年８月７日に播種，９月５日に定植，１２月１０日午

前中に一斉収穫した。１５作目は２００９年８月４日に播種，

９月２日に定植，１１月２６日に収穫を行った（Table．１）。

（３）サンプリングおよび分析 各処理区７７株からの

分析個体のサンプリング方法の概念図をFig．２に示した。

各処理区から腐敗や罹病のみられない６０個体を収穫し，

外葉を除いた結球重を測定して重量分布を得た。分布図

で頂点にあたる球重域で１０個体を選抜し，その処理区の

「代表標本」とした。一方，３処理区の分布が重なる球

重域のうち，いずれの処理区においても分布図の両端

Table１ Cultivation schedule of cabbages for comparative study

Treatment

Continuous planting

１１th planting

（２００７）

１５th planting

（２００９）

Manure application+mulching

（cow manure+mulching treatment）
７／１３ ７／１４

Manure application

（cow manure treatment）
８／６ ８／１２

Fertilizer application

（chemical fertilizer treatment）
９／３ ９／１

Seeding ８／７ ８／４

Transplanting ９／５ ９／２

Harvesting １２／１０ １１／２６
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cow manure chemical fertilizer 

representative sample 
(10 samples each)

sample of equal weight 
(10 samples each)

weight

cow manure with mulching

number

（生育不良や極端な肥大球）を含まない球重域を「等重

標本」として，１０個体抽出した。野菜の成分測定では通

常，ランダムにサンプリングする場合には１０個体を，熟

度や新鮮重を揃えたサンプルの場合は５個体を用いるこ

とが推奨されているが，キャベツのような重量野菜では

測定に手間がかかるため３個体でよいとされている１７）。

しかし，本研究では，誤差を最小限に抑えた品質評価を

行うため，球重を揃えたうえで各標本あたり１０個体を供

試した。

標本の球径および高さを測定し，次式により球形指数

および球緊度を算出した。芯を下にして真上から見た球

の最大径を球径１とし，これに垂直な径を球径２とした。

球形指数＝２×高さ／（球径１＋球径２）

球緊度＝球重／（球径１×球径２×高さ×π／６）
その後，前項で示した縮分方法に基づいて８分割を行い，

芯を除去した後，部位�をフードカッター（MK-K７５，
National）で約２�幅に千切りにして混合し，以後の分
析に供した。

乾物率は，千切りサンプル５０�の凍結乾燥重量から算
出した。還元型アスコルビン酸は千切りサンプルのうち

５�を用い，前述の方法に準じて測定した。硝酸，総ポ
リフェノールおよび糖類含量の測定は凍結乾燥粉末を用

いて行った。硝酸は熱水抽出後，糖類は８０％熱エタノー

ル抽出後に，それぞれ前述の方法に準じて測定した。総

ポリフェノールは８０％熱メタノール抽出後，フォーリン

・デニス法１８）（クロロゲン酸換算）により測定した。

土壌中の無機態窒素濃度は，０．５M硫酸カリウムで抽

出後，硝酸態窒素はカタルド法１９），アンモニア態窒素は

インドフェノール法１９）で測定を行った。

これらの測定結果を基に，各品質項目について，化成

区に対する堆肥区および堆肥マルチ区の有意差検定（t

検定）を行った。

実験結果および考察

１．キャベツのサンプリング部位の検討

キャベツの結球部について最外結球葉中肋を基準に垂

直方向に８等分し，各分割部位について，還元型アスコ

ルビン酸，硝酸，クロロフィルおよび糖類含量を比較し

た。還元型アスコルビン酸含量は，�～�の各部位間
に有意な差はみられなかった（Fig．３－a）。還元型アス

コルビン酸は緑色の外葉および芯に多く含まれることが

知られているが２０），このことが各分割部位の含量に有意

差を生じさせることはなかった。

硝酸含量は，�～�の部位間で有意差があり，部位
�の含量を１００とすると，最大部位で１００，最小部位では
７１．１となり，１．４１倍の違いがみられた（Fig．３－b）。植

物においては葉柄の硝酸含量が他の部位に比べて著しく

高くなる傾向にあり２１）～２３），キャベツでも個体全体の硝酸

含量はおよそ１，０００ppmであるのに対し２４），中肋では

３，０００ppmを越える２５）。各分割部位を硝酸含量順に並べ

ると葉序とほぼ一致し，部位�で最大，�で最小とな
った。各分割部位の中肋含有率も同様の傾向がみられ，

�と�で高く，�と�で低くなっており，硝酸含量
と中肋含有率には強い相関（R２＝０．７６５８）がみられた。

このため，硝酸含量測定においては，複数処理区を設け

て品質比較を行う場合，特に供試個体数が十分でない場

合には，中肋を考慮して共通の分割部位を用いることが

望ましい。

クロロフィル含量は部位�で有意に低くなり，部位
�の含量を１００とすると，最大部位�では１１９．４，最少
部位�では６６．２となり，部位間差は最大で１．８０倍とな
った（Fig．３－c）。これは，最外結球葉の緑色が全体の

クロロフィル含量に大きく影響していることが原因と考

えられる。

糖類（ショ糖，ブドウ糖および果糖）は部位間差がみ

られなかった（Fig．３－d）。宍戸らは，８等分したキャ

ベツから対角を無作為に抽出して分析に供した場合，糖

含量は個体平均値とみなせることを報告しているが２６），

本研究で部位間差がみられなかったことから，対角では

なく１／８個体のサンプリングであっても，個体平均値

を得られることが示唆された。糖含量は中肋および芯で

高いことが報告されているが２７），サンプリングへの影響

はほとんどないと考えられた。

還元型アスコルビン酸，硝酸，クロロフィルおよび糖

類含量の結果を総合すると，キャベツでは，成分によっ

ては各分割部位の含量に顕著な差がみられるため，異な

る分割部位を抽出して比較に用いた場合，誤った結果を

招く危険性が考えられる。処理区間で精度の高い比較を

行うためには，中肋を基準として同一の分割部位を抽出

し，分析に供するのが適当と考えられた。そこで次項の

品質比較試験では，使用する分割部位を�に統一し，
さらにこれを凍結乾燥粉末にして成分分析に供すること

で，分析用サンプルの抽出誤差を最小限に抑えた。

２．施肥条件の異なるキャベツの品質比較

（１）球 重 球重分布の頂点域を抽出した代表標本

の球重は，各処理区の平均球重とほぼ一致していた（概

ね±５０�以下）。

Fig．２ Two ways of sampling cabbage on the basis of
weight
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堆肥区では，窒素施用量を化成区の３倍に設定したが，

これは連作開始当初，牛ふん堆肥の窒素肥効率が化成肥

料の３割程度であることから２８），同等の肥効を得るには

３倍量の施用が必要と考えられたためである。しかし，

１１作目，１５作目の両方の結果でみられるように，代表標

本では化成区に対して堆肥区の球重が小さくなり

（Fig．４），３倍量の窒素施肥だけでは同等の肥効が得ら

れないことがわかってきた。そこで，通常の堆肥区に加

Fig．３ Content of L-ascorbic acid, nitrate, chlorophyll, and sugars in each cut portion
of cabbage

Horizontal axes represent the portions defined in Fig. １（with those for nitrate ordered by leaf

arrangement）.

On the vertical axes, the contents are presented as relative values, with the contents of

portion １ considered as １００.

＊The averages of contents of portion １ are described in parentheses.

p-values are calculated by ANOVA.

n＝１０

R２ is the coefficient of determination between nitrate content and ratio of midribs to leaves.

Fig．４ Head weight of cabbage samples used for comparison of qualitative traits

Error bars show the standard deviations of ３ repeated tests, each of which consisted of n＝１０.

＊＊, ＊＊＊ : Significant difference from chemical fertilizer at the ０.０５ and ０.００１ levels, respectively

（t test）.
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えて堆肥マルチ区を設定し，堆肥の分解促進を促すこと

で，化成区により近いキャベツ生育量の確保を試みた。

その結果，堆肥マルチ区では堆肥区より生育が良好で，１５

作目では化成区を越える球重となった。堆肥マルチ区の

データは，化成区に比べて生育量の劣る堆肥区のデータ

を補完するために使用することとした。また，１５作目の

生育量は全般的に良好で，１１作目の約１．５倍となった。

（２）球重が品質に及ぼす影響およびこれを踏まえた化

成区と堆肥区の品質比較

a 球形指数：球形指数は１１作目，１５作目とも化成区

で低く，堆肥区で高くなった（Fig．５－a）。代表標本に

おいてみられた差は，等重標本でも同傾向，同程度でみ

られた。球重と球形指数について，実験方法２－（３）に

記載の方法でサンプリングした３処理区の代表および等

重標本１０個体の平均値をプロットすると，相関はみられ

なかった（Fig．６－a）。このため，球形は球重に影響を

受けず，堆肥施用により球体に近くなったと考えられた。

b 球緊度：球緊度は，１１作目，１５作目とも化成区で

高く，堆肥区で低くなった（Fig．５－b）。代表標本でみ

られた有意差（p＜０．００１およびp＜０．０５）は，等重標本

では縮小した（ともにp＜０．１）。一方，球重と球緊度は

強い正の相関がみられた（Fig．６－b）。これらの結果か

Fig．５ Comparison of qualitative traits between cabbages cultivated with chemical fertilizer or
cow manure（left : results of the １１th planting ; right : results of the １５th planting）

Error bars show the standard deviations of ３ repeated tests, each of which consisted of n＝１０.

＊, ＊＊, ＊＊＊ : Significant difference from chemical fertilizer treatment at the ０.１, ０.０５, and ０.００１ levels,

respectively（t test）.
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ら判断すると，球緊度は球重の影響を強く受けるが，こ

の影響を除いても，堆肥施用により低下する傾向にある

と考えられる。

c 乾物率：乾物率は１１作目，１５作目ともに代表標本

においてみられた有意差が，等重標本ではみられなかっ

た（Fig．５－c）。球重と乾物率は１１作目のみ負の相関が

みられ，球重の低い堆肥区で高い乾物率が得られたが，１５

作目は相関がみられなかった（Fig．６－c）。結球肥大と

乾物重の関係について初秋どりキャベツで検討した報告

によると，結球葉では，新鮮重は収穫時まで直線的に増

加するのに対し，乾物重は結球の前半は急激に，その後

ゆるやかに増していき，結球末期にはもはや増加しない

ため，乾物率は生育とともに低下するとされている２９）。

１１作目のサンプルはこれに矛盾しない相関がみられた

が，１５作目では相関がみられなかった。１５作目では収穫

日近くまで乾物重の増加が継続し，乾物率の低下が起こ

らなかったと考えられる。以上から，乾物率は球重の影

響を受ける場合があり，堆肥施用により個体球重が低下

した場合には上昇することもあり得る。しかし，球重の

影響を除くと，化成区と堆肥区間で差はないと考えられ

た。

d 還元型アスコルビン酸：還元型アスコルビン酸は，

１１作目は代表標本では堆肥区で有意に高かったが，等重

標本では差はなかった（Fig．５－d）。球重とは負の相関

がみられた（Fig．６－d）。１５作目は代表標本でも差はみ

られず，球重との相関もみられなかった。ホウレンソウ

やダイコンでは，新鮮重に対して還元型アスコルビン酸

含量が負の相関を示すことが広く知られており４），３０），１１

作目の相関は妥当なものと思われる。一方で１５作目は，

球重の影響を受けなかった。以上から，還元型アスコル

ビン酸含量は球重の影響を受ける場合があり，堆肥施用

により個体球重が低下した場合には含量が上昇すること

もあり得るが，球重の影響を除くと，化成区との差はみ

られないと判断された。

e 硝 酸：硝酸含量は，１１作目は化成区で高く，堆

肥区で低くなった（Fig．５－e）。代表標本においてみら

れた差は等重標本でもみられ，球重とはわずかに正の相

関がみられた（Fig．６－e）。１５作目は両処理区で含量に

差はみられず，球重とは弱い負の相関がみられた。コマ

ツナでは新鮮重と硝酸含量に正の相関が認められてお

り８），波多野らは，キャベツおよびハクサイにおいては

窒素施用量の増大が新鮮重と硝酸含量の上昇をもたらす

としている３１）。これらの知見は１１作目の相関を支持する

一方で，１５作目の相関とは矛盾している。球重が硝酸含

量に及ぼす影響については一定の傾向が見い出せなかっ

たが，球重の影響を考慮しても，堆肥施用により硝酸含

量が低下する場合があると言える。ホンレンソウでは体

内硝酸含量は栽培期間中の土壌中無機態窒素含量に強く

Fig．６ Correlation between qualitative traits and head weight of cabbage

Each plot shows the average data for １０ cabbages sampled by the method shown in Fig. ２ in each fertilization

treatment.

Significant regression（p＜０.１）are shown with regression line.
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影響されることが報告されている３２）。本試験では，１１作

目の土壌中無機態窒素含量は，定植時には化成区（３５８

µgN／�）＞堆肥区（１５１）となったが，定植２７日目で両
処理区で５５以下に低下し，収穫時には，堆肥区（３２）＞

化成区（１６）となった。１５作目の土壌分析では，定植時

には化成区（３０４）＞堆肥区（６８）であったが，やはり

急激に減少し，収穫時には化成区（２９）＞堆肥区（２６）

となった。栽培期間を通して，１１作目の堆肥区の土壌中

無機態窒素含量（対化成区）が１５作目と比較して低いと

は言えなかった。このことから，１１作目で堆肥区の硝酸

含量が低下し，１５作目で差がみられなかった原因は，土

壌中硝酸態窒素含量で一概に説明できるものではなく，

おそらく気象条件や球重の差など，複数の要因が関与し

ていると考えられる。今後は，これらの要因も含めて複

合的に検証していく必要がある。

f 総ポリフェノール：総ポリフェノール含量は，２

作とも代表，等重標本において有意差はみられなかった

（Fig．５－f）。球重とは，１１作目のみ弱い負の相関がみら

れた（Fig．６－f）。以上から，総ポリフェノール含量は

球重の影響を受ける可能性もあるが，堆肥施用による含

量への影響はほとんどないと考えられた。

g 糖 類：糖類（ショ糖，ブドウ糖および果糖）に

ついても，代表，等重標本で有意差は全くみられなかっ

た（Fig．５－g，h，i）。１１作目のみ，ショ糖含量は球重

と弱い正の相関が，果糖は負の相関がみられたが，１５作

目では相関がみられなかった（Fig．６－g，h，i）。一般

に，全糖含量や糖度は新鮮重と負の相関を示すとされて

いるが４），１２），ショ糖，ブドウ糖および果糖別に見ると必

ずしもこれに一致するとは限らないことが報告されてい

る３３）。球重は糖含量へ影響すると考えられるが，本試験

では，球重の異なる代表標本間でも糖類含量の有意差を

生ずることはなかった。以上より，堆肥施用が糖含量に

及ぼす影響はほとんどないと考えられた。

h まとめ：１１作目では球重増加に伴う乾物率の低下，

還元型アスコルビン酸および果糖含量の低下，および硝

酸含量の上昇という合理的な相関がみられたにもかかわ

らず，１５作目では再現性が得られず，球重との相関が普

遍的なものではないことが明らかになった。建部ら３３）は，

コマツナとホウレンソウを供試した品質研究において，

新鮮重の大きい個体は水分含有率が大きく，その結果と

してアスコルビン酸含量が減少すると示唆している。１５

作目では収穫日近くまで乾物重の増加が持続し，球重の

増加が水分含有率の増加（乾物率低下）を伴わなかった

ため，アスコルビン酸の低下がみられなかったと考えら

れる。総ポリフェノール含量が１１作目のみ，球重と負の

相関を示したのも，アスコルビン酸と同様の原因による

ものと考えられる。一方，中川８）は，コマツナの品質比

較研究で，窒素施肥が新鮮重および個体内の硝酸含量を

上昇させた結果，代謝経路が影響を受けてアスコルビン

酸や糖含量が低下すると推測している。１５作目では収穫

日近くまで乾物重の増加が持続したために，窒素代謝の

余剰産物である硝酸が体内で増加せず，結果としてアス

コルビン酸や糖含量の低下がみられなかった可能性もあ

る。１５作目で乾物重の増加が持続した理由は不明である

が，１０～１１月のつくば市の降雨量を比較すると，２００９年

（１５作目）は２００７年（１１作目）の２倍以上となってお

り３４），生育が例年になく良好であったため，収穫が１１月

下旬となり，例年（１２月上中旬）より２週間ほど早くな

った。このため収穫時の生育ステージが比較的早く，窒

素代謝を維持していたのかもしれない。

以上から，本試験１１作目においては，球形指数とブド

ウ糖以外の全調査項目が球重の影響を受けており，１５作

目では，球緊度と硝酸含量のみが影響を受けていたと考

えられる。生育の差も含めて堆肥の効用であると考える

ならば代表標本のみのサンプリングで問題ないが，球重

の影響を除いた比較のためには，少なくとも１１作目にお

いては，等重標本のサンプリングが不可欠であったこと

が確認された。特に本試験のように，微小な差異を検出

しなければならない場合には，標本の抽出には慎重にな

る必要がある。

（３）処理区の生育差が品質へ及ぼす影響：本研究では，

キャベツの品質比較試験を行う場合，各処理区を代表す

る平均的サンプルでの比較に加え，球重を統一したサン

プルでの比較も重要であることを確認した。しかし，平

均球重，つまり生育量の異なる化成区と堆肥区から統一

球重のサンプルを抽出することは，化成区の生育不良個

体と堆肥区の生育優良個体を比較することを意味する。

これらの個体は「同一球重」ではあるが，キャベツ生育

において「同一生育ステージ（同一熟度）」と見なせる

か否かは疑問の余地がある。この点を明らかにするため，

堆肥区の他に，化成区並みに生育量の高いもう一つの堆

肥処理区である「堆肥マルチ区」を設定し（Fig．４），こ

れら２つの堆肥処理区から生育ステージが異なる可能性

のある等重標本を抽出，比較した場合に，各品質項目に

ついて異なる結果が得られるか検証した（Fig．５）。化成

区に対し，両堆肥区が等しいレベルの有意差をもって差

があった場合，もしくは差がなかった場合には，球重が

等しければ生育ステージは同等もしくは問題にならない

とみなせる。また，化成区に対し，両堆肥区間で差のレ

ベルが異なる場合は，球重が等しくても生育ステージが

異なることがあり，品質比較に影響すると考えられる。

この場合，正確な比較のためには，サンプルの球重だけ

でなく処理区の生育量も揃える必要があるといえる。

両堆肥区の等重標本の比較の結果，球形指数は１１作目，

１５作目ともに，化成区に対し，堆肥区と同様に堆肥マル

チ区でも高くなる傾向にあったが，堆肥マルチ区がより

明瞭な有意差を示し（p＜０．００１），堆肥区（p＜０．０５お

よびp＞０．１）とは明らかに差のレベルが異なった

（Fig．５－a）。球緊度は，１１作目では堆肥区と同様に堆肥

マルチ区でも低くなり，差のレベルは同等であった（p
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＜０．１）（Fig．５－b）。１５作目では堆肥区で有意差が生じ

たのに対し（p＜０．１），堆肥マルチ区では差が生じなか

ったが，２作を通して見ると，両堆肥区で明瞭かつ安定

な差があるとは言えなかった。乾物率および還元型アス

コルビン酸含量は，２作とも，いずれの堆肥処理区でも

化成区と有意差は生じなかった（Fig．５－c，d）。硝酸

含量は，１１作目では堆肥マルチ区は堆肥区と同レベル

（p＜０．０５）で低くなり，１５作目では両処理区とも化成

区と有意な差はみられなかった（Fig．５－e）。総ポリフ

ェノールおよび糖類含量は，２作とも化成区と両堆肥区

間で有意差はみられなかった（Fig．５－f，g，h，i）。

以上から，化成区に対して両堆肥区間で明らかに異な

る差がみられたのは，球形指数のみであった。他の項目

では，生育量にかかわらず，球重さえ統一すれば同一の

結果が得られた。このことから，化成肥料と堆肥がキャ

ベツの球緊度，乾物率，還元型アスコルビン酸，硝酸，

総ポリフェノールおよび糖含量に及ぼす影響を比較する

際には，処理区の生育量を揃えた堆肥マルチ区を設定す

る意義は小さく，化成区および堆肥区から同一球重のも

のをサンプリングすればよいことがわかった。しかし，

球形指数に明らかな有意差がみられたことから，堆肥区

と堆肥マルチ区の等重標本は同一標本とは言い難く，生

育ステージの違いが反映されていると考えられた。本研

究で調査しなかった品質項目については，球形指数のよ

うに生育ステージの影響を受ける可能性が否定できない

ため，比較試験の際には，化成区と生育量を揃えた堆肥

マルチ区のような試験区を設定することが望ましい。

要 約

化成肥料および堆肥施用がキャベツ品質に及ぼす影響

について，可能な限りサンプリング誤差を排除した比較

を行うために，成分分析に用いる個体の分割部位，圃場

からの抽出個体球重および処理区間の生育差が品質に及

ぼす影響について検討した。その結果，キャベツでは８

分割しても中肋や葉が均等に分布していないため，特に

硝酸分析では使用する分割部位を統一する必要があるこ

とがわかった。また，１１作目においては，球緊度，還元

型アスコルビン酸，硝酸など，球重と相関のある品質が

多く，圃場からの個体サンプリングの際には，処理区の

代表的な個体のみならず，球重の等しい個体も抽出する

必要性が再確認された。生育の異なる２つの堆肥処理区

間では，球重の等しいサンプルを選べば，調査した大部

分の品質項目では同等の結果が得られたことから，化成

区と堆肥区の品質比較において両処理区の生育量を揃え

る必要性は低いことがわかった。

これらのサンプリング方法を用いて，連用１１作目およ

び１５作目の連用圃場において施肥条件間で品質比較試験

を行ったところ，球重の異なる代表的な個体については，

堆肥施用により球形指数は高く，球緊度は低くなり，年

次によっては乾物率と還元型アスコルビン酸が高く，硝

酸含量が低くなった。しかし球重を統一すると，有意差

が得られたのは球形指数，球緊度および硝酸含量のみで

あり，硝酸含量については年度で再現性は得られなかっ

た。以上より，堆肥施用がキャベツ品質に与える影響は

限定的で，生育期間中の気象環境など，施肥以外の条件

に大きく左右されると言える。

文 献

１）浅野次郎・速水昭彦・小濱節雄：野菜の品質に及ぼ

す油かす・バーク堆肥の影響，野菜試験場報告A９，

９７～１１３（１９８１）

２）堀田 博：有機栽培と慣行栽培農産物の品質上の差

異，日食化工誌，４６，６２～６９（１９９９）

３）WORTHINGTON, V. : Nutritional quality of organic

versus conventional fruits, vegetables, and grains,

J. Alternat. Complement. Med ., ７, １６１～１７３（２００１）

４）浦嶋泰文・須賀有子・福永亜矢子・池田順一・堀

兼明：有機物連用圃場におけるダイコンの品質，近中

四農研報１，６１～７５（２００２）

５）中野明正・上原洋一・山内 章：有機液肥の連続施

用システムの開発とそれがトマトの生育・果実収量・

品質および土壌の化学性に与える影響，土肥誌，７２，５０５

～５１２（２００１）

６）藤原孝之・坂倉 元・吉川重彦・安田典夫：有機質

肥料および堆肥の連用がホウレンソウの品質に及ぼす

影響，日食化工誌，４６，８１５～８２０（１９９９）

７）吉田企世子・森 敏・長谷川和久・西沢直子・熊

沢喜久雄：肥料の違いによる栽培トマトの還元等，有

機酸およびビタミンC含量，日本栄養・食糧学会誌，

３７，１２３～１２７（１９８４）

８）中川祥治・山本秀治・五十嵐勇紀・田村夕利子・吉

田企世子：堆肥および有機質肥料の施用がコマツナ

（Brassica campestris L. rapifera group）の 硝 酸，糖，

アスコルビン酸およびβ－カロチン含量に及ぼす影響，
土肥誌，７１，６２５～６３４（２０００）

９）NILSSON, T. : Yield, storage ability, quality and

chemical composition of carrot, cabbage and leek

at conventional and organic fertilizing, Acta Hort . ,

７３, ２０９～２２４（１９７９）
�１０）ZAHRADNÍK, A. and PETRÍKOVÁ, K. : Effect of

alternative organic fertilizers on the nutritional

value and yield of head cabbage, Hort. Sci ., ３４, ６５

～７１（２００７）

１１）TRIANTAFYLLIDIS, V., PPASAVVAS, A., HELA, D. and

SALAHAS, G. : Comparison of nitrate content in

leafy vegetables conventionally and organically

cultivated in western Greece, J. Environm. Protect.

Ecol ., ９, ３０１～３０８（２００８）

１２）矢野昌充・伊藤 洋・速水昭彦・小濱節雄：野菜の

品質に及ぼす栽培条件の影響に関する研究 I キャ

（ 11 ） 〔報 文〕 キャベツ品質比較のサンプリング 209



ベツ及びニンジンの糖組成・含量，野菜試験場報告A

８，５３～６７（１９８１）

１３） PAVLA, B. and POKLUDA, R. : Influence of

alternative organic fertilizers on antioxidant

capacity in head cabbage and cucumber, Not. Bot.

Hort. Agrobot. Cluj .,３６, ６３～６７（２００８）

１４） DALLER, A. L. K. and FIALHO, E. : The

antioxidant capacity and polyphenol content of

organic and conventional retail vegetables after

domestic cooking, Food Research Inter .,４２, ２１０～２１５

（２００９）

１５）中川祥治・田村夕利子・山本秀治・吉田企世子・善

本知孝：有機質肥料および化学肥料で栽培したニンジ

ン（Daucus carota L.）における生育量差の影響を除

去した品質比較，土肥誌，７４，４５～５３（２００３）

１６） ARNON, D. : Copper enzymes in isolated

chloroplasts. Polyophenoloxidase in beta vulgaris,

Plant Physiol .,２４, １～１５（１９４９）

１７）安井明美：分析試料の前処理法，食糧―その科学と

技術―，３０，１～２６（１９９２）

１８）日本食品化学工学会・食品分析研究会：新・食品分

析法［Ⅱ］（光琳，東京）p．７３（１―２―４テアニン）

１９）植物栄養実験法編集委員会：日本土壌肥料学会植物

栄養実験法（博友社出版，東京）pp．１７５～１７８（１９９０）

２０）BECKLEY, V. A. and NOTLEY, V. E. : The ascorbic

acid content of dried vegetables, Biochem J . , ３５,

１３９６～１４０３（１９４１）

２１）REED, A. J. and HAGEMAN, R. H. : Relationship

between nitrate uptake, flux, and reduction andthe

accumulation of reduced nitrogen in maize（Zea

mays L.）. II. Effect of nutrient nitrate concentration,

Plant Physiol .,６６, １１８４～１１８９（１９８０）

２２）OTT, K., KOENIG, R. and MILES, C. : Influence of

plant part on nitrate concentration in lettuce and

spinach, Int. J. Veget. Sci .,１４, ３５１～３６１（２００８）

２３）LASTRAL，O., TAPIA, M. L., RAZETO, B. and ROJAS,

M. : Response of hydroponic lettuce cultivars to

different treatments of nitrogen : Growth and

foliar nitrate content, IDESIA（Chile）, ２７, ８３～８９

（２００９）

２４）文部科学省科学技術・学術審議会・資源調査分科

会：五訂増補日本食品標準成分表（２００５）

２５）DOERGE, T. A., ROTH, R. L. and GARDNER, B. R. :

Nitrogen management guides for individual crops,

Nitrogen fertilizer management in Arizona, Section

III, ５０～５１（１９９１）

２６）宍戸貴洋・菊地淑子：示唆屈折計を用いたキャベツ

に含まれる糖含量の簡易測定法，東北農業研究，５９，

２０１～２０２（２００６）

２７）瀧川重信・遠藤千絵・野田高弘・金 善州・橋本直

人・山内宏昭：雪中貯蔵キャベツの部位別のビタミン

U含量と糖含量の消長，園学雑，７５，２２１（２００６）

２８）志賀一一：農耕地の有機物受け入れ容量と畜産廃棄

物，酪農研選書３５（酪農総合研究所，北海道），p．４４

（１９９４）

２９）安藤隆夫・越野郁夫：カンランの結球初，中，後期

のかんがいが葉球肥大に及ぼす影響，畑かん研究集録，

�，１８３～１８６（１９６７）
３０）廣田智子・永井耕介・福嶋 昭・井上喜正：土壌と

肥料の違いがホウレンソウの生育および品質に及ぼす

影響，兵庫農技研報（農業），５０，４１～４６（２００２）

３１）波多野歩・大川浩司・今川正弘：窒素施用量がキャ

ベツ，ハクサイの硝酸濃度に及ぼす影響，愛知農総試

研報３５，７９～８３（２００３）

３２）岩手県農業研究センター：土壌管理（有機物，塩基

バランス制御）によるホウレンソウ，キャベツの硝酸

イオン濃度低減化栽培マニュアル，野菜の硝酸イオン

低減化マニュアル２－５，３８～５６（２００６）

３３）建部雅子・石原俊幸・松野宏治・藤本順子・米山忠

克：窒素施用がホウレンソウとコマツナの生育と糖，

アスコルビン酸，硝酸，シュウ酸含有率に与える影響，

土肥雑，６６，２３８～２４６（１９９５）

３４）気象庁：「気象統計情報・過去の気象データ検索」

http : ／／www.data.jma.go.jp／obd／stats／etrn／ index.

php（２０１１年５月１８日更新）

（平成２３年４月４日受付，平成２３年１２月２７日受理）

210 日本食品保蔵科学会誌 VOL．３８ NO．４ ２０１２ （ 12 ）



脱脂乳および脱脂粉乳は，乳製品のみならず，製菓・

製パンの副原料として広く用いられている。製パンにお

いては脱脂粉乳の添加によって，ミルクフレーバーによ

る風味の向上，乳糖による焼き色の良色化，小麦粉中に

少ない必須アミノ酸を補うことによる栄養価の向上など，

様々な効果が知られている１）。

脱脂粉乳は，その製造過程において殺菌や噴霧乾燥な

どの熱処理を受ける。低度加熱脱脂粉乳の添加によって

パンは，硬く，比容積が小さくなる２），３）。一方，高度加

熱脱脂粉乳では，低度加熱脱脂粉乳にみられる製パン性

の低下は発生しない４）。このため，製パンにおいては一

般に高度加熱脱脂粉乳が用いられている。

しかし，このような脱脂乳の加熱処理の違いによる製

パン性に対する影響について，乳タンパク質の加熱変性

度との関係を検討した報告はあるが５），機序の詳細は未

だ不明である。

そこで本研究では，未加熱脱脂乳による製パン性低下

の要因，および加熱による脱脂乳の製パン性回復につい

て検討し，若干の知見を得たので報告する。

脱脂乳による製パン性阻害に対する
乳タンパク質の熱変性の影響

菊 池 千 尋＊１・岡 大 貴＊２§・上 野 宏＊３
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Effect of Heat-denaturation of Milk Protein on the Baking Quality of Milk
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The baking quality of heated（８０℃, ３０min）skim milk was higher than that of non-heated skim milk.
The results of ２-dimensional gel electrophoresis（Blue native-PAGE／sodium dodecyl sulfate-PAGE）
showed polymer formation between casein micelle, α-lactalbumin（α-La）and β-lactoglobulin（β-Lg）. The
α-La molecule was observed to interact with β-Lg, which was bound to κ-casein on the surface of the
casein micelle with intermolecular disulfide bonds. The heated mixture of casein, α -La, and β -Lg
reduced the decline in the baking quality of milk. However, α-La and β-Lg were the factors originally
responsible for the decline in the baking quality. Thus, we observed that a heated polymer of casein,
α-La, and β-Lg is an important factor determining the baking quality of milk.
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試料および実験方法

１．試料および調製

東京農業大学富士農場で飼育されているホルスタイン

牛より搾乳した生乳を４０℃に加温し，クリームセパレー

ターにて乳脂肪を分離除去し，未加熱脱脂乳を得た。ま

た，この未加熱脱脂乳を５０～９０℃の各温度域にて３０分間

処理し，加熱脱脂乳を調製した。

カゼインの分画は，超遠心分離（４５，０００×G，４５分，

４℃）により行い，α-Laおよびβ-LgはASCHAFFEBURG６）ら
の方法に従い分画を行った。

２．未変性ホエータンパク質態窒素含有量（WPNI）の

測定

脱脂乳２０�に塩化ナトリウム１８�を加え，よく攪拌し
３７℃にて３０分間保持後，濾紙（No．５，ADVATEC社

製）にて変性ホエータンパク質を除去した。得られた上

澄液１�に酸性飽和塩化ナトリウム溶液（０．０５Mフタル
酸水素カリウム含む４０％（W／V）塩化ナトリウム溶液，

pH２．２）１０�を加え，未変性ホエータンパク質を白濁さ
せ，同液の濁度を４２０�にて測定した。なお，上澄液１
�に４０％（W／V）塩化ナトリウム溶液１０�を添加し測
定した濁度を対照とした。次式によりWPNI（�／�）
を算出した。

WPNI（�／�）＝（２×０．０２１４９＋０．５０７７４）×ABS／（２
×１／２２．６７）

３．パンの調製法

小麦粉（日清製粉，カメリア）２００�に対し，脱脂粉
乳６�，砂糖１０�，塩４�，ショートニング８�，ドラ
イイースト（日清製粉，スーパーカメリア）４�および
純水１３７�を配合し，直捏生地法にて生地を調製した。
脱脂乳の添加量は，脱脂粉乳６�に相当するタンパク質
量（日本食品標準成分表５訂）となるよう調整し，純水

は脱脂乳の水分量を差し引いた量を添加した。混捏はド

ウグラフ（アトー社製）にて行い，生地混捏終了点は生

地物性の最大値（w）となる混捏時間の１１０％とした。

その後，２７℃，RH７５％に設定した発酵器（三幸機械社

製）で９０分間一次発酵させ，ガス抜き後，再び２７℃，RH

７５％にて３０分間二次発酵させた。発酵した生地を４０�に
分割し，成形後，ステンレス製の容器（直径５０�）に入
れ，３８℃，RH８５％にて６０分間最終発酵を行った。その

後，オーブン（三幸機械社製）で１９０℃，１５分焼成し，

室温にて１時間放冷した。

４．製パン性の評価

比容積は，菜種置換法にて体積を求め，パン重量で除

した値（�／�）とした。クラムの硬さは，パンの中心
部を超音波カッター（USC－３３０５，山電社製）にて縦３０

�横３０�高さ３０�にカット後，物性測定装置（５５６４型，
インストロン社製）にて圧縮応力を測定した。プランジ

ャーは直径２３�の円柱型を用い，３３．３％圧縮した際の圧
縮荷重（N）を硬さとした。なお，脱脂乳無添加の値を

１００とし相対値で示した。

５．二次元ポリアクリルアミド電気泳動（２D-PAGE）

一次元目のBlue-Native-PAGEはSCHAGGER７），８）らの方法

に基づき，泳動ゲルにはNative-PAGE Bis-Tris Gel

System３－１２％（Invitorogen）を用いた。マーカーに

は Native Mark Unstained Protein Standard

（Invitorogen）を用い，CBB染色にてタンパク質の検出

を行った。泳動終了後，切り出したゲルを処理液

（SDS，２－メルカプトエタノール，BPBを含む）にて

還元処理後，二次元目のSDS-PAGEのゲル上部に密着さ

せ，加熱溶解したアガロース溶液（SDSを含む）にて固

定化した。二次元目のSDS-PAGEはLEAMMLI法９）にて行

っ た。な お，マ ー カ ー に はPrecision Plus Protein

Standard, unstained（Bio-Rad）を 用 い，Syproruby染

色にてタンパク質の検出を行った。

実験結果および考察

１．脱脂乳の加熱変性と製パン性について

未加熱脱脂乳のWPNIは８．７５±０．５４（±SD）で，５０，６０

および７０℃処理ではそれぞれ８．４４±０．４４，７．２０±０．６６お

よび６．９１±０．３３と穏やかに値が低下したが，８０℃では

１．１３±０．０４，９０℃では０．７７±０．０２と著しく低下した

（Fig．１）。ホエータンパク質の加熱変性は，８０℃付近で

急激に進行し，８０℃と９０℃のWPNI間に有意な差が認め

られなかったことから，８０℃，３０分間の処理でホエータ

ンパク質がほぼ加熱変性したと考えられた。

この未加熱脱脂乳と８０℃加熱脱脂乳を用いて，製パン

試験を行った。その結果，Table１に示したように，比

容積は未加熱脱脂乳添加で無添加に比べ９５．１±１．１と低

下したが，８０℃加熱脱脂乳では１００．４±１．７を示し，無添

加とほぼ同様であった。硬さは未加熱脱脂乳添加で無添

加と比べ１３２．５±１１．３と高い値を示したが，８０℃加熱脱

脂乳では９９．９±１４．０と無添加とほぼ同様であった。

Fig．１ Behavior of WPNI in heated of skim milk

Skim milk were heated for ３０ min. Experiments were

repeated three times, and error bars represent the standard

deviation of the mean. Values indicated by the same alphabet

of superscript were not significantly different at p＜０．０５．
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未加熱脱脂乳では製パン性が低下し，加熱脱脂乳では

無添加とほぼ同様な値を示し，製パン性は低下しないこ

とが確認された。

また，脱脂乳の熱履歴指標のWPNIが小さい加熱脱脂

乳では製パン性が阻害されないことから，未変性のホエ

ータンパク質が製パン性の低下に関与することが推察さ

れた。

２．各種乳タンパク質の製パン性に及ぼす加熱処理の影

響

前述の試験の結果，未加熱脱脂乳の添加による製パン

性の低下が未変性のホエータンパク質の作用であること

が示唆されたので，未加熱脱脂乳よりカゼイン，α-La
およびβ-Lgを分離し，それらを生地に添加し，製パン試
験を行った。その結果，カゼインでは未加熱が比容積

８８．５±５．５，硬さ１１４．８±１３．０，加熱が比容積９６．１±３．７，

硬さ１０４．２±１７．２を示し，無添加に対し有意な差がなく，

カゼインは製パン性に大きな影響を及ぼさなかった

（Table２）。一方，α-Laでは未加熱が比容積８３．０±０．９，
硬さ２００．８±９．６，加熱が比容積８５．１±４．３，硬さ１７１．４±

５．６，β-Lg未加熱では比容積８０．２±５．３，硬さ２１５．７±
１９．０，同加熱では比容積７９．１±６．０，硬さ１９６．５±２２．５を

示し，α-Laおよびβ-Lgでは未加熱および加熱のどちらの
状態でも製パン性を低下させた。

また，カゼイン，α-La，およびβ-Lgを混合して製パン

試験を行った結果，未加熱では比容積が７９．４±２．３，硬

さが２１０．４±１０．８と大きく製パン性が低下したが，加熱

では比容積が９３．４±４．３，硬さが１１３．０±５．０を示し，無

添加と有意な差はなく製パン性の低下が抑制された。

未加熱脱脂乳の添加による製パン性の低下は，α-La
およびβ-Lgの作用であることが明らかになった。しかし，
これらの製パン性阻害は，加熱変性した状態でも回復せ

ず，カゼインと混合し加熱した場合および先に示したよ

うに加熱脱脂乳では製パン性阻害がみられないことから，

加熱脱脂乳におけるα-Laおよびβ-Lgの製パン性阻害作用
の消失にカゼインの関与が示唆された。

３．加熱による乳タンパク質の挙動

加熱による乳タンパク質の挙動を２D-PAGEにて解析

した。一次元目のBlue-Native-PAGEでは，８０℃加熱脱

脂乳の高分子量域に特異的なタンパク質複合体が確認さ

れた。次に，二次元目をSDS-PAGE（Me＋）にて泳動

したところ，２５－３０kDa付近にカゼイン（αS１，αS２，β，
κ），１８kDa付近にβ-Lg，１４kDa付近にα-Laのバンドが確
認された（Fig．２）。β-Lgとκ-カゼインは，加熱によりジ
スルフィド（SS）結合を介して複合体を形成すること

が既に知られているが１０），新たにα-Laもこの加熱複合体
形成に関与することが確認された。

そこで，カゼインとα-Laを混合加熱し，同様に２D-
PAGEにて解析を行った。その結果，一次元目では高分

子複合体は検出されず，二次元目においても，カゼイン

と共にα-Laは低分子量域に留まっていた（Fig．３）。一
方，カゼインとα-Laおよびβ-Lgを混合し加熱すると，α-
Laはカゼイン，β-Lgと共に高分子量域に検出された。α-
Laはβ-Lgを介して，κ-カゼインと複合体を形成すること
を明らかにした。

以上，脱脂乳を加熱処理するとα-La，β-Lgがκ-カゼイ
ンとSS結合による高分子複合体を形成し，α-La，β-Lg
の製パン性阻害作用が低下することを明らかにすること

ができた。

今後，製パン性の基盤となる小麦粉生地形成に対する

α-Laおよびβ-Lgの影響の機序を明らかにするため，これ
らタンパク質と小麦粉タンパク質の相互作用について検

討を進める。

Table１ The baking quality of heated skim milk

Control Unheated Heated

Loaf volume １００．０ ９５．１＊ １００．４

Standard Deviation ３．５ １．１ １．７

Hardness １００．０ １３２．５＊ ９９．９

Standard Deviation １９．１ １１．３ １４．０

Loaf volume and Hardness of bread made from dough
containing types unheated skim milk and heated（８０℃, ３０
min）skim milk compared to that of bread made from dough
containing no skim milk（Control）.
Values for native were set at１００％ . Experiments were
repeated eight times. Asterisks indicate significantly different
from the control（p＜０．０５）.

Table２ The baking quality of the bread with each milk protein

Control
Casein α-La β-Lg Mixture

Unheated Heated Unheated Heated Unheated Heated Unheated Heated

Loaf volume １００．０ ８８．５ ９６．１ ８３．０＊ ８５．１＊ ８０．２＊ ７９．１＊ ７９．４＊ ９３．４

Standard Deviation ３．５ ５．５ ３．７ ０．９ ４．３ ５．３ ６．０ ２．３ ４．３

Hardness １００．０ １１４．８ １０４．２ ２００．８＊ １７１．４＊ ２１５．７＊ １９６．５＊ ２１０．４＊ １１３．０

Standard Deviation １９．１ １３．０ １７．２ ９．６ ５．６ １９．０ ２２．５ １０．８ ５．０

Loaf volume and Hardness of bread made from dough containing types casein, α-La, β-Lg and mixture（Casein + α-La + β-Lg）
compared to that of bread made from dough containing no skim milk（Control）. Values for control were set at１００．Experiments
were repeated eight times. Asterisks indicate significantly different from the control（p＜０．０５）.
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要 約

本研究では，未加熱脱脂乳の製パン性阻害および加熱

処理による同作用抑制について検討を行った。脱脂乳に

よる製パン性阻害は，脱脂乳を８０℃処理することで抑制

され，無添加と同様の製パン性を示した。未加熱脱脂乳

から分画したカゼイン，α-Laおよびβ-Lgを加熱処理し製
パン性への影響を調べたところ，カゼインは加熱，未加

熱にかかわらず製パン性に影響を与えなかったが，α-La
およびβ-Lgはいずれの状態でも製パン性を阻害した。加
熱による乳タンパク質の挙動を２D-PAGEにて解析した

ところ，κ-カゼインとα-Laおよびβ-Lgがジスルフィド
（SS）結合にて複合体を形成していた。加熱によるβ-Lg
とκ－カゼインのSS結合複合体形成は既に報告されてい
るが，本研究でα-Laがβ-Lgを介してκ－カゼインと複合
体形成することを初めて確認した。未加熱脱脂乳による

製パン性の低下は，α-Laおよびβ-Lgが原因物質であるこ

と，これらのタンパク質は加熱によってκ－カゼインと
SS結合複合体を形成することによって製パン性への影

響が消失することが明らかになった。
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Fig．２ ２D-PAGE（Blue-Native-PAGE/SDS-PAGE）of heated skim milk

A ; Unheated skim milk, B ; Heated skim milk（８０℃, ３０min）.

First dimension gel, which was analyzed by using Blue-Native-PAGE（T＝３－１２％）were cut up and

analyzed by using SDS-PAGE（T＝１５％）.

Fig．３ ２D-PAGE（Blue-Native-PAGE／SDS-PAGE）of each whey on interaction with casein

A ; Mixture of Casein and α-La, B ; Mixture of Casein, α-La and β-Lg.
Mixture protein solutions were heated at ８０℃ for ３０min.
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Cumin（Cuminum cyminum L.）, an annual spice

belonging to the parsley family, is used to flavor

many ethnic products such as Mexican food, Latin

American cuisine, and Indian curries１）. The spice

has various bioactivities such as bactericidal and

antioxidant activities２），３）. In India, cumin is also used

in the treatment of dysentery４）. However, there is

no report on the mechanism involved and the active

component（s）of cumin that possess the ability to

treat dysentery.

Enterohemorrhagic Escherichia coli（EHEC）O１５７

was first recognized as a food-borne pathogen in

１９８２５） and is presently a worldwide threat to public

health. EHEC serotype O１５７ is a member of a large

group of verocytotoxin（VT） - producing E. coli

（VTEC）. EHEC O１５７ produces ２ immunologically

distinct VTs （ VT１ and VT２）, and causes

hemorrhagic colitis and hemolytic uremic syndrome.

VT１ and VT２ are also referred to as Shiga toxin

１（StxI）and Shiga toxin II（StxII）, respectively. VT

is also reported to promote intestinal colonization by

EHEC O１５７ in mice６）. Since some of the antibiotics

used in the treatment of O１５７ infection have been

reported to enhance the transcription of VT genes

and induce the release of accumulated intracellular

VT７）, the suppression of VT production by EHEC O

１５７ is very important. VT genes are encoded on

bacteriophage genomes that are integrated into the

bacterial chromosome８），９）, and VT production in

EHEC O１５７ cells is enhanced by various sublethal

stresses such as a heat - acid shock１０） and the

presence of antimicrobial agents at subinhibitory

concentrations１１） . High concentrations of iron

suppress VT production by EHEC O１５７１２）, while low

concentrations enhance VT production１３），１４）. Although

epigallocatechin gallate and gallocatechin gallate

were reported to reduce the amount of extracellular

VT and increase the amount of intracellular VT, the

total amount of VT was not reduced by these

catechin derivatives１５）. Clarithromycin has been

reported to suppress VT２ but not VT１ production

by EHEC O１５７１６）. Thus, an effective method for the

complete suppression of VT production has not yet

been identified. Although we previously reported

that eugenol in allspice reduced the amounts of

both intracellular and extracellular VTs１７） , a

relatively high concentration（５００ ppm）of eugenol

was required for the complete suppression. In this
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study, we analyzed the ability of cumin to suppress

VT production.

Materials and Methods

１．Strains

Ten strains of EHEC O１５７ used in this study are

described in Table １. These strains were isolated

from human feces at Nara Prefecture, Japan１８） and

were confirmed to be different from each other in

terms of their genomic profiles as determined by

pulsed-field gel electrophoresis１９）. Strain no. P９８ was

genetically identical to the strain derived from the

Sakai outbreak in １９９６ in Japan, the largest EHEC

O１５７ outbreak in the world２０）.

２．Cumin extract

Cumin seeds were kindly provided by House

Foods Co.（Osaka, Japan）. One gram of cumin seeds

was homogenized at ２５℃ for １０ min with ５� of

７０％ ethyl alcohol. After centrifugation at １０,０００ ×

g for １５ min to remove the insoluble residue, the

supernatant solution was used as a ２０％ cumin

extract（１� cumin／５� of ７０％ ethyl alcohol）.

３．Culture conditions

EHEC O１５７ was aerobically cultivated at ３７℃ for

２４ h with agitation in ５� of Luria-Bertani（LB）

medium（１％ tryptone, ０.５％ yeast extract, ０.５％

NaCl, and １ mM NaOH）supplemented with the

cumin extract at various final concentrations（０.０２％,

０.０５％, and ０.１％）. The growth of EHEC O１５７ was

analyzed by measuring the absorbance at ６６０ nm

as well as by the standard plate count method with

LB agar medium.

４．Effect of cumin extract on the growth of E.

coli O１５７

EHEC O１５７ was inoculated at an initial cell

density of １.５×１０７ cells ／� into LB medium

supplemented with the cumin extract at different

concentrations. After aerobic cultivation at ３７℃ for

２４ h, the number of living cells was determined by

the standard plate count method with LB agar

medium.

５．Analysis of VT production by EHEC O１５７

The amounts of VT１ and VT２ were determined

by a reversed passive latex agglutination（RPLA）

assay with ９６-well microplates（V-bottom, Greiner

Japan, Tokyo, Japan）and a verocytotoxin detection

kit（VTEC-RPLA “SEIKEN” : Denka Seiken, Tokyo,

Japan）. The lower detection limit of １ ng／� of VTs

was confirmed using the VT１ and VT２ standards

provided in the kit. As reported previously１７）, EHEC

O１５７: H ７ at an initial cell density of １.５×１０７ cells／

� was aerobically cultured at ３７℃ for ２４ h with

agitation（１５０ rpm）in ５� of LB medium in the

presence and absence of the cumin extract. After

centrifugation at １０,０００× g for １５ min, the

supernatant solution was used for assaying

extracellular VT. The precipitated cells were

washed twice with phosphate-buffered saline（PBS）,

suspended in ５� of PBS, and disrupted by

sonication. The cell extract was used for assaying

intracellular VT. The supernatant solutions and cell

extracts were subjected to ２-fold serial dilution, and

each diluted sample（２５�）was mixed with a
suspension of latex beads（２５�）coated with anti-VTI
or anti-VT２ antibody in ９６-well microplates, in order

to assay extracellular and intracellular VTs,

respectively. After incubating the microplates at

３０℃ overnight, the agglutination of latex beads in

each well was examined with the naked eye. The

reciprocal of the maximal dilution showing

agglutination was expressed as the RPLA titer

value for both VTI and VT２ in the original samples

Table １ E. coli strains used

No. Type of strain（Serotype） Sourcea Type of toxin produced

P１ EHEC（O１５７：H７） FHP VT１ and ２

P６ EHEC（O１５７：H７） FHP VT１ and ２

P１５ EHEC（O１５７：H７） FHP VT１ and ２

P４３ EHEC（O１５７：H７） FHP VT１ and ２

P４９ EHEC（O１５７：H７） FHP VT１ and ２

P６０ EHEC（O１５７：H７） FHP VT１ and ２

P６２ EHEC（O１５７：H７） FHP VT１ and ２

P７４ EHEC（O１５７：H７） FHP VT２

P９８ EHEC（O１５７：H７） FHP VT１ and ２

P１００ EHEC（O１５７：H７） FHH VT１ and ２

a FHP, feces from a human patient ; FHH, feces from a healthy human.
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as previously described１７）. Two independent

experiments were performed in triplicate, and the

results were statistically analyzed.

６．Analysis of cumin extract

The active component from cumin extract was

isolated using reverse - phase high - pressure liquid

chromatography（HPLC）with a Cosmosil ５ C１８-MS-

II column（４.６ × １５０� ; Nakarai Tesque, Kyoto,
Japan）. Elution was carried out with a linear

gradient from ０ to ８０％ methyl alcohol at a flow

rate of １.０� ／ min, and the absorbance was

monitored at ２１０ nm. To analyze the volatile oil in

cumin extract, cumin was boiled in water and the

volatile oil was collected. The components of the

volatile oil were analyzed using a procedure

reported by SMALLFIELD et al .２１）, except that a

Shimadzu GC １４ A gas chromatograph, a Shimadzu

QP ２０００ mass spectrometer, and a Hicap-CBP １-M

２５-０２５ capillary column（Shimadzu, Kyoto, Japan）

were used.

７．Statistical analysis

The results were analyzed by analysis of variance

（ANOVA）using StatView software（SAS Institute,

Inc., Cary, NC, USA）.

Results

１．Effect of cumin extract on growth and VT

production of EHEC O１５７

We examined the growth of EHEC O１５７ in the

presence of cumin extract at low concentrations（０.０２,

０.０５, and ０.１％）. Neither growth inhibition nor a

delay in the lag phase was observed at these

concentrations（Fig. １A）. Fig. １B shows the amounts

of VT１ and VT２ released from the cells into LB

medium supplemented with and without the cumin

extract. Cumin extract was found to reduce the

amounts of both VT１ and VT２. Since the ２０％

cumin extracts were prepared with ７０％ ethyl

alcohol, the final concentration of ethyl alcohol in

the LB medium was ０.０７％ . Neither growth

inhibition nor suppression of VT production was

observed with the addition of ０.０７％ ethyl alcohol

into LB medium. Similar results were also obtained

with ９ other strains of EHEC O１５７.

２． Isolation and identification of the active

component of cumin

The cumin extract was analyzed using reverse -

phase HPLC, and the elution profile is shown in Fig.

２. Each peak fraction was collected separately and

analyzed. A peak at a retention time of １２.７ min

was found to cause a reduction in extracellular VT

production by EHEC O１５７. When this fraction was

analyzed by gas chromatography mass spectroscopy,

the active component was found to be ４-

isopropylbenzaldehyde（IPBA）（data not shown）. On

separation by reverse phase HPLC, a standard

solution of IPBA also showed a single peak at a

retention time of １２.７ min with a mass spectrum

Fig．１ Effects of cumin extract on the growth（A）and VT production（B）of EHEC
O１５７

Strain P ９８ was inoculated at an initial cell density of １.５×１０７ cells／� into LB medium

supplemented with the cumin extract at several concentrations, and was aerobically cultured

at ３７℃ for ２４ h. Growth was examined by measuring the absorbance at ６６０ nm after

appropriate dilution. The concentrations of cumin extract added to the medium were ０％

（open circles）, ０.０２％（closed circles）, ０.０５％（open triangles）, and ０.１％（closed triangles）. The

amount of VT released from the cells into the medium was determined by RPLA assay.

Black bars, VT１ ; white bars, VT２. Two independent experiments were performed in

triplicate, and the vertical bars indicate standard deviations.
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identical to the isolated compound. Thus, IPBA was

confirmed to be the active component in the cumin

extract that caused suppression of VT production.

When we analyzed the essential oils in the ２０％

cumin extract, the IPBA concentration was found to

be ０.２４％.

３． Effect of IPBA on the growth and VT

production of EHEC O１５７

We examined the growth and VT production of

EHEC O１５７ cells grown in LB medium

supplemented with varying concentrations of IPBA.

The growth was completely suppressed by ２００ ppm

IPBA, and partially suppressed by １００ ppm IPBA.

However, neither growth inhibition nor a delay in

the lag phase was observed at ５０ ppm and below.

The amounts of both VT１ and VT２ released into

the medium showed a decrease with increasing

concentrations of IPBA（Fig. ３A）. IPBA did not

inhibit the RPLA assay at concentrations below ３００

ppm. Furthermore, we analyzed the effect of IPBA

on the amount of intracellular VT. As shown in Fig.

３B, the amount of intracellular VT was also

decreased with an increase in IPBA concentration.

Thus, IPBA caused a reduction in both extracellular

and intracellular levels of VTs.

We also examined the effect of IPBA on VT

production by other EHEC O１５７ strains. All strains

studied grew well without any prolongation of the

lag phase in LB medium supplemented with ５０ ppm

IPBA. Irrespective of the strain used, the levels of

both intracellular and extracellular VTs were

reduced by the addition of ５０ ppm IPBA（Fig. ４）.

Discussion

Cumin has antibacterial activities１），２２）～２４）, which

may also indirectly result in reduced VT production

due to growth inhibition of EHEC O１５７. Previously,

we reported that cumin extract had no antibacterial

action against some strains of EHEC O１５７: H ７ at

concentrations ０－０.１％ １９）. Therefore, we analyzed

the effect of cumin extract on VT production at

these low concentrations（０－０.１％）. Up to now,

there has been no report so far on the suppressive

effect of cumin on VT production by EHEC O１５７.

Fig．２ Elution profile of cumin extract on a Cosmosil ５
C１８-MS-II column（４.６×１５０�）

The amount of ２０％ cumin extract injected was １０� .
Elution was carried out with a linear gradient from ０ to

８０％ methyl alcohol at a flow rate of １.０� ／min, and
monitored at ２１０ nm. The arrow indicates the active peak

that reduced the amount of extracellular VT. Asterisks

indicate the fractions analyzed for their ability to suppress

VT production.

Fig．３ Effect of IPBA on the VT production by EHEC O１５７

Strain P ９８ was inoculated at an initial cell density of １.５×１０７ cells／� into LB medium

supplemented with the IPBA at several concentrations, and was aerobically cultured at ３７°C

for ２４ h. The levels of extracellular（A）and intracellular（B）VTs were expressed as RPLA

titers. Two independent experiments were performed in triplicate, and the vertical bars

indicate standard deviations. Black bars, VT１; white bars, VT２.
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Our present results showed that cumin reduced the

amounts of extracellular VT１ and VT２, and that

IPBA was the active component. Since IPBA at １００

ppm reduced VT production by more than ９０％, it

appears to be superior to eugenol which exhibits a

similar effect at ４００ ppm１７）. In addition to the

suppressive effect on VT production, IPBA showed

a higher antibacterial activity against EHEC O１５７

than eugenol. While the minimum inhibitory

concentration（MIC）of eugenol for EHEC O１５７: H

７ was １,０００ ppm１７）, the MIC of IPBA was below ２００

ppm. Therefore, IPBA appears to be potentially

useful in suppressing the virulence of EHEC O１５７.

It has been shown that the SOS response induces

high-level transcription of the VT genes in EHEC O

１５７２５）～２７）. Since IPBA did not activate the VT

production at concentrations of ０－２００ ppm, IPBA

does not appear to induce the SOS response of

EHEC O１５７: H７.

Many bacterial pathogens, including EHEC, have a

conserved membrane histidine sensor kinase

（QseC） to activate the expression of virulence

factors including VT２８），２９）. Inhibitors of the QseC -

mediated activation, which is referred to as a

quorum sensing system, are likely to be useful in

antivirulence therapy３０）. RASKO et al . found that an

auto-inducer in the quorum sensing system inhibited

the QseC - mediated activation of the vtx2 gene

without inhibiting the growth of EHEC O１５７３１）.

Therefore, one of the possible mechanisms for the

suppression of VT production in EHEC O１５７ by

IPBA might be the inhibition of the QseC-mediated

activation of vtx genes by binding to QseC or

membranes near QseC. A lthough further studies

are required, IPBA may be useful for the

prevention and treatment of EHEC O１５７ infection.

Conclusions

We analyzed the ability of cumin to suppress VT

production by EHEC O１５７. One of the isolated

active components of cumin was IPBA, which

reduced the production of both VT１ and VT２ of

EHEC O１５７ strains. In addition to its use as a spice,

cumin which contains IPBA may be effective in

reducing the virulence of EHEC O１５７. However,

further studies are required to clarify the

mechanism by which IPBA suppresses VT

production in EHEC O１５７, as well as to examine

the suppressive effect of cumin in vivo .
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クミンの腸管出血性大腸菌O１５７による

ベロ毒素産生の抑制の解析

武政二郎＊１，＊２・横井川久己男＊１

＊１ 徳島大学総合科学教育部

（〒７７０―８５０２ 徳島県徳島市南常三島町１―１）

＊２ 大阪あべの辻調理師専門学校

（〒５４５―００５３ 大阪府大阪市阿倍野区松崎町３―１６―１１）

腸菅出血性大腸菌（EHEC）O１５７のベロ毒素（VT）

産生に対するクミンの抑制能力を調べた。クミン抽出液

は７０％エチルアルコールを用いて調製した。０.０２％クミ

ン抽出液を添加したLB（Luria-Bertani）培地を用いて，

３７℃で定常期までEHECO１５７を培養したとき，ベロ毒

素生産はVT１とVT２共に有意に低下した。また，この

培養条件では，増殖抑制や誘導期の遅延は認められなか

った。クミン抽出液の活性成分は，HPLC法によって精

製され，４-イソプロピルベンズアルデヒド（IPBA）と

同定された。EHEC O１５７のVT生産に対するIPBAの抑

圧効果を調べた結果，細胞内および細胞外のベロ毒素量

は，IPBA濃度の上昇とともに低下した。この結果は，

IPBAがEHEC O１５７の有害性を低下させることに有用

であることを示唆する。

（平成２３年１１月３０日受付，平成２４年１月１６日受理）
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Sweet basil（Ocimum basilicum L.）is a chilling -

sensitive plant. Chilling injury（CI）, which appears as

leaf necrosis and spotting１）, reduce postharvest shelf

life, quality, and marketability２）. To reduce CI of

horticultural crops, heat treatment３）, conditioning

treatment４），５）, and sugar treatment６），７）, can be used.

In the present study, the use of heat, conditioning,

and sugar treatments for alleviating CI in sweet

basil was investigated.

Materials and methods

Sweet basil（Ocimum basilicum L.）plants were

cultivated at ２５℃ under a １６-h photoperiod regime.

Developing young leaves were used as the study

material. Each leaf was sectioned longitudinally. One

portion was used as a control while the other

portions were used in the treatment groups. Half of

each leaf was placed on wetted filter paper, and

then enclosed in a ０.０２� high-density polyethylene

film bag. The bag was sealed by heat. For the

water heat treatment, leaves（enclosed within the

polyethylene bag）were submerged in water heated

to ３８, ４０, or ４２℃ for ０.５, １, ２, or ３ h. For the

conditioning treatment, leaves（enclosed within the

polyethylene bag）were kept in an incubator at ８°

－３５℃ for ８ h, １ d, ２ d, or ６ d. These

temperatures and durations were designed after

several preliminary experiments. For the sugar

treatment, leaves were immersed for １０ s in a

sugar solution containing １ M sucrose, glucose,

mannitol, fructose, maltose, or sorbitol, or a salt

solution containing ０.５ M NaCl or KCl, which has

the same osmotic pressure as the １ M sugar

solutions. The same sugar treatment was applied to

leaves conditioned at ２０℃ for ２ d. After the

treatments, the leaves were stored at １℃ for ３ d.

Sweet basil leaves were visually observed for the

extent and location of CI symptoms, such as

blackening. A ６- point index for the visual

observations was used to assess the extent of

physical damage for each sample : ５, ０％ damage ;

４, ２０％ damage ; ３, ４０％ damage ; ２, ６０％ damage ;

１, ８０％ damage ; and ０, １００％ damage.

Each treatment had a least １０ replicates. The

data are presented as the mean ± standard error.

Results

Among the water heat treatments tested, ４０℃ for

２ h was the most effective in preventing CI（６０.

８％）. Treatment at ４２℃ for ０.５, １, or ２ h was also

effective（４８.４％, ５６％, and ４１.６％, respectively） ;

however, treatment at ４２℃ for ３ h resulted in

severe injury（－２７.６％）. Treatment at ３８℃ and ４０℃

for ３ h was less effective than the other treatments

（Table １）.

Leaves subjected to temperature conditioning for

Alleviating Chilling Injury of Sweet Basil
Leaves after Harvest

AFRINA Akter＊１, KATO Masaya＊２, TAKAGI Toshihiko＊２ and YAMAWAKI Kazuki＊２§

＊１ The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University, Yanagido, Gifu 501−1193, Japan

＊２ Faculty of Agriculture, Shizuoka University, Ohya, Suruga−ku, Shizuoka 422−8529, Japan

The utility of water heat, temperature conditioning, and sugar treatment for reducing the chilling
injury of sweet basil leaves was investigated. Water heat treatments（３８－４２℃ for ０.５－３ h）and
temperature-conditioning treatments（１２－３５℃ for ８ h－６ d）reduced chilling injury, as did sugar
treatment either alone or in combination with temperature conditioning. A combination of temperature
conditioning and sugar treatment, especially with １ M sucrose or １ M glucose, was more effective
than sugar treatment or temperature conditioning alone.
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２ d at ３０℃ and ３５℃ showed severe injury（－１４.５％

and －４１.６％ , respectively ）, while temperature

conditioning leaves at ３０℃ or ３５℃ for ８ h or １ d

reduced CI. Conditioning at ３０℃ for ８ h was the

most effective treatment（Table ２）. In addition,

although temperature conditioning at １２℃ for ６ d

reduced CI, conditioning at ８℃ and １０℃ for ６ d

had the opposite effect.

Sugar treatment, either alone or in combination

with temperature-conditioning treatment, reduced CI

of leaves（Table ３）. Treatment with １ M sucrose,

glucose, fructose, and sorbitol was effective, while

treatment with １ M mannitol and ０.５ M KCl was

less effective than the aforementioned sugar

treatments. The combination of sugar and

temperature-conditioning treatments at ２０℃ for ２ d

was more effective than sugar treatment or

temperature conditioning alone.

Discussion

Water heat treatment at ４０℃ for ２ h reduced CI

more than the other heat treatments（Table １）.

These results indicate that water heat treatment

before chilling makes the tissue more resistant to

the physiological damage that develops during

chilling. A similar phenomenon was reported by

LURIE et al .８）. However, water heat treatment at

４２℃ for ３ h before storage at １℃ caused severe

damage, which we assume occurred due to

treatment at high temperature for a long time.

Conditioning treatment at ３０℃ for ８ h was

effective for reducing CI. In contrast, leaves treated

at ３０℃ and ３５℃ for ２ d showed severe injury（－

１４.５％ and －４１.６％, respectively）（Table ２）. We

assumed that this was the result of the long

treatment time. WOOLF et al .５） reported that low

temperature conditioning reduced CI ; however, in

our study, we did not observe any sustainable CI

reduction by low temperature conditioning.

In general, the sugar treatments were effective in

reducing CI. The results for sugar treatments alone

（Table ３）and in combination with conditioning

treatment（２０℃ for ２ d）suggest that although sugar

treatment alone is effective, combination treatment

is more effective. Similar findings were observed in

tomato seedlings６） and cotton cotyledon discs９）.

Treatment with a KCl solution at the same osmotic

pressure as the sugar solution is less effective than

Table １ Effect of water heat treatment on the chilling
sensitivity of sweet basil leaves stored at １℃ for ３ d

Treatment Effect（％）＊

３８℃ ０．５ h ３２．７±７．１＊＊

１ h ４３．０±６．５

２ h ３０．６±７．４

３ h ２７．４±８．０

４０℃ ０．５ h ４２．８±９．２

１ h ３７．７±９．９

２ h ６０．８±８．８

３ h １３．０±１３．５

４２℃ ０．５ h ４８．４±１０．６

１ h ５６．０±８．５

２ h ４１．６±１２．７

３ h －２７．６±１７．０

＊Effect＝１００（B－A）／（５－A）.
A : CI index of non-treated half leaf after ３ d at １℃
B : CI index of treated half leaf after ３ d at １℃,
CI index＝５, sound（０％ damage）; ４, ２０％ damage ;
３, ４０％ damage ; ２, ６０％ damage ; １, ８０％ damage ;
and ０, １００％ damage／blackening

＊＊mean±standard error（n＝１０）

Table ２ Effect of temperature -conditioning treatment
on the chilling sensitivity of sweet basil leaves stored
at １℃ for ３ d

Treatment Effect（％）＊

８℃ ２ d ２４．２±８．３＊＊

６ d －１６．３±１５．６

１０℃ ２ d １０．２±８．２

６ d －１０．３±１６．１

１２℃ ２ d －０．９±１６．０

６ d ２４．８±１２．６

１５℃ ２ d ３８．４±７．２

６ d ３２．２±１５．４

２０℃ １ d ３６．７±４．２

２ d ３８．０±１８．２

２５℃ １ d ２８．９±１０．０

２ d １９．０±１２．５

３０℃ ８ h ４３．０±６．６

１ d ２１．８±７．２

２ d －１４．５±１０．５

３５℃ ８ h ２７．５±１０．１

１ d ３６．７±１０．０

２ d －４１．６±１３．９

＊Effect＝１００（B－A）／（５－A）.
A : CI index of non-treated half leaf after ３ d at １℃,
B : CI index of treated half leaf after ３ d at １℃,
CI index＝５, sound（０％ damage）４, ２０％ damage ;
３, ４０％ damage ; ２, ６０％ damage ; １, ８０％ damage ;
and ０, １００％ damage／blackening

＊＊mean±standard error（n＝１０）
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treatment with sugar. These results suggest that

the effect of sugar in reducing chilling sensitivity is

metabolic not osmotic. Conditioning basil leaves by

storing at ２０℃ for ２ d before storage at １℃

effectively reduced CI（ about ２５.９％ effective）.

However, storage at ２０℃ for ２ d along with １ M

sugar treatment was more effective. Although both

temperature conditioning and sugar treatments

reduced CI, the combination of these treatments

reduced CI more than either of the treatments

alone because of the synergistic effect of sugar and

temperature conditioning. From our results and

discussion, the mechanism for CI reduction has not

been clearly demonstrated ; however, the

mechanism for heat and conditioning may be same

because heat and conditioning treatments were

effective at various temperatures.

These results show that sugar treatments provide

better protection against CI than immersion in

heated water and temperature conditioning prior to

cold storage of horticultural products. Our results

also suggest that treatment with a combination of

sugar and temperature conditioning is a promising

new technique for improving the postharvest

storage life of sweet basil.

References

１）RIBEIRO, P. and SIMON, J. E. : Breeding sweet

basil for Chilling Tolerance（JANICK, J. and WHIPKEY,

A.（eds.）. ASHS Press, Alexandria, VA）, pp. ３０２～

３０５（２００７）

２）LANGE, D. L. and CAMERON. A. : Postharvest

shelf life of sweet basil, HortScience . , ２９, １０２～１０３

（１９９４）

３）PAULL, R. E. and MCDONALD, R. E. : Heat and

cold treatments（PAULL, R. E. , ARMSTRONG, J. W.

（ Eds. ）： Insect Pests and Fresh Horticultural

Products : Treatments and Responses ）（ CAB

International Wallingford, UK）, pp. １９１～２２２（１９９４）

４）HATTON, T. T. and CUBBEDGE, R. H. :

Conditioning Florida grapefruit to reduce chilling

injury during low temperature storage, J. Am. Soc.

Hort. Sci .,１０７, ５７～６０（１９８２）

５）WOOLF, A. B. , COX, K. A. , WHITE, A. and

FERGUSON, I. B. : Low temperature conditioning

treatments reduce external chilling injury of

‘Hass’ avocados, Postharvest Biol. Technol .,２８, １１３～

１２２（２００３）

６）KING, A. I., JOYCE, D. C. and REID, M. S. : Role

of carbohydrates in diurnal chilling sensitivity of

tomato seedling, Plant Physiol .,８６, ７６４～７６８（１９８８）

７）TAJIMA, K. and KABAKI, N. : Effects of sugars

and several growth regulators on the chilling

injury of rice seedlings, Jpn. J. Crop. Sci .,５０, ４１１～

４１２（１９８１）

８）LURIE, S. : Postharvest heat treatments,

Postharvest Biol. Technol .,１４, ２５７～２６９（１９９８）

９）RIKIN, A., GITLER, C. and ATSMON, D. : Chilling

injury in cotton （ Gossypium hirsutum L. ） light

requirement for the reduction of injury and for

the protective effect of abscisics acid, Plant Cell

physiol .,２２, ４５３～４６０（１９８１）

Table ３ Effect of sugar and salt treatment on the
chilling sensitivity of sweet basil leaves stored at １℃
for ３ d

Treatment Effect（％）＊＊

Sugar Conditioning＊

１ M Sucrose None

Treated

３８．０±１２．３＊＊＊

７７．５±８．９

１ M Glucose None

Treated

３８．０±６．０

７９．０±９．３

１ M Mannitol None

Treated

５．３±６．４

５．２±１４．０

１ M Fructose None

Treated

３７．５±１４．５

６０．０±８．３

１ M Maltose None

Treated

２１．５±１７．９

６４．９±１１．８

１ M Sorbitol None

Treated

３２．２±１２．８

５８．８±１２．１

０．５M NaCl None

Treated

２４．１±９．９

７．０±９．９

０．５M KCl None

Treated

９．２±１０．２

－１．７±２０．２

None Treated ２５．９±１３．２

＊Temperature conditioning consisted of treatment at ２０℃ for
２ d.
＊＊Effect＝１００（B－A）／（５－A）
A : CI index of non-treated half leaf after ３ d at １℃,
B : CI index of treated half leaf after ３ d at １℃,
CI index＝５, sound（０％ damage）; ４, ２０％ damage ;
３, ４０％ damage ; ２, ６０％ damage ; １, ８０％ damage ;
and ０, １００％ damage／blackening

＊＊＊mean±standard error（n＝１０）
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収穫後スイートバジル葉の低温障害軽減

アフリナ アクター＊１・加藤雅也＊２

高木敏彦＊２・山脇和樹＊２

＊１ 岐阜大学大学院連合農学研究科

（〒５０１―１１９３ 岐阜県岐阜市柳戸１―１）

＊２ 静岡大学農学部

（〒４２２―８５２９ 静岡県静岡市駿河区大谷８３６）

スイートバジル葉の低温障害を抑えるため，熱水処理，

コンディショニング処理，糖処理の効果について調べた。

熱水処理（３８℃～４２℃，３０分～３時間）とコンディシ

ョニング処理（１２℃～３５℃，８時間～６日）で低温障害

を軽減し，さらに糖処理あるいは糖処理とコンディショ

ニング処理の組み合わせでも低温障害を軽減した。コン

ディショニング処理と糖処理の組み合わせ，特に１Mシ

ョ糖や１Mグルコースとの併用処理で，糖単独処理より

大きな効果が得られた。

（平成２３年７月２８日受付，平成２３年１２月２６日受理）
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日本では，１９９４年の規制緩和に伴う酒税法改正によっ

て全国各地で地ビール会社が設立された。それに伴い，

様々なスタイルのビールが製造されるようになると共

に１），ビール類の消費量は過去１００年間で最大となった２）。

地ビールブームの最盛期には，各都道府県に地ビール醸

造会社が存在し，その総数は３００社にも及んだ３）。しかし

それ以降，社会情勢の様々な変化４）によって地ビール醸

造会社数も変動し，現在では約２００数社が地ビール醸造

を行っているという現状である５）。また，飲食店での飲

酒機会の減少など，酒類全般にわたり飲酒動機や飲酒形

態の変化が生じている６），７）。この間，地ビール自体の認

知度を高めること，とりわけピルスナー以外のスタイ

ル８）のビールの普及を目的として，消費者を対象とした

啓蒙活動，例えば，�ビールフェスティバル，�試飲
会，�テイスティング講習会，あるいは，�自ビール
（注．自分だけのビールの意。いわゆるBIY（Brew It

Yourself）に端を発する造語）試醸会などが，様々な団

体（日本地ビール協会，全国地ビール醸造者協議会ほか

NPO団体など）や企業，販売店，あるいは飲食店など

によって開催された。さらに，地ビール醸造の解禁とほ

ぼ時を同じくして，海外産の様々なスタイルのビールを

取り扱う販売店や飲食店の数も急増し，これらが相まっ

て，日本のビール文化に新しい流れが形成されつつある

と言っても過言ではない９）～１１）。しかしながら，消費者側

においては，�「ビール＝ピルスナー」というイメージ
が依然として根強く残っている，�多様なビールスタ
イルという概念は十分には普及・浸透していない，�
ピルスナー以外のスタイルのビールを好むのは，いわゆ

るビール党といわれる一部の者だけである，といった声

が販売店やビアレストラン，あるいは地ビール業界関係

者から聞かれる。

筆者らは，地ビール関連産業の現状把握と継続的発展

に有用と思われる調査および情報提供を行っているが，

今回は中高年層の一般消費者を対象として，ビールの嗜

好や満足度について調査した。嗜好や満足度の要因をア

ンケート調査のみから明らかにすることは困難であるが，

興味あるいくつかの傾向が認められたので，ここに「資

料」として紹介する。

調 査 方 法

１．調査対象および方法

調査は２００９年９月１２日および２０１１年８月２７日の２回実

施した。対象者は，年齢３０～７０歳代の一般消費者（本学

併設中学・高校の生徒の保護者および教職員）であり，

その都度募集を行った。各年度における調査協力者の内

訳を表１に示した。いずれの年度においても４０歳代およ

び５０歳代の方の割合が高かったが，年代と性別との間に

は独立性（P値（２００９年度）＝０．５２４，P値（２０１１年度）

＝０．６５７）が認められたので，本母集団を，３０歳代～７０

歳代の一般消費者と定義して差し支えないと考えられた

（表１）。

２．試料ビール

日本の多くの地ビール醸造会社においても製造されて

いる代表的なビアスタイルを含む７種のスタイルの海外

製ビールを用いた。選定に際しては，（１）典型的なビ

アスタイル特性を示す，（２）個性的な商品特性をもた

中高年層消費者における各種ビールの嗜好およびその満足度

徳 田 宏 晴＊§・本 間 裕 人＊・中 西 載 慶＊

＊ 東京農業大学短大部醸造学科

Taste and Degree of Satisfaction of the Middle-aged Consumers

to Various Style of Beers

TOKUDA Hiroharu＊§，HOMMA Hiroto＊ and NAKANISHI Kotoyoshi＊

＊ Depertment of Brewing and Fermentation, Junior College of Tokyo University of Agriculture

1−1−1, Sakuragaoka, Setagaya, Tokyo 156−8502

Key words：beer Style, taste, degree of satisfaction, middle-aged

ビア・スタイル，嗜好，満足度，中高年者

＊ 〒１５６―８５０２ 東京都世田谷区桜丘１―１―１
§ Corresponding author, E-mail : tokuda@nodai.ac.jp
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ない，（３）高品質でその安定性も高い，（４）伝統を有

する世界的有名ブランドである，および（５）日本で比

較的容易に入手可能である，という点に配慮した。

すなわち，�ピルスナー（ピルスナーウルケル），�
ホワイト（ヒューガルテンホワイト（２００９年度），ある

いはヴェデット（２０１１年度）），�ペールエール（バス
・ペールエール），�スタウト（ライオン・スタウト），
�トラピスト（オルヴァル，あるいはウェストマール），
�アメリカン・ハイブリッド（アンカースティーム，
あるいはリバティーエール）および�ランビック（リ

ンデマンス・カシス（２００９年度）あるいはフランボワー

ズ（２０１１年度））を用いた（カッコ内は商品名）。

３．調査方法およびデータ処理法

アンケート用紙（図１－１～５）により調査した。調

査は，初めに性別，年齢，日常の飲酒量，好きなアルコ

ール飲料，およびビール類の選択にかかわる諸因子につ

いて回答いただき，次いで，試料ビール（淡色系ビール

から濃色系ビールへと一定時間毎に順次提供）を試飲し

てもらい，その都度当該ビールの印象を回答いただいた。

なお，回答は全員から得ることができた。

表１ アンケート調査協力者（年齢層）

年 齢 ３０～３９ ４０～４９ ５０～５９ ６０～６９ 合 計

２００９年度

男 ２（５％） ２８（６７％） １１（２６％） １（２％） ４２（１００％）

女 ２（２％） ６４（７７％） １４（１７％） ３（４％） ８３（１００％）

合 計 ４（３％） ９２（７４％） ２５（２０％） ４（３％） １２５（１００％）

CramerのV＝０．１３３９ P＝０．５２４１＞０．０５

男 ２（７％） １８（６０％） ７（２３％） ３（１０％） ３０（１００％）

女 ４（７％） ３８（６８％） １２（２１％） ２（４％） ５６（１００％）

合 計 ６（７％） ５６（６５％） １９（２２％） ５（６％） ８６（１００％）

CramerのV＝０．１３６９ P＝０．６５６６＞０．０５

図１－１ アンケート調査・質問票（１頁目） 図１－２ アンケート調査・質問票（２頁目）

２００９年度調査においては，問５～問４０は実施していない。
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データの集計および統計処理にはエクセルおよびエク

セル統計２０１０を用いた。

結果および考察

１．ビール類の選択にかかわる各種因子の重要度および

その満足度

ビール市場には，様々な特性を有する多種多様なビー

ルが投入されてきたが，消費者ニーズとのミスマッチな

どによる売れ行き不振という例も少なくない。したがっ

て，消費者がビールに求めているニーズとその満足度を

把握することは，新規ビールの開発や販売戦略などにお

いて極めて重要であると考えられる。

そこで初めに，「ビール類の特性に関する様々な因子

（アンケート用紙の問５～２２）」に関して，ビール類を選

択する際の重視度（尺度を５段階で評価）および同因子

の満足の有無の観点からデータを解析し，「各因子につ

いて，重視度１および２の者の割合」および「各因子に

満足している者の割合」を象限図化した（図２）。

その結果，「食事にあう」，「泡がきめ細かい」および

「麦芽風味がしっかりしている」点については重視度，

満足度ともに高い値が得られた。しかしながら，「泡の

持続性が良い」および「低価格である」という点につい

ては，重視されているにもかかわらずその満足度は低か

ったことから，この点については改善の必要があると考

図１－３ アンケート調査・質問票（３頁目） 図１－５ アンケート調査・質問票（５頁目）

図１－４ アンケート調査・質問票（４頁目）
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, 淡色（黄金色など）である ；
， 透明感がある ；
， 泡がきめ細かい ；
， 麦芽風味がしっかりしている ；
， アルコール度数が高い ；
， 食事にあう ；
， 低価格である ；
（大○）， カロリーオフ・糖質オフである ；
（大◇）， どこでも売っている ；

, 濃色（黒・銅色など）である ；
， 酵母入りで濁りがある ；
， 泡の持続性が良い ；
， ホップ風味が華やかである ；
， アルコール度数が低い ；
， 高級感がある ；
（大△）， 有名メーカーの製品である ；
（大□）， 健康成分が含まれている ；
， 地域限定品である ；
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えられた。また，「酵母や健康成分入りであること」，

「カロリー・糖質オフ」および「アルコール度数」など

については満足度が低かったが，あまり重要視もされて

いなかった。このような傾向は，「ビールを飲むときく

らいは，健康への細かな気遣いからは開放され，気分よ

く飲みたい」という消費者心理によるものであると推察

された。

次に，ビール類の選択にかかわる各因子同士の類似性

について，「数量化�類」法により解析した（図３）。そ
の結果，「泡の持続性がよい」と「高級感がある」との

間に類似性が認められた。このことから，「泡持ちの良

いビールは高級である」と見なされていることが明らか

となり，価格設定の高いビールには良質の泡が不可欠で

あると考えられた。また，食事とのマッチングについて

は，色や透明感などといった視覚的因子との関連が強く，

風味よりも視覚的に判断される傾向があることが明らか

となった。今後は，ビールの風味特性と料理ともマッチ

ングについて，より良く消費者に伝えていく必要があり，

そのことがビールの消費・販路拡大につながるものと考

えられた。さらに，健康関連因子のひとつである「カロ

リー・糖質オフ」については，「酵母や健康成分が入っ

ているということ」や「アルコール度数の高低」といっ

たこととは全く違った形で認識されていた。健康体でい

つまでもビールを飲むことができる状態であり続けるた

めには，個々人による摂取飲食物の調整をはじめとする

自身の健康管理が必要不可欠である。しかしながら，ビ

ールにおける「カロリー・糖質オフ」については，重視

度，満足度も低く，消費者の関心が低い因子であった。

２．各スタイルのビールに対する嗜好の傾向

（１）日常のビール飲酒量による違い 「日常生活に

おける一週間当たりのビール類の飲酒量（３５０�缶換算
での何本）」と「各種スタイルのビールに対する嗜好」

との関係をクロス集計表にまとめ，独立性の検定を行っ

た（表２）。その結果，ランビック（２００９年度調査分）

およびペールエール（２０１１年度調査分）において，有意

確率５％で「日常飲酒量」と「当該スタイルのビールに

対する嗜好の程度」との間に関連性のあることが知られ

たが，他のスタイルのビールにおいては，両者の間に関

図２ ビール選択に関わる各種因子の重視度とその満足度

図３ ビール選択にかかわる各種因子の関連性
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連性は認められなかった。

そこで，上述のランビックおよびペールエールについ

て残差分析およびコレスポンディング分析を行ったとこ

ろ，ランビック（２００９年度調査分）においては，日常飲

酒量が３本以上の者，とりわけ日常飲酒量６～９本の者

で「とても好き」と回答した者が少なく，「普通」と回

答した者が多かった。また，日常飲酒量３～５本の者は

「どちらかといえば好き」，普段ほとんど飲まない者にお

いては「とても好き」との回答が多かった。さらに，全

体として日常飲酒量にかかわらず，「あまり好きでな

い」や「嫌い」との回答は少なかった。これらのことか

ら，ランビックは「日常飲酒量に関わらず飲みやすいビ

ール」であると考えられた。

一方，ペールエール（２０１１年調査分）については，普

段ほとんど飲まない者において「普通」との回答が少な

く，「あまり好きでない」および「嫌い」の回答が多か

った。これに対して，日常飲酒量が９本以上の者におい

て「とても好き」との回答が多かったことから，ペール

エールは万人受けすると言うよりは，日常飲酒量の多い

ビール好きの者に特に好まれるスタイルのビールである

ことが推察された。

（２）日常の愛飲酒による違い 「日常愛飲している

酒類の種類」と「各スタイルのビールに対する嗜好」と

の関係をクロス集計し，独立性を検定したところ，両者

の間に関連性は認められなかった。

そこで次に，「日常愛飲しているビール系飲料の種

類」と「各スタイルのビールに対する嗜好」との関連に

ついて検討したところ，ピルスナーおよびペールエール

（いずれも２０１１年調査分）において，有意確率５％で両

者の間に関連性のあることが明らかとなった（表３）。

表２ 日常の飲酒量とビール嗜好の関係

ビア・スタイル 飲酒量
嗜好の程度

合計（人） 備 考
とても好き どちらかといえば好き 普 通 あまり好きでない 嫌 い

ランビック

（２００９年）

ほとんど飲まない ２６（５７．８％） １３（２８．９％） ３（６．７％） ３（６．７％） ０（０ ％） ４５（１００％）

１－２本 １８（５８．１％） ７（２２．６％） ２（６．５％） ２（６．５％） ２（６．５％） ３１（１００％）

３－５本 ６（２５ ％） １２（５０ ％） ４（１６．７％） ２（８．３％） ０（０ ％） ２４（１００％）

６－９本 ３（１６．７％） ６（３３．３％） ７（３８．９％） ２（１１．１％） ０（０ ％） １８（１００％）

それ以上 １（１６．７％） ３（５０ ％） １（１６．７％） １（１６．７％） ０（０ ％） ６（１００％）

全 体 ５４（４３．５％） ４１（３３．１％） １７（１３．７％） １０（８．１％） ２（１．６％） １２４（１００％） 無回答１

CramerのV＝０．２５２６ P＝０．０１１＜０．０５

ペールエール

（２０１１年）

ほとんど飲まない ３（９．４％） １０（３１．３％） ４（１２．５％） １１（３４．４％） ４（１２．５％） ３２（１００％）

１－２本 ６（２８．６％） ４（１９ ％） ９（４２．９％） ２（９．５％） ０（０ ％） ２１（１００％）

３－５本 ０（０ ％） ３（２７．３％） ５（４５．５％） ３（２７．３％） ０（０ ％） １１（１００％）

６－９本 ３（２５ ％） ６（５０ ％） ２（１６．７％） １（８．３％） ０（０ ％） １２（１００％）

それ以上 ４（４４．４％） ３（３３．３％） ２（２２．２％） ０（０ ％） ０（０ ％） ９（１００％）

全 体 １６（１８．８％） ２６（３０．６％） ２２（２５．９％） １７（２０ ％） ４（４．７％） ８５（１００％） 無回答１

CramerのV＝０．３０２４ P＝０．０１３＜０．０５

表３ ビール系愛飲酒の種別とビール嗜好との関係

ビア・スタイル 愛飲酒
嗜好の程度

合計（人） 備 考
とても好き どちらかといえば好き 普 通 あまり好きでない 嫌 い

ピルスナー

（２０１１年）

国産大手 １３（４４．８％） １２（４１．４％） ４（１３．８％） ０（０ ％） ０（０ ％） ２９（１００％）

発泡酒 １（６．３％） ９（５６．３％） ３（１８．８％） ３（１８．８％） ０（０ ％） １６（１００％）

第３麦酒 ４（５０ ％） ３（３７．５％） １（１２．５％） ０（０ ％） ０（０ ％） ８（１００％）

全 体 １８（３４ ％） ２４（４５．３％） ８（１５．１％） ３（５．７％） ０（０ ％） ５３（１００％） 愛飲酒無回答３３

CramerのV＝０．３５０３ P＝０．０４３＜０．０５

ペールエール

（２０１１年）

国産大手 ３（１０．７％） ９（３２．１％） ３（１０．７％） ９（３２．１％） ４（１４．３％） ２８（１００％） 嗜好無回答１

発泡酒 ２（１２．５％） ５（３１．３％） ６（３７．５％） ３（１８．８％） ０（０ ％） １６（１００％）

第３麦酒 ３（３７．５％） ０（０ ％） ４（５０ ％） １（１２．５％） ０（０ ％） ８（１００％）

全 体 ８（１５．４％） １４（２６．９％） １３（２５ ％） １３（２５ ％） ４（７．７％） ５２（１００％） 愛飲酒無回答３３

CramerのV＝０．３８７４ P＝０．０４８＜０．０５
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そこで，さらに残差分析およびコレスポンディング分析

を行った。その結果，ピルスナーにおいては，全体的に

は好意的な回答をした者の割合が高かったものの，発泡

酒愛飲者では「あまり好きでない」との回答が多く，

「とても好き」の回答が少なかった。また，ピルスナー

を好まない理由として「ホップの苦味」をあげた者の割

合が約１３％と最も高く，ピルスナー本来の特性であるホ

ップの爽やかな香りや苦味が必ずしも受け入れられなか

った。

ペールエールについては，普段国産大手のピルスナー

を愛飲している者において「普通」との回答者が少なく，

「好き・どちらかといえば好き」と「あまり好きでない

・嫌い」に２分された。

（３）年齢による違い 「年代」と「各スタイルのビ

ールに対する嗜好」との関係をクロス集計し，独立性を

検定したところ，両者の間に関連性は認められなかった。

（４）性別による違い 「性別」と「各スタイルのビ

ールに対する嗜好」との関係をクロス集計し，独立性を

検定したところ，ペールエール（２００９年度調査分），ス

タウト（２００９年度および２０１１年度調査分），ホワイト

（２０１１年度調査分），アメリカン・ハイブリッド（２０１１年

度調査分），トラピスト（２０１１年度調査分），およびラン

ビック（２００９年度調査分）において，両者の間に関連性

があることが認められた（表４～９）。そこで，これら

ビールについて，「性別」と「各スタイルのビールに対

する嗜好」との関連性を残差分析により検討し，以下に

その概略をまとめた。

１）ペールエールについて：男性の回答では「どちら

かといえば好き」が１％有意で多く全体の３８．１％，「あ

まり好きでない」が５％有意で少なく全体の１９％であっ

た。一方，女性では「どちらかといえば好き」が１％有

意で少なく全体の１３．３％，「あまり好きでない」が５％

有意で多く全体の４１％であった。これらのことから，ペ

ールエールは男性が特異的に好むビールであると考えら

表４ クロス集計表（性別×ペールエールの嗜好）

ペールエール

（２００９年度）
とても好き

どちらかと

いえば好き
普 通

あまり好

きでない
嫌 い 合 計 備 考

男 ５（１１．９％） １６（３８．１％） １１（２６．２％） ８（１９．０％） ２（４．８％） ４２（１００％）

女 ３（３．６％） １１（１３．３％） ２９（３４．９％） ３４（４１．０％） ６（７．２％） ８３（１００％）

全 体 ８（６．４％） ２７（２１．６％） ４０（３２．０％） ４２（３３．６％） ８（６．４％） １２５（１００％）

CramerのV＝０．３５６４ P＝０．００３＜０．０１

表５ クロス集計表（性別×スタウトの嗜好）

スタウト

（２００９年度）
とても好き

どちらかと

いえば好き
普 通

あまり好

きでない
嫌 い 合 計 備 考

男 ８（１９ ％） １３（３１．０％） ７（１６．７％） ９（２１．４％） ５（１１．９％） ４２（１００％）

女 ８（９．６％） ３３（３９．８％） １４（１６．９％） ２８（３３．７％） ０（０ ％） ８３（１００％）

全 体 １６（１２．８％） ４６（３６．８％） ２１（１６．８％） ３７（２９．６％） ５（４．０％） １２５（１００％）

CramerのV＝０．３３２６ P＝０．００７９＜０．０１

スタウト

（２０１１年度）

男 ８（２８．６％） ７（２５ ％） ３（１０．７％） ８（２８．６％） ２（７．１％） ２８（１００％）

女 ３（５．４％） １１（１９．６％） １２（２１．４％） １９（３３．９％） １１（１９．６％） ５６（１００％）

全 体 １１（１３．１％） １８（２１．４％） １５（１７．９％） ２７（３２．１％） １３（１５．５％） ８４（１００％） 無回答２

CramerのV＝０．３６４９ P＝０．０２４６＜０．０５

表６ クロス集計表（性別×ホワイトビールの嗜好）

ホワイト

（２０１１年度）
とても好き

どちらかと

いえば好き
普 通

あまり好

きでない
嫌 い 合 計 備 考

男 ９（３０ ％） ７（２３．３％） ８（２６．７％） ４（１３．３％） ２（６．７％） ３０（１００％）

女 １３（２３．２％） ２５（４４．６％） ６（１０．７％） １２（２１．４％） ０（０ ％） ５６（１００％）

全 体 ２２（２５．６％） ３２（３７．２％） １４（１６．３％） １６（１８．６％） ２（２．３％） ８６（１００％）

CramerのV＝０．３４４６ P＝０．０３７＜０．０５
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れた。

２）スタウトについて：２００９年度の調査においては，

男性の回答で「嫌い」が１％有意で多く全体の１１．９％，

一方女性の回答では「嫌い」が１％有意で少なく０％で

あった。これに対して，２０１１年度の調査においては，男

性の回答で「とても好き」が１％有意で多く全体の２８．６％，

女性では「とても好き」が１％有意で少なく全体の５．４％

であった。このことから，スタウトは男性に好まれるビ

ールであることが推察された。

３）ホワイトについて：際立って特徴のある傾向は認

められなかったが，男女とも約８０％の者が「普通」以上

の評価をしており，性別を問わず受け入れられているビ

ールであった。

４）アメリカン・ハイブリッドについて：男性では

「普通」という回答が５％有意で少なく，好き嫌いの評

価が大きく分かれた。これに対して，女性では「普通」

という回答が５％有意で多く，全体の２５％を占めた。エ

ールとラガーの特徴を併せもつ本ビールに対する評価は，

男女とも必ずしも高いものではなかった。

５）トラピストについて：男性では「好き」という回

答が１％有意で多く全体の３４．５％だったのに対して，女

性では１％有意で少なく全体の８．９％であり，本ビール

も男性に好まれるビールであると考えられた。

６）ランビックについて：２００９年度調査においては，

男性では「とても好き」との回答が１％有意で少なく全

体の９．５％，逆に「あまり好きでない」が１％有意で多

く全体の１９％であった。しかし，「どちらかといえば好

き」が５％有意で多く全体の４７．６％であり，全体の約９０％

表７ クロス集計表（性別×アメリカンハイブリッドビールの嗜好）

アメリカン・

ハイブリッド

（２０１１年度）

とても好き
どちらかと

いえば好き
普 通

あまり好

きでない
嫌 い 合 計 備 考

男 ４（１３．３％） １０（３３．３％） ２（６．７％） １３（４３．３％） １（３．３％） ３０（１００％）

女 ６（１０．７％） １０（１７．９％） １４（２５ ％） １６（２８．６％） １０（１７．９％） ５６（１００％）

全 体 １０（１１．６％） ２０（２３．３％） １６（１８．６％） ２９（３３．７％） １１（１２．８％） ８６（１００％）

CramerのV＝０．３４３４ P＝０．０３８１＜０．０５

表９ クロス集計表（性別×ランビックの嗜好）

ランビック

（２００９年度）
とても好き

どちらかと

いえば好き
普 通

あまり好

きでない
嫌 い 合 計 備 考

男 ４（９．５％） ２０（４７．６％） ８（１９．０％） ８（１９．０％） ２（４．８％） ４２（１００％）

女 ５０（６０．２％） ２１（２５．３％） ９（１０．８％） ３（３．６％） ０（０ ％） ８３（１００％）

全 体 ５４（４３．２％） ４１（３２．８％） １７（１３．６％） １１（８．８％） ２（１．６％） １２５（１００％）

CramerのV＝０．５１９４ P＝０．０００＜０．０１

ランビック

（２０１１年度）

男 ４（１４．３％） ９（３２．１％） ４（１４．３％） ９（３２．１％） ２（７．１％） ２８（１００％）

女 ２９（５６．９％） １６（３１．４％） ３（５．９％） ２（３．９％） １（２．０％） ５１（１００％）

全 体 ３３（４１．８％） ２５（３１．６％） ７（８．９％） １１（１３．９％） ３（３．８％） ７９（１００％） 無回答７

CramerのV＝０．５１４４ P＝０．００３＜０．０１

表８ クロス集計表（性別×トラピストビールの嗜好）

トラピスト

（２０１１年度）
とても好き

どちらかと

いえば好き
普 通

あまり好

きでない
嫌 い 合 計 備 考

男 １０（３５．４％） １１（３７．９％） ３（１０．３％） ４（１３．８％） １（３．４％） ２９（１００％）

女 ５（８．９％） １６（２８．６％） １４（２５．０％） １１（１９．６％） １０（１７．９％） ５６（１００％）

全 体 １５（１７．６％） ２７（３１．８％） １７（２０．０％） １５（１７．６％） １１（１２．９％） ８５（１００％） 無回答１

CramerのV＝０．３９２３ P＝０．０１０９＜０．０５
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の者が「普通」以上の評価であった。一方，女性では

「とても好き」という回答が１％有意で多く全体の６０．２％

であった。

２０１１年の調査においては，男性では「とても好き」が

１％有意で少なく１４．３％。「あまり好きでない」が１％

有意で多く全体の３２．１％であり，「普通」以上と評価し

た者の割合は約６０％であった。一方女性では２００９年度と

類似の傾向が認められた。以上のように，本ビールは女

性からの支持率が高いこと，男性からの支持率には年度

により多少の変動があるものの支持率自体は決して低く

ないことから，比較的広く受け入れられるビールである

と考えられた。

お わ り に

今回の調査により，様々なスタイルのビールに対する

満足度や嗜好に関して，いくつかの傾向が認められた。

しかしながら，各傾向の要因やその要因自体に影響を及

ぼす因子を明らかにすることはできなかった。飲食物の

嗜好や満足度の尺度となる各人の価値基準は，長年にわ

たる生活習慣や経験が複合的に関与して培われたもので

あり，短期間で急激に変化しないものである。と同時に

様々な環境条件の影響を受けやすいという側面をももち

合わせている。したがって，上述の要因や因子を明らか

にするには，さらに詳細な検討が必要であると考えられ

た。一方，「ビールと料理とのマッチングに関する満足

度調査」についても，より現実的で身近な問題・課題と

して，実施の必要性があると思われた。

いずれにせよ，この先長きに渡ってビールが消費者に

愛されつづけ，日本独自のビール（あるいは地ビール）

文化が形成されるためには，酒類業界全体の動向を見極

めるとともに，メディアによる広報活動，あるいは流通

・販売に関するビジネス手法１５）などを駆使しつつ，ビー

ルファンの維持および新規ビールファン創成・掘り起こ

し，すなわち“ビール文化発展への種まき”とも言うべ

き基盤づくりを十分に行っておかねばならないと思われ

る。今回得られた結果が，各醸造所におけるビールの生

産計画，ビアレストランや酒販店における経営・販売計

画など，ビール関連事業者において今後の業務の方向性

や力点の置き方を決定する際の参考になれば幸いである。

最後に，従来のビアスタイルや既成概念にとらわれな

い「日本独自のオリジナリティーの高いビール」，とり

わけ地域・地元の特徴やその特産物を活用した「本来の

意味での和風の地ビール」の登場にも大いに期待したい

ものである。
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