
はしがき

　野菜のおいしさ検討部会は、国を挙げて健康問題に関心が集っているなかで、健康
とのかかわりが最も重要視されている野菜の消費は、近年消費減少傾向をたどってい
ますが、巷には、おいしい野菜を求める消費者志向が高まっている実情に対応して、
おいしい野菜基準を指標化して情報を提供するなら野菜消費の拡大に繋がると考え、
平成18年度農林水産省補助事業知識集約型産業創造対策事業に応募して現在まで検討
続けてきました。
　指標化にあたっては、既知の野菜のおいしさ基準に基づき、官能評価と機器分析評
価の組み合わせで行ってきたなかで浮上してきたことは、ある品目は、官能評価結果が
よくても、機器分析結果からはそれを裏付けるデータが出なかったり、また、その逆の
ケースもあり、科学的知見に基づいた指標化の複雑・深遠さが浮き彫りになったことで
す。更に指標化するために野菜品質に係わる基礎的な研究データが求められましたが、
これまでの文献の中には求めることが出来ないほど未知の分野であることも確認されま
した。
　こうした検討結果をふまえて、新たな検討品目を取り上げるより補足的な検討を続
ける事が指標化に一歩せまることが出来るものと考え、検討続ける中から新たな問題
が浮上してきました。ナスやタマネギでは、甘味が強くなる傾向があり、機器分析結
果だけでは、おいしさを推定できない事例も見られました。
　このような検討結果から推定される事は、容易に分析可能な成分もさることながら、
むしろ未知な微量成分の相互作用により醸しだす、微妙な味を推定する事が野菜のお
いしさには重要なことと思われました。しかし、これら野菜のおいしさに係る無数の
微量な成分を指標化することは、官能評価、化学的分析の限界をも超えており、当初
目的とした科学的知見に基づいた指標化は出来なかったが、野菜のおいしさを評価す
るには、新たな視点からの評価が重要であることが浮上しました。その視点とは、野
菜のおいしさは微妙な成分の相互作用結果生まれる味です。これを「地味」という言
葉で表現することを提唱しました。
　野菜のおいしさを「地味」と言う視点から考えると、巷に流れている甘味を中心と
したおいしさ評価は、野菜本来の力「地味」を忘れたものであり、健康野菜として微
量な成分が、気が付かないうちに減ったり、脱落が進んでいる可能性も考えられます。
気が付いたら我国の野菜は不健康な野菜になっていたとならないように、これを機会
に各場面で野菜に係る方々に「地味」と言う言葉に表現される問題に取り組んでいた
だきたき、更に「地味」の基礎的な研究が進む事を願っております。
　委員の方々には、ご熱心に検討重ねていただき、ここに報告書としてまとめること
が出来ましたことを心から感謝申し上げます。また、検討評価用野菜をご提供くださ
った種苗会社、産地農協、生産者、試験販売を担当していただいた量販店等々多くの
方々のご協力に深く感謝申し上げます。
　
　平成22年３月
 　特定非営利活動法人　野菜と文化のフォーラム
 　　　　　名誉理事長　鈴　木　康　司
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第１章　はじめに

１　趣旨
　野菜と文化のフォーラムでは、平成18、19年度と農林水産省の補助事業「知識集約
型産業創造対策事業」に応募し採択されて「野菜のおいしさ検討委員会」において、
科学的な指標の設定を目的に、官能評価と理化学的な評価の組み合わせにより、野菜
のおいしさに係る指標等の策定等について検討を行ってきた。
　21年度は、これらの結果が評価され、野菜等健康食生活協議会から受託要請のあっ
た「食育推進事業実施要領（平成20年４月１日付け19消安第14410号農林水産事務次
官依命通知）」に基づく、「にっぽん食育推進事業のうち副菜摂取改善対策事業」を受
託して、「食事バランスガイド」を活用した日本型食生活等の健全な食生活の実践を
促すために野菜を中心とした副菜の摂取改善等に資するため、野菜のおいしさについ
て検討してきた。
　
２　事業の実施方法
　このため、平成20年度に引き続き、21年度も野菜のおいしさ検討部会（以下「部会」
という。）を設置し、指定野菜及び特定野菜の中から数品目を選定し、栄養学、調理学、
農学等の学識経験者に協力いただき、野菜のおいしさに関する共通認識の整理、野菜
の官能評価試験方法等の検討を行うこととした。部会においては、ニンジン（根菜類）、
タマネギ（葉茎菜類）、ピーマン（果菜類）スイカ（果実的野菜）等を対象として官
能評価試験及び理化学的な評価を行うための機器分析試験、消費者アンケート調査等
を実施した。

野菜のおいしさ検討部会
＜委　員＞　

小　川　久　惠　女子栄養大学短期大学部調理学第二研究室 教授
久保田　紀久枝　お茶の水女子大学大学院 生活科学部食物栄養学科 教授
柴　田　　　温　全国農業協同組合連合会 営農総合対策部
　　　　　　　　営農・技術センター 農産物商品開発室 室長 
丹　羽　真　清　デザイナーフーズ株式会社　取締役社長
堀　江　秀　樹　野菜茶業研究所 野菜・茶の食味食感・安全性研究チーム長
宮　崎　丈　史　千葉県農林総合研究センター 上席研究員 
山　口　静　子　味覚と食嗜好研究所 代表、前日本官能評価学会 会長
　　                                          　　　           （五十音順、敬称略）
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３　本報告書による供試用品種の取扱
　本報告書を取りまとめるに当たり、各品目の供試用品種の選定は、意図的に行った
ものではなく、広く一般に栽培され、市販されているものを官能評価試験、機器分析
試験に使用している。本報告書では品種名を出来るだけ明確にしているが品種間の優
劣を評価したものではなく、あくまでも野菜のおいしさの評価につながる品種ごとの
特徴に焦点を当てたものであり、品種間競争を求めているものではないことをご理解
いただきたい。

４　本報告書の取扱
　本報告書は、農林水産省の補助事業により得られた成果であり、農業関係者、国内
外の学会、マスコミ等に広く公表し、積極的に事業成果の公開・公表に努める。また、
新聞、図書、雑誌、論文等に事業成果を発表する場合は、著作権保護の立場から出典
を明記し、本事業による成果であること、論文の見解が農林水産省の見解ではないこ
とを明記した上で、広くご利用いただきたい。
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第２章　検討内容の総括

野菜茶業研究所
堀江　秀樹

１　前年度までの検討経過と21年度の方向
　野菜のおいしさの検討に関しては、平成18、19年度の知識集約型産業創造対策事業
「野菜のおいしさ検討委員会」の検討成果を継承し、20年度以降は野菜等健康食生活
協議会の委託を受けて、「野菜のおいしさ検討部会」として活動している。検討委員
会及び部会においては、野菜のおいしさに関する科学的な指標（物差し）の設定を目
的に、官能評価と理化学的な評価の組み合わせを行ってきた。20年度までの結果を要
約する。
① キュウリ：糖含量の高いものが好まれることが示され、血糖センサーによる簡易評
価法も提案された。また、保存期間の長いものの方が歯ごたえが増し、この現象は
野菜茶研開発の食感評価法Crispness Index に反映されることが示された（18、19
年度）。ただし、キュウリのおいしさ、あるいは糖含量は収穫までの天候に左右さ
れることが明らかになった。これまでに得られた結果を、栽培地における天候を考
慮して考察し直せば、おいしさ指標について一定の結論が得られるものと期待でき
る。
② ホウレンソウ：茹でたホウレンソウのおいしさには甘味が関与し、糖含量の高いも
のの評価が高かった。アクっぽさに関しては、シュウ酸が関係するものと考えられ
ていたが、シュウ酸含量の低いものがアクっぽくないという関係は認められなかっ
た（18年度）。一方、ホウレンソウは大きな株にした方が旨いという考え方もある。
MS級とL級の２種類のホウレンソウを比較したところ、油炒めでは、L級の方がえ
ぐみが強く、評価が低くなった。季節変動等も考慮しておいしさを論じる必要が明
らかになった（19年度）。なお、ホウレンソウの旬は冬季であり、冬季に検討を行
うべきであったが、年度末の取りまとめに合わせた検討時期の選定には問題があっ
たと考えられる。
③ ニンジン：若年者をパネルとして生食及び煮物で評価した場合、「国分ニンジン」
（長ニンジン）のようにニンジンらしさの強いものが嫌われる傾向にあった。この
ニンジンは官能評価では甘さについても低く評価されるが、成分的には糖含量や糖
度が低いわけではなかった。「国分ニンジン」は水分含量が低く、また形成層や内
層の破断強度が高かった（18年度）。五寸ニンジンを比較した結果、生食の場合「向
陽２号」は、他の２品種よりも甘味、うま味が低く評価されたが、分析の結果、糖
含量や糖度が低いわけではなかった（19年度）。３種類のニンジンについて店頭で
試食販売した結果、「ひとみ五寸」を購入する人が最も多く、その購入理由として
は「甘さ」とされた。ただし予備的な調査の結果では３種類のニンジンの糖含量に
差はなかった（19年度）。「国分ニンジン」のような個性的な野菜の評価には、若年
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者よりも食経験豊富な人をパネルとした方がよいとの考えから、社会人パネルによ
りニンジンの煮物の評価を行った。しかしながら「国分ニンジン」については、社
会人パネルの場合も、18年度に行った若年者での結果同様、平均値としては低く評
価された（20年度）。官能評価によるうま味については、グルタミン酸や出汁由来
のイノシン酸の分析値のみからは説明できず、まだ未解明の成分や食感がおいしさ
に寄与している可能性が指摘された。（20年度）。さらに20年度はニンジン臭に関す
る機器分析も試み、ニンジン臭とテルペン類の関係が示唆された。
④ レタス：品種と熟度の異なるレタスを生食で官能評価したところ、評価結果が非常
にばらつき、喫食部位によりレタスの品質が異なったものと推察された。味の評価
と糖含量の間に相関関係はなく、いっぽうで苦味の強いものが嫌われる傾向にあっ
た（19年度）。部位によって味や食感が異なるため、レタスは非常に扱いづらい材
料である。苦味や食感の機器評価法については、現在国内でも開発が進みつつある
が、依頼分析等での対応は困難である。
⑤ ナス：「筑陽」と「千両２号」について煮物で比較したところ、前者を好む人は、
軟らかく風味の弱いところを好み、後者を好む人は風味が強く噛みごたえがあると
ころを好んだ（19年度）。「巾着」等４種類のナスについて、調理法と官能評価の関
係を解析した。生試料では糖含量と甘味、クロロゲン酸含量と渋味の関係は明確に
は出なかった。ナスを加熱すると物性が大きく変化し、成分変化はほとんどないに
も関わらず、味の感じ方は変わった。物理性（食感）評価の重要性が示唆されるも
のの、現在のところ適切な評価方法が確立されていない（20年度）。
⑥ ピーマン：ピーマンは子供の好まない野菜である。成人女性を対象にアンケート調
査の結果、ピーマン好きの人には苦味が肯定的にとらえられ、ピーマン嫌いの人は
苦味を嫌いな要因としている（20年度）。さらに、調理法を変えて官能評価した場合、
炒める、揚げるといった調理法が好まれやすいことが明らかになった（20年度）。
ピーマン嫌いを減らすには苦味の抑制が鍵となるが、苦味成分については解明され
ていない。
⑦ ダイコン：４品種について、生とおかか煮で評価した。生では好まれなかった辛味
の強い「夢岬」はおかか煮にすると最も評価が高かった（19年度）。４品種の煮物
について官能評価した結果、「大蔵」はグルタミン酸やミネラルが多くうま味や滋
味の評価が高かった。「本三浦」については、食感や苦味に特徴があり評価が分か
れた（20年度）。生食での辛味については、イソチオシアネートの関与が考えられ
ているが、本物質については依頼分析できる機関がない。さらにダイコンの苦味物
質については未解明であり、調理されたダイコンの食感評価法については検討の余
地を残す。
⑧ キャベツ：３品種の煮物について官能評価した。「あまだま」の糖含量が高く、「甘
い」と評価された（20年度）。カットキャベツの食感評価法については、やっと開
発が進みつつある状況であり、生食よりも多くの要素に左右されると考えられる煮
物について、おいしさ指標としての分析項目に関する文献はほとんどない。
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　これを受けて21年度の検討内容は次のように整理した。
　キュウリ及びホウレンソウについては、糖含量等おいしさの指標候補は明らかにな
ってきたものの、目的とする試料の供給が困難なために本年度は検討しない。レタス、
ナス、ダイコン、キャベツについては、官能評価に対応した機器分析をいかに行うか
について、基礎的な知見が不足しているため、本年度の検討は取りやめた。
　そこで、21年度はこれまで対象とした野菜の中からニンジンとピーマンについてさ
らに検討を深めた。
ニンジン：煮物の場合には、品質指標の策定は現状では困難と考える。ただし、生食
の場合には、「ひとみ五寸」のような軟らかく、特有の風味が少なく、水分の多いも
のが好まれることは19年度の店頭での試食販売調査結果からも得られている。そこで、
サラダ等生食に向くニンジンについて検討を継続する。ただし、とりまとめ時期に間
に合わせるため、これまでとは異なり調査は夏に行う。また、20年度から検討を開始
した香気分析の結果、ニンジン臭の強い品種ではテルペン類が多く検出された。本年
度、はニンジンを加熱することによる匂いの変動を解析し、基礎的な知見を得たい。
ピーマン：鍵となる苦味成分は解明されていないものの、子供の嫌いな野菜の代表的
なものなので、いかにして子供に食べてもらうかという見地から検討は続行する。20
年度は大人を対象に官能評価したので、嫌いな割合が高い児童を対象に官能評価のみ
を行う。さらにピーマンの匂いについては、20年度の成人女性を対象としたアンケー
ト調査においては、嫌われる大きな要因とは言い難かったが、子供に限定すれば嫌わ
れる要素であると推測した。そこで、ピーマンの匂いについて官能評価と機器分析に
より解析し、ピーマン臭を抑制する方法を探る。
　さらにこれまで扱わなかった、下記の野菜についても検討を試みた。
タマネギ：すでに多くの品種が開発されているにも関わらず、主産地では品種の単一
化が進みつつある。こうした状況のもと消費者の多様化嗜好に対応して、品種別に品
質の特徴を探る検討を試みた。おいしさに関しての比較は少ないが、品質に関する論
文情報が多いので、あらかじめ文献を整理した上で、官能評価及び機器分析を行う。
スイカ：一部の店舗では、糖度表示して販売されている。どの程度の糖度があれば、
消費者は甘く感じるのか実態を調査する。さらに糖度表示についての販売側の考え方
を聞き取り調査する。これらの結果から、糖度をおいしさの指標のひとつとして表示
する可能を探る。

２　21年度の検討結果の要約
⑴　タマネギ
　北海道産のタマネギ３品種、うち１品種については慣行農法のもの以外に有機栽培
したものの計4試料について、10月23日に官能評価を実施した。生食においては、辛
味や刺激が強いために刺激や野性味の少ないものがよいと評価される傾向にあった。
１品種については、慣行栽培と有機栽培の試料をクリームコンポートにして官能比較
した。その結果、有機栽培の方が味に深みがあり明確によいと評価された。
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　上記４試料を含むタマネギ試料について、遊離アミノ酸、ミネラル類、糖、ピルビ
ン酸生成量、ポリフェノール、糖度、水分について依頼分析した。生食では辛味の寄
与が大きく、辛味の指標としてピルビン酸の生成量が使えることが示唆された。糖度
は、官能評価での甘味や糖含量とは相関せず、水分含量と負の相関関係が認められた。
クリームコンポートとして官能評価した際には、有機栽培のものが慣行栽培のものよ
り優れると評されたが、分析データからその要因を推察することはできなかった。
⑵　ニンジン
ア．ニンジンの官能評価と機器分析
　スティック状に調製したニンジン３品種について、５月に生で官能評価し、同じ試
料について物性と糖および水分の含量を調べた。これまで冬季に行った試験結果から
「ひとみ五寸」が軟らかく、ジューシーで甘いと評価されることを期待したが、結果
は逆で、軟らかく、ジューシーで甘く、おいしいと評価されたのは「愛紅」であった。
「愛紅」は甘味が強いと評価されたが、糖度や糖含量が高いわけではなく、軟らかく、
ジューシーな物性が官能的な甘味に影響しているものと考察された。水分が多く、軟
らかいニンジンは生食にも適するものと考察される。またこれらの物性については、
簡易な機器評価法の開発は容易と期待できる。ただし、生食に適したニンジンの生産
には適切な品種を選ぶだけでなく、適した作型を選定することが重要である。
イ．ニンジンの匂い特性
　ニンジン臭さはニンジンの嗜好にとって重要な要素である。「向陽２号」について
生試料と加熱試料の間で、官能及び機器により匂い特性を比較した。生では「パセリ
様」、「青臭い」「木のにおい」「花様の」「ツンツンする」「砂糖のような甘さ」で特徴づ
けられ、加熱ニンジンでは重くねっとりした甘味を感じる香りとなることが官能評価
によって示された。このような試料についてGC-MS-Olfactometryにより解析したと
ころ、加熱ニンジンで寄与が高い成分として（E, E）-2,4-decadienalおよびα-bisabolol
が検出された。
　東洋系の「金時ニンジン」では官能評価の結果、「ニンジンらしいにおい」が弱く、
「カボチャのような甘いにおい」 が強いと評価された。 このことはGC-MS-
Olfactometryによるアロマグラムからも確認された。「金時ニンジン」がお正月料理
に用いられる要因のひとつとして、ニンジンらしい香りが弱く、甘い香りが強いこと
も関係するものと考察された。
⑶　ピーマン
ア．調理方法による嗜好性の向上
　ピーマンは子供に嫌われる野菜なので、小学生を対象にアンケート調査と官能評価
を実施し、ピーマン嫌いを改善する方法を探った。ピーマンは45％の子供に嫌われ、
特に苦味とにおいが嫌われることを明らかにした。調理方法として、ピーマンのみの
ソテー、肉入りソテー、じゃこ煮の３種類について官能評価した。ピーマンのみのソ
テーに比べて、肉入りソテーやじゃこ煮にすることにより、ピーマン臭さや苦味が緩
和し評価は向上した。調理方法を工夫することによって、「野菜嫌い」を改善するこ
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とは可能と考えられる（ただし、ピーマンを非常に嫌う者に対しては、ピーマン嫌い
を緩和する有効な調理法を提示できなかった）。
イ．ピーマンの香り
　同一圃場で採取した緑のピーマンとさらに熟した赤いピーマンを材料として、香り
の官能評価及び機器分析を行った。緑ピーマンは青臭く、苦味を強く感じさせる匂い
であり、赤ピーマンはパプリカ様でもわっとした匂いを強く感じさせた。GC-MSで
分析したところ、（Z）-３-へキセノールと（E）-２-ヘキセナールの含有率に特徴が認
められた。前者は青葉を感じさせる青臭い匂いであり、緑ピーマンに多い。一方、後
者は果実の香りであり、赤ピーマンに多く、それぞれのピーマンの匂いの特徴と一致
した。ピーマン臭さに関係するとされる２-メトキシ-３-イソブチルピラジンについて
は、緑ピーマンより少ないものの赤ピーマンにも含まれていた。さらに加熱によって
も、この物質は減少しなかった。これらの知見から、ピーマン嫌いな人はこの匂いに
敏感であるため、赤ピーマンも食べられない可能性や、加熱によってピーマン臭さを
抑えるのが難しいことが示唆された。
⑷　スイカ
　糖度を指標としたスイカの甘味表示の可能性を探るため、店頭で糖度の異なるスイ
カを一般の方に試食してもらい、試食して感じた甘味の強さや甘味表示があれば購入
の参考にするか等についてアンケート調査した。その結果、糖度10のスイカは普通の
甘さ、糖度12のスイカは甘いとされ、85％の方からは糖度12の方がおいしいと評価さ
れた。また、甘味表示があれば購入の参考にするという方が85％、甘味表示を実施し
てほしいという方が95%あり、甘味が保証されれば１～３割高くても許容できるとい
う方が大半を占めた。これらのことから、店頭において糖度に基づいた甘味表示と価
格差の設定を検討すべきと考察した。

３　これまでの総括と残された問題
　消費者はおいしさに関する情報提供を求める要望が強いことが、18年度及び21年度
のアンケート調査の結果明らかになった。そこで野菜のおいしさの指標を設定する試
みを４年間継続してきた。これまで扱った野菜について、文献等の他から得られた情
報も含め、おいしさの指標化とその活用法の観点から品目ごとに下記にまとめる。
① キュウリ：ブルームレス台木が普及してからまずくなったとよく言われる。しかし
ながら、自根やブルーム台木を用いた方がおいしいという科学的知見はない。糖含
量がおいしさの重要な指標になる。また、収穫後物性は急激に変化し、冷蔵庫で保
存すると、ねっとりした食感からバリバリした食感に変化する。糖含量は天候に影
響されやすいため、好天の日の翌日収穫されたキュウリを収穫当日（または翌日ま
で）に販売できれば、食味や食感の上で、これまでの市場流通品とは明らかに異な
る品質（ねっとりした食感と甘さに特徴）のものを消費者に届けることが可能にな
る。このようなキュウリは、気象条件が合わないと収穫できないため、直売所等産
直流通における目玉商品のひとつとして期待される。品質のチェックには、血糖セ
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ンサー（糖尿病患者自身が血液中のグルコースを測定する装置）などの利用が可能
である。
② ホウレンソウ：冬季にショ糖を蓄積し甘くなる。いっぽう、えぐ味はシュウ酸によ
るものとされるが、シュウ酸含量とえぐ味には直接的な相関関係は成立しない。流
通現場においては、ショ糖含量の簡易定量は困難なので、栽培法などを糖度によっ
てモニターし、この結果を差別化販売に利用できるものと期待される。そのために
は、葉菜類では果菜類と比べて汁液の採取が困難なので、汁液の採取方法など糖度
測定法の共通化をはかる必要がある。
③ ニンジン：生食が必ずしも一般的とはいえないが、生食の場合には、肉質が軟らか
く多汁なものが好まれる。これらの項目については、物性や水分含量等の測定によ
り数値比較は可能と期待され、「サラダにも使えるニンジン」等、店頭表示するこ
とは比較的容易と考えられる。いっぽう煮物としては、パネルの嗜好性や、出汁の
種類によって評価が分かれた。ニンジンの調理適性とその評価法については今後基
礎的な検討を要する。
④ レタス：苦味の強いものは嫌われる傾向にある。ようやく苦味成分についての知見
が得られるようにはなったものの、現状、ごく一部の研究機関でしか分析できない。
品種間差や熟度による差等、研究の進展が待たれる。さらに苦味成分の分布や食感
についても部位により大きく異なるため、試料の調製を含めた官能評価や理化学評
価について、レタスに適した方法論の検討も必要である。
⑤ ナス：サラダ用品種の特性評価については、検討事例（神奈川県農業技術センター
研究報告、2009）があるので参照できる。ナスは通常加熱調理して食するが、加熱
すると成分変化がないにも関わらず、甘味が強まる場合がある。その要因について
は、食感の変化が寄与している可能性を指摘したが、そのメカニズムを明らかにし
ないと、成分分析結果だけからは加熱ナスのおいしさは推定できない。加熱による
肉質変化に関する基礎的な検討が必要である。
⑥ ピーマン：ピーマン臭に関する成分（２-メトキシ-３-イソブチルピラジン）は加熱
しても減少しないことが明らかになった。一方で、調理方法の選択によって、ある
程度嗜好性を向上させることができることも明かになった。しかしながら、いかに
調理してもピーマンを食べられない学童もおり、嫌われる要因である苦味を抑制す
るには、標的とする苦味成分の解明がポイントとなる。現状では、苦味成分につい
ては未だに解明されていない。さらに、香気成分も含め、おいしさに関する成分に
ついて、品種との間での比較がほとんどなされていない。ピーマンのおいしさには
どのような成分が関わるのか基礎的研究が待たれる。
⑦ ダイコン：辛味成分（イソチオシアネート）が明らかにされているので、生食にお
ける辛味を中心とした検討事例が多い。辛味の強いおろし用ダイコンの選定は現行
の技術で十分可能であるが、依頼分析を受けられる機関がない。煮物の場合は、嫌
な味として苦味が指摘されるが、苦味成分は不明である。煮くずれしやすさ等の物
性も重要であるが、生ダイコンの硬さの評価法を除き、検討事例が乏しい。出汁成
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分のしみこみ等、基礎研究の充実が待たれる。
⑧ キャベツ：カットキャベツの食感評価法について、複数の研究グループにおいて検
討が進みつつある。新たに開発された手法を取り入れれば、カットキャベツとして
のおいしさ評価が可能になるものと期待できる。一方で加熱調理については、文献
的な知見が乏しい。
⑨ タマネギ：生食では、辛味が強く感じられるため、辛味指標としてはピルビン酸の
測定値が利用可能と期待できる。ただし、測定法が煩雑なため十分な精度で依頼分
析できる機関がない。加熱時には、タマネギ由来の含硫化合物と出汁成分の相互作
用によりコクが生じたり、加熱による香気成分の変化が期待されるが、分析の困難
な成分も多いため、品種や栽培法との関係での解析は現状ではかなり難しいものと
考えられる。サラダを想定した場合の、新タマネギの軟らかさなど、食感や触感の
評価法の確立が今後現実的に取り組める課題である。その後、このような知見を基
にして加熱調理との関連での評価法開発が待たれる。
⑩ スイカ：糖度と甘さについては関係が認められ、カットフルーツとして販売する際
に糖度表示があれば、消費者の選択の助けになる。糖度の場合は測定法も簡単であ
ることから、甘さについて店頭表示に展開することは比較的容易と考えられる。た
だしスイカの糖度は部位により異なるため、測定部位や測定方法、甘さの表示につ
いて統一の基準を設定しないと混乱を招く可能性がある。甘味だけでなく、食感も
おいしさの重要な要素なので、今後はシャリ感など食感の客観的評価法の開発が望
まれる。
　以上、検討委員会及び部会で扱った野菜について品目ごとにおいしさの指標化につ
いてまとめた。スイカについては、量販店等での甘味表示は本資料を参考に、統一し
た方法で行うことが可能と期待できる。一方で、キュウリ、ホウレンソウ及びニンジ
ン（生食）については、評価方法を現場に適用できるよう工夫すれば、なんらかのお
いしさ表示は可能と期待される。他の野菜については、範となるような基礎的な研究
例が不足しており、これらの野菜の品質に関する基礎的な解明や評価法の開発が待た
れる。
　ここで４年間を振り返り、事業として野菜のおいしさを扱い検討する場合の問題点
ついて以下に整理してみる。
ア．材料収集の困難さ
　消費者は、季節に応じたおいしい野菜を求めており、それぞれの野菜品目の旬を勘
案した検討品目の選定・評価日程の計画実施が最も基本的なことである。しかしなが
ら単年度予算での報告書の作成という制約があり、限定された期間内での検討品目・
検討時期の設定を余儀なくされ、評価野菜の旬すなわち、最適期の試料を収集できな
かったことが最大の問題であった。
イ．試料調製の困難さ
　野菜は、個体間や部位間で成分や物性に微妙な差があり、生食・加熱試料を評価す
る場合に、それぞれの試料で同一の部位を供することは厳密には難しかった。その結
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果、それぞれのパネルが異なる部位の組み合わせでの官能比較となるため、データの
まとまりが悪く、統計的な有意差を得ることが難しくなる。
　さらに官能評価用試料調製の際は、成分や物性の不均一さ以外にも、調理方法の選
択も重要な問題として考えられる。また、調理過程での成分の流出や変化が期待され
るため、理化学評価においても、官能評価に供したものと同様に調理した野菜を対象
として分析・評価すべきである。しかしながら、輸送中の試料の傷みも予想されたた
め、分析機関に搬送しての評価は多くの場合行えなかった。
ウ．官能評価パネルの選定の問題
　官能評価結果は、評価者の嗜好形成度・鑑別能力の大小によって結果が大きく左右
されるので、パネル選定の重要性が指摘されていた。本検討部会ではパネルとして野
菜と文化のフォーラムの野菜嗜好形成度の高い方々の協力を得て実施した場合もある
が、年代差・出身地など評価者の偏り等々からの課題も浮上した。野菜品質の指標化
には目的にあった官能評価パネルの選定の重要性が明らかになった。
エ．機器による評価の問題点
　おいしさの指標を与えるには客観的な数値が求められる。これに対応して、成分分
析や物性の評価を官能評価と並行して行った。成分分析においては、最も信頼できる
分析機関である日本食品分析センターに依頼する場合が多く、その結果、糖やアミノ
酸など一般的な食品成分に関しては、期待通りの精度で分析された。ただし、野菜成
分は個体毎、あるいは個体内でも部位によって大きく変動するため、官能評価に供し
た試料の裏付けとするには、試料の調製を含めて反復分析の必要性が考えられる。ま
た、アミノ酸や糖以外の野菜固有の成分については、ニンジンやピーマンの匂いに関
して実施したように、大学や研究機関との連携が重要である。また食感も重要な要素
であるが、依頼分析では個々の野菜の特性に合った方法を選択できないため、専門の
研究機関との連携が求められる。

４　今後の展開
　多くの制約はあったものの、人的にも資材的にも比較的恵まれた中で４年間野菜の
おいしさ指標設定に向けて活動してきた。残念ながら、おいしさの表示にまでは至ら
なかったものの、問題点については整理できつつある。おいしさ表示に向けてどのよ
うに展開していくのか、さらに問題点についてはどのような取り組みが必要なのか、
以下にまとめた。
⑴　おいしさ表示の試み
　スイカ、ホウレンソウ、キュウリ、生食のニンジンについてはおいしさ表示につな
がる知見が得られた。
　スイカについては、本年度スイカの糖度と甘さの関係を解析した。この検討結果を
参考に糖度の測定法等を統一できれば、甘さの表示を店舗毎に統一できることが期待
される。
　ホウレンソウについても糖度測定値に基づき、甘味の強いホウレンソウを差別化で
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きるものと期待される。ただし、スイカと比べれば、汁液をとるのが困難なため、試
料調製についての統一マニュアルが必要になる。夏季には糖含量は上がらないため、
糖度表示のできる期間は冬季限定となる。
　ニンジンについては、ジューシーで軟らかいものが生食には好まれた。軟らかさに
ついては、数万円の果実硬度計があれば数値化可能と期待できるので、簡易な物性評
価法の確立が待たれる。試料調製法と測定法をマニュアル化し、目標数値を決めれば、
科学的数値に基づいて、「生でもおいしい」などというポップを売り場にたてること
が可能と期待される。
　キュウリについては天候の影響を強く受けるため、毎日同じ品質の果実を入手する
ことは難しい。ただし、地産のおいしいキュウリが得られた時にだけ、「お日様の恵
みを受けたおいしい地産キュウリ」等として限定商品として扱うことができれば、希
少価値を消費者にアピールできるものと期待できる。また一般消費者に対して、作物
は自然の恵みを受けて栽培されている（そのため、天気が悪い日には入手できない）
ことをうったえる食育活動にも通じる。品質の管理には血糖センサーを用いて果実中
のブドウ糖を測定し、設定値以上であることを確認する必要がある。
⑵　野菜のおいしさの官能的な解析
　「三浦ダイコン」のような伝統野菜について、品種名を隠して官能評価する場合に
はその特徴がプラスには評価されない場合があることが明らかになった。こうした特
徴的な「良い物」をきちんと評価するには、最適な調理法で調理したものについて、
普通品種と比べてどのような特徴があるのか、分析的な記述が必要と思われる。味覚
に詳しい研究者や料理人等が対象品の味の特徴、食感の特徴、香りの特徴などをまと
められれば、それだけでも、有用な資料になる。さらに、このような検討の結果は、
科学的な官能評価を行う上での用語の選定や試料調製法の検討にも参考になるはずで
ある。さらに、対象野菜を理化学評価する上で重要な項目の設定にも寄与するものと
期待できる。
⑶　おいしさの理化学的評価法の開発
　糖やアミノ酸の分析はルーチン化されているが、分析値が得られてもそれだけでは
野菜のおいしさの解明には至らない。それぞれの野菜の特殊成分の分析や、食感の評
価法など、じっくりと構えた研究開発が必要である。最近、フードメタボロミクスな
る包括的な分析と統計処理を組み合わせた方法や、味覚センサーの利用も行われるよ
うにはなりつつある。いずれの方法をとるにしても、人の感性と合うようなパラメー
ターについて、それぞれの野菜の特性を知りつくした研究者による地道な成果を待た
なければ、おいしさの科学的な数値化には至らないだろう。
⑷　官能評価法の再構築
　ジュースや茶のように均質な試料を官能評価する場合と比べて、野菜は個体間、部
位間の差も大きく、試料の不均一性が問題となる。さらに野菜は保存がきかないため
に、冬に採れた野菜と春に採れた野菜の味を直接比較することも難しい。野菜を扱う
場合のパネルの選定、訓練、試料の調達、調製等について改めて検討する余地がある。
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　以上、４年間「野菜のおいしさ指標の設定おいしさの表示」を目標に活動した結果
をまとめた。当初予想していた以上に困難な問題ではあったが、こうした学際的な活
動によって得られた成果は大きい。得られた成果は、店頭での野菜のおいしさの表示
のための重要な資料になるものと期待する。さらに報告書の内容や検討中に得られた
知見は、本やインターネット、あるいは他のメディア、集会等を通じて、一般の方や、
関係者への還元をはかりたい。このような活動を通じて、野菜をおいしく食べること
への関心が高まり、日本の食を豊かにすることに貢献できれば幸いである。最後に、
試験のための材料を提供いただいた方々、試料の手配と会の運営を司った事務局
NPO法人野菜と文化のフォーラムの関係諸氏に謝意を表する。
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第３章　官能評価に用いたタマネギの機器分析結果

野菜茶業研究所
堀江　秀樹

１　成分分析
①分析用試料
官能評価に用いたもの
スーパー北もみじ（慣行栽培：Ａ、有機栽培：Ｂ）、もみじ３号：Ｃ、早生７号：Ｄ、
その他参考値
天心、甘70、札幌黄
　これらの試料（10個）については、（財）日本食品分析センターに送り、依頼分析
に供した。分析用試料調製は官能評価試験（10月23日）後、３日以内に行った。また、
芽が出ている等明らかに異常な個体は今回の分析から除外した。
②分析項目
　分析項目は文献調査の結果重要と考えられる項目について、日本食品分析センター
と協議して選択した。主な分析項目と分析方法は下記の通りである。また、試料は、
保護葉（皮）、根盤部、頭部を除いたものを分析に供した。
1） 糖分析：50％エタノールで抽出後、濾液を濃縮乾固し、再度水に溶解したものを
高速液体クロマトグラフィー（示差屈折計）で分析。

2） ポリフェノール：50％エタノールで抽出し、フォーリン－チオカルト法で吸光度
測定。検量線にはケルセチンを用いた。

3） ピルビン酸：フードプロセッサーで予備破砕した試料をホモゲナイズし、水を加
えて室温で30分放置後、５％過塩素酸を加えて定容。酵素法で分析。

4）水分：70℃、５時間乾燥後秤量。
5）アミノ酸：アミノ酸自動分析計（日立）
6） ミネラル：ナトリウム、カリウムは１％塩酸抽出液を原子吸光法、他は乾式灰化
試料をＩＣＰ発光分析。

7）糖度：ガーゼで搾った試料を屈折計を用いて測定。

③官能評価結果との比較考察
　結果は次ページ表１に示した。
　生のタマネギの官能評価においては、辛味が最もパネルに意識されると想定される。
本試験においては、辛味と相関が高いとされるピルビン酸の生成量について測定した。
分析結果はＡ、ＣがＢ、Ｄよりも高い値を示した。官能評価の辛味についても、Ｄが
低く、辛味の強さについてはピルビン酸生成量が関連するものと考察される。
　糖度や糖含量についても、Ａ、Ｃが高かったが、生試料の甘味についてはＤが高く、
生で評価する場合には、単純に糖含量が甘味の指標とはならない。蒸し煮にした場合
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には、辛味の感じ方が弱まる分、試料Ａ、Ｃの甘味を強く感じるように推察される。
　アミノ酸については、アルギニン含量の試料間差が大きい。アルギニン含量と官能
評価の蒸し煮の場合の「味の力価」や「濃厚感」、「味がしっかりしている」という項

表１　タマネギの分析結果

項目名

スーパー北も
みじ(慣行栽

培) A

 スーパー北も
みじ(有機栽

培) B もみじ3号 C 早生7号 D 天心 甘70 札幌黄 単位

遊離ｱﾙｷﾞﾆﾝ 162 132 71 49 160 49 121 mg/100g

遊離ﾘｼﾞﾝ 31 36 14 14 26 11 28 mg/100g

遊離ﾋｽﾁｼﾞﾝ 11 14 5 4 10 5 11 mg/100g

遊離ﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝ 6 7 4 7 7 6 6 mg/100g

遊離ﾁﾛｼﾝ 13 17 5 6 11 6 13 mg/100g

遊離ﾛｲｼﾝ 14 15 5 8 17 7 16 mg/100g

遊離ｲｿﾛｲｼﾝ 3 5 1 4 4 2 4 mg/100g

遊離ﾒﾁｵﾆﾝ 検出せず*1 検出せず*1 検出せず*1 検出せず*1 検出せず*1 検出せず*1 検出せず*1 mg/100g

g001/gm5656565ﾝﾘﾞﾊ離遊

遊離ｱﾗﾆﾝ 4 5 2 4 4 4 5 mg/100g

遊離ｸﾞﾘｼﾝ 2 2 1 1 1 2 2 mg/100g

遊離ﾌﾟﾛﾘﾝ 3 3 2 2 2 2 2 mg/100g

遊離ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸 24 23 20 21 21 17 22 mg/100g

g001/gm8977487ﾝﾘｾ離遊

遊離ｽﾚｵﾆﾝ 8 9 3 5 7 6 8 mg/100g

遊離ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸 15 15 7 6 9 7 11 mg/100g

遊離ﾄﾘﾌﾟﾄﾌｧﾝ 11 14 4 4 10 4 10 mg/100g

遊離ｼｽﾁﾝ 検出せず*1 検出せず*1 検出せず*1 検出せず*1 検出せず*1 検出せず*1 検出せず*1 mg/100g

遊離ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ 37 35 24 39 29 41 29 mg/100g

遊離ｸﾞﾙﾀﾐﾝ 166 187 54 118 142 74 135 mg/100g

g001/gm6.11*ずせ出検1.14.10.17.11.1ﾑｳﾘﾄﾅ

g001/gm091211722621441181981ﾑｳﾘｶ

g001/gm0.838.915.835.022.033.821.53ﾝﾘ

g001/gm71.071.022.051.003.032.042.0鉄

ｶﾙｼｳﾑ 13.5 18.0 22.7 11.9 9.9 18.0 13.0 mg/100g

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 9.3 9.5 8.3 6.2 9.7 6.0 9.2 mg/100g

g001/gm30.030.050.030.040.030.040.0銅

g001/gm61.001.042.041.052.051.042.0鉛亜

g001/gm90.080.002.090.031.070.051.0ﾝﾞｶﾝﾏ

g001/g14.128.191.218.120.292.105.1糖果

ﾌﾞﾄﾞｳ糖 2.40 1.91 2.34 2.12 2.67 2.54 2.32 g/100g

g001/g64.188.022.118.078.124.184.1糖ｮｼ

ﾋﾟﾙﾋﾞﾝ酸 0.06 0.04 0.06 0.04 0.06 0.04 0.05 g/100g

ﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ 0.08 0.07 0.05 0.04 0.07 0.04 0.09 g/100g

糖度(ﾚﾌﾌﾞﾘｯｸｽ) 9.7 8.5 8.8 6.1 9.7 6.5 9.3 度

g001/g4.982.296.886.297.983.091.98分水

*1：　定量下限　1 mg/100g

遊
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他
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 図１　糖含量と糖度の関係 図２　糖度と水分の関係

目の間で、相関関係が認められる。野菜においてアルギニン含量と味について考察さ
れた事例はほとんどないが、緑茶においては、アルギニンは玉露や上級煎茶に多く含
まれ、上級茶独特のコクに寄与しているのではないかという意見もある。タマネギの
味にアルギニンがどの程度寄与するのか、今後さらなる検討が必要である。
　グルタミン酸については、うま味やコクに寄与するものと期待されたが、試料間の
含量の差は小さかった。
　ポリフェノールについては苦味評価との関係を期待した。最も苦味の弱い試料Ｄに
おいて、ポリフェノール含量は低かったものの、全体に強い苦味が指摘された試料は
なく、今回の試料間では、苦味評価やポリフェノール含量測定の重要性は低いものと
考察される。
　糖度と糖含量の相関が高い野菜は多く、トマトやメロンなど糖度が高いものは甘い
傾向にある。今回のタマネギ試料については、糖含量（果糖、ブドウ糖、ショ糖の合
計量）と糖度の相関は低かった。一方で、糖度と水分含量には負の相関が認められた。
　ミネラルについては、リンは試料Ｄや「甘70」のような生食向きの品種において少
なかった。リン酸イオンはえぐ味を示すという考え方もあるが、分析されたものはト
ータルのリンであり、必ずしもリン酸イオンと相関するとはいえないため、今後、水
溶性のリン酸イオンを測定する等さらなる検討を要する。
　マンガンについても水道水の基準値は0.05ppmで、２価のマンガン水溶液はこの濃
度でえぐ味を示す。タマネギ中には１ppm程度のマンガンが含まれるため、えぐ味に
関係する可能性も否定はできない。ただし、茶浸出液中にもマンガンが１ppm程度存
在するものの、マンガン由来のえぐ味はしない。この原因は水にマンガン塩を溶かし
た場合にはMn2＋で存在するものの、茶浸出液中では有機酸等に配位した状態で存在
するためと考えられている。タマネギにおいても、マンガンは組織中でクエン酸やリ
ンゴ酸などが配位しているものと推定されるため、全量の分析値からえぐ味を推定す
ることはできない。他の金属についても、存在状態によって呈味性は異なるものと推
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測される。現行の分析法では、金属の存在状態の解析は非常に困難であり、表１には
トータル量でしか示せなかった。このようなことから、リン酸やマンガンなど無機成
分が野菜の味に影響する可能性はあるものの、これを明らかにするには、トータル量
のみではなく、存在状態を反映した評価法の解析を進める必要がある。

２　物性評価
①評価用試料
　スーパー北もみじの慣行栽培Ａと有機栽培Ｂ（これらの試料についてはクリームコ
ンポートの官能評価を実施）。
②評価項目
　タマネギの物性評価法として定まった方法はない。本検討では球状のプランジャー
での貫入試験とした。
1）重量：皮をむかずそのまま測定。
2） 鱗葉の硬さ：鱗葉の赤道部について内側から１/４インチ球状プランジャーを貫入
したときの荷重の最大値。

3） 球の硬さ：球の赤道部に外側から１/４インチ球状プランジャーを貫入したときの
荷重の最大値。

③結果と考察

表２　スーパー北もみじの物性比較
慣行A 有機B

球の重量　　g 299.8 172.6
31.2 19.0

球の硬さ　　N 34.96 50.93
7.52 2.27

鱗葉の硬さ　N 23.19 19.62
2.47 2.81

上段：平均値、下段：標準偏差

　試料Ｂの方が軽く、これは生育不良によるものと考えられる。
　鱗葉の硬さについてはプランジャーの貫入法で評価した結果は、試料Ａが硬かった。
官能評価においても、試料ＡとＢを比べたとき、Ａの方がシャキッとしており、しな
やかでないと評価され、物性評価と官能評価の傾向は一致している。ただし、今回の
試験では試料数が少ないため、用いた方法が官能評価結果に一致する有効な方法であ
るとは結論できない。官能評価の場合は辛味によって反復試験は困難であるが、物性
を評価する場合は疲労がないため、今後は、官能評価を理化学的な試験で置き換える
手法の開発検討が必要である。
　試料Ａは鱗葉については試料Ｂよりも硬いものの、球全体の硬さは試料Ｂに劣った。
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球の硬さのみでは、食感は推定できないものと考えられる。

３　総合考察
　依頼分析先とは分析内容について十分につめた上で、今回の試験を行った。しかし
ながら実際の試料について解釈する場合には、多くの問題点が残されていることが明
らかになったので、残された問題点を中心に考察する。
　クリームコンポートに調理した場合には、官能評価の結果、試料Ｂは試料Ａよりも
好まれた。加熱タマネギのコクには含硫成分の関与が指摘されているものの、含硫成
分を直接個別定量する手段がなく、今回の分析においては、含硫成分の酵素分解にと
もなって生成するピルビン酸を分析するにとどまった。ピルビン酸や、呈味成分とし
て知られるアミノ酸や糖含量をＡ、Ｂ間で比較するだけでは、何故ＡよりもＢが好ま
れたか解釈することはできなかった。Ｂの方がコクや濃厚感が認められていることか
ら、これらに関係するような成分をＡおよびＢで作ったクリームコンポート間で分析
比較することが望まれるものの、現状では技術的に困難である。
　Ａ、Ｂ間ではＢの方が軟らかく、水分が多かった。このことが加熱時に火の入りや
すさなどに影響し、アミノカルボニル反応等による香味生成を促進した可能性も否定
できない。成分分析は加熱前の試料について行うのに対し、クリームコンポートの官
能評価は加熱調理を経た後に行っている。クリームコンポートの官能評価結果を化学
分析値から考察するには加熱による成分変化を考慮せねばならず、生試料の分析値の
みから、調理野菜のおいしさを推定するのは極めて難しいといえる。調理中の成分変
化や、物性や試料の形状と加熱時の成分変化しやすさの関係など、基礎的に詰めるべ
き事項が多く残されている。
　生食の場合、試料Ｃ、Ｄのような「しなやかな」食感のものが好まれている。これ
らの試料も含めて物性比較しておけば、生食で求められる「しなやかさ」を機器評価
できた可能性もある。しかしながら、生タマネギの食感を評価するための標準的な方
法はなく、今回物性評価試験を依頼できなかった。
　生食により官能評価した場合であっても、辛味を抜くために水でさらしている。水
さらしにより、内容成分の一部は流失するはずであり、成分の流失にはタマネギの形
や物性なども影響していたものと考えられる。成分分析値としては、水さらししたタ
マネギの値もあれば望ましかったが、試料調製が煩雑化するため依頼分析は難しい。
　さらにポリフェノールやピルビン酸等、依頼先と分析法の打ち合わせを十分に行っ
たつもりであるが、今後調理による変化等を解析するのであれば感度が十分とはいい
がたい。
　これらを総合すると、今回の機器分析結果については、官能評価によるおいしさを
指標化する目的では十分とはいえない。ただし今回の検討の結果、いくつかの問題点
や今後への展望が提示された。①生食の場合は、食感が重視されるため、適切に食感
を評価できる物性評価法の開発が重要である。②糖度は糖含量との相関は低く、水分
と負の相関を示す。また、特に生食の場合は、糖含量や糖度が甘さの指標にはならな
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い。③新たな呈味成分候補物質としてアルギニンが考えられる。④コクに関係する含
硫成分の分析法の普及が必要である。⑤加熱による成分変化、水さらしによる成分流
失と、試料の形状や物性との関係の解析が必要である。⑥調理試料の分析やピルビン
酸等特殊成分の分析、物性試験等が重要であるが、これらについては依頼分析が困難
である。
　タマネギを生食する場合は、辛味が強すぎるため、官能評価の繰り返しが困難であ
る。また、他の項目の評価についても「辛味」の影響を受けやすいものと推定される。
したがって、特に生タマネギのおいしさ評価には、分析的な官能評価結果を反映した
理化学的な評価法確立が重要である。さらに調理したタマネギのおいしさ評価を行う
には、開発された理化学的手法を用いて調理過程の理化学性変化を解析して、十分な
知見を蓄積した後に、品種や栽培方法間の差異について、官能評価結果を適切な理化
学評価の結果と組み合わせて考察していく必要がある。
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第４章　ニンジンの官能評価と機器評価

野菜茶業研究所
堀江　秀樹

１　目的
　平成19年度、３種類のニンジンについて味や食感についてPOPをつけて試験販売し
た。生で試食した結果、最も多く購入されたニンジンは「ひとみ五寸」であり、アン
ケート調査の結果はその甘味が購入のポイントであった。ただし、事前に調査した結
果では、糖含量については３種類の間で差はなく、硬さの官能評価では「ひとみ五寸」
が「軟らかい」と表されている。平成20年度には社会人を対象としてニンジンの官能
評価を行った。その結果、「ひとみ五寸」については、糖含量が他と比べて高くない
にもかかわらず、生食では「食感が好ましく」、「甘い」とされた。さらに、平成20年
度にニオイや香気成分を評価した結果からも、「ひとみ五寸」はニオイの弱いニンジ
ンとされる。これらの結果を総合して、「ひとみ五寸」は、肉質が軟らかで、ニンジ
ン臭が少なく、甘味を感じやすい特徴的な品種と判断される。これらの結果を受けて、
サラダなど生食利用への展開を考えた場合には、「ひとみ五寸」の持つ特徴が有効と
考えられる。
　生食にも適する品種のモデルとして、「ひとみ五寸」が向くことを確認するため、
野菜に関心のある方をパネルとして、他の２品種との間で官能により比較した。

２　方法
⑴　官能評価
試験日及び場所：2009年５月28日、女子栄養大学
パネル：野菜と文化のフォーラム会員40名
材料：皮をむいてスティック状に調製
試料A　向陽２号　　　千葉県富里
試料B　愛紅　　　　　千葉県富里
試料C　ひとみ五寸　　群馬県伊勢崎（種苗会社農場）
評価： ３種類を自由に食し、別紙に示した用紙に記入。煮物にした場合等を想定せず

生で食べた時のおいしさの評価を依頼。
⑵　機器による評価
　ニンジンを図１に示すように切り分け、各測定に供した。
硬さ：ニンジンの切り口に垂直に直径３mmの円筒型プランジャーを2.5mm/sで突き
刺した。
水分：90℃で48時間乾燥し、減少量を水分とした。
糖含量：キャピラリー電気泳動法により測定した。
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写真１　供試したニンジン　左：A、中央：B、右：C

硬さ

水分

成分分析

硬さの測定

図１　ニンジンの測定部位

３　結果と考察
　官能評価の結果を表１に、機器分析の結果を表２にまとめた。これまでの経緯から、
試料Cは軟らかく、ジューシーで、おいしいと評価されることを期待した。しかしな
がら、官能評価の結果、Cが軟らかいという評価にはならず、必ずしもジューシーと
はいえなかった。機器評価の結果においても、Cは最も硬く、水分が多いとはいえな
かった。
　試料間で大きな差異は認められなかったものの、Bは軟らかく、ジューシーで、甘
いと評価された。Bの軟らかさについては機器による試験でも確認され、水分の多い
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ことと、ジューシーさにも関連が考察される。Bは甘味が評価されているが、Brix値
はBが高いわけではなく、糖含量においてもB（愛紅）が高いとはいえなかった。B
において甘味を感じるのは、糖など甘味成分が多いからではなく、軟らかく、ジュー
シーであることに起因しているものと考察される。蒸し加熱したニンジンにおいても
甘味が増すが、これは甘味物質の増加によるものではなく、軟化してジューシーにな
ったためという研究結果が出されている。
　今回の官能評価結果は、Cが軟らかく、甘く評価されるだろうとの予想を裏切るも

図２　ニンジン試料中の糖含量
　　　平均値ではなく、５本の試料それぞれの値を記載した。

表１

官能評価結果
平均 標準偏差

甘み A 2.6 0.8
B 3.5 1.0
C 3.3 1.0

臭さ A 2.8 1.1
B 3.1 1.0
C 2.5 0.8

ｼﾞｭｰｼｰさ A 2.2 0.8
B 3.5 0.8
C 2.9 0.9

硬さ A 3.8 0.7
B 2.7 0.8
C 3.3 0.9

おいしさ A 2.9 0.7
B 3.7 1.0
C 3.6 0.9

n=40 

表 2 機器評価結果

機器評価 硬さ　N 水分　％ Brix　％
A 24.6 90.4 7.5

1.6 0.6 0
B 23.1 91.2 7.2

1.9 0.4 0.2
C 30.0 90.2 7.7

2.9 0.8 0.6
n=5

上段は平均値、下段は標準偏差
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のであった。この要因として、本来品種Cは冬季に収穫する品種であり、これまでの
試験は冬季に行われた。今回用いた試料Cについては、時期外れのため不揃いであっ
た。一方で、甘くおいしいと高評価された試料Bについては、写真に示すように非常
にそろいもよく、よい状態であった。ニンジンの品質は、品種だけでなく、その品種
のポテンシャルを活かせる栽培法、栽培時期の影響も受けるものと考察される。
　今回夏場に試験したために、冬季とは異なる結果となる部分も多かった。ただし、
ニンジン臭については、試料Bが強く、試料Cが弱い点はこれまでの結果と一致して
いる。また、軟らかく、ジューシーなニンジン（試料B）は、他試料と糖含量が同じ
でも、甘く感じる傾向のあることは、これまでの結果と一致している。また試料Aと
Cを比較した時、Cの方がショ糖含量が多いことについても、冬季の結果と一致して
いる。
　「ひとみ五寸」が旬を迎える冬季にこのような試験を組むべきであったという反省
点は残ったが、単年度予算で運営されている現状では、結果のとりまとめが間にあわ
ないため冬季の試験は断念した。今回、生食の場合には、冬場の「ひとみ五寸」のよ
うな軟らかく、ジューシー（多水分）で、甘く感じるものがふさわしいことを確認す
る目的とした試験を組んだ。試料として供試した「ひとみ五寸」が、冬場のものと品
質的に異なったため、期待したほど明確な結果は得られなかった。それでも、生食の
場合には、軟らかく、ジューシーなものが、甘くて好まれるという傾向は得られた。
　官能評価のパネルからは、「ニンジンは生で食べるものではない」という意見も出
されている。確かにニンジンは加熱調理するのが従来の食べ方であるし、生食でおい
しいニンジンが加熱してもおいしいとは限らない。ただし、加熱する場合は出汁や加
熱時間等考慮すべき要素が非常に多様であり、調理の再現性の確保も難しい。多様な
ニンジン料理があり、それぞれに対応したニンジンの種類を対応づけるのは、膨大な
作業になる。まずその手始めとして、最も調製が簡単で再現性の高い方法（生）で食
べる場合について、どういう形質が好まれるか探ることは有意義と考える。これまで
の結果も含めて考察すれば、肉質が軟らかく、水分が多いニンジンは、生でサラダと
して食べてもおいしいといえそうである。これらの項目については比較的簡便に理化
学評価可能（「硬さ」の理化学評価法については、改良の余地が残されている）と期
待される。さらなる実証試験は必要かもしれないが、該当するような特性を示すニン
ジンについて「サラダにしてもおいしいニンジン」というポップを野菜売り場に提示
し、消費者の選択の幅を広げることは可能と期待する。

追記
　今回官能評価票に外観評価についての設問を加えなかった。自由コメントには、試
料Cの色がよいという意見もあり、サラダ食の場合、色合いの評価も重要かもしれな
い。
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〔５月28日に使用した官能評価票〕

生ニンジンのおいしさに関する官能評価

各項目について当てはまる数字を記載してください。

性別　１．男　、２．女　　　　　　　　　　　　　　（　　）
年齢　１．20~29歳、２．30~39歳、３．40~49歳、
　　　４．50~59歳、５．60歳以上　　　　　　　　（　　）
ニンジンは好きですか？　１．嫌い、２．普通、３．好き　（　　）

　品種の異なるニンジンA～Cを用意しました。それぞれについて当てはまると思う
数字を記載してください。

質問１　甘味の強さについて
１．弱い、２．やや弱い、３．普通、４．やや強い、５．強い　
　Ａ（　　　）、Ｂ（　　　）、Ｃ（　　　）

質問２　ニンジン臭さについて（咀嚼しながら判断してください）
１．弱い、２．やや弱い、３．普通、４．やや強い、５．強い　
　Ａ（　　　）、Ｂ（　　　）、Ｃ（　　　）

質問３　ジューシーさについて
１．弱い、２．やや弱い、３．普通、４．やや強い、５．強い　
　Ａ（　　　）、Ｂ（　　　）、Ｃ（　　　）

質問４　硬さ（歯ごたえ）について
１．やわらかい、２．やややわらかい、３．普通、４．やや硬い、５．硬い
　Ａ（　　　）、Ｂ（　　　）、Ｃ（　　　）

質問５　おいしさについて
１．まずい、２．ややまずい、３．普通、４．ややおいしい、５．おいしい
　Ａ（　　　）、Ｂ（　　　）、Ｃ（　　　）

感想・意見等裏面も利用して自由に記載してください。
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参考資料　官能評価の自由コメント

○味、色とも３種類とも薄い。
○ニンジンらしい香りはBにある。Bを細切りにしてサラダにしたい。
○全体にニンジン臭がしない。
○常にBのニンジンが出回ってほしい。
○ 煮物向き：A、ジュース、生食で何かと合わせる場合は：B、スティックサラダ的
に食べるなら：C
○Bは香りとジューシーさがありおいしい。生食には香りの弱いCが好まれる。
○ 加熱の仕方によって好みが全く逆になる場合があり、生食での比較は評価方法とし
て問題がある。
○ニンジンらしい色合い　C>B>A
○食べ比べる時は水が必要。
○Ｃはボソボソでおいしくないが色は鮮やか。
○Ｂが軟らかくて食べやすい。



－25－

第５章　生ニンジンと加熱ニンジンの匂い特性および寄与成分の比較

お茶の水女子大学大学院
久保田　紀久枝

　ニンジンは日常的に手に入りやすく、生でも加熱して
も利用しやすい食材であるが、一方で、嫌いな人が多い
食材でもある。ニンジンを嫌いな人は、そのにおいが苦
手である人が多いという。生ニンジンと加熱したニンジ
ンは、強いというわけではないが、それぞれ異なる特徴
ある匂いを有している。本研究では、最も多く市場で流
通し、家庭でも食されている５寸ニンジン「向陽２号」
を用い、生と加熱したニンジンについて、それぞれの匂
いの違いと特徴香気を官能評価と化学分析により調べ、
比較した。また、お正月の料理や京料理に使われ、日本
で唯一市場に多く出回る東洋系品種の金時ニンジンにつ
いてその加熱香気を向陽２号と比較した。

１　官能評価による生と加熱ニンジンの匂い特性の比較
　官能評価方法として定量的記述分析法を用いた。評価用語についてパネルを習熟さ
せた後、評価させる方法で、訓練により専門パネルとして少人数で評価できるため、
研究室レベルでも評価が行えることにより採用した。また、評価試料の特性を表す言
葉を用いて評価し、特性を数値化し、視覚化できる利点がある。
（試料と方法）
　2009年５月千葉県産「向陽２号」ニンジンを試料とした。ニンジンの上下部分を除
き、皮をむいた後、生試料の酸化酵素活性を抑えるため10％のNaClを添加し、フー
ドプロセッサーで粉砕したもの10ｇを使用した。加熱試料は、同様に上下部分を除き、
皮をむいたのち、２cmの輪切りにし
たものを15分間または30分間蒸し器
で加熱した。蒸し加熱時間は、庫内温
度92℃に保ち、経時的に試料の内部温
度と硬度を温度センサーおよびソフ
トフルーツ硬度計を用いて測定した。
試料内部温度は、加熱後15分で88℃に
達し、その後88－89℃を保っていた。
中心部の硬度は、図１に示したように
15分と30分で顕著な硬度変化が見ら
れたため、加熱時間15分および30分の

写真１　2009年12月収穫ニンジン
徳島県産金時ニンジン（左）
千葉県産向陽２号（右）

図１　蒸し加熱によるニンジンの硬度変化
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ニンジン試料を官能評価対象とした。生と同様に10％のNaClを添加し、フードプロ
セッサーで粉砕したもの10ｇを試料とした。各試料を50ml容積のスクリューキャッ
プ付き茶褐色バイアル瓶にいれ、室温で提示した。官能評価は21－24歳の女性パネル
10人により予備実験により15個の評価用語を決定し、10cmのラインスケールを用い
た定量的記述分析法で評価した。
（結果）
　図２に示したように、生と加熱ニンジンでは異なったプロファイルを示した。向陽
２号の生ニンジンは、“パセリ様”、“青臭い”、“木のにおい”、“花様の”、“ツンツンする”、
“砂糖のような甘さ” の用語で特徴づけられ、これらの匂いが生ニンジンの特徴であ
ることが示された。一方、加熱ニンジンは、“パセリ様”、“青臭い” “木のにおい” など
新鮮な、刺激的な匂いは弱くなり、“ほこりっぽい・日向臭”、“重い”、“金属臭”、“ト
マトの酸味”、“まろやかな”、“かぼちゃのような甘さ” の特性が高く評価され、重く、
ねっとりした甘みを感じる香りとなることが示された。また、加熱15分と30分では有
意な違いはほとんど見られなかった。15分で十分加熱され、その後は大きな変化はな
いものと結論された。また、広がりのある、スパイシー、金属臭の３つの評価用語に
関しては、生および加熱ニンジンで有意な差はなく、調理方法の違いを問わずニンジ
ンの共通した匂い特性であると思われた。

　図２　官能評価による生および蒸し加熱ニンジン（向陽２号）の香気プロファイル
　　　　＊＊＊p<0.001，＊＊p<0.01，＊p<0.05，ｎ＝10
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２　機器分析による生および蒸し加熱したニンジン匂い成分の比較
（試料および方法）
官能評価と同じ「向陽２号」を用い、生および15分加熱試料として各５kgを処理した。
粉砕したニンジンをペンタン：ジエチルエーテル＝１：１の混合溶媒1.8Ｌに一晩浸
漬し、香気成分を抽出した。ろ過・脱水後、常圧下溶媒を約50mLまで留去し、高真
空蒸留に供し、不揮発性成分を除去した。得られた香気成分を含む揮発性画分を濃縮
後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによる分画を行い、匂いの弱いテルペン炭
化水素を主とする炭化水素画分を除き、ニンジンの特有の匂いを発する含酸素画分を
分離した。濃縮後、香気成分をGC-MSで分析した。
　また、一般的に、含有する全ての化合物が香気に寄与しているのではなく、各香気
成分のにおい閾値、含有量、においの質が寄与度に影響することが知られている。す
なわち、必ずしも含有量が多いことが寄与度の高さに比例するわけではなく、閾値や
相互作用を考慮しなければならない。そこで、実際にニンジンの香気に大きく寄与す
る成分を希釈分析とGC-MS-Olfactometryを組み合わせ、アロマグラムを作成した。
さらに、主要成分の含有量を定量しニンジンの匂いの再現を試み、主要成分の重要性
を検討した。
（分析結果）
　GC-MS分析の結果、100種類以上の化合物が検出された。すべてを同定することは
できなかったが、同定された成分をみると、テルペンアルコールやテルペンエステル
類が種類も量的にも最も多く含まれていたが、加熱ニンジンでは顕著に減少した。土
臭い、青臭いにおいのbornyl acetateは、加熱ニンジンでは大きく減少するが、生・
加熱ニンジンいずれにおいても最も含有量の多い化合物であった。次いで主要な成分
として、クレゾール、オイゲノール、バニリンなどのフェノール類やカロテノイド由
来のヨノン関連化合物が顕著な成分として認められた。これらの化合物はいずれも、
加熱ニンジンでは増加した。加熱によりカロテノイドの分解が進んだためと考えられ
る。また、閾値が低く、ごく少量存在するだけでピーマンやニンジンの土臭い、苦み
っぽい匂いを感じさせる成分として知られる2-methoxy-3-sec-butylpyrazineが顕著な
成分として検出された。また、脂肪酸分解物である飽和および不飽和のアルコールや
アルデヒド類も多く、過去の報告でニンジンの特徴香と報告されている脂臭く、青臭
いにおいの（E）-2-nonenalがアルデヒド類では最も多い成分で、従来の研究報告とよ
く対応していた。これも加熱ニンジンの方に含有量が多かった。
　次に、上記多数の成分のうちから、ニンジンの匂いに寄与する重要成分を明らかに
するため、GCカラム出口における匂い嗅ぎ分析をおこなった。生ニンジンでは50ピ
ーク、加熱ニンジンでは59ピークににおいが検知された。寄与度の高い化合物の抽出
には、香気濃縮物を希釈しながら匂い嗅ぎを行う希釈分析を行った。
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　すなわち、希釈倍数が高い（濃度が薄い）香気抽出物を注入した場合でも匂うピー
クは、寄与度の高い化合物ということになる。GC-MS-Oの各ピークの保持時間を横
軸に、香気濃縮物の希釈倍率；FD（Flavor dilution）ファクターを縦軸にアロマグラ
ムを作成し、図３に示した。
　生と加熱ニンジンのアロマグラムを比較してみると、生試料に比べ、加熱試料の寄
与成分のほうが、FD値の高い化合物が多く複雑であることがわかる。生ニンジンと
加熱ニンジンでは匂いが異なっていることとよく対応している。アロマグラム上のピ
ークNo.は検出されたにおいピークに対するNo.である。生および加熱ニンジンいずれ
においても、共通して寄与度が高い化合物は、2-methoxy-3-sec-butylpyrazine（ピー
マン様のにおい），（E）-2-nonenal（豆乳様），eugenol（クローブ様），（E）-2-octenal（青
臭い）octanal（柑橘、花様），phenol（フェノール）であった。そのほかに、decanal
（柑橘様）が、生ニンジンの匂いに寄与度が高い成分として検出された。この化合物
が生ニンジンの “青臭い” におい特性に影響していると考えられた。一方、加熱ニン
ジンにのみ寄与度が高く検出された化合物は、（E,E）-2,4-decadienal（土臭い、青臭い）
及びα-bisabolol（ゴム様）であった。このように寄与度の高い成分として、生と加
熱ニンジンに共通した成分もあるが、それぞれに独特の成分も含まれている。また、
全体的に、加熱分解などにより香気成分に増減があり、生ニンジンが数種の成分の寄
与が突出しているのに比べ、加熱ニンジンはいろいろな成分が同じようなレベルで匂

　　　図３　生および加熱ニンジン（向陽２号）香気抽出物のアロマグラム
　　　　　　番号が同じものは同一化合物を示す。棒グラフが高い方が寄与度が高いことを示す。
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いに寄与することより生ニンジンの青臭い、パセリ様の匂いが抑えられ、複雑でまろ
やかな香気を形成していると考察された。

３　東洋系金時ニンジンと向陽２号の加熱香気の比較
⑴　官能評価による比較
　試料は、写真に示した2009年12月に収穫された徳島県産金時ニンジンと千葉県産向
陽２号を用いた。前項と全く同様の方法で加熱試料を調製した。官能評価に先立ち、
言葉あわせを何度も行い匂いの質の違いを調べたが、向陽２号で選出された用語で金
時ニンジンの質も表わすことができるという統一的な認識がパネルの話し合いにより
得られた。つまり、品種の異なる加熱ニンジンの匂いは質というよりもそれぞれのに
おいの強さの違いで表すことができることがわかった。向陽２号をコントロールとし、
各評価用語について金時ニンジンの匂いが強いか弱いかを＋５～－５の点をつけても
らった。結果を図４に示した。金時では “パセリ様”、“青臭い” の用語について低く
評価された。また “重い”、“ほこりっぽい・日向臭”、“トマトの酸味を連想させる”
の用語については、向陽２号に比べ高く評価された。このことから金時ニンジンはニ
ンジンくさいにおいが弱まる分、ほこりっぽさや重さが際立つ傾向にあるということ
が示唆された。また加熱特有の香りとしての “かぼちゃのような甘さ” に関しては向
陽２号に比べ、高く評価された。「ニンジンらしいにおい」を感じないことで、より
甘さやまろやかさを感じるのではないかと考えられた。

図４　金時ニンジンと向陽２号の加熱香気の比較　
―向陽２号をコントロール（０）として―
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⑵　アロマグラムによる比較
　東洋系品種の金時ニンジンのアロマグラムを作成し、西洋系品種の向陽２号（図３）
と比較した。品種が異なると加熱ニンジンのアロマグラムは少し異なっていた。匂い
の違いとよく対応している。octanal，（E）-2-nonenal，2-methoxy-3-sec-butylpyrazine
は向陽２号で高い傾向を示し、金時ニンジンでは向陽２号より低い寄与度であること
がわかり、金時ニンジンは向陽２号に比べ “パセリ様”、“青臭い” といったニンジン
らしいにおいが弱いことが官能評価だけでなく、アロマグラムの結果から説明された。
また “ほこりっぽい・日向臭” などの評価用語は向陽２号に比べ金時ニンジンのほう
が強いという結果であったが、「ニンジンらしいにおい」が弱い分、向陽２号と共通
の “ほこりっぽい・日向臭” を示す化合物phenol，eugenol，α-bisabolol，vanillinの
においを強く感じるのではないかと考えた。
　今回、加熱した向陽２号の特徴香気である “かぼちゃのようなほくほくとした甘さ”
を表す化合物を探す目的で金時ニンジンの分析を行い、そのにおいに寄与していると
考えられる4-decanolide，anisaldehyde，furfural，furaneol，geranic acidを新たに加
熱香気成分として検出した。これらが匂いの違いに寄与していると考察される。
　本研究の結果より、金時ニンジンがお正月料理に利用される理由は、肉質が柔らか
いこと、鮮やかな紅色が映えることだけでなく、ニンジンらしいにおいが弱く甘い香
りが向陽２号に比べ強いことも関係しているのではないかと思われた。

　　　　　　図５　金時ニンジン加熱香気抽出物のアロマグラム
　　　　　　　　　ピーク№は図３と共通。番号が同じ化合物は同一化合物である。
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第６章　野菜の調理方法による嗜好の変化
　　　　―小学生のピーマンの嗜好の変化―

女子栄養大学短期大学部
小川　久惠

１　はじめに
　子供が嫌いな食べ物についての調査はすでに数例1, 2）されており、嫌いな食品の上
位には野菜が多く、ナスやトマトとともにピーマンがあげられることが多い。
　そこで、嫌いな野菜はどのような調理方法で調理しても子供の嗜好は変化しないの
か、あるいは、調理方法の工夫や、併用する食品を選択すれば変化するかについて、
検討したいと考え、ピ－マンを用い、小学５年生を対象に官能評価を試みた。同時に
ピーマンについての好みとその理由についてのアンケートによる調査を、官能評価に
先立って行い、アンケートによる調査と官能評価との関連について検討した。

２　検討方法
⑴　ピーマンの好みとその理由について、のアンケートの方法
　　図１に示したアンケート用紙を用いて、官能評価実験に先立って行った。
⑵　試料：ピーマン
　　品種：みおぎ　　平均重量35から38g/１個
　　産地：茨城県東茨城郡、茨城町　JA全農いばらき
⑶　ピーマンの調理方法
　　以下の３種の調理について官能評価を行った。
　 1 ）ピーマンの匂いや歯切れが調理によって弱められない調理方法として、塩味で
炒めたもの（以後ソテーとする）

　 2 ）子供が好む肉と、うま味と風味がある醤油で調味した炒め物（以後、肉入りソ
テーとする）

　 3 ）じゃこ、醤油、だしの旨みが加わり、加熱時間を長めにした煮物（以後じゃこ
煮とする）

⑷　試料調製
　　表１に示した。
⑸　官能評価の方法
　 　官能評価は、外観、香り、味、テクスチャーおよび総合評価を主項目として、良
いあるいは強い（＋２）、ふつう（０）、　悪いあるいは弱い（－２）、およびその間
に±１の中間点を設け、５段階から３段階の評点評価法によった。なおそれぞれの
料理で必要に応じて小項目を設けた。また評価の言葉の表現は図２に示したように
小学生が理解しやすいように変えた。
　 　試料は無色のプラスチック容器に入れ、調理後、約30から40℃で供した。供試方
法は１クラスを３グループに分け、ABCの試料をグループごとに試食する順番を



－32－

変え、順序効果が生じないよう考慮した。
　　パネルは豊島区立駒込小学校、５年生１，２組の65名である。
⑹　官能評価実施日：平成21年11月10日

３　結果
⑴ 　ピーマンの好き嫌いとその理由について、のアンケート調査による結果を図３に
示した。
　　ピーマンを嫌いが44.6％、好きが55.4％で、好きが嫌いを約10％上回っていた。
　 　ピーマンを嫌う理由について、その内訳（図４）を見ると、味をあげた児童が
96.6％ともっとも多く、さらにその内訳をみると苦味が96.6％と圧倒的であった。
　 　においをあげた児童が86.2％であり、食感については51.7％が嫌いと回答してい
て、その理由としてぐにゃとしたやわらかさ、シャキシャキ感、いくら噛んでも口
に残る硬さをあげている。ただし、ピーマン料理の持つシャキシャキ感については、
ピーマンを嫌いと回答した児童のうち、44.8％は好きと回答している。
　 　色が嫌いとした児童は17.2％と少なかった。
　 　ピーマンが嫌いなものは苦味のある味とにおいを好まず、色やシャキシャキした
歯ざわりは余り嫌われていないといえる。
　 　ピーマンが好きな理由について結果を図５に示した。
　 　味がすきと答えた児童が97.2％と最も多く、そのうち、その理由として苦味をあ
げたものが61％あった。
　 　また、においをあげた児童が94.4％であった。
　 　食感については84％が好むとなっており、そのうちシャキシャキ感を好む児童が
72.2％、ついで軟らかさを好む児童が11.1％あった。ただしその中で、ぐにゃとし
た軟らかい食感が嫌いと答えたものが11％あった。
　 　色については、ピーマンを好むものは100％が好んでいた。
　 　ピーマンを好むものは苦味、におい、食感、色を好んでいると言ってよい。
　 　なお以上のアンケートによる調査結果は、昨年、当フォーラムが行った調査結果
報告書「野菜のおいしさ検討部会報告書」（P91３））中の、ピーマンの好き・嫌いの
理由に関する調査において、嫌いな理由として「１位．苦味が嫌い、２位．味が美
味しくない、３位．匂い・香りが嫌いと、また好きな理由として、１位．味が美味
しいから、２位．彩り・緑色がよい、３位．苦味が好き・良い、４位．栄養が豊富
だから、５位．食感がすき」（以上要旨）と報告されており、多くの点で共通して
いる事が見て取れる。
　 　これらの事から、ピーマンの特徴である鮮やかな色、独特のにおい、味、歯ざわ
りについて、色を嫌うものは少ないが、特徴のあるにおいや苦味、および食感につ
いて、ピーマンを嫌うものはこれらの故に嫌い、好むものはこの特徴の故に好んで
いると言うことができる。
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⑵　官能評価結果　　
　 　調査に先立ち行ったアンケート調査で、その結果からピーマンを嫌いとしたグル
ープと好きとしたグループに分け、さらに嫌いとしたグループの中で、３種の料理
をすべてマイナス点で評価したものを1）特に嫌いグループ、残りを2）嫌いグルー
プとし、そして、3）好きグループの３グループに分け、官能評価の結果をまとめた。
なおそれぞれの人数は、特に嫌いグループ５人、嫌いグループ24人、好きグループ
36人である。
　1）特に嫌いグループについて
　 　図６に評価結果を示した。
　  　ソテーについては、外観の色はふつうと評価されたが、他項目の評価結果は、
つやはある、ピーマンくささは強い、苦味は強い、味全体の評価についてはまずい、
料理全体の評価は嫌いという結果であった。

　  　肉入りソテーおよびじゃこ煮は、各項目ともに、ソテーの評価に比べると、ピ
ーマンくささや苦味についての評価が緩和され、味がまずいからややまずいへ、
全体の評価が嫌いからやや嫌いへとわずかに上ったが、有意な差ではなかった。
これらの結果から、ピーマンを嫌うものは、どのように調理しても嫌いを改善す
る事は、容易ではないと思われる。

　2）嫌いグループについて
　 　図７に評価結果を示した。
　  　ソテーについては、色、つやはややよい、ピーマンくささはややくさい、味は
やや苦い、味としてはふつう、料理全体としてはふつうと評価していた。

　  　この点、肉入りソテー、じゃこ煮はソテーの評価に比べると、ピーマンくささ、
苦味が有意に緩和され、味の評価および料理全体の評価も上った。

　  　３種の料理の評価平均値を特に嫌いグループの結果に比べると、ピーマンくさ
さ、苦味、味、全体の評価が高く評価されていた。

　3）好きグループについて
　 　図８に結果を示した。
　  　ソテーについての評価は色、つやはよい、ピーマンくささはややある、苦味は
やや苦いとなり、味についてはややよいを上回り、料理全体の評価はよいからや
やよいの間で、嫌いグループに比べると全体の評価が高かった。

　  　この点、肉入りソテーはソテーに比べると、ピーマンくささ、苦味の点で評価
が上り、味の点および料理全体では、おいしい、好きと、評価された。

　  　じゃこ煮については外観の色でソテー、肉入りソテーに比べて低く評価された。
これはじゃこ煮の加熱時間が長かったため緑色が退色したためと考えられる。３
種の料理間に色の点で評価の差が出たが、特に嫌いグループと、嫌いグループで
は色の点で評価の差は見られなかった。ピーマンくささ、苦味、味の評価では、
肉入りソテーと同様にわずかの差ではあるが、ソテーの評価を上回っていた。
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４　まとめ
　子供が嫌う野菜の１つであるピーマンについて、嫌われる理由をアンケート調査に
よって検討した。加えてピーマンのソテーに子供が好む肉、うまみのあるじゃこ、調
味料として、炒めて風味とうまみが出る醤油を併用し、ピーマンのみの塩味のソテー
とあわせて３種の料理を官能評価し、子供の嗜好の変化を比較検討した。
　その結果以下のような知見を得た。
⑴　アンケート調査の結果から、
　 　ピーマンを嫌いと答えた児童は45％、好きと答えた児童は55％で好きが嫌いを10
％上回った。
　 　ピーマンを嫌う理由と、好む理由は共通しており、ピーマン独特の味としての苦
味、においがあげられ、嫌う児童はこれらを嫌い、好む児童はこれらを好んでいた。
色については嫌いな児童は全体の８％と少なく、食感についてはピーマンのシャキ
シャキ感が好まれ、よく加熱しぐにゃとした軟らかさは好まれない傾向であった。
⑵　官能評価の結果から
　 　ピーマンを嫌いと答えた児童の中の約８％はピーマンをまったく食べられず、３
種の料理間には嗜好の変化はみられなかった。
　 　ピーマンを嫌いなグループで、上記の８％を除いた残りの児童は肉入りソテーや
じゃこ煮に料理すると旨みが加わり、ピーマンくささ、苦味が緩和されたと感じ、
味および料理全体の評価が上った。
　 　ピーマンを好きなグループは、ピーマンのみのソテーの評価が、ふつうからよい
と高い評価であったが、肉入りソテー、じゃこ煮に対しては、それぞれの評価が更
に上った。
　 　以上から、ピーマンが食べられないほど嫌いな食品である特に嫌いグループにつ
いては、嫌いを改善する事は容易ではないと思われるが、３種の料理の評価比較で
みられるように、調理方法、併用する食品、調味料を工夫することによって、嫌い
を改善させる事は可能と思われる。

５　謝辞
　この実験を行うに当たり、多大なご協力を下さいました、駒込小学校の田中信夫校
長先生始め、諸先生方、児童の皆様に心よりお礼申し上げます。
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2）らでぃっしゅぼーや株式会社　野菜に関する意識調査、p５－７（2008）
3） 特定非営利活動法人野菜と文化のフォーラム　野菜のおいしさ検討部会報告書、
p91（2008）
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図１　アンケート調査用紙

ピーマンについてアンケート調査　　　09.11.10実施

組 出席番号

下記の質問の答えとして当てはまる番号を丸で囲んでください

（相談しないで自分で感じたことを書いてください）

１．あなたはピーマンが好きですか　　⑴　すき　　⑵　きらい

２－１　ピーマンのどんなところが好きですか、または嫌いですか

　　①　色　　　　　　　⑴　すき　　⑵　きらい

　　②　におい　　　　　⑴　すき　　⑵　きらい

　　③　味　　　　　　　⑴　すき　　⑵　きらい

　　　　具体的にどんな味？　　例えば「にがみ」とか

　　④　歯ざわり　　　　⑴　すき　　⑵　きらい

　　　　具体的にどんなところ？　　例えば「ぐにゃとしてる」とか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「かたい」とか

３．ピーマンが大嫌いな人は、どこが一番嫌いですか

４．ピーマンが大好きな人は、どこが一番好きですか
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皿にのっている料理を食べて、どう感じますか。
あっている項目を丸でかこんでください。

試料記号
出席番号

観点 －2 －1 0 1 2

見た目
緑の色 わるい ややわるい ふつう ややよい よい

つや ない ややある ある

香り ピーマン臭さ くさくない ややくさい ピーマン
くさい

味

苦味 にがくない ややにがい にがい

甘味 甘味がない ややある ある

全体の味 まずい ややまずい ふつう ややおいしい おいしい

口ざわり かたさ かたい ややかたい ふつう やや
やわらかい やわらかい

この料理全体では きらい ややきらい ふつう ややすき すき

図２　官能評価票

表１　ピーマンの試料調製

試料名・他 調 製 方 法  及 び  １ 人 分 試 料 重 量

下処理 料理１回分のピーマンの量は250gとする。
１． ピーマンの上下を切り落として約５～６cmに長さをそろえ、縦に切り開き、
種を除く

２． 体軸に対して平行になるように約２mm厚さのせん切りにする
　　１人分試料重量　　10～14g

「ソテー」 フライパンを強火で30” 熱し、ピーマンの５％重量の油をフライパンに入れさら
に30” 熱し、下処理したピーマンを入れ、強火で２分間攪拌しながら炒める。炒
めている間に、ピーマンの0.3％の塩をふり、混ぜあわせる。

「肉入りソテー」 下処理したピーマンを「ソテー」と同様に、加熱し取り出す。（塩は振らない）
繊切りにした牛肉をピーマンの25％重量炒め、ピーマンの１％重量の塩を醤油に
置き換え、醤油で調味し、ピーマンを戻して混ぜ合わせる。

「じゃこ煮」 下処理したピーマンを、ピーマンの５％重量の油で炒め、0.8％重量の塩分を醤
油で、ピーマンの３％重量の砂糖、同じく30％重量のだし、10％重量のじゃこ、
酒大１を加え、約６～７分間、汁を蒸発させて煮る。
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図３　ピーマンの好み
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図４　ピーマンが嫌いな理由（嫌いグループ）

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

味
が
嫌
い

苦
味
が
嫌
い

に
お
い
が
嫌
い

食
感
が
嫌
い

軟
ら
か
さ
が
嫌
い

シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
感

は
す
き

シ
ャ
キ
シ
ャ
キ

感
が
嫌
い

口
に
残
る

の
で
嫌
い

色
が
嫌
い

％ ｎ：２９

図５　ピーマンが好きな理由（好きグループ）
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図６　ピーマンが特に嫌いグループにおける官能評価

項目 A－B A－C B－C

つや

香り ピーマン臭さ

味

苦味

甘味

全体の味

口ざわり かたさ

料理全体

A ： ソテー　　　　　B：ソテー（肉入り）　　　　　C：じゃこ煮
空欄　　有意差なし　＊：p<0.05　＊＊：p<0.01　＊＊＊：p<0.001
検定はケンドール及びウイルコクソンによる
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図７　ピーマンが嫌いグループにおける官能評価
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A ： ソテー　　　　　B：ソテー（肉入り）　　　　　C：じゃこ煮
空欄　　有意差なし　＊：p<0.05　＊＊：p<0.01　＊＊＊：p<0.001
検定はケンドール及びウイルコクソンによる
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図８　ピーマンが好きグループにおける官能評価

項目 A－B A－C B－C

見た目 緑の色 ＊＊ ＊＊

香り ピーマン臭さ ＊＊＊ ＊＊ ＊

味

苦味 ＊＊ ＊＊＊ ＊＊

甘味 ＊＊ ＊＊

全体の味 ＊＊ ＊

口ざわり かたさ ＊＊＊ ＊＊＊

料理全体 ＊＊ ＊

A ： ソテー　　　　　B：ソテー（肉入り）　　　　　C：じゃこ煮
空欄　　有意差なし　＊：p<0.05　＊＊：p<0.01　＊＊＊：p<0.001
検定はケンドール及びウイルコクソンによる
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第７章　ピーマンの香りに関する調査

お茶の水女子大学大学院
久保田　紀久枝

１　はじめに
　ピーマンは、子どもに好まれない野菜の一つであるが、それは緑色のピーマンにつ
いての調査である。最近、黄色、オレンジ、赤など様々な色のカラーピーマンが出回
り始め、その中で、赤ピーマンは比較的手に入りやすくなった。緑色ピーマンは未熟
果実で、完熟したものが赤ピーマンである。緑色ピーマンは開花から収穫まで20－30
日であるのに対し、赤色ピーマンはさらに４週間以上畑で育てられ完熟した果実であ
る。栽培期間が長い分、栽培に諸費用がかかり、かつきれいに完熟させるにはそれな
りの技術も必要で、必然的に小売価格が高くなり、赤ピーマンの消費はまだ少ないよ
うである。しかし、赤ピーマンは、緑色ピーマンのような苦みがなく、味がマイルド
で緑色ピーマンが嫌いな子どもにも好まれるのではないかと思われる。
　緑色ピーマンが嫌いな理由の一つに青臭い匂いがある。そこで、完熟した時にその
匂いはどうなるのか、やはり青臭いのかどうか調べてみた。
　
２　ピーマン試料について
　2009年８月上旬に、同時に収穫された緑
ピーマンと赤ピーマン（品種：京みどり）
を試料とした。緑ピーマンをよく見ると、
かなり成長し一部赤くなっているものもあ
ったので、写真のように未熟、成熟、完熟
ピーマンとして３成熟段階に試験的に分け
てみた。果実の重さは、未熟緑ピーマンは、
１個の重さが19.1ｇ～38.2ｇで平均27.3ｇ、
成熟ピーマンは25.4ｇ～83.6ｇで平均値
44.7ｇ、完熟赤ピーマンは36.4ｇ～82.4ｇ
で平均値61.8ｇであった。
　加熱方法は、一つを半分に切り、一つ分ずつビーカーに入れ、ラップをかけ、
500Wの電子レンジで緑、成熟、赤ピーマンそれぞれ、１分、1.5分、２分ずつ通電加
熱し、ただちに氷中で冷却し、加熱試料とした。

３　官能評価による緑色と赤色ピーマンの生および加熱香気の比較
　生ピーマンはみじん切りにし、電子レンジで加熱したピーマンを加熱ピーマンとし
て同じくみじん切りにし、褐色瓶に入れた。緑と赤の生のピーマン２種類、緑と赤の
加熱ピーマン２種類の計４個の褐色瓶をパネルには情報を与えずブラインドで渡し

写真１　成熟度の異なるピーマン
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た。室温で提示し、官能評価に習熟した21－25歳の女性12名に、各評価用語について
10cmの線尺度で評価してもらった。その平均値をプルファイルとして図１に示した。
　生ピーマンでは緑色と赤色では匂いに違いがみられ、緑ピーマンは赤ピーマンに比
べ、青臭い、苦みを連想させる、草の匂いを強く感じ、赤ピーマンは青臭みが弱く、
パプリカ様で、もわっとした匂いをより強く感じることが示された。

図１　官能評価によるピーマンの匂い特性プロファイル
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４　ピーマン青くさ臭成分の成熟による変化
⑴　匂い成分の調製
　 　生、加熱ピーマンともに、フードプロセッサーで10秒間粉砕後、ただちにジクロ
ロメタンを加え、ホモジナイザーで30秒間磨砕しつつ香気成分を抽出した。ろ過し、
残渣に溶媒を加え、超音波層に20分入れ抽出を繰り返し、香気成分を含む有機溶媒
層を分離した。100mLまで濃縮後、高真空蒸留に供し揮発性成分を分離した。常圧
下、42℃で濃縮後、GC-MSで成分やその含有率を分析した。

⑵　機器分析結果：青くさ臭成分含有率の変化
　 　葉が傷つけられると葉緑体の膜構成成分である脂質から酵素によりリノール酸や
リノレン酸が遊離し、さらにリポキシゲナーゼやその他の酵素が働き、炭素数６の
アルデヒドやアルコール類が生成され、青臭い匂いが生成されることはよく知られ
ている。ピーマンを口で噛んだときにも細胞が破砕され、葉と同様のルートで青臭
い匂いが生成されることが考えられる。生ピーマンをフードプロセッサーで破砕し
た際にピーマン独特の青臭い匂いが生成された。その成分をGC-MSで分析した結
果、図２に示したように、（E）-2-ヘキセナール、（Z）-3-ヘキセノール、（E）-2-ヘキ
セノールおよびその酸化された酸類が検出された。それらの全香気成分に占める割
合を図２にまとめた。緑と赤ピーマンにおいて特に顕著な違いがみられたのは（E）
-2-ヘキセナールと（Z）-3-ヘキセノールの含有率の変化である。
　 　（E）-2-ヘキセナールは未熟から成熟するに従い増加し、赤ピーマンでは最も含有
量の多い成分であった。この物質は、青葉の香りではなく、果実様でフレッシュ感
を感じるにおいであることが知られている。一方、（Z）-3-ヘキセノールは青葉アル
コールとも呼ばれ、青葉を感じさせる匂いを持っており、これが草や葉をもんだと
きに感じる青臭い匂いの主成分である。この物質は緑ピーマンで多く、成熟すると
増えるが完熟した赤ピーマンには少量しか含まれないことが分かった。すなわち、
赤ピーマンは官能評価において、緑に比べ草のような青臭さが弱く、パプリカのよ
うな匂いが強いと評価されたが、その要因として、青葉アルコールが少なく、果実
の香りを持つ（E）-2-ヘキセナールが多いことが一つの要因であると推測された。
（E）－２系の物質が多くなるのは、成熟するに従い酵素の活性系が異なることが推
察され、それが香気成分生成に影響しているのではないかと考察された。
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　　図２　 ピーマン香気成分における（E）-2-ヘキセナール、（Z）-3-ヘキセノール、
（E）-2-ヘキセノールなど青臭い匂いに関与する成分含有割合（％）の
成熟による変化

５　ピーマン青くさ臭の鍵成分メトキシピラジンの成熟や調理による変化
　2－メトキシ－3－イソプロピルピラジンは、ピーマンの匂いと評される匂いを持ち、
閾値が非常に低く微量でもよく匂うため、ピーマン香気の鍵化合物といわれている。
このメトキシピラジンの全香気成分に占める含有割合を調べ、図３にまとめた。
　未熟ピーマンよりも成熟した方が多く、大きなピーマンの方が青臭いことが分かる。
一方、完熟するとその量は顕著に減少することが分かった。赤ピーマンではピーマン
臭が弱くなることが示され
たが、全くなくなるわけで
はないため、赤ピーマンも
ピーマン臭を持っており、嫌
いな人はこのにおいに敏感
であることより、赤ピーマ
ンも青臭さのため好まない
可能性が示唆された。
　また、この物質は加熱に
よっても減少はしないこと
も示され、加熱調理しても
ピーマン臭さを抑えること
は難しいのではないかと推
察された。

図３　 ピーマン成熟中並びに加熱調理における2－メ
トキシ－3－イソプロピルピラジン含有量の変化



－45－

第８章　スイカの甘み表示に関する意識調査

千葉県農林総合研究センター
宮崎　丈史

１　はじめに
　スイカを購入する消費者は、以前からおいしさの“当たりはずれ”に悩まされてきた。
スイカのおいしさの中で、甘みの占める地位は極めて大きい。このため、近年、量販
店を中心に甘みを表示して販売する傾向が強まっている。しかし、表示方法や表示の
基準は、販売サイドに任されており、現状では販売店によりまちまちである。
　そこで、消費者を対象として試食を伴うアンケートを行うことにより、甘み基準の
妥当性や表示の必要性などに関する調査を行い、表示の活用方法を検討することとし
た。

２　調査方法
　大手量販店において、スイカ果実を試食サイズに切り分け、これを来店した消費者
に店頭にて試食させ、その甘さとおいしさについて評価させるとともに、関連するア
ンケートを実施した。

⑴　調査に用いた果実
　調査に用いたスイカ果実は、長野県のJA松本ハイランドより入手した。品種は「祭
りばやし777」（萩原農場）である。糖度の異なる２種類のスイカを供試するために、
あらかじめ選果場にて非破壊による糖度選果を行ったスイカを用いた。糖度12のサン
プルを選定するために用いた果実は、１果重が８kg程度（階級：２L）の果実であり、
糖度10のサンプルを選定するために用いた果実の１果重は６～７kg（階級：Ｍ～Ｌ）
であった。

⑵　試食品の調製と糖度チェック
　量販店のバックヤードにて、果実を縦に16等分した後、各々を中心部を必ず含むよ
うに８部分に分割した。これらのうち両端の部分は除外し、その他を試食品とした。
　糖度チェックは、四角錐形となった果肉の先端（中心部）から約１/３の長さの部
分を切り取り（可食部の果肉重量比では１/６程度）、これをニンニク絞り器で搾汁し
た。搾汁液はデジタル糖度計で糖度を計測するとともに、糖分の分析に供するものに
ついては、その一部をプラスチックチューブに採取した。
　果汁は、糖分の分析を行うまで、－20℃で凍結保管した。糖分分析は（財）日本食
品分析センターに依頼した。同センターでは、果汁を解凍した後に希釈し、高速液体
クロマトグラフで糖含量を定量した。
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⑶　試食及びアンケート調査
　消費者への食味調査には、糖度10（実数値は10.0～10.5）をサンプルＡとし、糖度
12（11.9～12.5）をサンプルＢとして提供した。なお、両者はできるかぎり糖度２の
差となるように組み合わせた。試食品の品温は、バックヤード及び店内と同様であり、
25℃前後と推測された。
　調査は、大手量販店の協力をいただき、平成21年７月22日に春日部店（埼玉県）及
び同年７月23日に幕張店（千葉県）にて実施した。両店は、駅前や大規模住宅街が隣
接した国道沿いにあり、同大手量販店の中でも来店者数等が中庸な店舗とされている。
　調査は２名の女性調査員が担当し、最初に試食サンプルのＡとＢを食してその評価
をさせた後、質問票に沿い、聞き取りを行った。なお、調査実施と調査票の集計・解
析は（株）シフラに委託した。

３　調査結果
⑴　使用したスイカ果実の糖度分布
　産地の選果場において非破壊で糖度選別（糖度センサー選別）を行った２Ｌ果実12
個の糖度を調査した。果実糖度は10.7～12.5の範囲にあったが、これらを0.5刻みにし
てその分布を示すと、図１のようであった。最も多かったのは糖度11.5前後の果実で
あり、糖度センサーで精度良く選別されていることがうかがわれた。なお、Ｍ～Ｌ果
の糖度は８～11の範囲にあり、糖度９～10の果実が多くを占めていた。

⑵　スイカ果実の糖度と糖含量との関係
　スイカにおける糖度と糖含量との関係を検討するために、食味の評価に用いた糖度
10と糖度12の果実に糖度９と糖度11の果実も加え、各々果汁を採取して分析に供した。
　果汁糖度と果汁の全糖含量を表１に示した。糖度と糖含量は良い比例関係にあり、
糖度－糖含量は約1.2であった。このことから、本調査に用いたスイカ果実では糖度
から１を差し引いた数値をおよその糖含量と考えてよいと思われた。
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表１　スイカ果実の果汁糖度と糖含量

糖度（Brix％） 全糖含量（g/100ml果汁） 糖度－全糖

8.8 7.4 1.4

10.2 9.1 1.1

11.0 9.8 1.2

12.1 10.9 1.2

⑶　アンケート調査結果
　有効回答数152の集計結果の概略を以下に示した（詳細は54頁～61頁）。
① 　糖度10と糖度12のスイカを試食して甘みを５段階（甘み不足：１～とても甘い：５）
で評価してもらった結果は以下のようになった。
　　糖度10のスイカ… “普通の甘み（評価スコア３）”
　　糖度12のスイカ… “甘い（評価スコア４）”
②　糖度10と糖度12のスイカとではどちらがおいしかったですか
　 　85％は糖度12のスイカがおいしいと答えた。一方、糖度10のスイカの方がおいし
いとの回答も15％あった。

図１　スイカ果実（２Ｌ）の糖度分布
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③　スイカのおいしさで重視するものは何ですか（複数選択回答）
　　甘み（82％）、みずみずしさ（47％）が多く選択された。
④　スイカの甘みに差がある場合、価格に差があってよいと思いますか
　 　95％が “差があってよい” と回答した。また、糖度12のスイカならば糖度10のス
イカより１～３割高（平均1.5割高）でも許容できる、とする回答が８割を占めた。
⑤　カットしたスイカを購入する際、何を参考に選んでいますか
　 　 “果肉の色や状態を見て” という回答が多く（80％）、次いで “甘み表示を参考
にして”（39％）が選択された。
⑥　スイカの糖度をみたときに甘さの程度が分かりますか
　 　 “だいたい分かる” と回答した人は約２割にすぎなかった。なお、“だいたい分
かる” と回答した人の糖度と甘さに関する認識は、普通のスイカの糖度が10～11、
甘いスイカの糖度が12～13であった。
⑦　甘み表示がある場合、どの程度それを購入の参考にしますか
　　84％が “おおいに参考にする”・“ある程度参考にする” と回答した。
⑧　今後も甘み表示を実施してほしいと思いますか
　　95％が “実施してほしい” と回答した。

４　まとめ
⑴　スイカ販売での表示について
　スイカについては、期待はずれの果実を購入した経験を９割もの人々が有しており、
期待はずれの内容としては８割の人々が “甘みの少なさ” を挙げている（愛知県農業
総合試験場などが行った消費者調査、1996年）。今回の調査においても、スイカでは
甘みが品質の中で最も重視され、おいしさを決定づける要因となっていることが示さ
れたが、スイカにおいては購入の際に甘みに関する情報が表示されていることを望む
消費者は多い。このため販売サイドは、甘み表示について積極的に取り組むべきと考
える。一方、糖度と甘みとの関係は、消費者の８割が “ピンとこない” と回答してい
るように、十分には理解されていない現状にある。今後、消費者の感覚と一致した表
示が継続的に行われることにより、消費者の間にも糖度と甘みとの関係といったよう
な品質表示に対する理解が正しく浸透してゆくものと期待される。

⑵　糖度表示の可能性について
　スイカの販売形態においても、大玉よりも小玉あるいは１/４や１/６にカットして
販売するという変化が現れている。これは、核家族化といった家庭環境の変化などに
起因しているが、今回の調査においても大玉を購入する回答者は約３割と少なく、こ
うした傾向が認められている。カットスイカでは、果汁の一部を糖度計で直接計測す
ることができ、糖度の全数検査と販売における糖度表示を可能ならしめている。
　一方、カットしない丸のままの果実の糖度計測は、非破壊方式によるセンシングに
頼らざるを得ない。スイカの内部品質の計測では、打音解析により空洞の有無を判定
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する装置の開発が先行して進められた。これと並行して糖度を計測する装置の開発も
行われ、静電容量による密度測定方式や近赤外線透過光方式を利用した実用規模の装
置が開発された。こうした装置は、これまでに全国で10か所を超える産地・選果場に
導入されている。今回の調査に使用したJA選果場もその一つである。このJAが独自
の基準で選別した果実について実際の果実糖度を測定したところ、それらの糖度は11
～12.5に集中していた。平均糖度及び糖度のばらつきからは、糖度センサー選果の精
度は、甘さを強調して販売する目的にも利用可能なレベルにあると思われた。
　なお、スイカの糖度は、果実の中心部が最も高く、果皮に向かうにつれて低下する。
スイカではこれまで慣習的に、中心部の果肉について計測した糖度（したがって、果
実中の最も高い部分）を果実糖度としている。一般的には、中心部の最も高い部分の
糖度が12であれば、果実全体の平均糖度は９～10という関係にある。

⑶　甘みと糖度の表示基準について
　おいしさに関する情報が様々な形で提供されるようになってきた中で、それらが消
費者にとって適切な情報であるかどうかが問われ始めている。スイカの販売では、近
年、多くの量販店で糖度とそれに基づく甘み表示が行われるようになってきた。しか
し、糖度と甘みとの関係は、各々が独自に定めた基準で表示しており、販売店により
まちまちである。また、糖度のみを表示し、あとは消費者の判断に任せるといった販
売店もある。　
　今回の調査では、中心部の糖度10の果実が “普通の甘さ（まあまあ）”、糖度12の果
実が “甘い” と評価された。1980年代に行われたスイカの食味に関する報告では、糖
度９を普通の甘さと結論しているものもある。しかし、今回の調査で明らかになった
ように、現在は糖度９では甘み不足の感が否めない。実際の販売状況などを勘案して
も、今回の調査結果はほぼ妥当な基準を示していると考えられるため、今後は全国的
にこれを参考にした表示がなされるよう期待したい。

⑷　品質と価格について
　今回の調査において、糖度12の甘い果実は価格が１～２割高であれば許容できると
いう結果となり、甘みに差があれば価格に差をつけてもよいという考えが大勢を占め
た。このことに示されるように、甘みが重視されるスイカにおいては甘みで価格差を
つけることは受容されると考えられる。糖度12のスイカは、漫然としてできるもので
はなく、様々な栽培の努力や選果・選別の努力によって供給されているものである。
したがって、糖度表示を消費者への情報提供として利用するだけではなく、このよう
な受容意識を積極的に販売に取り入れ、他の品質が同レベルであれば糖度の高いスイ
カは価格差をつけて販売する方向に進むべきと考える。いうまでもないが、これには
当然、信頼のできる糖度測定と納得の行く表示を行うという前提が伴わなければなら
ない。
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５　質問票
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６　販売サイドへの聞き取り及びアンケート調査結果

○調査対象者：Ａ大手量販店本部青果担当（聞き取り）

⑴　スイカ販売の動向について
　スイカの販売は減少傾向にある。また、近年の販売形態は大きな丸玉での販売より
も、これを1/4あるいは1/6にカットした形態での販売や小玉スイカの販売が主流にな
ってきている。さらに、若年層や老齢層を中心に、果肉をダイス状にカットしてパッ
クに詰めた販売が大きく伸びてきている。

⑵　スイカへの甘み・糖度表示について
　すべての青果物について糖度表示販売を行っているわけではないが、その月・季節
で販売に力点を置く果実については本部から各店舗に指示を出して糖度表示を行って
いる。
　スイカについても糖度表示を行っており、糖度は各店舗のバックヤードで測定して
いる。

⑶　甘みと価格との関係について
　甘みは売価を決定する大きな要素であるが、糖度だけで値段を決めてはいない。売
価は、糖度・品種・産地といった総合的な情報を勘案して付けている。なお、甘みを
含めた品質と価格との関係については各店舗任せではなく、本部から一括して指示を
出している。

⑷　品質表示について
　消費者は産地と品質とを結びつけて購買行動につなげる傾向があるので、産地表示
は重要視している。青果物の品質に関する情報は積極的に出していきたいが、現状で
は、栄養性や機能性については薬事法との関係で消極的にならざるをえない。
　これからは、カーボンフットプリントなどのエコ関連の表示も検討したい。また、
品質の特徴を生かした調理法・食べ方の表示等にも力を入れていきたい。
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○調査対象者：Ｂ大手量販店果実リーダー（アンケート）

⑴　店頭での甘み表示について
　スイカを始めとし、メロン、イチゴ、ミカン、カキ、リンゴ、ブドウ、モモ等で甘
みと糖度の両方の表示を行っている。
　糖度については、バックヤードで毎日、売り場の商品をアトランダムに３個選んで
測定している。甘みと糖度の関係については、各品目ごとに社内で統一した基準を設
けており、それに従って表示している。

⑵　甘みと価格の関係について
　社内規定の基準に合致したものを自社ブランドで推奨販売しており、甘みの違いだ
けで価格に差をつける販売方法は採っていない。なお、甘み表示をした商品は売れ行
きが良い傾向にある。

⑶　甘み表示に関する消費者の反応
　消費者からは、売り場に出ている商品すべてが表示と同じ甘みがあるか、甘み表示
の基準（糖度との関係）はどのようなものか、といったような質問が寄せられたこと
がある。
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第９章　野菜のおいしさに関する意識調査とタマネギの官能評価

味覚と食嗜好研究所
山口　静子

１　はじめに
　おいしさは食物の選択、摂取を支配する重要な要因であるが、あらためて野菜のお
いしさとは何かとなると定義も定かでなく、漠然とおいしさを追求しても発散するば
かりである。そこでここでは野菜に対する意識調査を行い、問題にすべき野菜のおい
しさの着眼点を浮き彫りにし、その重要さを示唆するためにタマネギを一例として官
能評価を行った。
　おいしさはJIS-8144では「食品を摂取したとき、快い感覚を引き起こす性質」とさ
れている。これは工業規格としては有効でも、おいしさの研究においては誤解を招く
おそれもある。おいしさが長さや重さのようにモノに備わった性質と解釈されると、
それを示す理化学的指標を見つけることがおいしさを科学的に捉えることと思われか
ねないからである。
　おいしさは人の意識に生ずる感覚や感情であり、味や匂いも同様であるが、それ自
身モノに備わっているわけではない。これはおいしさ研究では先ず認識すべきことで
ある。野菜は鉄やプラスチック製品のように一様なものでなく、また食べ方も人の感
覚も嗜好も様々である。もし、ある野菜のおいしさが1つの理化学的指標で捉えられ
ると考えるなら、そのこと自体が問題である。指標に当てはまらないものはすべて切
り捨てられ、人間は機械に服従することになる。
　野菜も人の好みも時代と共に変化する。そこで、いま求められているおいしさとは
何かを探る1つのキーワードとして、「最近の野菜は概しておいしくなった」と思うか
どうかに着目した。昔の野菜はおいしかったという年配者は多いが、懐古趣味や気の
せいと見なす人もいる。ここではその正否を糺すのが目的ではない。おいしくなって
も人の要求水準も高まり、不満は常についてまわるものである。それを明らかにし正
当な不満を満たすべく努力することで発展の道が開かれるはずである。そのためにこ
のキーワードを中心に質問紙調査を行い、測定すべきおいしさの側面を浮き彫りにし、
それに基づきタマネギの官能評価を行った。

２　意識調査
２．１　方法
　上記を含む50のステートメントに対して、７：まったくそうだ～４：どちらともい
えない～１：全然そうは思わない、の７段階評価で同意度を答えてもらった。またフ
リーアンサーとして、１．最近食べた（買った）野菜について気付いたこと、感じた
こと、２．野菜に対して望むこと、を自由に書いてもらった。回答者は平成21年５月、
女子栄養大学駒込キャンパスで開催された野菜の文化フォーラム主催講演会の参加者
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（82名）をはじめとし、フォーラムの関係者が手分けしてそれぞれの友人、知人、さ
らにその知人に依頼し、東京都内および近郊の町内会や小、中、高校生の父母を含む
283名（男性94，女性189）のデータを収集した。回答者の性別、年齢は表１のとおり
である。

　表１　意識調査回答者の内訳
年齢 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60以上 計
男性 5 4 6 7 11 9 14 8 30 94
女性 11 7 14 7 19 27 23 26 55 189

　層別の人数に偏りはあるが、限られた時間と労力ではこれが限界であった。しかし
この調査は設問への同意度が国民の何％であるというような人口統計学的な数字を正
確に求めることが目的ではない。それが必要な場合には、地域や回答者のデモグラフ
ィック要因を詳細に分類し正式なサンプリング法による全国調査を行わなければなら
ないが、ここでの目的はいま野菜では何が大切かを探ることであり、母集団は限られ
ていても重要なヒントが得られるはずである。

２．２　結果
　各ステートメントに対する評価点の出現率の分布を年代と性別に分けて図１ー図５
に示す。縦軸は出現率（％）を示す。年齢は39才以下と40才以上に分けた。若年男性
については厳密に比較するには人数が少ないので、傾向を読み取る程度にしたい。
　自由意見と合わせて考察する必要があるが、ひとまず計量的データである図１から
図５の主要な点について簡単に考察する。
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図１　野菜に対する各種コメントへの同意度の分布（その１）
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１　野菜は大好きだ ２　生野菜が大好きだ

３　漬け物が大好きだ ４　漬け物よりサラダが好きだ

　５　野菜の煮物が大好きだ ６　最近の野菜は概しておいしくなった

７　最近の野菜は概して本来の野菜らし
さがなくなった

８　最近の野菜は概して味や風味の個性
がなくなった

９　最近の野菜の味は概して単調で深み
がなくなった

10　最近の野菜は食感がこわばった（硬直
　したように堅い）ものが多くなった
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図２　野菜に対する各種コメントへの同意度の分布（その２）
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男性：40-60才以上
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11　一般的にいって香りの強い野菜が好きだ 12　もっと野性味のある野菜が食べたい

13　珍しい種類の野菜を率先して食べる方だ 14　今までにない新種のおいしい野菜の
開発に力を入れてほしい

15　新しい品種を増やすよりは、いまま
での野菜を大切にしてほしい

16　従来の野菜をやたらに変化させない
でほしい

17　最近の野菜は微量成分が薄くなって
いるものが多いような気がする

18　おいしさよりも栄養成分や食物繊維
などの方が重要だ

19　概してクセのある野菜は嫌いだ 20　新しいものよりも伝統野菜を大切にしたい
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図３　野菜に対する各種コメントへの同意度の分布（その３）

凡例 男性：39才以下
男性：40-60才以上

女性：39才以下
女性：40-60才以上

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
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21　機能性成分を強化した野菜を開発し
てほしい

22　大根の苦味や辛みはない方が望ましい

23　近年トマトは概しておいしくなった 24　もっと青臭くないトマトにしてほしい

25　何気なく買ったふつうのトマトが意外
に甘いときはうれしくなる

26　もっと甘いトマトを増やしてほしい

27　近年長ネギは概しておいしくなった 28　もっと甘味のある長ネギを作ってほしい

29　もっとにおいの弱い長ネギを作って
ほしい

30　もっとやわらかい長ネギを作ってほしい
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図４　野菜に対する各種コメントへの同意度の分布（その４）

凡例 男性：39才以下
男性：40-60才以上

女性：39才以下
女性：40-60才以上

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
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31　もっと甘味のある玉ねぎを作ってほしい 32　玉ねぎは辛みや刺激が少ない方が好きだ

33　甘味のあるキャベツを作ってほしい 34　煮たときキャベツのにおいが少ない
方が好きだ

35　甘味のある大根を作ってほしい 36　このままいくと野菜本来の味や香りや
歯ごたえが失われて行くことが心配だ

37　野菜はおいしさより手間や時間を考
えて選んでしまう

38　果物は甘ければ甘いほどおいしい

39　最近の果物は甘すぎるのが多い 40　今年のりんごは去年より甘くなってほしい
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図５　野菜に対する各種コメントへの同意度の分布（その５）

凡例 男性：39才以下
男性：40-60才以上

女性：39才以下
女性：40-60才以上
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41　今年の桃は去年より甘くなってほしい 42　今年の栗は去年より甘くなってほしい

43　今年の高級洋梨はもっと甘くなってほしい 44　今年のサツマイモは去年より甘く
なってほしい

45　いちごを買うときはできるだけ甘そう
なものを選ぶ

46　メロンは甘味が強いほど高級感がある

47　素朴な味の果物が食べたい 48　マヨネーズが大好きだ

49　醤油が大好きだ 50　鰹だしが大好きだ
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１）一般的な傾向
　野菜に対する嗜好度はどの層でも高いが、女性と高年者の方が若干高い。煮物も生
野菜の嗜好度も女性の方が若干高く、若い女性は漬け物よりサラダを好む人が多い。
香りの強いものやクセのあるものはどの年代でも嫌う人は少ない。
　とくに、「最近の野菜は概して本来の野菜らしさがなくなった」⑺、「最近の野菜は
概して味や風味の個性がなくなった」⑻、「最近の野菜の味は概して単調で深みがな
くなった」⑼「このままいくと野菜本来の味や香りや歯ごたえが失われていくことが
心配だ」(36)、「もっと野生味のある野菜が食べたい」(12)への同意度が高かった。また、
野菜の伝承と品種改良、野菜の甘み化についての問題点も示唆された。以下順次考察
する。

２）最近の野菜はおいしくなったか
　「最近の野菜は概しておいしくなった」⑹に関してはそう思う87、どちらともいえ
ない138、そうは思わないが58名であった。「そうは思わない」は高年者に多かった。
しかし必ずしも若年者がおいしくなったと思っているわけではなく、「どちらともい
えない」が多かった。
　味の深み、個性、野生味（若い男性を除く）の喪失感はどの世代でも感じられてい
たが、とくに最近の野菜はおいしくなったと思わない人に高かった。若年者はどちら
ともいえない人の割合が高かった。
　図６と７はこのステートメントに対する賛成度によって回答者をそう思う、どちら
ともいえない、そうは思わない、の３群に分けたとき、評点の平均値の差が0.5以上
であった項目をプロットしたものである。そう思わない人は、「最近の野菜の味は概
して単調で深みがなくなった」、「味や風味の個性がなくなった」、「微量成分が薄くな
っているものが多いような気がする」、についても強く感じていることが分かる。
　また野菜はおいしくなったと思う人は最近トマトがおいしくなったと思う人が多
く、野菜の甘みが強く、香りが少ないものを好む傾向がある。つまりトマトがおいし
くなったと思う人は野菜もおいしくなったと思う傾向があるということである。トマ
トは近年高糖度化、香りの質の変化などによって、品種改良とバラエティ化がもっと
も進んだ野菜といえるが、そのことの是非はともかく野菜全体のおいしさのイメージ
に強く影響を与えていることが分かる。
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図６　最近の野菜はおいしくなったと思わない人の同意が高い項目の平均値

図７　最近の野菜はおいしくなったと思う人の同意が高い項目の平均値

　また、どちらともいえないと答える人は、多くの項目において野菜がおいしくなっ
たと答えた人の評価と近い平均値を示している。これは若年者や野菜に対して強い意
見を持たない浮動票の人は、野菜の変化の波に乗りやすいことを示唆している。

３）野菜の変化
　「新しい品種を増やすよりは、今までの野菜を大切にしてほしい」(15)、「従来の野
菜をやたらに変化させないでほしい」(16)、「新しいものよりも伝統野菜を大切にした
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「最近の野菜は概しておいしくなった」との関連
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い」(20)はいずれの層も高い評点を示し、高年者はより要望が高かった。

４）香り、クセ
　どの層でも香りの弱いもの、クセのないものが好ましいと思われている訳ではない。
(19)

５）野菜の甘味化
　若年男性を除いては「最近の果物は甘すぎるものが多い」には賛同者が多く、また
「果物は甘ければ甘いほどおいしい」とは思われていなかった。しかし、何気なく買
ったトマトが甘いときにはうれしいと感じる人が多く、苺を買うときは甘そうなもの
を選ぶ、とした人が多かった。しかしもっと甘いトマトを増やしてほしいというわけ
ではなかった。また、野菜の甘みについてはキャベツではもっと甘くして欲しいとい
う人も若干いたが、ネギまで甘くしてほしいとは思われていなかった。甘み化につい
ては、上記のように、味の深みや持ち味を重視するか否かと逆相関関係にあり、これ
については後にさらに考察する。

６）その他
　マヨネーズ嗜好(48)には個人差が大きく、女性は必ずしも高い嗜好度を持つとはい
えない。しかし、醤油と鰹だしへの嗜好度（49、50）は高く、その限りにおいて和食
文化のベースは保たれているといえ、今後も和食文化の継続発展が望まれる。

２．３　野菜に関する意見の概要
　それぞれの質問に対して多くのコメントがあった。回答者の多くは野菜の専門知識
を有するわけではないが、都内や近郊を中心とする生活者が実感している、統計的な
数字では読み取れない生の声を記録し伝えることは野菜のあるべき方向を考えるため
に意義あることと思われる。

１）最近野菜について感じたこと
　味が薄くなり、甘みが強調され、苦味、渋味、えぐ味やクセがなくなったこと、香
りも薄くなり、野菜の持ち味や個性が乏しくなったことが多くあげられた。見た目よ
り実質中身の大切さが指摘された。旬、季節感に関する意見も多く、生産に関しては
できるだけ自然に近い農法を望む声が多かった。具体的事例として多くの野菜が取り
上げられたが、味の薄くなったきゅうり、品種改良でバラエティ化が進んだトマトに
は特に多くのコメントがあった。（101頁～114頁）

２） 野菜について望むこと
　甘味を受容する人もただ甘ければいいわけではなく、酸味などのバランスの重要性
をあげる人が多く、苦味やえぐ味などクセのある味の重要性も指摘された。どの味を
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強調するというより野菜本来の味を重視する意見が多くあった。新しい品種や品質改
良よりも今ある野菜を大切にし、伝統を残すことの重要性を訴えた意見が多かった。
野菜の機能として栄養、健康の重要性についても指摘された。安全・安心については
特に関心が高く、それに伴い、農薬、農法について自然農法からアグロバイオを含む
様々な意見があげられた。また、流通、販売、価格についても多くの意見があった。
食べることに関する自覚と意識の高揚とそれを支えるメディアの責任や食教育の必要
性が指摘された。（115頁～126頁）

３）本来の野菜らしさがなくなったことの意味
　味が薄く、深みがなくなり、甘味が増し、コクのような複雑さが乏しくなったこと、
野菜本来の苦味やえぐ味がなくなったこと、香りがなくなり、それぞれの野菜の～ら
しさを示す特徴がなくなったこと、かたいものが嫌われ、しっかりした歯ごたえがな
くなり、あるいは硬直した不自然な食感のものがでてきたことがあげられた。農法に
ついても多数のコメントがあった。（127頁～129頁）

４）野生味の意味
　苦味、渋味、えぐ味、クセ、アクなど、生得的には好ましくない味があり、青臭さ
や人参臭さなど独特の臭いが強い、歯ごたえがある、かたい、繊維がある、土の匂い
や成分がある、形は不揃いで、洗練されていないが生命力があり、逞しさがある、な
ど、必ずしも好ましくはないが、自然さに高い価値がおかれていた。（129頁～132頁）

５）野菜本来の味、風味、食感が失われることへの対策
　現状でよいとする意見もあったが、甘味ばかりを追求しない、かたいもの価値を見
直す、旬を取り戻す、本来の野菜の特性を大切にする、食べ方、調理法の工夫する、
在来種の保存、風土にあった農法を進める、野菜本来の味を知らしめるための情報提
供や啓蒙の必要性など広範な意見が出された。（132頁～135頁）

６）果物、野菜の甘味化
　もっと甘くしてほしい、糖度を上げられたのは技術の進歩の証であるなどの肯定的
な意見もあったが、味のバランス、健康、味覚の正しい発達からしてもこれ以上は行
き過ぎという意見が多かった。（135頁～138頁）
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３　タマネギの官能評価
　以上の意識調査から野菜のおいしさには、味の濃さ、深み、野菜本来の持ち味など
微妙な味わいが重要であることが分かったので、微妙な味わいという観点からタマネ
ギの評価を行った。この場合に重要なのは評価者である。野菜に関心のない人に微妙
な味を問うてもあまり意味がない。そこで、野菜と文化フォーラムの講演会では官能
評価セッションを設定し参加者60余名に評価を依頼した。大部分がフォーラムの会員
で、野菜の生産、販売などの関係者、大学や研究所などで野菜に関する研究に携わっ
た経験者、雑誌の編集者など、何らかの形で野菜に関わりつつ野菜の勉強を続けてい
る方々で、野菜のオピニオンリーダーの集団といえる。実験は平成21年10月23日女子
栄養大学松伯軒の宴会場で行った。

３．１　実験方法
　多くの試料を試食し代表的な以下の４種を選んだ。栽培条件や収穫時期などによっ
て品質は変動するので、この実験の結果がそれぞれ銘柄の特徴を普遍的に示すという
わけではない。目的は銘柄が何であれ、好ましいものはいかなるものであるかを知る
ことである。

　（試料）
　　　　銘柄 　記号
スーパー北もみじ慣行： Ａ，Ｈ，Ｘ
スーパー北もみじ有機栽培： Ｂ，Ｇ，Ｙ
もみじ３号： Ｃ，Ｆ
早生７号： Ｄ，Ｅ

　Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄは生食の場合で、スライスし５分間水晒したもの、Ｈ，Ｇ，Ｆ，Ｅ
はスライスしてスチームオーブンで３分加熱したもの、Ｘ，Ｙはクリームコンポート
にしたもので比較評価を行った。記号は調理法によって変えているが、タマネギは同
１ロットのものである。
　クリームコンポートの処方は以下のとおりで、女子栄養大学の松伯軒のシェフによ
るものである。クリームコンポートを選んだ理由は、調理学のベテランの会員が多く
の料理を試作した中で、食感の影響を受けず、一様に素材が混合された状態で味が比
較でき、本格的な料理らしく、美味であることによる。
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（クリームコンポートの処方）
材料：
　タマネギ 250g
　バター（無塩） 50g
　塩　少々（シェフの判断、ただし正確に測り量を揃える）
　生クリーム 100ml
作り方：
１．タマネギは皮を剥きスライスする。
２． 蓋のできる鍋にタマネギを入れ、バター、塩を入れ蓋をして、ゆっくり焦がさな
いように、タマネギの水分で火を入れる。

３．やわらかくなったら蓋をあけ水分を飛ばし、生クリームを加え、半量に煮詰める。
４．ミキサーに３を入れて攪拌し、鍋に入れてあたため味を調え、適当な濃度にする。
５．１人分約30g入りのミニカップに分け入れる。

　比較する試料は用いるタマネギ以外は同一条件で比較できるよう細心の配慮の下に
同時に調製した。

（評価方法）
　評価は約１時間半を費やして行った。６人掛けのテーブルを白いテーブルクロスで
被い、各試料はテーブルごとに配られた。評価は、生、蒸し煮、クリームコンポート
の３セッションに分け、この順に行った。試料は生と蒸し煮では上記の記号を付けた
同じ大きさの白色の大皿に盛りつけて、セッションごとに供し、別に用意した記号を
付けた小皿に各自が取り分けて味わった。クリームコンポートは調理の際にミニカッ
プに分けたものが調製された。各セッションでの試料の試食順序は釣り合うように予
め割り付けた。ただし順序は最初に箸をつける順を指定したのみで後は自由に食べ比
べた。
　質問項目は、生と蒸し煮については、４種の試料についてそれぞれ、食感がシャキ
ッとしている、しなやかさがある、タマネギのにおいが強い、においが揮発し難い（こ
まかい）、においの質がよい、タマネギの風味が強い、タマネギの風味の質がよい、
甘味が強い、辛み（刺激）が強い、苦味がある、こくがある、味が口いっぱいに急速
に広がる、味が複雑、味がしっかりしている、濃厚感がある、微量成分が多そう、丸
み（まろやかさ）がある、滋養がありそう、味に力価がある、味に深みがある、タマ
ネギとして好みに合う、の21問で、２：そう思うから、－２：そう思わない（反対）
の５段階評価を行い、さらに、タマネギとして最も品質のよいもの、２番目によいも
の、もっともよくないもの（結局４種の順位をつけたことになる）を選び、その理由
を記入してもらった。
　クリームコンポートについては、２種の試料を同時に試食しながら上記の設問の最
初の２問と４番目の問を除き、後味がよいを加え、最後の質問は「おいしい」とし、
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同様に５段階評価を行った。さらに、料理としてどちらのコンポートが優れていると
思うかを問いその理由を記入してもらった。
　口直しに適宜飲むために硬度の低いミネラルウオーターを用意した。

（評価者の特性）
　評価者は男性42名女性16名、性別無記入若干名で、年齢層は表２に示す。60才以上
がもっとも多かったが、この年代にはフォーラムのベテラン会員で野菜の品質につい
て知識経験の深い人が多かった。中座した人もいるので、各実験の回答者数には若干
ふれがある。

表２　評価参加者の年齢分布
年齢 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60以上 計
人数 0 4 9 7 1 5 11 3 28 68

　官能評価に先立って、キーワードになる代表質問「最近の野菜は概して本来の野菜
らしさがなくなった」などのステートメントに対する上記と同様な７段階評価による
同意度と、タマネギの嗜好に関する質問紙調査を行った。

３．２　結果
１）評価者の野菜に対する意識
　初めに評価者の特性を知っておく必要があるので、代表質問に対する回答者の同意
度を図８に示す。比較のために先に行った283名の意識調査の男性と女性の平均値（図
中では「一般」とした）を同時に示す。
　図８の分布で見ると、評価者の方が一般より本来の野菜らしさや、個性、野生味の
喪失感が高く、特に果物の甘過ぎについてはより強く感じている人が多い。特に評価
者は、野性味と果物の甘過ぎについては、分布が２山になっている。これはそう思う
人のなかでも特別に強くそう思っている人がいることを示している。このままでは本
来の野菜らしさが失われることへの不安感は一般より評価者の方が少なかった。

１　最近の野菜は概して本来の野菜らしさが
なくなった

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4 一般
評価者

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4 一般
評価者

２　最近の野菜は概して味や風味の個性が
なくなった

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7



－78－

　図８　タマネギの官能評価者の各ステートメントに対する７段階の同意度の出現率
　　　（横軸は７：全くそうだ～１：全く反対）
　　　　先に行った283名の結果と対比して表示

　また、上記の６項目について55才以上の高年層とその他に分けて平均値をプロット
したのが図９である。評価者の集団では、果物が甘過ぎる、については高年層の方が
強く感じているが、野菜本来の味や野生味の喪失感については年齢差がなかった。つ
まり、高年者、若年者いずれもこの点については同様に問題意識を持っている人が多
かった。
　また、タマネギに対する価値観の７段階評価結果は図10に示す。
タマネギを好まない人はほとんどいないが生食はあまり好んでいない。
煮込みや炒め物を好んでいる。

図９　経験者の多かった高年者層とその他での同意度の平均値の比較

1
2
3
4
5
6
7

全体
高年

その他
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0.3

0.4

0.0

0.1
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0.3

0.4

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

３　もっと野性味のある野菜が食べたい 4　このままいくと野菜本来の味や香りや歯
ごたえが失われて行くことが心配だ

５　最近の果物は甘すぎるのが多い ６　いちごを買うときはできるだけ甘そう
なものを選ぶ

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
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図10　評価者集団の各ステートメントに対する同意度の割合
　　　　　　　　　７：全くそうだ～１：全く反対

２）生および蒸し煮での官能評価結果
　蒸し煮は予備実験と本実験では調理した量が異なるために、予備実験で想定したよ
りやや生っぽい感じであった。生と蒸し煮では、数多くの微妙な質問に対して、調味

0% 20% 40% 60% 80% 100%

玉ねぎは大好きだ

長ネギより玉ねぎの方が好きだ

私にとって玉ねぎは欠かせない食品だ

玉ねぎは生（サラダを含む）で食べるのが大好きだ

みそ汁の具で食べるのが大好きだ

野菜炒めにして食べるのが大好きだ

カレーやシチューにして食べるのが大好きだ

玉ねぎはどちらかといえば和風より洋風の料理に合う

甘味の強い玉ねぎが食べたい

ニオイの少ない玉ねぎが食べたい

辛みの少ない玉ねぎが食べたい

苦味のない玉ねぎが食べたい

切るとき目に刺激（催涙性）のない玉ねぎが買いたい

普通の時期の玉ねぎより新玉ねぎが好きだ

玉ねぎの味の決め手は甘味だ

近年玉ねぎは食感がこわばった（硬直した）ものが多くなった

日頃玉ねぎは国産ならあまり品質の差は気にしていない

一般に香りの強い野菜が好きだ

野菜のほろ苦さが好きだ

最近の野菜は香りがしなくなった

1 2 3 4 5 6 7
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もしていない辛みや刺激のある試料を４種類も同時に比較することは予想した以上に
難しく思われたので、評価の中途で、もし無理ならば、最後の順位だけでもよい、と
アナウンスしたが、全問解答した人が生では54名、蒸し煮では51名あり、順位だけ答
えたのは前者で４名、後者で６名であった。順位は採用したが、棄権したもの、回答
が未完成であったもの10名弱の分は除いた。この結果は熱意と感度と忍耐力をもって
取り組んだ人の評価といえる。
　各特性に対する評点の平均値を図11に示す。

図11　生食および蒸し煮での各特性に対する評点平均値

　生と蒸し煮ではかなり類似したパターンが得られている。AとB（HとG）はシャキ
っとしてかたく、CとD（FとG）は甘みが強いとされた。D（E）は辛み、苦味が最
も弱く、味の複雑さ、濃厚感、味の力価、深みなどにおいて最も評価が低かったが、
好みでは高く評価された。味のしっかり感や濃厚感はA（H）、B（G）が高かったが、
甘味は弱かった。Cがまろやかさや広がりを強く感じられたのはこくというより甘み
のためと思われる。
　タマネギとして品質のよいと思われる順位の平均を求めると、A、B、C、Dではそ
れぞれ2.4、2.8、2.5、2.3；H、G、F、Eでは2.8、2.7、2.2、2.4（値が小さい方が上位

蒸し煮
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生食
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を示す）で有意差はなかった。図12と13はそれぞれの試料に順位１から４を付けた人
の割合を示す。

図12　生食での品質のよさに各順位を付けた人の割合

図13　蒸し煮での品質のよさに各順位を付けた人の割合

　僅差ではあるが、生では傾向的にはDを１位とする人がやや多かった。しかし蒸す
ことで甘味の強いFと同等になった。有機栽培であるB（G）はいずれにおいても高
く評価されることはなかった。それぞれの試料を高く評価した人と低く評価した人の
理由（掲載は省略）では、いずれの試料も味の深みなどを示す具体的な言葉は少なく、
辛みが弱く、甘くて食べやすいものが高く評価されたことが窺える。
　日本食品分析センターによる成分分析の結果については、分析の章で詳しく記され
ているが、説明の便宜のために表３に示す。
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表３　試料の成分分析値

　糖の分析値はC（F）が最も高く、甘味も強いとされたが、D（E）がより糖の多い
Aより甘いとされたのは、やわらかいことと辛みや苦味が弱いためと思われる。遊離
アミノ酸はA、BよりC、Dが少なく、またDは水分も若干多い。フリーアンサーでも
Dは水っぽく、甘み以外の味が薄いことが窺えた。しかし、タマネギそのものを味付
けもしないで食するにはかなり辛かったので、何よりも刺激が少ないことが選択の優
先条件となったと思われる。
　この実験結果で最も重要なことは、タマネギの評価が生食やそれに近い条件で評価
されると、次に述べるような本来のタマネギがもつポテンシャルが見落とされ、甘味
が強く刺激が少なく食べやすいものの品質がよいとされてしまう危険があることを示
したことである。

３）クリームコンポートでの評価結果
　図14は特性に対する評価者全体の平均値とそれに対応して経験者の多い高年群と54
才以下の若年層に群別したときの平均値を示す。

 

mg/100g Arg 162 132 71 49 mg/100g Na 1.1 1.7 1.0 1.4
mg/100g Lys 31 36 14 14 mg/100g K 189 181 144 126
mg/100g His 11 14 5 4 mg/100g P 35.1 28.3 30.2 20.5
mg/100g Phe 6 7 4 7 mg/100g Fe 0.24 0.23 0.30 0.15
mg/100g Tyr 13 17 5 6 mg/100g Ca 13.5 18.0 22.7 11.9
mg/100g Leu 14 15 5 8 mg/100g Mg 9.3 9.5 8.3 6.2
mg/100g I leu 3 5 1 4 mg/100g Cu 0.04 0.03 0.04 0.03
mg/100g Met nd    nd    nd    nd    mg/100g Zn 0.24 0.15 0.25 0.14
mg/100g Val 5 6 5 6 mg/100g Mn 0.15 0.07 0.13 0.09
mg/100g Ala 4 5 2 4 g/100g 果糖 1.50 1.29 2.02 1.81
mg/100g Gly 2 2 1 1 g/10０g ブドウ糖 2.40 1.91 2.34 2.12
mg/100g Pro 3 3 2 2 g/100g ショ糖 1.48 1.42 1.87 0.81
mg/100g Glu 24 23 20 21 g/100g ピルビン酸 0.06 0.04 0.06 0.04
mg/100g Ser 7 8 4 7 g/100g ポリフェノール 0.08 0.07 0.05 0.04
mg/100g Thr 8 9 3 5 度 Ｂｒｉｘ 9.7 8.5 8.8 6.1
mg/100g Asp 15 15 7 6 g/100g 水分 89.1 90.3 89.7 92.6
mg/100g Try 11 14 4 4
mg/100g Cys nd    nd    nd    nd    ショ糖換算甘味度 4.7 4.1 5.7 4.3
mg/100g Asp(NH3) 37 35 24 39 Ｔｏｔａｌ basic ＡＡ 319 311 153 148
mg/100g Glu(NH3) 166 187 54 118 Ｔｏｔａｌ ＡＡ 522 533 231 305

記号 慣行
Ａ（Ｈ、Ｘ）

有機栽培
Ｂ（Ｇ、Ｙ）

もみじ３号
Ｃ（Ｆ）

早生７号
Ｄ（Ｅ）

記号 慣行
Ａ（Ｈ、Ｘ）

有機栽培
Ｂ（Ｇ、Ｙ）

もみじ３号
Ｃ（Ｆ）

早生７号
Ｄ（Ｅ）
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図14　クリームコンポートでの各特性に対する評価者群別平均値
　　　　　　　　中段は高年経験者群、下段は54才以下

　図15には意識調査において、「最近の野菜は概して本来の野菜らしさがなくなった」
に対して、そう思う（５点以上）、思わない（４点以下の人で大部分は４：どちらと
もいえない）で評価者を群別して求めた平均値を示す。最上段は図14と同じである。
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図15　クリームコンポートの特性に対する評価者群別平均値
　　　　　　　　　中段は最近の野菜は本来の野菜らしさがなくなったと思う人
　　　　　　　　（n=37）下段はそうは思わない人（n=29）

　図14では大部分の項目でXよりYの方が高く評価されているが、その差は高年者の
方が大きく、高年者は辛み、苦味以外のすべての項目でYを一貫して高く評価してい
る。また図15でもほぼ同様に「本来の野菜らしさがなくなった」と思う人の方が、試
料間の差をより大きく識別しており評価の一貫性も高かった。
　しかし若年者と本来の野菜らしさがなくなったと思わない人は、差がつかない項目
もあり、特にタマネギ風味の強さはXの方が強いとしていた。それぞれの選択理由（表

そう思う人
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４）を見ると、Xは味が単調であるために、タマネギそのものの風味が浮き立って感
じられたためと思われる。酢カド、塩カドが立っているなどといわれるのも同様であ
るが、タマネギらしさ、といっても複雑な料理の味と融和して感じられる調理してお
いしく感じられるタマネギらしさと素材の生っぽい味や風味が突出して感じられるも
のを見極める必要がある。
　クリームコンポートでは辛みや苦味はほとんど感じられなかったが、図14と図15を
みると、きわめて僅かであるが、若年者と、本来の野菜らしさがなくなったとは思わ
ない人の方が強く感じる傾向が窺える。つまり辛みや苦味など生得的には負の感情を
引き起こすものを強く意識する可能性があるかもしれない。

　「どちらのクリームコンポートが優れているか」の二者択一式質問では、X(慣行)
とY（有機）の選択率は評価者65名中10：55で、圧倒的多数でYが選ばれた。Xを選
んだ10名中3名は無記入欄が多かったので、どちらを選んだかのデータのみを採用し
たものである。

　それぞれの選ばれた理由を表４に示す。
　Yを選んだ理由には、味がしっかりしている、コクがある、複雑さ、まろやかさ、
味の深みを示す具体的な言葉が多く挙がっている。生食や蒸し煮、またXではこのよ
うな言葉はあまり出現していなかった。

　この実験での最大の関心は、同じ銘柄の慣行品と有機栽培とされるものの違いであ
った。生食や蒸し煮ではいずれも大差はないものの有機栽培のB（G）は最も低く評
価され、慣行栽培のA（H）よりむしろ低い評価であった。また、ところがクリーム
コンポートでは大差が見られた。

表４　優れたコンポートとしてXまたはYが選ばれた理由
（Xを選んだ理由）
味に深みと甘みがある
味が口の中に残る
素材の味が生かされている
全体のバランス、味の濃さ
Yは玉ねぎが感じられなかった、バターなどがむしろ強かった
玉ねぎの甘みが感じられ優しい味がした
玉ねぎの風味が残っている
Yは玉ねぎの風味を殆ど感じられなかった。そのためか調味料の味が強かった。
Yはコンソメの味がする
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Yは残る味があるがおいしいということではない
直感です

（Yを選んだ理由）
味がしっかりしている　2
味がしっかりしている、料理に合っている
味がしっかりしていて甘味がある
コク
甘さとコク
味にコクがありおいしい
風味とコク
コクがありスッキリした後味。好みの問題
味が濃い
味に濃厚感がある
バターの香りが生きている、まろやか、コクがある
味に幅と厚み、ふくよかさがある。
濃厚、深み、丸み
味の複雑さ（Xは若干ローストを感じる、Yは生っぽい）
水っぽくない、濃厚さ
甘み。雑味が少ない、後味がよい
玉ねぎのおいしさと甘さがでている
味、風味に充実感があり,全てが融和し練れている
玉ねぎとクリームのバランスがよい
丸みがすぐれている感じ
味がまろやかで濃厚な感じがする
まろやかで深みがある、口にしっとりとくる
香りがよく風味が口いっぱいに拡がりまろやかであるから
なめらか、ふわっとしている（玉ねぎを楽しむならXの風味）
まろやかで上品な感じ
舌に残らない
飽きないおいしさ癖のなさがよい
玉ねぎの味を感じなかったがおいしい（Xは玉ねぎの味を感じる）。全体としての味の好み
玉ねぎらしいのはX、材料が感じられる
Xは臭い、インパクトがない
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Xはサッパリしている、辛いだけのように感じる
クリームのにおいが強すぎる。従ってXは味がでているがYの方がよい
XはやわらかくておいしいがYは塩味があるような気がする
Xは甘味だけのような感じでぼんやりした味、Yはやや酸味のようなものもあり複雑な味
Xは玉ねぎ臭さが表にでていて、水っぽい玉ねぎの炒め方が悪いときの味がする。
Xの方が全体としての味のバランスがわるい。玉ねぎ臭さが残っている。水っぽい
Xは酸味がある
Xは玉ねぎの風味が強すぎる
Xはさっぱりと甘く両方よいがコクがあるので強いていえばY
時間をかけての料理感がある
玉ねぎらしさ、美味である
味のバランス
自分好みだった

　しかし上記のように、２種のタマネギの成分分析では糖、アミノ酸、無機質などの
分析値において殆ど差がなかった。糖度は若干Xの方が高いにも拘わらず、Yの方が
甘味は若干強く評価された。この甘みの違いは調理直後ではより明らかであったが、
冷めると差が小さくなることは予備実験に関わった５名が一致して感じたことであ
る。しかしその理由は不明である。甘味物質は糖だけでなく、香気成分や辛み成分で
も微量で強い甘みを示すものもあり、少数の既知の成分だけで味が説明できるわけで
はない。
　重要なことは、既知の成分分析では差がなく、生食では差がないか、むしろ劣ると
されるものが調理によってこのような大差で高く評価されるポテンシャルを発揮する
ことである。もし、生食で評価されればその価値は見過ごされ、その結果味はますま
す内容のない薄い方に向かうということになる。
　今の野菜で重要なことは、容易に分析可能な成分もさることながら、むしろ未知な
微量成分が、気付かれないうちにいつの間にか減ったり脱落したりすることである。
勿論有害物質が増えることはさらに問題であるが、そのために有害物質のシグナルで
ある苦味や渋みなどを徹底的に取り去れば、残るのは気が抜けた甘味だけになる。野
性味のある野菜が食べたいという要望はその反動とも考えられる。
　長い食経験によって淘汰されてきた野菜から有用な成分が減少し、成分のバランス
が崩れてくれば、それは味にも反映されてくるはずである。糖や有機酸のように味も
物質も明瞭なものであれば、味が足りなければ調味料で補うこともできる。基本調味
料である砂糖、酢、塩、うま味調味料、これらは足りない味を適度な強さに高めるこ
とによって味を調えるもので、味付けは料理人の技の決め手でもある。反対に素材の
味が強すぎれば消すことはできない。また、甘味以外の調味料は水のように味のない
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ものに加えてもおいしくはならない。冬瓜のように味の弱いものでも、僅かな味がな
ければそれらしい味にはならない。ベースに存在する無数の成分が醸し出す微妙な味
が重要なのである。多くの人が感じている野菜本来の味、味の濃さ、奥深い味という
のは、こういった不特定の無数の成分が総合された味といえる。それを1つの味で補
おうとするのは、ブロイラーの鶏肉を甘くして放し飼いの鶏肉の味にしようとするの
と同じである。
　ここで示された一例をもってそれが有機栽培だからということはできないが、この
実験結果から、Yの方がXより上記の分析値以外の何らかの有用な微量成分を豊富に
含んでいると考えるのは自然と思われる。

３．３　考察
１）消費者の嗜好とタマネギの行方
　しかし、分析値その他客観的な指標で説明できないにも拘わらず、このデータだけ
からXよりYの方が優れていると判定することは常識的には妥当であっても科学的で
ない。またYを高く評価する人の鑑定能力が優れていることを証明することもできな
い。それは高齢者や、現在の野菜に不満をもつ不平家の嗜好であり、若い人や現在の
野菜に満足している人の嗜好を尊重すべきだという考えもあり得る。また成分を特定
できない限り、人の感覚だけではサイエンスにならないという考えもある。
　実際、官能評価はやり方によって答えはいかようにもなる、といっては語弊がある
が、事実この実験でも示したように、例えば、同じものでも評価者集団によって差が
明瞭についたりつかなかったりするし、やり方によって反対の結果が得られることさ
えある。クリームコンポートは試食した調理学の先生方がおいしいと感激して選ばれ
たレシピーであるが、不味くて食べられず評価できなかったという人がいた。これは
その人が間違っている、というわけではない。牛乳や生クリームが嫌いな人もいるし、
西洋料理に馴染めない人もいる。しかし、タマネギは全ての人のためにある。ここで
は番外データにせざるを得なかったが、そういう人もいることも貴重なデータであり、
忘れてはならないことである。
　では官能評価でいえることは何かというと、同じような集団で同じ条件で実験すれ
ば、再現性のあるデータが得られるということで、それは統計学的には大数の法則と
して、また経験的にもある程度保証できる。つまり、結果は集団特性として実験条件
とセットでみなければならないのである。そのあたりが考慮されないまま、結果が一
人歩きするととんでもないことになる。
　もし科学的な規範のみで評価されるならば野菜のおいしさ研究は官能評価ができる
ことの限界を超えているし、化学分析の限界をも超えている。食品の無数の成分と相
互作用の全てを解明するのは永遠の課題だからである。では科学の進歩を期待して
100年河清を待つならば、その場合タマネギはどの方向に変化するであろうか。
　図16と17は前述の図10で示したタマネギに対する質問で、高年経験者と54才以下、
および「最近の野菜は本来の野菜らしさがなくなった」と思う人と思わない人の間で
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同意度の平均値に0.5以上の差があった項目を示す。

図16　高年経験者と54才以下の人の各項目への同意度の比較

図17　「最近の野菜は本来の野菜らしさがなくなった」と思うか否かと
　　　　　　各項目への同意度の関係

　これらの図は、もしこれからのタマネギが、食経験の浅い若年者や、現在の野菜が
本来の野菜であると思っている人々の要望や嗜好に合わせて開発されるならば、必然
的にタマネギはさらに甘くなり、辛みや苦味がなくなり、切っても涙が出ず、甘味が
味の決め手となれば、こくなどの微妙な味は閑却される方向に向かうことになること
を示唆している。また、その方が捉え難く、作り難い味の深みなどを追求するよりも
生産においても、おいしさの研究にとっても効率的なはずである。
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　これは野菜への関心が高い集団の結果であるが、一般の人々はよりこの流れに乗り
やすいと思われる。実際、最初に図８で示したように、この評価者は一般人よりも野
菜の食歴も長く、野菜本来の味の喪失感や甘み化を強く感じている集団であり、識別
感度も高い。初めに述べた意識調査の結果では、とくに若年者は本来の味の喪失感な
どについては、どちらでもない、とする人が多く、そういう人は現状肯定型の人に近
い嗜好パターンを示していた。また、一般の人々は日常生活の中でそれほど注意深く
味わっているわけでもないので、よほど差がないと気がつかず、気付いたときには比
較するものもなくなっている。これらを合わせ考えれば、時代の流れをどこかで堰き
止めないかぎり、野菜の味はさらに微妙な味が薄くて甘味が強く、野生味もなくなり
昔の野菜らしさのイメージから離れたものへと自動的に進化し続けることになるであ
ろう。

２）微妙な味の重要性
平成18年度の調査から：
　小田委員が行った北海道から沖縄まで全国10地区の20-60才の既婚女性2000名に対
するアンケート調査では、キュウリ、ニンジン、ホウレンソウが取り上げられたが、
その全てにおいて、子供の頃食べたものの方がおいしかったとされ、キュウリでは実
に58.0%が子供の頃で、今の方とした人は僅か5.7%、分からない、変わらないが37.5%
であった。世の中が進歩しているなら、なぜ生命の源である野菜は不味くならなけれ
ばならないのか。理由は多々あるにしても、１つは工業製品の論理が生き物である野
菜の生産にも当てはめられているためと思われる。自由意見にあった “真っ直ぐを通
り越して気持ち悪いほど真っ直ぐなキュウリ” などはその象徴である。人の感覚でし
か捉えられない微妙な味が置き去りにされてきたことも考えられる。
　不満の理由として挙げられたのは、キュウリでは、味が薄い（無い）が際立って多
く、次いでおいしくない、鮮度が悪い、みずみずしさが不足；ニンジンでは味が薄い
（無い）、甘みがない、香りがない；ホウレンソウでは味が薄い（無い）、甘味がない、
茎に赤身がない他、の順であったという。また、おいしさをどのように考えているか
で第一にあげられたのは、キュウリではシャキシャキとした歯ざわりであったが、ニ
ンジンもホウレンソウも甘味があることで、キュウリにおいても少し甘味がある、が
３番目に多くあがっていた。さらにキュウリでは苦味がない、ホウレンソウではあく、
えぐ味が少ないがあげられていた。これらのデータを表面的に解釈すれば、最近の野
菜は消費者の要望に合わせて生産者が奮闘した結果といえる。味が薄い（無い）こと
が不満で、おいしいのは甘いもの、くせのないものであるとすれば、先ず甘味を増し、
くせをなくすことを考えるのは当然である。
　しかしここで重要なことは味が薄いとはいかなる味が薄いのかである。それは先に
も述べたように、単純な味の強化では置き換えることのできない無数の微弱な成分が
醸し出す味と考えられる。
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微妙な味が醸し出す味を現す言葉：
　そのような味は食品のおいしさの要となるもので、フレーバープロファイル法で知
られる米国のA.D.Littleのフレーバー研究所が1950年代に食品のよいフレーバー（味
もフレーバーとされる）の特徴として提唱したことは「少数の適切な強さの快いフレ
ーバーのインパクト（例えばミカンなら甘味と酸味）が感じられること、高度にブレ
ンドされた豊かなフレーバーが口いっぱいに広がること、突出した不快な特性がない
こと、後味がよいこと」で、特に重要なのがブレンドで、殆どがどの物質によるか区
別できないけれど多くの成分が存在することが感じられること、としている1）。ブレ
ンドはアンプリチュードとも呼ばれている。
　日本語でそれに近い言葉としてはコクがある。コクは「濃く」にも通じ、穀物が熟
した味や熟成した濃い酒から来ているという。筆者がかつてコクを表現する言葉を集
めて分析した結果では、平均的に重要度の高いのは、深み、広がり、うま味、濃厚感、
まろやかさ、複雑（単純でない）、厚み、インパクト、後に残る、その他の順であっ
たが、食品の種類によって若干ニュアンスが異なった。
　タマネギの官能評価ではこれらの言葉や意識調査で出現した言葉を参照しながらほ
ぼこれらの内容をカバーする言葉を用いて評価したのであるが、特にクリームコンポ
ートではこれらの言葉によって微妙な味の違いを区別することができた。

「地味」の提唱：
　ここでは微妙な味という曖昧な表現をしてきたが、それを議論の対象にするには名
称を与える必要がある。コクという言葉も近いがあまり野菜では用いられていないし
食品によってニュアンスも異なる。昨年度行った大根などの評価では滋味という言葉
を用いたが、これもすでに料理の書物でも用いられているので抵触する懼れもある。
　そこで、この味をより的確な名称が見つかるまで便宜のため仮に「地味」（じみ）
と呼ぶことにする。地味（ちみ）は地質の良否の状態であるが、「じ」にアクセント
をつけて呼べば滋味にも通じる。よい土壌を作る人は土を舐めてみる。野菜は大地や
土のイメージとも直結する。地はgroundであり、基本的・本質的なものも意味する。
また、地が出るというように生まれつきの性質を示す用法もある。野菜の味は果物の
ように華やかなものではなく、肉や魚の主菜に対してその味を引き立てる脇役を演ず
るのが野菜本来の役目である。控え目でどのような食材とも適合し飽き難いものでな
ければならない。すなわち派手に対して地味であることも野菜の身上である。最近朝
日新聞の天声人語に「里芋といふ極上の土を食ふ」（足立威宏）という俳句が引用さ
れていたが、これらを総合して考えると地味という言葉は存外適しているように思わ
れる。
　そこで改めてタマネギで示されたような、野菜の有する、甘味、苦味、酸味、えぐ
味など明瞭な味とは異なる無数の微弱な微量成分によって引き起こされる、こく、広
がり、濃厚感、複雑さ（単純でない）、深みがあり、まろやかで、微量成分や滋養が
ありそうでしっかりした味を地味ということにする。
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　野性味は地味と関係はあるが、苦味やえぐ味も含まれ、荒削りで洗練されていない
もので、原始の野菜に帰れば野性味も強すぎて食べられない。地味からは突出したも
のとして区別する必要がある。しかし上記のフレーバープロファイル法でも、全てが
融和するよりもそこにインパクトのあるアクセントを加えることも魅力を増すとして
いる。山菜のほろ苦さやクワイのエグ味などの野性味はそれに相当するものである。
　上記のA.D.Littleのフレーバープロファイル法ではアンプリチュードを半円で示し、
感じられる特性の大きさを円の中心から放射状にのびる直線の長さで示すが、同様な
方法で模式的に示したのが図18である。野菜は通常塩味で調味して食され、あるいは
油脂と共に食されるので点線で示した。右は地味が弱く、甘味が強く、野性味が少な
い場合である。

図18　野菜の味の特性と地味の関係のプロファイル模式図

うま味：
　微弱な味の中には特に重要な味が含まれていることに注意しなければならない。そ
れは池田菊苗2）によって発見されたうま味である。通常の野菜に含まれているうま味
物質はアミノ酸であるグルタミン酸とアスパラギン酸で、微量ではあるがこれらを多
少とも含まない野菜はほとんどない。茸類には核酸系のうま味物質であるグアニル酸
が含まれている。同じく核酸系のうま味物質であるイノシン酸は野菜には含まれず動
物性食品に多く含まれ、鰹だしには特に多い。うま味は食品中では他の成分と融和し
て感じられるので、それ自身の味とは印象が異なる。それを色に喩えて示したのが図
19である。黄色という色を見たことがない人が右の図を見て左の黄色を想像すること
は難しい。うま味それ自身は好ましい味ではなく他のアミノ酸等と共存し、特に食塩
の味との共存することで好ましいと感じられる3）。アミノ酸系と核酸系うま味物質の
間に特異的に著しい相乗作用がある4）。図20はうま味の相乗作用を模式的に示す。従
って、野菜だけを食してもうま味そのもの識別は難しいが、出汁や他の素材と組み合
わせて適切な味付けで料理したときには甘味化のところで述べるように、コク、広が
り、深みなどとして明瞭に知覚される3）。従って、加熱料理する野菜を生で評価しても、
こういったポテンシャルは見逃されることになる。
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うま味
混合味

他の味

図19　うま味それ自身の味と混合味の中で感じる味の違いの比喩的説明

図20　グルタミン酸とイノシン酸共存下でのうま味の相乗作用模式図

味覚の精妙さと地味：
　では地味を示す理化学的特性を探せばいいではないか、ということになるが、これ
は甘味や苦味のように単一の物質の味ではなく無数の微弱で曖昧な味の成分からなる
ものであり、成分間には相互作用もある。いかに分析技術が進んでも分析できるもの
は有限であり、またいかに多くの成分を分析してもそれを総合することはできない。
人の感覚なればこそ無数の微量成分の微弱な味が醸し出す融和した状態をコクや地味
という共通の言葉で捉えることができるのである。人は生存のために必要は無数の成
分を摂取しなければならないが、食品からそれらをできるだけ合理的に識別するには、
特別な成分以外の無数の成分のそれぞれの味はできるだけ弱く、必要な成分がバラン
スして存在するとき1つのまとまりとして、まろやかさ、広がり、深みなどを感じ、
快いと感じられ、あるまじきものが突出して感じられるように進化の過程で神経系が
構築されているものと考えられる。そのバランスした状態がコクであり、地味である。
コクも地味も強ければ強いほどいいという訳ではなく、質と適度な強さが問題である。
その味は場合によっては少数の成分で近似できることもあるかもしれないが、それは
近似できないところは切り捨てるということである。地味を大切にするならば、地味
を人間の感覚から安易に手放さないことが大切である。

３）甘味化
　野菜の甘味化について重要なことは、食経験の浅い人や野菜らしさにこだわりのな
い人の嗜好に合わせることによって野菜が甘味化に向かう可能性があることである。
では地味と甘みはどちらを大切にすべきかということになる。そこで幾つかの具体例
を挙げて参考に供したい。

微量のイノシン酸

相乗作用
うま味

グルタミン酸
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野菜の甘味化の料理への影響：
　料理に用いられる野菜の地味が薄くなり甘味化することの影響を示唆する１例を示
す。図21は牛すね肉とタマネギ、ニンジン、カブ、セロリなどの野菜を用いて半日を
かけてとったブロスを用いた正式のフランス料理のビーフコンソメについて、それを
２倍に薄めたものを対照として、薄めなかったもの（濃度は２倍）と比較した場合、
および対照に対して１％の砂糖（隠し味程度の甘さ）を加えたものを比較した場合の
結果である。食塩は同じ濃度に調製してある。評価者は食品会社の研究員である
（n=25）。

図21　ビーフコンソメのブロスの濃度を２倍にしたときと、
　　　その代わりに砂糖を１%加えたときの味のプロファイルの比較

　ブロスの濃度を高めたときは味が強いのみでなく濃厚感、こく、広がり、深みなど
が一様に大きくなり、全体の味が調和し、おいしく感じられるが、甘味を加えたとき
は、こくや広がりは増さず、不調和で不味くなるだけである。これは図18の右図に相
当し、コンソメに限らず料理一般にいえることで、野菜の地味が弱まり甘味だけが増
せばそのときは野菜の量を増やしても甘みが妨げになる。
　因みに同じビーフコンソメにうま味物質であるグルタミン酸ナトリウム（MSG）
を閾値程度の0.05%添加したときのプロファイルを図22に示す3）。野菜中のうま味物
質の僅かな濃度差がいかに大きく貢献するものかが分かる。また甘味はうま味をマス
クする味でもある。では野菜の地味がなくなってもグルタミン酸を加えればいいでは
ないかというと、そうはいかない。元々のベースに地味があって、それと融和しなけ
ればうま味だけでは好ましさは生じない。また、この場合は牛すね肉由来のイノシン
酸と相乗作用によってうま味が著しく増強されることも大きく寄与している。
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図22　ビーフコンソメにグルタミン酸ナトリウムを0.05%添加したときの
 味のプロファイル

甘味の過剰評価：
　甘味が主役の食品では甘味それ自身が快い味であるために、評価の際に甘味が強い
ものが過剰によいと判断される傾向があるので、注意が必要である。
　図23は市販の野菜果物ジュースとそれに砂糖を2.5%または５%添加したときの大学
生男女371名による評価で、１人が１種類を50ml入りコップで１杯飲んだときの結果
である。
　図中の＊を付けた適正強度は０が丁度良く、＋は強すぎる、－は弱すぎることを示
す。砂糖を添加したものは明らかに強すぎ、爽やかさもなくなるが、砂糖を５％した
ものが最もおいしいとされている。これは甘味が快い味であるため、ジュースとして
の評価よりも甘味の快さによって評価されてしまうためである。甘味は酸味をマスク
するので甘味が強いほど酸味は弱くなるが、そこで酸味を加えれば酸度が上がりすぎ
味も濃すぎて飲めないものになる。

図23　市販野菜果物ジュースに砂糖を加えてときの評価結果

2

1

0

1

2

3

全
体
の
お
い
し
さ

風
味
強
さ

風
味
好
ま
し
さ

甘
味
の
強
さ

甘
味
適
正
強
度
＊

酸
味
の
強
さ

酸
味
適
正
強
度
＊

味
全
体
の
濃
厚
さ

味
適
正
濃
厚
さ
＊

さ
わ
や
か
さ

後
味
の
よ
さ

味
全
体
の
好
ま
し
さ

無添加 2.5%添加 5%添加



－96－

　果物は甘過ぎるから酸味を強くしてほしいという意見も多かったが、単純に酸度を
増せばいいのではなく、また甘味、酸味以外の地味を大切にしないと、どの果物も甘
酸っぱいだけになる。
　このような評価結果の解釈には技術的な判断が必要であるが、それを誤ると必要以
上に甘いものが作られることになる。果物の甘味化についても、多分に評価方法に問
題があるものと思われる。
　図24はこのジュースを１杯飲んだ後と２杯飲んだ後であと何杯飲みたいかを尋ねた
ときの結果である。当然ながら砂糖の添加量が多いほど摂取量は減ることが示されて
いる。味は適量摂取したときに最適になるようでなければならない。甘いものは糖と
して一度に体内に蓄えらないために飽きやすい。
　去る１月放映されたNHKの番組では、ミカンの消費量がかつての半分に減り、そ
の理由として、女性がマニキュアのために皮を剥くのを嫌うことが挙げられ、そのた
めに皮を剥いて食べやすくした商品も開発されているとされていた。そこまでしなけ
ればミカンは生き残れないとすればゆゆしき問題であるが、味の強さが摂取量に与え
る影響についても考慮する必要がある。

図24　砂糖を2.5%または５%上積み添加した野菜果物ジュースを
　　　１杯または２杯飲んだ後さらにあと何杯飲みたいかの答えの出現率

甘味と文化：
　わが国の古来の食嗜好は、色、味、香りともに自然を貴び、繊細で奥深いものをよ
しとしてきた。山菜の苦味やお茶の渋味などへの独特の嗜好も発達させてきた。嗜好
の形成には後天的な学習が必要であり、それを避けて本能的な快や食べ易すさのみを
追求するのは味覚の幼児化につながる。
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４）本来の野菜らしさ、個性
　本来の野菜らしさには味、香り、風味、食感の全てが関わっているが、香りは特に
野菜らしい特徴を支配している。意識調査では味と共に香りが薄くなり、本来の野菜
らしさがなくなったことが指摘されているが、同じ野菜で地味と香りや食感が無関係
なはずはない。濃香とはこまやかな香りをいう。無数の成分から成る香りは密度が高
く蒸発しにくいが、成分が櫛のように欠けた薄っぺらな香りは野菜を切ったときは強
くてもたちまち消え失せてしまう。香りもまた地味と同様に無限の成分からなるもの
である。また組織もしっかりしたものはある程度歯ごたえもあるのは当然である。し
かし重要なことはそういった濃香や食感には嗜好が未形成の人と形成された人が対立
した価値観を持つことである。その点については以下のレビューの中で述べる。

４　４年間の官能評価のレビュー
　上記を踏まえて４年間の主な結果をまとめる。
１ ）野菜の消費者は常にその野菜を好む人とあまり好まない人の集団から成っており
（キュウリ、ニンジン、ホウレンソウ、ナス）、また品質には「みずみずしい」と「水
っぽい」、「やわらかい」と「歯ごたえがない」のように似て非なる紛らわしいものが
あり、それに対しても鑑別能力の高い人と低い人の集団から成っている（キュウリ）。
そして、その野菜をあまり好まない人は、その香りを好まず、野菜の特徴の弱いもの、
あるいは、甘いもの、やわらかいもの、クセのないものを好み、好む人はその反対の
ものを好む傾向があり、またそれは品質鑑別能力とも関係していた。従って多数決原
理を採用すれば、野菜らしさの強いものも弱いものも等価になるか、弱いものへと傾
きやすい。野菜が好きでない人の嗜好に合わせれば野菜は限りなくその特徴や個性
を失う方向に流れ、また鑑別能力のない集団に合わせれば品質は低下することになる。
いずれの集団を対象にするかを分けて考えなければならないことが分かった5）, 6）。

２ ）生と加熱調理したときでは全く評価が異なり、加熱調理することで野菜のポテン
シャルが発揮され、生では差のないものでも大差を生じ、あるいは評価が逆転する
ことが分かった（ニンジン、タマネギ）。とくに調理方法の影響が大きく、大根で
は揚げ煮とおかか煮、ニンジンでは市販コンソメと鰹だしでは評価が逆転した。ニ
ンジンのグルタミン酸の濃度は0.014％と0.024％で前者は糖が若干高かったがグル
タミン酸と鰹節中のイノシン酸と相乗作用を引き起こすためにうま味の差が拡大し
たと考えられたので、さらにグルタミン酸量が0.0157%のニンジンに僅か0.0033％
のイノシン酸を添加したものと無添加を比較したところ有意に添加したものが好ま
れた。また添加した方を好んだ人はうま味の強さの識別ができたが、無添加を選ん
だ人は識別できなかった。

３ ）昔ながらの伝統野菜として長ニンジンと一般のニンジンを評価したが、長ニンジ
ンは糖、アミノ酸、ミネラルなどが多く味も香りも濃厚で明らかに地味が強かった
が、クセが強いと感じられ平均的には低く評価された。しかし、ニンジンを好む人
には高く評価された。ただしその人数は好まない人より少なかった。また、本三浦
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大根は通常の大根に比べてグルタミン酸やアミノ酸等には大差はなかったが、うま
味、滋味が強くとくに煮汁での出汁感や味の密度が高く滋味は強かった。これは分
析値以外の未知成分が多く含まれているためと考えられる。また、本三浦を選んだ
人はうま味の強さに差を付けていたが、そうでないものを選んだ人には差がなかっ
た。またそのときの本三浦には苦味があり、独特の軟らかさがあり、煮込みには適
した独特の食感であったが、それを高く評価する人と違和感を持つ人に分かれた。
もう一つの伝統野菜、大蔵大根についてはグルタミン酸、遊離アミノ酸、ミネラル
含量も高く、クセもなく、うま味、滋味、いずれも高く明らかに高く評価された。
伝統野菜は確かに地味が強いが特徴が強くクセがある場合には食べ慣れない人にと
っては理解しがたい面もある。このような野菜を残すには食べ慣れた人の嗜好を大
切にする必要がある。

４ ）甘いキャベツに対しては嗜好が分かれた。また甘いキャベツを選ぶ人は他のキャ
ベツの選択においても甘味の強い方を好み、甘みの強い方をうま味が強いとし、そ
うでない人はグルタミン酸が若干多い方の滋味やだし感、味の密度を高いとしてい
た。野菜を好まない人や甘い野菜を好む人は滋味やうま味の識別能力が低い傾向が
あることが複数の事例で見られた。

５ ）そこでこのうま味の認知能力はどのように獲得されるか知るためにニンジンによ
るモデル実験を行った。それは生得的な味覚感度よりも、多くの特性の中で何に選
択的注意を向けるかが重要であること、すなわち、うま味の連想につながる長期記
憶が獲得されているか否かによることが分かった。獲得されていない人はニンジン
臭さと甘味に選択的注意が向けられうま味には意識が向かなかった。このことは日
頃うま味やそれを連想する出汁などに高い関心を持つことの重要性を示している7）。

６ ）消費者意識調査からは、味の稀薄化と本来の野菜らしさの喪失感が問題意識とし
て浮き彫りにされた。そこで有機栽培と慣行品のタマネギを試料として野菜のオピ
ニオンリーダーのグループで官能評価を行ったところ、無数の微量成分によって醸
し出されるコク、深み、広がりなどで表現される、微量成分の豊かさと密度を示唆
する味が大きく評価を分かつこと、またそれは食経験の豊かな高年者のみでなく、
野菜に対して問題意識の高い人がより識別能力が高いことがわかった。これはこれ
まで行ってきた各種野菜の評価とも基本的に一致するものである。そして野菜は今
将に野菜の好きな人とそうでない人のどちらに合わせるかによって、現状の流れに
拍車をかけるか阻止するかの岐路に立っていることが構造的に明らかにされた。野
菜の好きな人や食経験の長い鑑別能力の高い人が好む味を守り、かつ未経験で野菜
を好まない人の嗜好も前者の嗜好に導く鍵はこの微量成分の味にあることがわかっ
た。また、この味への感度を高めるには経験による長期記憶によってその味に対す
る選択的注意をむけることが大切であることもわかった。

　 　そこでこの味を「地味」と名付けおいしさの指標として提唱した。ただし、この
味は通常の成分分析では説明できないものである。なぜならばそれは無数の成分か
らなるもので、人の意識に成立するものだからである。従って科学的に割り切れな
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いものは科学的に指標化しないことの方が大切と思う。本来の野菜らしさの喪失も
割り切れないものを閑却してきたことにあることがここで集めた多くの人々の意見
からも窺える。ここで得られた成果は、個々の野菜の具体的な評価よりも、食べる
人の嗜好と感覚特性の関係をマクロに捉え構造的に明らかにし、多数決原理からの
脱却の必要性とそのための１つの着眼点を示唆できたことである。

５　官能評価について
　嗜好型官能評価という名目で評価を行ってきたが、必ずしも嗜好ではなく、評価者
の主観に基づく評価を行ってきた。官能評価は味覚感度の優れた人が被験者となり、試
料も同じ部位を切りそろえ、温度や照明を厳密にコントロールした仕切りのある官能
評価ブースを用いて行うのが正式な方法と思われているが、こういった条件は実際に
人が食べる場面や人の実態とはかけ離れていて現実的でない8）～10）。ここではふつうの
人がふつうに食べるときのできるだけ現実に近い自然な状態で評価するようにした。
　また、ここでの官能評価は人間を計測器の代わりとしてモノの特性を測るのが主で
なく、モノを通して人の感覚を測るのが主である。この立場を明確にしておかないと、
ここでの官能評価は理化学的方法によって妥当性が審判されるという階層序列が生じ
独自性が保てないことになる。それはどんな結果でも官能評価が正しいという意味で
はない。結果の妥当性の決め手が乏しいがゆえに、より高次の理性による批判に耐え
られるものでなければならないということである。
　４年間に筆者の分担で行った官能評価は農大で15回（７品目、41品種、104試料）、
フォーラムその他野菜関係者で３回（４品目、16品種、25試料）、評価者数は農大で
延べ1,516名、その他で114名であった。また、ニンジンのアンケートでは農大、日大
の学生447名、意識調査では283名＋68名の方々に協力いただいた。
　実際に得られたデータは農大生の場合も、フォーラム参加者の場合もその目的から
すれば筆者には想像以上に感度が高く、データの整合性から見て納得性のある示唆に
富んだものであった。

６　おわりに
　野菜のおいしさを指標化することはそれを食する人の能力を指標化するのと同じ
で、筆者としては奮闘したけれど、おいしさを理化学的に指標化するという当初の目
的に沿うことはできなかった。その代わりに、「地味」という人間の感覚や言葉でし
か捉えられない指標を提案した。しかし、時代の流れからしても、これからの科学技
術の進歩は、好むと好まざるとに拘わらず、野菜の開発・生産においても、おいしさ
の研究においても、バイオや脳科学などの先端技術によって科学的な指標を目指して
進められていくに違いない。もし筆者も先端技術を駆使して、きゅうりやほうれん草
の新規アク味成分の発見や地味のあるタマネギを高く評価した人の遺伝子解析などが
できたら、あるいはこのプロジェクトもさらに継続できたのではないかと思うと慚愧
に堪えない。
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　しかし烏が鵜の真似をするよりは古巣を守ることにしたのは、科学技術の急速な進
歩に乗り遅れそうな人の嗜好や、ふるい落とされそうな野菜の言い分も残しておくべ
きと考えたからである。ここで行った官能評価はいうなれば手作り野菜のようなもの
で、先端技術とは180度違うローテクに徹し、大勢の人に自然な食べ方で感じたこと
を数字や言葉で答えてもらい、生の声もそのまま記した。いかに時代が変わっても変
わらない人の食べ方や感じ方を素朴に捉えることこそが今の時代には重要と考えたか
らである。得られたデータは今将に野菜が失ってはならないものを生産者も消費者も
はっきり自覚すべきときに来ていることを示している。
　多くの方々のご支援ご協力のもとに、野菜のおいしさの基本特性である１つのキー
ワード「地味」を浮き彫りにできたことを深く感謝すると共に、この言葉が生き物で
あり命を捧げてくれる野菜を愛する人達の合い言葉となって広がることにより、野菜
が本来の野菜らしさを指向しよりおいしくなることを期待する。
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附表１　野菜に関する意見（その１）
　以下に238名の意識調査から得た自由意見を列挙する。１人の意見が複数の内容を
含むものは別項目に分割し、仮の見出しをつけて分類した。「です・ます」調は「で
ある」調に統一した。内容の正当性のいかんは問わず生の声が大切と考えデータの加
工・解析はせずすべて意見として列記した。

質問１　最近野菜について感じたこと
（一般論としてあげられた意見）
味 野菜の味が薄まっている。
味 野菜も果物も本来の味が貧弱になった。
味 全体に味がない（お菓子を食べている感じ）。昔のような味が欲しい。
味 形、見た目はよいが野菜に味がない
味 香り、味などが薄くなっているような気がする。
甘味 全体的に甘い柔らかい野菜がおいしいと感じる風潮がある

甘味 果物、野菜についても、甘みばかり追求しているように思う。甘味と酸味
のバランスが大切。

甘味 全ての野菜が糖度を上げる商品設計ばかりで、単純に甘いだけで、本物の
野菜のおいしさを感じるものが少ない。

甘味
ＮＨＫテレビで遺伝子組み換えのトウモロコシは甘いといっていたが、嗜
好の甘み化は組み替えを進める人にとって格好の説得材料になるに違いな
い。

甘味
野菜は全て甘くておいしくなった。個性的な味は外来の珍しいものになっ
た。それがいいことか悪いことか分からない。大根は辛く、トマトは青臭
くてもよいと思う。

甘味 子供の頃に食べた野菜より甘く臭みもなく食べやすくなっていると思う。
必要以上に味を変えることはないが、多少食べ易いと子供の食が進む。

甘味 NHKテレビなどでやたらに甘い＝おいしいのイメージを煽っているのは問
題。

甘味 知人は糖尿の気があるので、果物は控えるように医師から言われている。
苦味 全般的に苦味が少なくなってきたと思う。
アク アクや野菜本来の香りがなくなった
風味 根野菜に風味がない。大根レンコン、人参など。
香り 野菜の香り、・・らしさに重きをおいて開発して欲しい。
香り 野菜の香りがなくなった。

香り 香りが強いものがあっても、一部の成分のみが強調されている感じで、線
が細くて消えやすい。
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食感 こわばった野菜という表現はとてもよい。

食感 長ネギ、トマト、ピーマン、蕪など皮がかたいのが多い。葉物も同様（か
たい）。

食感 軟らかすぎる野菜が多い気がする。
食感 全般的にやわらかくて歯ごたえがなくなった。

食感 トマト、旬でない玉ねぎなど、蝋細工のようにこわばって硬直している不
自然な食感のものに出会うことが目立って多くなった。

煮えやすさ じゃがいも、タマネギなどが煮えやすくなったが煮くずれやすく、細胞の
結合力がなくなったのではないか気になる。

組織 野菜も果物も組織が目立たないところで微妙に変化していると思う。細胞
がしっかりつまったものは味もしっかりしている。

組織 組織が出来上がる前の未熟なもののよう。
繊維 野菜の繊維を感じさせない野菜が以前より多くなった
見た目 見た目より味が大事と思うが、そういう品になかなか会わない。
見た目 彩りものが多くなっている。
見た目 小松菜、ほうれん草など葉もの野菜が昔に比べて美しい（人工的に感じる）。

見た目 売っている野菜は何でもとてもきれい。たまには形の悪いものが安く売っ
ていればうれしいと思う。

見た目 本来の形や色を忘れそうになっている。

大型化
形が大きいもの多くなった（例えば、ピーマン、太いネギ、玉ねぎ、トマト、
林檎、梨など）。初めは珍しいので目を引くと思うが、使い勝手や食味など
において大型化する本当のメリット（意図）はどこにあるのか。

大型化 驚くほど大きい梨が出てきた。
大型化 玉ねぎなど大型があるが、概して大型は味も大味で深みがない。

大型化 セロリを買おうとして驚いた。とても大きく、触ると非常に固くて硬直し
ていたので買わなかった。

大型化 やたらに太い蓮根があるが穴も大きく調理し難い。
個性・持ち味 全体にクセがなくなって来たような気がする。

個性・持ち味 それぞれの野菜の個性がなくなったこと。外見が違うが何を食べても同じ
に思える。

個性・持ち味 最近の野菜は各々の個性が薄くなっているように思う。
個性・持ち味 人間があまり野菜の個性を変えないで下さい。
個性・持ち味 野菜本来の味や香りが以前よりしなくなった。

個性・持ち味 味気のない野菜が多くなった気がする、新鮮でない物が多い。野菜本来の
エネルギーが不足しているのではないか。

個性・持ち味 外見がきれいすぎ。その野菜本来の香りが少ない。
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個性・持ち味 本来の味が失われている野菜が多い。

個性・持ち味 主婦になって自分で料理をすると野菜の硬さ、臭いが分かるようになって
きた。子供にも野菜本来の味が分かってもらえる。

個性・持ち味
近頃の野菜、例えばトマト、きゅうり、なすなど、風味に乏しい、それぞ
れの香りや独特のくせのようなものが稀薄になったように感じる。とくに
野菜は私どもに季節を届けてくれるのだ。

個性・持ち味 いろいろな野菜が出回るようになって昔はなかったものが多いと思う。ど
うやって食べたらよいか分からないのも見かける。

個性・持ち味 輸入品、工場生産が多くなり年中買え、香り味に個性がない。

栄養 一日350gの野菜を食べるのはなかなか難しいので量が少なくても栄養分が
豊富な野菜があればと思う。

保存性 全般的にいたみやすくなっているように思う。
保存性 野菜が冷蔵庫に入れても長持ちしなくなった。
保存性 全体にひ弱になっている。腐りやすくなっている。

保存性
冷蔵庫がない時代でも冬などは長く買い置きができたが、今は大根でも白
菜でも、生姜やにんにくのようなものでさえ、すぐにだめになる。野菜に
力がなくなった。

保存性 都心のスーパーで買うことが多いが劣化が速いことが多い。有機のものを
週1回送ってもらうが長持ちがしておいしい。

鮮度 採り立てのトマト、きゅうり、なす等がおいしかった。
鮮度 野菜の鮮度が分かりづらい。新鮮そうに見えてもかたい。
鮮度 とりたての新鮮な野菜を手に入れたいと思う。
旬・季節感 年間同一の野菜を供給できるか、また同一のものを要望する人がいるのか。

旬・季節感 大根、白菜、トマト、季節感がなくなったといっても大根、白菜はやはり
冬場が安くておいしい。トマトは夏が安くておいしい。

旬・季節感
大根やキャベツは夏は堅くておいしくないのでやはり旬の時に沢山食べる
ようにしている。一年中同じようにおいしいのではなく季節感があってよ
い。

旬・季節感 一年中あるので季節感がさっぱりわからなくなっている。
旬・季節感 一年を通して出回っているがやはり旬のものが欲しい。
旬・季節感 時期に出てくるのが当たり前。時期に食べるからおいしいのだ。
旬・季節感 冬の茄子はまずい。
旬・季節感 スィートコーンが本当の旬でないことから味がうすかった。

旬・季節感 セロリは３、４月が一番おいしいと聞いていたがおいしかった。トマトは５、
６月がおいしいと聞き納得した。

旬・季節感 芋類のような旬のものはおいしい。
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旬・季節感 枝豆は未だ時期的に早かったのか味ののりが悪かったが夏を先取りした感
がありうれしかった。

旬・季節感 年中同じ野菜が手に入るが味がうすくておいしくない。値段も旬と思われ
る時期でも安くならないのが不満。

旬・季節感

旬のものが旬の時期には大量に作られていない。例えば苺は5-6月が旬であ
ったが、今では1-3月になってしまった。それは高く売れるし作りやすいた
めである。そうすると味のみでなく身体にもよい季節にとれるはずの作物
でなくなってしまい人間の生理に合わない。

生産 外国産のものも多い、中国産のものは安い。

生産
自家栽培の大根、小松菜、絹さや、空豆などを食べたが、買ったものより
いくらかえぐい感じで、それぞれ香りを強く感じた（香りが強いと新鮮な
感じがする（とくに小松菜は）。

生産 米ぬか栽培のサツマイモ… good。土を改良して作った朝つみ苺… good。
生産 畑から直接とった野菜がおいしい。
生産 父が作った野菜はおいしい。

生産 知人が作った自然農法のトマトと人参とキャベツが普段買って食べていた
ものと比べて野性的な味で非常においしかった。

生産
スーパーで購入したプラ袋入り野菜（各種）には、どれだけ農薬が付いて
いるのかを先ず考えた。次に○○産が真実かどうか疑った。悲しい習慣と
なってしまった。

生産 最近では種子の採れない野菜を作っていると知り、品種改良されている野
菜を食べていることに驚いた。やはり曲がっていても自然のものが欲しい。

虫 結婚してPalシステムを利用してから野菜は虫が一杯いることに気がつい
た。なぜスーパーの野菜に虫がいないのか不思議。

虫 小松菜：虫食い葉があって農薬を使っていないナーとうれしくなった。
虫 最近大手のスーパーで野菜を買っても虫がついているものがあり安心する。

虫

虫が超嫌いなので野菜や虫の喰いやすい果物は特別注意しているが、キャ
ベツの内部に小さい青虫を見つけたときは食べる気を失い、もったいない
が捨てた。昔に比べ虫がいなくなったことは理屈抜きに感謝している。そ
の虫は人工的な色をしており、農薬に耐性のあるものではないかと不気味
な気がした。

流通・販売 八百屋がなくなった。
流通・販売 八百屋の野菜の方が新鮮に感じる。

流通・販売 流通ルートも直販が増えているようだ。もっと多様な野菜がでることを期
待している。

流通・販売 季節のその土地の野菜が安く手に入ることを望む。

流通・販売 スーパーの野菜はこぎれいで適量に分けられているのでつい買ってしまう
が、コクがない、おいしくない。
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流通・販売 近所にスーパーが数件あるが、少量に小分けされ販売してくれるスーパー
を選ぶ（独身）。

流通・販売 豚汁の具などすでに火が通ったもの（水煮？）が便利でよく買う（独身）。
流通・販売 多少高くても便利な物を購入している（独身）。
流通・販売 味よりも「販売の仕方」で選ぶ（独身）。
流通・販売 農家直売の野菜は安くておいしかった。

流通・販売 知人の栽培する野菜を時々宅急便でもらうがとてもおいしいけれど量が多
くてもてあましてしまう。

流通・販売 天候のためか価格が高く店頭の種類も減った。

流通・販売
ときどき何でこんなに高いのかと驚くものがある。国産にんにく、インゲ
ン（少しで400円）、カリフラワー（半分で500円）など、普通に食べていた
ものが高級品になった。

その他 どの野菜もおいしい。

その他 そのまま生で食べることがあまりないので今と昔の違いはあまり分からな
い。

その他 量が少なくなった。
その他 使い勝手のある野菜でもっと利用することが必要。

その他

最近レストランなどで、（野菜本来の味）などの文句で生やあまり加工せず
食べさせる店が増えた思う。しかし、私どもの年代ではそもそも（野菜本
来の味）を意識するようになったのは近年で、昔の野菜の味を知らないの
で、比べることができないのが正直なところである。

その他 知らない間に変化していることがおそろしい。

メディア・文化 テレビやマスコミの影響力は大きい。食の洋風化を防ぎ和食を守ることを
考えるべき。

（具体的に挙げられたもの）
トマト トマトが甘くなった。
トマト 甘いトマトが多くなった。
トマト トマトなどがとても甘くなった。

トマト ミニトマト（アイコ）はフルーツトマトとしては甘くておいしいが、トマ
トはどこまで甘くなるのか、ちょっとやり過ぎの感も覚えた。

トマト 普通のトマトらしいのを選んで買ったのにフルーツトマトのように甘くて
がっかり、怒りさえおぼえた。

トマト
プランター栽培したプチトマトが甘みは普通だったがしっかりした深い味
わいでおいしいのに驚いた。野菜の甘みもおいしく感じる大切なものと思
うが、野菜本来の味の濃さが大事だと改めて感じた。

トマト トマトは甘味を追いすぎている。
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トマト 夏にトマトのデザートを食べてトマトの甘さは野菜だからこそおいしいの
だと思った。

トマト トマトは自分が苦手なので甘い方がよいとなってしまった。この頃のトマ
トは食べられるようになった。

トマト トマトは種類が多く、甘いものは高い。
トマト 高いトマトを買ったら甘くておいしかった。
トマト 行商から買ったトマトが甘くて青臭さも多少あっておいしかった。
トマト トマトは昔食べた水分の多い甘味と酸味のあるものが食べたい。
トマト 完熟トマトは青臭くない。
トマト アウトレットだがとてもおいしかった
トマト 最近のトマトは青臭くなく甘味が多く食べやすいがその分日持ちがしない。

トマト
トマトの品種改良がよくなされていて販売のコーナーも広くなっているが、
それよりも野菜の品種を残すことが日本の食文化を考える上で大切ではな
いか。

トマト トマトは種類が増えたがいつも買うのは決まっている。
トマト 種類が増えたためにめったに好みに合うのにあたらない。
トマト 味がなくておいしくなかったし、皮が残った。大きくて形はよかったが。
トマト 皮がかたい、味がない。

トマト 最近のみでなくトマトに関して食する度に感じることは昔よりも匂いがな
いのが物足りない気がする。

トマト
トマトの味がうすい。トマトを選ぶときは袋入りでないものの匂いを嗅い
で鼻で選ぶ。少々青臭いトマト本来の匂いが感じられたものは食べてもお
いしい。割と当たる。冬瓜なども冬瓜臭くないとおいしくない。

トマト 色が赤くても味がしないトマトが多いような気がする。
トマト 匂いが少ない。

トマト 野菜サラダのパックをスーパーで買って食べたとき、最後に残したプチト
マトが風味の強いものだと充実感がある。

トマト スーパーで買ったトマトは香りがあまりない。
トマト 今年はトマトが水っぽくおいしくない。
トマト 冬のトマトは粉っぽいざらつきがあり味がないことがある。
トマト 昔のトマトの味がない。

トマト 昔のトマトの味には出会えなくなった。なぜここまで食品を変えなければ
ならないのか、そこから明らかにする必要がある。

トマト プチトマトの皮が固かった。
キュウリ きゅうりらしい味がしなかった。
キュウリ 何ともきゅうりらしい味がしなかった。
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キュウリ あまりきゅうり本来の味がしなかった。
キュウリ きゅうりは概して味も素っ気もなくなった。
キュウリ きゅうりの味が薄いと思った。
キュウリ きゅうりの安いものを買ったせいか、何だか味が感じられなかった。

キュウリ
今年初めて栽培したきゅうり、「アッこのきゅうりは甘い」、食べた途端に
びっくり、きゅうりに甘さを求めたことはなかったがきゅうりにも甘さが
あっても不思議はない。

キュウリ 新鮮さがなく、中が黄色くなっている。度々そういうことがある。
キュウリ きゅうり等形がそろいすぎ、いろいろな形が入っていてもよいのでは。
キュウリ 何だか形は整っているがきゅうりの味がしない。
キュウリ 真っ直ぐを通り越して気持ち悪いほど真っ直ぐ。
キュウリ 形の揃わないきゅうりが出始めたのはよい。
キュウリ きゅうりなどの本来の香り、食感がないと感じた。
キュウリ 固く、もろく、粘りのない、こわばった食感で、味がない。

キュウリ 形は揃っていなくてよいので、もっと太く歯ごたえとみずみずしい食感が
あったらと思う。

キュウリ 昔に戻り曲がった物やブルーム付きのものが売られるようになったと思う。
キュウリ 皮がかたい、日持ちしない
キュウリ 昔に比べて小振りな気がする。

キュウリ
何種類か食べ比べた（ブルーム、ブルームレス、四葉、四川）が、今年は
あまりできがよくないのか?全体にレベルが低かったようだ。一時期よりも
バラエティが豊かになってきている。

キュウリ 数日おくと膨れてくる。昔はこれほどは日持ちが悪くなかったような気が
する。

キュウリ スーパーのばら売りきゅうりより八百屋の方が新鮮だと思う、その他の野
菜も八百屋の方が品質がよいと思う。

キュウリ スーパーのきゅうりは新鮮なものが少ない。

キュウリ 先日栃木の道の駅で購入したきゅうりに沢山トゲがあり昔のきゅうりを思
い出した。最近マーケットで販売されているのはトゲが少ない。

キュウリ 店で買うきゅうりは細いのでがっかりすることが多い。
キャベツ 春キャベツ：やわらかく適度な甘味があって沢山食べられる。
キャベツ スーパーの春キャベツ以外はおいしくないので買わないことにした。
キャベツ 安価のものを買ったためかキャベツの香りも味もなかった。

キャベツ
サボイキャベツ：サボイは固くてゆでないと良さは出ないがこの頃市場に
出回っているサボイがやわらかくて白菜のようだった。らしさが変わると
調理の仕方も変わる。ひいては文化が変わってしまう。
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キャベツ 春キャベツを食べた時に、柔らかくて甘くておいしかった。旬のものを食
べてるなと思った。

キャベツ 春キャベツを楽しみにしていたのに、今年のはやや堅めで香りも少なくが
っかりした。

キャベツ 外側の青いところがずいぶんかたい気がする。とろける、変色（切り口）
が速い気がする。

キャベツ 農薬臭かったりベトベトするものがたまにある。キャベツはかたい。

キャベツ 非常にかたく大きく千切りしてサラダにして食べるには向かないと思った
ので、以前よりかたくなったと感じた。

キャベツ

スーパーで１個150円　味が薄い、千切りにしてもキャベツの味がしない。
炒めてやっとキャベツの甘みが少し出てきた。自然派特別農法　１個398円
どんな料理でもおいしい。日持ちも他よりも長い。八百屋１個198円　葉の
色が緑がかって千切りにしたらまあまあおいしかった。

ネギ 西谷ネギ：横浜市保土ヶ谷区の在来品種、形は悪いがおいしい。
ネギ 臭みが少なくなったような気がする。
ネギ ネギらしさが少ない。

ネギ 買いおきをするとすぐ中がスカスカになったり、中心部が根元からとびだ
したりする

ネギ かたくて問題にならない。

ネギ 手で触っても硬直したように固く、味のないタケノコのようで煮ても焼い
ても頂けないものだった。

ネギ 長ネギは昔より中身が少なくなってぷかぷかして長持ちせずすぐにダメに
なる。

ネギ 冬の長ネギはやわらかいが春の硬さに驚いた。

ネギ 長ネギ：太くなった。芯の柔らかい（クニュ）とした所がなく、硬いもの
もある。

ネギ 異様に太すぎてかたくて不自然な手触りだった。これでは微妙な味がでる
はずはない。刻みネギとして薬味に使えるようなものではない。

ネギ 季節にもよるがスカスカで巻きがないものが多い。
ネギ スーパーではやわらかくておいしいネギがなくなった。

ネギ
コウトウネギ（北部九州で販売されている細ねぎ、フグ用のねぎで東京の
つきじで見かけたことがあったが … 細ネギの中でもおいしいネギだと思
う。東京の人たちにももっと広がればと思う。

ニンジン ６月上旬に買った人参。芯が固く驚ろいた。事前に発見する必要性を感じた。
ニンジン スライサーで細かく切るととても甘味が増しておいしく感じた。
ニンジン おいしくない（人参の味がしない）。
ニンジン 味が少し薄い感じがした。
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ニンジン においがしなくなった。
ニンジン 人参らしい香りが感じられない。
ニンジン 人参もますます香りと味が薄くなった。
ニンジン 人参が食べやすくなったが、その反面煮物に向かない。
ニンジン 子供が人参嫌いなので甘い人参が一目でわかるといいと思う。
ニンジン 道の駅で買った人参が甘くておいしかった。

ニンジン
人参をたっぷり使ってけんちん汁を作ったら汁が変に甘すぎて味噌のうま
味が抑えられおいしくなかった。人参を食べたら相当甘かった。汁のうま
味を味わう料理には甘過ぎる人参は向かない。

ニンジン

人参と林檎のジュースが身体によいというので、ジューサーを買い作って
みたが、甘すぎて朝から毎日飲むことは無理なので、数日で止めてしまった。
野菜ジュースは健康のためにも飲みたいが、こんなに甘いものを毎朝コッ
プ１杯も飲んだらどうなることかと思った。健康によい野菜の代表である
人参は甘ければいいわけではない。

ダイコン 甘くておいしかった
ダイコン 辛みがよかった。この季節にしては（５月）

ダイコン
スーパーでは冷蔵したものを並べてあるらしくすぐ鬆が入ってしまうのは
残念。畑から直接とって食べる事が少ないので、本物をよく知らないのか
も知れない。

ダイコン 大根の煮物が好きだがやや臭みが残る。 

ダイコン 東北の旅先にインカーという紫のミニ大根に出会った。しゃぶしゃぶに使
われていたが特においしくはなかった。

ダイコン 無農薬の大根をもらったが、大根らしさや味の濃さがありとても驚きこう
いうのをいつも食べたいと思った。

ダイコン 大根はおろしにすると水分が多くなった。

ダイコン 大根おろしにすると水ばかりでおろしにはならなかった。水分が流失した
栄養成分などはなくなってしまう。

ダイコン

切り口の面をみると薄緑色でまだらに透き通っていて組織の保水力が弱そ
うで今までの大根とは微妙に違う感じがした。煮えやすく、切った角が崩れ
やすく、水っぽく、歯ごたえのないやわらかさで、実質的な内容が感じられ
なかった。このようなものが増えるとどうなってしまうのか不安を感じた。

ジャガイモ 甘さ、味がないように感じた。小ぶりのものが多く、大きめのじゃがいも
が少ないように感じた。

ジャガイモ 最近うま味やコク系の味が弱くなった。
ジャガイモ はやく煮えるのはよいが煮くずれしすぎて粉になってしまう。
ジャガイモ 北あかり：煮くずれしにくく色々な料理に合う。
ジャガイモ 買って時々中が傷んでいてがっかりすることがある。
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ジャガイモ ガッチリしたものが少ない。

ジャガイモ あまりおいしいと思う物にあたらない（値段が安いものを買っているのか
も知れないが）。

ジャガイモ 煮くずれして形が保てないものが多くなった。
ジャガイモ 芽の出方がはやくなった。
ジャガイモ じゃがいも種類が増えたが力強さがないものが多い。
ジャガイモ きたかむいに注目。
ジャガイモ 灰色っぽくくすんで張りのないものに出会うことがある。

ジャガイモ 一時とてもおいしくなったがその後種類が急速に増え当たりはずれ（味、
食感とも）が多くなった。

サツマイモ 金時：以前の食感（ほくほく）がなく味も浅く感じた。
サツマイモ 高くなったがおいしくなった。

サトイモ スーパーでねっとり里芋と表示してあり煮物にしたら凄く粘りがありおい
しかった。

サトイモ 最近新里芋を買ったが、やはり季節感のある野菜が一番おいしい。

ヤマイモ

いちょう型のものでも摺り下ろすと水のようにうすい。昔は成分が濃くて
食べると口の周りが痒くなったがそういうものはなくなった。痒くないの
はよいことかもしれないが、出汁を加えてもなかなかうすまらない粘りの
濃いものはなくなった。それだけ栄養価や消化作用が下がっていると思わ
れる。

ヤマイモ
やまいもが痒くないので、自分の皮膚が老化したか、手の皮が厚くなった
のかと思ったが、いもの成分が薄くなったのだと気がついてこれは参った
と思った。

ホウレンソウ 私は味より昔の日本ほうれん草の繊細な歯触り、テクスチャーが好きだ
ホウレンソウ 茹でると嵩の減り方がひどいと思った

ホウレンソウ 食堂のほうれんそうのお浸しはいつもかたくてスジっぽく味がなく、とて
もほうれん草とは思えない。

ホウレンソウ 面白くない味。姿はよい。やたらにやわらかくこれでよいのか？
アクがなくなった。

ホウレンソウ 全体的にアッサリしていて味が薄く感じた、葉の厚みやエグ味も少なく、
ほうれん草らしさが少なく感じる。

ホウレンソウ 昔の緑の肉厚の葉と赤い根のあるほうれん草のイメージがなくなってしま
った。

ホウレンソウ 形や色からして昔のようなほうれん草は殆ど見かけなくなった。なぜこの
ように変えなければならないのかその必然性が知りたい。
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ホウレンソウ

煮ると水分ばかりで少ししか残らなかった。昔はほうれん草といえばどれ
もほうれん草で大差はなかった。寒締めのようにたまにはおいしいものも
あるが、形は以前と違っているし、昔のほうれん草より優れているかどう
かはわからない。昔のほうれん草を捨てて、目新しい形にしたり、試作品
のような新種を数多く作り続けるのはエネルギーの浪費で、品質の低下と
消費者離れを促す。なぜ食べ慣れてきた品質を大切にしないのか、消費者
も何が大切かを訴え行動を起こす必要がある。

ホウレンソウ ほうれん草や小松菜は何となく細長くなって青みが薄く感じる。
ホウレンソウ ほうれん草の一束の量が減っている。小松菜も少なくなっている。

レタス 価格が高いのにスカスカで使用できる部分が少ない。品質と価格が比例し
ない。

レタス 天使の野菜、植物工場で作った野菜なので値段が高かった。将来は半分以
下の値段になればよい。

レタス 非常に新鮮で味もよく大満足した。

レタス レタスなどの葉物：最近水栽培で洗わずに食べられる野菜が増えてきてい
る。

レタス 腐りやすく、すぐにだめになってしまった。保存方法のアイデアが欲しい。

レタス
スーパーで買ったサニーレタスが何日たってもいたみがこなくて最後には
農薬が気になり処分してしまった。特に生食で口にする野菜では気をつけ
たいと思った。

タマネギ 玉ねぎ（さらい）甘味があっておいしかった。
タマネギ 春玉ねぎがジューシーで甘かった。
タマネギ 新玉ねぎ：炒めたら甘すぎると思った。

タマネギ
新玉ねぎ：とてもおいしい新玉ねぎだった。旬の野菜はやっぱりおいしい
と感じる。とても甘くておいしいと感じたのだが、昔からこの味だったの
か？と考えると疑問に思った。

タマネギ 新玉ねぎ：玉ねぎ臭くなく、味もあまりネギ臭くない。

タマネギ 季節によるのかもしれないが、かたくて包丁を入れにくいものがでてきた。
以前には感じたことのない硬直した感じ。

ゴボウ スーパーで買うとスカスカだったりする。

ゴボウ

ゴボウだけのきんぴらを和食店で食べたら苦味があり苦味の美味しさを改
めて知った。そこで近くのスーパーでゴボウを買ったが、何とも言えない
ゴボウの苦味はでなかった。アクを出すとピンクの色が出るが、その好ま
しい苦味はアク抜きの問題ではないことが分かった。

ゴボウ 以前よりアクが少なくなり、香りも薄くなった気がする。
ゴボウ ゴボウ臭さがなくなったような気がする。
ゴーヤ 苦くなった。もっと天然物、素朴なものがよい。
ゴーヤ ゴーヤもっと広めてほしい
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ゴーヤ 苦味が意外と少なく子供（２才）も食べられた。

ゴーヤ ゴーヤが以前サラダにしたら苦味を強く感じたが、今年は２回サラダにし
たが苦味が少なく食べやすかった。

ゴーヤ 若いゴーヤを戴いて初めて家で調理したら意外とおいしかった。あまり育
っていない方がおいしいのかと思った。

アスパラ 北海道産アスパラガス：うまい、歯切れがよい、繊維が残らない。
アスパラ 安くなって買いやすくなった。
アスパラ ホワイトアスパラ：食べてみたい。

アスパラ
アスパラ（グリーン）：なかなかスーパーではおいしさに恵まれないので困
っている。
一日おくとすでにパサパサみずみずしさがなくなる。

アスパラ 南会津のアスパラを頂いたがとても新鮮でおいしかった。

アスパラ アスパラを生でかじったとき甘くて驚いた。トウモロコシも生で甘いもの
があることを体験して驚いた。

アスパラ アスパラガスの皮が固く感じられた。
カボチャ 沖縄産の栗系、電子レンジでチンしただけで大変甘く栗のようだった。

カボチャ
南瓜、なす、サツマイモ：本来（南瓜らしい）の味がなかった為に（無味）、
味を濃くしないと食べられなかった。種の時期に購入しなかったのが原因
か？

カボチャ

小ぶりのカボチャが４つ割で385円で売っていたので驚いて他のスーパーに
いったら、中１個で1200円だった。何の変哲もないカボチャがいつの間に
かこのように高くなった。八百屋がなくなり、大資本が市場を独占するよ
うになれば価格も品質も自由自在に操られる時代になるのではないか。

カボチャ 国産よりもメキシコ産の方が甘みがあって味が濃かった。
ナス 日持ちしない、色、ツヤ乏しい。　
ナス 焼き茄子にして食べたが、しっかりしていなかった。
ナス 種類の割に味の特徴が少ない。
ナス 甘くておいしかった。
ナス 家で採れたナスがとても甘くておいしい。
ナス 形態はあるが味がない。
ピーマン 食感がシャキシャキと心地よい。鮮度感があっておいしかった。
ピーマン 香りがないと思った。　
ピーマン 苦みが少なくなった。

ピーマン どの野菜も天候不良の影響を受けていると思うが、最近買ったピーマンは
小ぶりで薄くておいしくなかった。それに高い。

パプリカ・
カラーピーマン

サラダの彩りのためによく使うので味はそれほど気にしていなかったが、
よく味わったらかなり甘かった。
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パプリカ 目で楽しんで食べたい。サラダに赤、黄を混ぜると食欲が増す。

パプリカ パプリカはきれいだし肉厚なのでもっと使ってみたいのだがちょっと皮が
かたい。

ハクサイ 白菜、キャベツの繊維がやわらかくなって食べやすくなった。
ハクサイ やわらかい葉の部分が少なく、白いかたい部分が多い。
ハクサイ 鍋物にしてもおいしくなくなった。
茸 茸類：うま味成分が減っていておいしくないと思った。
茸 生椎茸：すぐにいたむ。昔はもっと長持ちしたと思う。
茸 エノキダケ：噛み切りにくかった。
コマツナ 葉柄はしっかりしていて日持ちはいいが、かたくて沢山食べられない。
コマツナ 姿はきれいだがスジっぽいだけで全く味がない。
カリフラワー カリフラワーは高くなりすぎた。
ターツァイ シャキシャキしてクセがなくおいしいと思った。

モヤシ 高いもやしを買った。シャキシャキしておいしく感じた。手間のかかる野
菜は本当においしいのか。

モヤシ 気をつけないとすぐにいたむ。前よりいたみやすくなった気がする。
モヤシ もやしはいたみやすく無駄にすることが多い。

モヤシ もやしを買ったがシャッキリ感はあるが本来のもやしとは言い難い形と食
感だった。

オクラ オクラ/そらまめ：ボイルしてもなかなかおいしかった
オクラ オクラは好物だが高い。
オクラ オクラがスジっぽい

トウモロコシ 最近トウモロコシが甘くなった気がする。温室栽培が多くなったので味が
よくなってきた。

トウモロコシ 家庭菜園でとりたてのトウモロコシの甘みが忘れられない。

ベビーコーン
未来－14のベビーコーン：友人が今年初めて栽培していてベビーコーンの
食べ方や用途に合わせた収穫のサイズなど提案している。周囲の農家にも
広がりつつある。

インゲン サヤインゲンが好きでよく買うが昔よりスジっぽくなったような気がする。
インゲン インゲンが太めでかたくなった。
チンゲンサイ こわばってきた。
チンゲンサイ 買うとき根の部分がいたんで溶けていることが多い。
ウド おいしかった。
ウド ウドとタラの芽は昔のようにえぐ味がなく物足りない。
えんどう スナップえんどう：日常的値段が高くて旬なのに食べにくい。
ズッキーニ オリーブオイルで焼き、塩・コショウだけでとてもおいしかった。
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カブ 春の大かぶ：浅漬け抜群。　
レンコン 蓮根が糸を引かなくなった。
ブロッコリ 茎が非常に美味。
ソラマメ おいしかった。
ツマミナ 好きだがあまり食べる機会がない。

ミズナ

水菜は手軽で安価に食べられるようになったが（特に茨城産が多い）、大変
繊維が強く立っていて、えぐさがきわだちおいしくない。まずい。株の太
い京都産の水菜は繊維もやわらかく甘さがある。手軽に食べられることが
災いして水菜の評価を下げているようで残念だ。

ミョウガ スーパーで買うとピンク色できれいだが地方の直売や自家栽培は深緑色を
している。

ムカゴ むかごをもらって食べたらおいしかった。入手しやすくしてほしい。

金時草 加賀野菜という伝統野菜に触れ、こういったものが残っていることに大変
うれしく思った。

香菜
香菜：昔はめったに売ってなかった気がするが、今は普通にスーパーでも
買える。空芯菜も普通に売っていて海外の野菜と思っていたものも国産で
買えるようになった。

バナナ Doleの有機栽培バナナ（ペルー）は結構おいしい
ナシ 梨の種子に近い酸っぱいところがおいしい。
ナシ 昔の梨は色が濃くどっしりしていたが、最近のものは土臭さがなくなった。

ナツミカン 昔ながらの夏みかんが大好き。スーパーだと甘いため家でなる夏みかんを
食べている。

メロン 糖度ばかり高いものが多すぎる。

メロン 高級メロンをもらったが、香りも食感もよく、おいしかったが、あまりに
も甘すぎて食べきれず、古くなって処分したがもったいなくて気が咎めた。

イチゴ 苺は甘いだけで水っぽく味に深みがなくなった。

イチゴ 水っぽい。傷みやすく冷蔵庫に入れるとかさかさになる前にカビがはえて
くる。

ブドウ 種なし葡萄は食べやすい。
ブドウ 巨峰など甘すぎる。

ブドウ

野菜ではないのだが、先日葡萄（ちょっと珍しい）の頂き物をした。その
特徴が「種がないから食べやすい」「皮が薄いからそのまま戴く」「甘くてお
いしい」。確かに甘くておいしかった。このアンケートに答えながら甘い＝
おいしいだけにならない野菜本来のおいしさを大事に考えて行きたいと思
った。

カット野菜 便利なのでよく使っているが、野菜の持つビタミン、抗菌力、機能性成分
などがどこまで保持されているのか心配。
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質問２　野菜に対して何なりと望むこと

味 甘さ本位の方向にいかないでもらいたい。味の複雑さ、その野菜の個性を
尊重しながら、むしろ食べ方の教育、調理の工夫を広めたい。

味 苦味酸味、辛みと野菜本来の味は決して捨てないようにすべきである。

味

総じて味が薄っぺらでコクのような微妙な味わいがなくなったが、特定の
味を強化するのでなく、微妙な味を大切にしてほしい。そういう味はうま
く言葉でいえないが、豊かな土壌と太陽と育てる人の愛情によって産み出
されるものと思う。

甘味 野菜本来の甘みがあり、みずみずしいもの。
甘味 甘みばかり追求しないでほしい。
甘味 甘さは好みもあるのでいろいろな甘みのトーンがあってよいと思う。

甘味
本来甘味を特徴としない野菜に甘味をつけないでほしい。今ある人参にし
てもサツマイモ、栗にしても穏やかで素朴な甘味がおいしいので、菓子と
は違う。

甘味 トマトや果物の糖度競争や、林檎の蜜入り＝甘いといった方向には進んで
ほしくない。

甘味 野菜のおいしさは甘さだけではない。出汁や脂で変化させた味だけを追い
求めないで。

甘味
果物も数年前から甘すぎて食べるのを止めたという知人もいる（特に高血
圧や糖尿病肥満を気にしている）。病人やダイエットにとっても野菜の甘み
化は深刻。

甘味 メタボ対策に人参ジュースを作って飲んだら甘くて驚いた。１回でやめた
が野菜を甘くすることは健康にいいのか。

甘味 ただ甘みの強いものだけの果物は食べてがっかりするから酸味のあるもの
を作って欲しい

酸味 トマトなど、酸っぱさのバランスの質問がないのはどうかと思う。
酸味 野菜、果物の酸味を大切にしてほしい。

酸味 みかん、りんごなど酸味が足りなくなっている。甘ければいいというわけ
ではない。

苦味 苦いためにおいしい野菜から苦味をとる必要はない。

苦味 昔のほうれん草は苦かったが今のほうれん草は苦味を減らす必要はない。
あしたばは苦くておいしかった。苦味を大切にして欲しい。

苦味
ふきのとうやわらびなど地域のほろ苦い味を大切にしてほしい。ゴーヤも
よいが本来南国の風土にあった苦味であり、先ずはそれぞれの地元に伝わ
るふきのとう、タラの芽などほろ苦い野菜を大切にすべきである。

アク
昔はアクの強いものもあったが、今の野菜でアク抜きの必要なものはほと
んどない思う。最後の一滴までアクを搾り取ったら気が抜けたサイダーに
なる。
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本来の味 昔の味に戻すためのプロジェクトになってもらいたい。
本来の味 野菜本来の味を引き出してほしい。
本来の味 野菜のそれぞれが持っている味が欲しい。
本来の味 本来の味を守って
本来の味 野菜本来の味を大切に作ってほしいと思う。
本来の味 野菜本来の深みのある味を求める。
本来の味 野菜本来の味があるものを望む。
本来の味 今までの本来の味のある野菜を守っていきたい。

本来の味 その野菜本来の味（私も知らないものが多いと思うが）。味のする野菜を取
り戻して欲しい

本来の味 素材の味を生かし、かつ自然に育った野菜を望む。

本来の味 野菜の持つ本来の味わいを大切にし農家の努力が報われるようになって欲
しい。

本来の味 野菜本来のおいしさを大切に作って欲しいのと、食べ頃を正しく教えてほ
しい。

本来の味 素朴な味、本来の味がどういうものかわからなくなっているのかも知れな
い。

本来の味 もともとの味を大切に。今のおいしさは甘さと軟らかさ、おもしろさに走
っている気がする。

本来の味 なぜトマトは完熟しかないのか。青みのあるトマトも必要ではないか。
本来の味 天然物素朴なものを流通させてほしい。
本来の味 おいしさを追求して欲しい。

本来の味 安心して食べられるフレッシュなシャキっとした食感で自然な甘味、味わ
いのあるものがあればと思う。

本来の味 本来の機能性や文化を失わないようにあってほしい。
本来の味 野菜の機能性を大切にしてほしい。

本来の味 形ではなく、風味を大切にしてほしい。野生のものを「もどき」に生産す
るのはよくない。

本来の味 苦いと感じる野菜が増えた気がする。野菜本来の味が楽しめるものがもっ
と増えて欲しい。

本来の味
野菜の色、形、大きさにはそれぞれ深い意味がある。それを安易に変化さ
せることは慎むべきで、生産者のみでなく消費者も食に対するモラルを確
立すべきである。

本来の味
農薬や科学的なものを加えたものでない本来のもの、自然のものを希望す
る。消費者も形や色や食べやすさのみ、値段のみにとらわれるべきではな
いと思う。
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本来の味 見ため、サイズを揃えることを重視せずに、本来の味に重点をおいた作物
野菜が市場にでる仕組みに戻して欲しい。

本来の味 規格化されて味や栄養も薄くなったものより、もっと元気な野菜を食べた
い。

本来の味 ジャンクフードの時代にあった野菜ばかりを追っていると本来の食は崩れ
ていくと思う。再考してほしい。

本来の味

きゅうりの発表全く共感できなかった。四葉きゅうりは私の周囲では非常
に評価が高い。甘さ→おいしいという単純な結果でなく、野菜の品種によ
る特徴を客観的に（おいしいとかではなく）分析し、その特徴をどうおい
しくする手だて（調理）があるかを調査されてはどうか。単独成分でおい
しさが測れるなんて発想自体がおかしい。

野菜の力
野菜の力は抗菌力、免疫力、酵素の力。これらは旬とも大きく関わっている。
今の野菜は低下している。旬を選び正しい農法によって取り返さなければ
ならない。

野菜の力 土壌からくる菌が免疫力を与えている。水耕栽培では得られない。
香り 香りや味がはっきりした野菜が食べたい。
香り 香りは直接的な香りと口に含んだ香り（フレーバー）と別だと思う。

香り 昔ながらの青臭さのあるトマトが好き。甘いフルーツトマトは食べた気が
しない。

香り トマトはトマトの香りなどの野菜が好き。形などは気にならない。
香り それぞれの香り味を大切にして欲しい。
食感 野菜、果物とも食感が重要。

食感 本来の噛みごたえを生かして欲しい。そこから出るうま味を感じたいと思
う。

食感 スジ張ったり、水っぽくない野菜がよい。
見た目 形、見た目だけにとらわれない野菜作りと販売
見た目 見た目より味。
見た目 見た目にこだわらないおいしい野菜作り。
見た目 なす、きゅうり等の野菜は形よりもおいしいものがよい。
見た目 形が不揃いでもよい。
見た目 形がきれいな野菜ではなく、不揃いでも色がつやつやしたものがいい。

見た目 形にこだわる傾向があるが、料理で形を重視するものがどれくらいあるか
疑問。

見た目 形や色の良さにこだわりすぎて、市場性だけを考えているように見え、い
ただけない。もっと素朴がよい。

見た目 形にこだわらず、今現在では規格外とされているものでも安く買えるなら
大歓迎。

見た目 素朴で結構。四角いスイカは止めていただきたい。
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見た目 形は多少変でもおいしい方がよい。
見た目 見た目は悪くてもいいので、美味しい野菜を作ってほしい。
見た目 見た目は美しくなくてよいから安全で安価のものを望む。
見た目 少し形が悪くても安価でおいしければどんどん買いたいと思う。
見た目 不揃いでも買います。捨てないでください
見た目 曲がったきゅうりでも市場に格安で出荷してほしい
見た目 見た目のよさより味のよいものを食べていきたいと思う。
見た目 形のよい物ばかりでなく味を大切にして欲しい

見た目 最近曲がったきゅうりや傷物の果物などが市場に出回っているのはよいこ
とだと思う。

見た目 曲がったきゅうりばかりが普通より高く売られていた、自然に見えるよう
規格外を高く売っているのではないかと疑ってしまった。

大型 大きめの野菜（きゅうり、なすなど）のおいしさも評価して欲しい。

大型
最近驚くほど大型の野菜や果物が増えているが、味が同じなら、一度に食
べきれる量、使いやすさ、愛らしさ、なども大切。食べきれずもてあます
と嗜好も長続きしない。

個性 野菜の個性をなくさないでほしい。
個性 おのおのの野菜の個性を大事にして欲しい。
個性 その種の個性を大切にして欲しい。

個性
食べやすさを追求するせいか、トマト、ピーマン、ほうれん草、大根など
の一般的な野菜が画一的になりすぎてる。旬らしさも失われている、反対
にいつ食べても同じ味。野菜個々のらしさも少ない。

個性

画一的にならないで欲しい。「昔の味」＝おいしいとも、「甘い、食べやすい」
＝おいしいとも肩を持つ訳ではないが、生活者の嗜好に全て合わせるので
はなく、個々に個性があっていいのだから、そして食べてもそれを理解で
きるようにならなければならないと感じる。

個性
単一な評価を決定するのは難しいのでは？と感じる（野菜、品種を含め）。
野菜の持つ個性を情報として出し消費者が選択出来るようになればよいの
ではないか。

個性 その野菜らしさの個性が味わえるもの。全体的に固すぎるものが多く調理
工夫を要する。

可食量 おいしい野菜、量がいっぱい食べられる野菜。
伝統 伝統野菜、在来種は大切にしていきたい。
伝統 地方の在来品種を大切にしてほしい。
伝統 伝統野菜、沖縄産野菜が都会でも入手できる機会があればうれしい。
伝統 昔の野菜が懐かしく思う。
伝統 大昔に出ていたきゅうりが食べたい。なつかしい。
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進歩と伝統 伝統的な野菜はそのまま残す。一方で新しい野菜（品種）の開発もトライ
して行く。これ車の両輪！人類は古くからそうやってきた。

進歩と伝統 伝統野菜は守り、食生活や好みが変わることは食文化だから仕方がないが、
あまり植物に対して無理はしないでほしい。

品種改良 あまり品種改良をしすぎると、本来持つべきものの食感及び味が損なわれ
ていくような気がする。食べ物は嗜好なので難しいとは思うが …

品種改良
同じ野菜でも種類がとても多く、料理の種類によって使い分けなければな
らないと感じている。特にトマト、じゃがいもは種類が非常に多く、味の
変化を楽しめる反面、購入時に迷ってしまう。

品種改良 本来の野菜の味を重視し、過度の品種改良をやめてほしい。

品種改良 珍しい新しい種類の野菜も近くのスーパーなどで売っていれば食べてみた
い。

品種改良 茹でて簡単に食べられる野菜を開発。すぐやわらかくなる大根。蕪の根と
葉のバランスが悪い、根を大きくする。

品種改良 むやみに品種改良しないでほしい。クセがなくなるのはその野菜っぽさが
なくなる気がしてつまらない。

品種改良 品種改良せず昔ながらの野菜を栽培して欲しい。
品種改良 多くの野菜・果物に種子がないような気がする。

品種改良 野菜や果物に含まれている栄養成分が多くなるとよいと思うが、それぞれ
の特徴を残してほしい（苦味、辛みなど）。

品種改良 新しい野菜を作ることも素晴らしいことだと思う。しかし個人的にはどん
なものもその年の天候や土地が反映された味が味わえたらいいと思った。

品質改良
目新しいものを開発、流通するより旧来の野菜をもっと取り上げてほしい。
例えば野菜にしても手間をかけてもおいしく食べられる品種をもっと普及
して欲しい。

品質改良

品質改良やバラエティ化が急速に進んでいるので、食品成分表などはどこ
まで意味があるのか分からないが、栄養計算のベースになっている。つま
り食品成分表は病人食を含めて食物摂取を支配しているのであるが、変化
とバラエティ化についていくには毎日分析しても追いつかない。食品のあ
まりにも急速な変化は食と健康の基盤を失う。

栄養 色の濃い野菜を作って欲しい。栄養素がたっぷり詰まった野菜がいい。
栄養 味よりも栄養を重んじたい。
栄養 野菜不足になりがちなので、効率よく栄養がとれるようにしたい。

栄養 人口の増加により今後食糧が不足してくるので安全で栄養価の高い野菜を
大量産できるシステムができるとよい

栄養 栄養量と新鮮さ
栄養 ビタミンミネラルの栄養成分が豊富であってほしい
栄養 微量成分を減らさない。
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健康 日本の医療費が34兆円になり、年々１兆円増加している。良質野菜の正し
い摂取で、ガンからアトピーまで医療費は大幅に下げられるはず。

健康 病気にならない予防、未病について食の健全化が必要
健康 健康な土壌が健康な野菜を作り健康な人間につながる、
健康 健康な野菜作り、健康を増進できる野菜の供給
旬・季節 収穫時期（旬）によって大きく違うのではないか。
旬・季節 現在の収穫期がおいしく栄養価の高い時期と一致しているのか？

旬・季節
年間いつでも食べられる野菜はおいしさに差があるのが当然。官能調査は
大変難しいことと思う。料理教室で消費者対象に食育を進めているのでＰ
ＯＰを上手に付けてほしい。

旬・季節 本来の時期に食べたい。
旬・季節 同じ野菜を１年中食べられてしまうのも季節感がない。
旬・季節 季節感、旬を大事に生産して欲しい。

旬・季節
旬の時期でないものはやはり味が乗っていない。旬の時期の物はおいしい
と分かっていても１年中野菜を購入することができるようになった現在旬
の時期が分からなくなっている。消費者に分かり易い店頭表示を希望。

旬・季節 旬なもの、本来の味が食べたい。

旬・季節 野菜は旬があって当然、夏のほうれん草はまずい、無理に冬場にきゅうり
を食べなくても旬を楽しみたい。

旬・季節 今は豊富に沢山あるが季節感を感じたい。
旬・季節 旬の野菜が食べたい。
旬・季節 旬のものをおいしく食べたい。

旬・季節 宅配の野菜で１週間分の献立を考えている。旬のものはそのときにきちん
と食べて行くようにしている。

旬・季節 年中買えるので食品から季節感が薄くなったように感じる。

旬・季節 ウドやフキなど、季節感のある野菜は割合高値なのは仕方がないのだろう
か?　若い人や小さい人にもこのおいしさを分かって欲しい思いがする。

旬・季節 季節を大事に。
旬・季節 季節と旬を大切に。

旬・季節感 分析データを蓄積しているが、季節によって糖、アミノ酸、ビタミンなど
成分の量が大きく異なることを知ってもらいたい。

旬・季節感 季節を知ってもらいたい。
鮮度 もう少し新鮮に。
鮮度 新鮮度をいかに保つか（良食味を保つために）。
鮮度 新鮮なものが身近な所（スーパー）などで手に入るとよい。
鮮度 新鮮さ。



－121－

鮮度 新鮮なものを常に食べられるようにして欲しい

鮮度

また、野菜の保存方法が分からず冷蔵庫の中で傷んでしまい捨てることも
ある。保存方法、余った場合の冷凍保存方法などが野菜購入時のパッケー
ジなどに書いてあると助かる。個人的にはレシピがのっているとより役立
つと思う。

食べ方 サラダといえば生野菜と考えるが全て加熱しても生の食感を保った温野菜
サラダとなる。こうした調査研究をしてほしい。

食べ方 サラダより調理して量を多く摂取することをもっと推奨すべき。

食べ方
あまり品数を増やして食べることがないので、手のかかる里芋、ゴボウな
ど安いのが大助かり。外食の時に食べておいしいと思ったときはサラダな
どに取り入れて使うようにしている。

食べ方 生でおいしいとうれしい。
食べ方 温野菜、冷野菜などの食べ方の区別がめちゃめちゃになってしまった。

食べ方 沢山種類があり、それぞれに特徴があるので、いろいろ選べて楽しい調理
方法や保存方法を知る方法があるともっと食卓に取り入れられると思う。

食べ方

海外では煮ておいしい、焼いておいしいなど食べ方に合う品種が使い分け
て売られているが、日本ではそういう情報が分からず、例えば大根おろし
にはどの部位、煮るにはどの部位などが分かっていない。食べ方の情報提
供が必要。

安全・安心 安全・安心な野菜を望む。
安全・安心 安全な野菜を安心して食べたい。
安全・安心 何はともあれ安全な野菜を望む。
安全・安心 安全性を第一に考えてほしい。

安全・安心 安心して皮ごと食べられる野菜。捨てることなく（大根の葉も人参も野菜
の全てを味わえる野菜

安全・安心 安全。
安全・安心 安全で安くておいしい野菜を生産者に作ってほしい
安全・安心 安全なもの。
安全・安心 何よりも安全。

安全・安心 ただただ健康な野菜がほしい。おいしさと栄養を頂いて感謝と幸せな日々
を頂けたら幸せでうれしい。

安全・安心 安全な野菜、形にこだわらず安価な方がうれしい。

安全・安心 産地をはっきり、輸送、生産日もはっきり、農薬をはっきり書く。無農薬
希望、安全な土壌、遺伝子組み換えでない。

安全・安心

安価でしかも安全な野菜を求めている。不揃いなものも流通に乗り、手に
入ればよいと思う。生産者のご苦労もあるが、畑で処分されている野菜を
見ると心が痛む。天候、生産調整など、様々な問題が解決できればよいと
思う。野菜なくしては食は成り立たない。
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安全・安心 安全であって風味があり、本来の味を大切にした野菜が食べたい。
国産 国産でおいしい野菜を望む。
国産 輸入を止めて国産だけにしてほしい。
国産 なるべく国産で安く提供して欲しい。
国産 国産野菜が安全に食べられることが大事と思う。

国産 国産野菜だけを買うようにしているが、外食や出来上がった調理加工品で
は相当食べていると思う。国全体とし自国生産を進めてほしい。

農薬 残留農薬のない野菜かどうか不安。販売店で定期的に結果を公表して欲し
い。

農薬 農薬を使わない野菜作りを目指す国にする。
農薬 農薬が少ないもの流通させてほしい。

農薬
農薬を少なく、安心して生で食べられる野菜が多くなることを望む。とく
に果物など、皮ごと食べられるものが増えるとうれしい。多少虫がくって
いてもよい。

農薬 農薬に気をつけて栽培して欲しい。
農薬 農薬を使わずに作ってほしい。
農薬 出来るだけ農薬の少ない野菜を作ってほしい。
農薬 農薬なしで安全な野菜を安心して食べたい。元気な野菜がいい

農薬
形が悪くても虫食いがあってもよいので、農薬を出来るだけ使わないで欲
しい。父が家庭菜園で作る無農薬野菜はとくに枝豆、虫食いのために２割
程度しか食べられないがおいしい。

農薬 無農薬が出てくれば有難い。
農薬 農薬をあまり使わない野菜がもっと安く手に入れば有難い。
農薬 消毒をあまりしてほしくない。
農薬 気軽に生で食べ続けられるように農薬などには気を配っていただきたい。
農薬 葉ものは大変だと思うが無農薬を望む。
農薬 消毒を少なくして欲しい。
農薬 農薬や化学肥料を用いていない安全な野菜を求めたい
農薬 農薬は避けたいです。新鮮でおいしい野菜がたくさん食べたい。
農薬 なるべく農薬を少なくしよう。
農薬 農薬や化学肥料を使っていない自然体の野菜を子供達に食べさせたい。
農薬 無農薬栽培のものを食べたい。

農薬
農薬の少ない（ないものが望ましいが）ものを食べたい。それは真っ直ぐ
なきゅうりやきれいな野菜を買う自分を含め消費者の無自覚だと思う。自
分の庭で作りたい。

農薬 土壌診断で適切な農薬を選ぶことが大切。それによって農薬を使わなくて
もすむこともある。
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生産方法 野菜の原種の保存、Ｆ１ばかりにならないようにしていくこと。

生産方法 長い年月を経てわが国土で淘汰されてきた伝統野菜のタネを根絶しないで
欲しい。

生産方法 生産者のことを考えた仕組みが必要。
生産方法 収穫日、品種名、栽培方法明記。
生産方法 有機栽培だけが最高ではない。
生産方法 産地の充実。Ｒ＆Ｄの充実により農業の工業化に向かえると思う。

生産方法 ﾊｳｽ栽培ではなく、直接太陽の光があたる栽培にしてしっかりした味のする
ものにして欲しい。

生産方法
実家では自家製の野菜を食べていたため、味･風味が濃く感じたが、一人暮
らしを始めてみて、スーパーで買った野菜はあまり味がしなかった。スー
パーでもおいしい野菜が買えるようになるといい。

生産方法 のびのびと育った野菜が食べたい
生産方法 生産者が作りやすい品種開発とおいしい野菜の差別化。
生産方法 なるべく有機栽培を希望する。

生産方法 全ては土の問題なのではないかと思うが不満（今は水耕栽培が多いとも聞
く）。出来るだけ自然の土から育った物が食べたいものだ（夢？）。

生産方法 寒さ暑さを乗り切る保存能力の高い物を開発してほしい(野菜本来の成分を
保存）。

生産方法 栄養がある土で作った野菜を食べたい。

生産方法
いろいろな種類の野菜を摂るには流通も必要だが地産地消を増やし、もっ
と畑も各地に増やして、作物が育つ様子を間近に子供にも見せられるよう
にしたいし、愛情を注いでほしい。

生産方法

微量成分、機能性成分を強化することを第一に考えるのではなく、土本来
の力をフルに発揮できるよう、化学肥料に頼らず、農薬を使わず、自然の
力で出来た野菜であれば、甘みが強くなくても、形がよくなくても受け入
れる準備がある。

生産方法 出荷の場合、流通の都合はあると思うが、太陽の恵みを沢山受けた新鮮な
野菜が食べたいと思う。

生産方法
遺伝子組み換え種やそれに合わせた農薬などの開発によって巨大化する米
国型アグロバイオ産業に世界が支配され、食品が加速度的に変化すること
をどう考えるべきか国民レベルでの自覚とコンセンサスが必要。

生産方法 野菜は畑ではなく植物工場で作る工業製品として農業が工業化されるとき、
機械で測れない野菜のおいしさ評価は重要である。

生産方法 生産者は効率でなく子孫の未来を第一に考えて作るべきである。
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生産方法

ターミネーター技術やトレーター技術など、巨大な資金で限りなく進む遺
伝子操作に巻き込まれ、自然も人間も破滅に導かれる危険を感じる。これ
から一体どうなるのか恐ろしいが、恐ろしいと口にすること自体が時代遅
れの無知な人間と思われるようで発言しにくいことがある。社会的関心を
高め多くの人の議論の環を広げたい。

生産方法 これからも沢山食べたい。
流通・販売 店頭での情報発信量が少ない。もっと細かい情報発信が必要。
流通・販売 どの用途に向くのか品種毎に表示してほしい。
流通・販売 調理のしやすい大きさ、形状。安全に関する情報。
流通・販売 産直ものを流通させてほしい。
流通・販売 スーパーにいろいろな野菜が欲しい。
流通・販売 多かったり少なかったりのない安定的な出荷をお願いしたい。

流通・販売

近くの農家で、時々取れたての野菜をもらっているが、やはり新鮮なもの
はスーパーなどで売っている野菜より味風味が強くおいしく感じる。これ
からの日本の農業のあり方を考えると鮮度のよいとりたての野菜は高級品
になりそうだ。野菜本来のおいしさを維持できる野菜、もしくは保存技術
が望まれる。

流通・販売 生産者や産地、農薬の使用等の情報が見える販売形態がより普及するとよ
い。

流通・販売 野菜も果物もブランドによる味の保証がないので、どれがおいしいか判別
できない。さりとて八百屋で野菜だけ少量買うのは面倒だ。

流通・販売 料理教室で消費者対象に食育を進めているので、ＰＯＰを上手に付けてほ
しい。

流通・販売 品種の特性と調理性をもっと明確に消費者に情報提供していく必要性があ
る。

流通・販売 煮物用、生食用など用途別の開発が必要。
流通・販売 地場の野菜、果物を食べたい（有機栽培）。
流通・販売 少人数なので使い切り多品種少量のパックが欲しい。
流通・販売 家族が少人数なので小さい物や大きさを自由に選んで買えるとよい。

流通・販売 都心では無理な事だが、蓮根など産地直送のような新鮮なものを食して見
たい。

流通・販売 トマトなど種類が多すぎて選ぶのに困ることがある。近所の直売店で求め
たい。

流通・販売 冷凍乾燥野菜など、手軽に使用できる野菜が多種出回るようになるとよい。
一人暮らしにとってはその方が手軽に摂取できる。

流通・販売 何ごともとれたてはおいしい→よりスピーディでストレスのない流通。
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流通・販売
近所の八百屋の多くが廃業になったが、かろうじて残っている八百屋は意
外に安くて品がよく、自家製の漬け物や焼き芋なども売っていて、顔見知
りなので安心できる。八百屋の強みを発揮し頑張って欲しい。

流通・販売 直売や通販もいいが、野菜は毎日欠かせない生命の源であり、大多数の人
のためのまともな公的販路の充実が先ず大切。

価格 価格の手頃さ。
価格 手をかけたものはおいしく差別化できるが価格が高い。
価格 安くておいしくなってくれれば望ましい
価格 おいしい野菜を安く食べたい
価格 安くなってほしい
価格 値段が安く安心な野菜が食べられること。
価格 努力と品質が評価される価格で売れること。

価格
質のよい野菜であれば高くても買いたいという人はかなりいる。質のよい
ものが生産者の努力が報いられる価格で売れることで農業の後継者も守れ
る。また高くてもおいしいものなら大切に食べるので無駄もなくなる。

価格

自家用車で他県に買い出しに行ける人、特別栽培のものを買える人だけが
おいしい野菜を食べ、買えない人は低コストの大量生産品を食べるという
２極分化が起こるのは問題。大多数の国民が日常的に食べるものは一定以
上の品質のものを安定的に保持し、消費者も食べることの重要性を自覚し、
むやみに安物を求めることによって野菜の品質レベルを引き下げるべきで
はない。

価格
１万円もする果物などは需要が限られたもので、差別化や高付加価値をつ
けた野菜の開発のみを目指しても長期的な利益には結びつかないと思う。
野菜のおいしさは日常的なものの中にあるべきだ。

包装 過剰包装が多すぎる。資源や温暖化にとっても対策を課題とすべきである。

包装
三つ葉や大葉はじめ野菜の包装容器の容積は中身を上回っている。野菜は
毎日消費するものであり、食べる度に出すゴミの山（残飯を含む）を減ら
す努力をすべき。

包装
野菜に使われるプラスチックやポリウレタンなどの包材の年間使用量と食
べ残し廃棄量に目を向け、その分を良質野菜の生産と無駄のない食べ方の
研究に注ぐべき。

意識 食の優先順位と良心順位を高める。

意識 人々は自分の身体の構成成分となる食物の選択に対してあまりにも無防備、
無関心、無責任なのではないか。

意識 もっと食に関して「言う気」という発言、発信力を！
意識 自分の健康は自分で守れないと自分の経済も自分で守れない。
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意識 現代人は情報を飲食している。子供のときから食育で食の自立と自炊力を！

意識 食育と言うけれど、子供より大人の食育こそ先決ではないか。本当に味の
分かっている人がどれだけいるのか（特に調理に関わっていない男性）。

意識 風土に合った優れた自国の野菜を疎かにして、次々に珍奇な外国野菜や新
品種を追い求める愚かさに消費者が気付く必要がある。

意識

小学校の給食担当栄養士に聞いた話だが、生野菜は出せず、跡形もないほ
どくたくたになるまで加熱し、りんごなどは手袋をして３回も洗わなけれ
ばならないという。野菜や果物に毒か仇に立ち向かうように警戒心をもた
せることが現代の食教育なのかと悲しく思う。

社会的支援 消費者の自覚とマスメディアの責任。大人の食育など社会的なサポートが
必要。

社会的支援 日本でもフランス映画「未来の食卓」のような活動、幼児の野菜摂取アッ
プ実践教育などは日本でもかなり行われている。
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附表２　野菜に関する意見（その２）
　前記の調査を踏まえタマネギの官能評価の際に追加調査を行った。以下は66名のコ
メントである。前記と同様仮の見出しをつけて生の声をそのまま列挙する。

質問１　 「最近の野菜は概して本来の野菜らしさがなくなった」ということは実際に
はどういうことだと思うか、という質問に対して挙げられたコメント

味 甘味、辛み、苦味などの味が薄くなった。
味 甘味が強くなる、味が薄いなど。
味 トマトが甘い。
味 苦味、エグ味。
味 苦味が評価されにくくなっている。

味 本来野菜が持っている苦味や辛みや甘味が薄れ、ただ単に甘味の強い野菜
が増えて来ている。

味 小松菜は苦味のある野菜ではない。野菜の甘味があり奥深い味のするもの。
濃さ・深み 味が薄っぺら、ある要素だけが強くても奥深い味わいがない。
濃さ・深み 味の濃さ、甘さ、深みなど。完熟は色合いなど、歯ごたえ食感。
濃さ・深み 味の濃さがない。当たりさわりのない味。

濃さ・深み 味に濃さがない（人参）、食感に密度がない（葱）、成分が少ない、大量生
産で作りすぎているようで水っぽく感じる（大根）

濃さ・深み 味わい、同時に栄養（カロリーとかありふれた成分の問題ではない）も乏
しくなった。

濃さ・深み コクのような複雑さが乏しい。

味・香り 香り、甘味、が薄くなっている。年々農作業の軽減のため農薬をかなり使
用している。最近有機などもあるがそれでも昔とは違う。

味・香り 大根が甘くなり、人参の風味がなくなった。
味・香り 香りが少なくなった。甘くなった。

味・香り 甘味と酸味バランスではなく甘味だけが強調された品種が多くなった。香
りが弱いように思える。

味・香り 臭いや苦味、辛さが減少し、甘さが増している。
味・香り 香りの強さ、歯ごたえ、辛み、苦味などの特性が強く出る。

味・香り トマトを例にすると昔の青臭さがなくなり甘くなった。果物のようになっ
た。

味・繊維 甘味や繊維。
香り 香りがない。
香り 土臭さのような香り味がしなくなった。
香り 春菊→香りが本当になくなってしまっている。
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香り 野菜本来の香りがない、例えば、人参、きゅうり。
香り 人参特有の臭いがなくなった。

香り 人参の香り少ない。香味野菜のしその葉、茗荷にしても香りがなくなって
いる。何のための香味野菜かという怒りを感じる。

香り 切ったときの香りが少ない。少し水っぽい。

香り 人参特有の臭みがなくなった。玉ねぎを切っていても涙が出るようなもの
が少なくなった。

香り トマトの臭みの強い薬物独特の臭いの強さ。

香り 素材を生かした食べ方をしていない。外で食べることが多く好きなものし
か食べられないし、生食で食べる機会が少なく香りの強いものは食べない。

香り 強さよりも質が問題。貧弱で濃厚さがない。
食感 かたいものが嫌われている。

食感 総じて軟化し煮えやすくもなったがしっかりした歯ごたえ、噛みごたえの
あるものがなくなった。

食感 煮えやすくなったのは時間的には助かるが、組織の結着力が脆弱で、野菜
の力強さがなくなり、栄養成分にも影響があるのではないかと気になる。

食感
小松菜の育種、小松菜でなくなっている（ザーサイ、パクチュなどが交雑
されている）。ほうれん草緑が濃すぎて繊細な味、ほうれん草の食感が失わ
れつつある。

食感 きゅうりなど硬直していて味、風味が薄く人工的で自然さがない。トマト
など未熟のうちに収穫するものが多くなったがおいしいはずがない。

外観 形、姿がそろい過ぎている。
外観 形の規格からはずれている野菜が出回らない。

バランス 例えばきゅうりは皮と身の硬さのバランス、香り、しなやかさ（テクスチ
ャー）が以前よりは改良されているものの不満。

鮮度 新鮮な野菜を食べる機会が減ったことに起因しているような気がする。
その他 褐変しにくくなった。
旬 従来は旬による気候によって栽培されていたから。

旬・その他
はしり、旬といったような野菜の本来の食べ頃に対する認識が変化して（な
くなって）きている。１．周年供給　２．気候温暖化　３．ユーザーの供
給体制などが変化している。

旬・その他 輸入品、工場生産が多くなり年中買え、香り味に個性がない。
特徴 きゅうりのフリーダムのように本来の特徴がない野菜が多くなった。
特徴 画一的で万人受けする品種のみが増えた。

特徴 野菜の種類そのものの特徴が薄くなった。クセがなくなった。好き嫌いが
少なくなった＝食べやすくなった？

特徴 ・・らしさが少なくなっている。にんじんらしさ、きゅうりらしさ・・
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特徴 トマトは昔と全く別物になってしまった。
特徴 新ジャガ、新人参は感激するほどの味でない、２月頃新野菜が出てがっかり。
特徴 食べやすさを追求することが野菜らしさを失わせていると思う。
特徴 野菜それぞれの個性的な味、人参の場合は人参独特の味。
特徴 青みのあるトマトなどが全くなく自然な感じが全くしなくなった。

多様性 多様性がなくなっている。品種栽培法の画一化が進んだため同じ野菜でも
季節による差がなくなった。

作り方 私は小松菜の育種をしている。生産者のために生産性や見た目を追いかけ
すぎたために本来の風味や食感が損なわれた。

農法 栽培方法（農法）などでも差がでる。栽培効率の良い作物の品種を選んで
栽培しているから。

農法 収穫効率のみを重視して作られた野菜。ほとんどがＦ１の種だから。

農法 スーパーのＦ１品種は食材、つまり材料として、また地方や伝統的な野菜
は嗜好品として大きく分かれてしまっている気がする。

流通 選別場（選果場）で選別されてから流通に乗せられるため同じ様な農産物
しか市場に出回らない。

その他 食べた方に先入観があるのでは？比較したのか（試食はブラインドをして
やったのか）。

質問２　 「もっと野性味がある野菜が食べたい」ということは具体的にいうと、例え
ばどういうことか、に対して挙げられたコメント

味 野菜が持っている独特の味（苦味や辛みなど）。
味 渋み、苦味、人があまり好まない味を含んだ味。
味 好むと好まざるとに拘わらずクセや雑味がある。
味 特有の香り苦味などが淡泊になった（野性味がなくなった）。
味 甘いだけでなく味が複雑でコクがある。
味 やはり苦味ではないか？
味 渋みや酸っぱさが残っている。
味 苦味があり、クセがある。
味 エグ味、苦味などがあること。
味 アク、クセなど味の濃さ。
味 渋みやエグ味がある。
味 味が濃いもの。
味 味が濃い。
味 味が濃い。
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味 成分が濃い。
味 味がしっかりしている。
味 味が単純でない。
味 単純な味。
味 個性的な味。
味 苦味、うま味、食感、見た目以上の味の個性のことか。
香り・風味 臭いや苦味辛さなど万人受けしない要素が突出して感じられる。
香り・風味 雑味、風味などが口に広がる。
香り・風味 青臭い味がある。
香り・風味 風味が強い、苦味、渋みも感じられる。
香り・風味 香りが強い。
香り・風味 香りも味も薄っぺらでない。
香り・風味 臭いが強く甘酸バランスがよいこと。
香り・風味 人参が人参臭い、トマトが青臭い。
香り・風味 臭みなどクセがあるということ。
香り・風味 青臭さや辛さが感じられる。
香り・風味 臭いや苦味が強い。
香り・風味 香りももう少し強い。
香り・風味 菜の花の苦味、ピーマンのピーマン臭さ、セロリの香り。
香り・風味 甘、酸、苦、渋み、辛み、香りなどの成分がないこと。
香り・風味 全体的に甘いもの、甘味強度が増えている（特に果物、野性味がなくなった）

香り・風味 余計なものもあるが有用な成分も多く含まれていて、香り味、食感が単純
でない。

食感 歯ごたえがある。
食感 硬さや歯触りがある。
食感 かたい、繊維質っぽい。
食感 歯ごたえ、香り、適度の軟らかさ、硬さが失われている。
食感 かたいきゅうり、実の入ったトウモロコシなど。
食感 例えば茄子、軟らかすぎて水っぽすぎる。（とくに旬以外では）
栄養価 色や形が悪くても栄養価の高い野菜は自然と野性味がでてくる。
土壌 土壌のしっかりしたもの。
土壌 土壌からくる豊かな成分が感じられる。
土壌 土の香りが感じられる。
土壌 土臭さ、とれたてということが野性味があるということだと思う。
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素朴 洗練されていない素朴な味。
不揃い １つ１つ色、形、味が違う。
不揃い 自然のままの形。
不揃い 形が整っていない。
不揃い 形状に荒々しさがある。
不揃い 見た目が悪く不揃い、形も悪く整っていないなど。
不揃い 大きさはまばらでよいということ。
自然 春や秋の七草、野生の野菜や茸を食べる機会が少ない。
自然 野性味とは野草のような特性か？設問が不明。
自然 天然の山菜の風味。
自然 ふきのとう、うど、わらびなど野山に自生するもののほろ苦い味
自然 本来の香り、味、形だと思う。
自然 自然な香り、味。

自然 歯触り、ごつごつしている不揃いなど規格（市場標準）にとらわれずメリ
ハリのある野菜（色、香り、臭み）。

自然 野生味－おいしさ、植物がもつ防衛本能。

自然 太陽と水と土が感じられること。ハウスや水耕では野性味があるとはいえ
ない。

自然 促成栽培でない。
自然 農薬を使っていない。
自然 在来品種やそれに近い品種のことでは？
自然 改良が進みすぎていないもの。
栽培 地域で生産されている鮮度のよい野菜のこと。
栽培 栽培方法によることが大きい。
栽培 ほんものの栽培品種。
栽培 実らせてから収穫したもの。
逞しさ 暑さ寒さにも強い頑丈な野菜。健康的野菜、旬の時の露地野菜。
逞しさ 放し飼いの鶏とブロイラーの違い。
逞しさ ひ弱でない。
逞しさ 力強さがある。
逞しさ 荒っぽい。
逞しさ 生命力が強い。
その他 野性味は野菜本来の味、と思っているのではないか。
その他 F１の野菜に野性味を求めることはF１を知らないことでもある。
その他 何かの味が特出している事を野性味と感じ、言っているのでは。
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その他 バランスが取れていない味。

その他 野性味がある野菜を食べたことがある人は少ないと思う。F１の前の味を
知っている人、年齢の高い人は経験があるだろう。

その他 年齢と育った環境で要望度が変わると思う。

その他 実際には主食、主菜が何かによって野性味がある方がいいか、野性味が合
わない、ものもある。

質問３　 「このまま行けば野菜本来の味風味食感が失われる」ことに対してどうすれ
ばよいかに対して挙げられたコメント

（肯定的意見）
野菜が持っている独特の味（苦味や辛みなど）。
いろんな品種があるので心配ない。
ニーズに合わせての変化であれば仕方ないのではないか。
いろいろな理由で変化している、特別な規制をする必要はない。
要は売れるものを作ること。
味や香りを消費者が求めればそういう方向に自然に進むと思う。

（問題指摘と提言）
特性 まず、野菜本来の味がなぜ必要かを証明、論じる必要がある。
特性 若い人、子供に迎合し過ぎている。
特性 かたいものの価値も重要。
特性 好みで判断する要素を。
特性 固定したものの復権を。
特性 野菜の本来の旬を取り戻すこと。

特性
季節により同じ野菜でも味、香りが変化してもよい。色や形サイズを重視
しているようであるが、もう少し多様なサイズ形のものが出回ってもよい
と思う。

特性 甘味ばかりを追う品種改良をしない。

特性 味覚や歯並び、あごの発達の影響がでてくることも心配、硬さのある野菜、
味の濃い野菜を栽培することが必要。

食べ方

どんな野菜でも規格外のものも一般家庭でも手にはいるように流通させる
べきだ。伝統的な食文化や地方食は旬の大量にとれたものをどう生かすか
の智恵だと思う。曲がったり虫喰ったりしても大量に料理する、ソースを
摂る、保存食を作ることが１本２本のパック入りではできなくなってしま
う。

食べ方 根菜、れんこん、ごぼう、にんじんなどを心して多く煮物として味わう。
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食べ方 野菜のおいしさは、組み合わせ、調理方法、煮る、焼く、蒸すのトータル
で考えるべき。

作り方 農業生産が進化した中でそれを否定し是正しなければならないところ、今
後も進化していかなければならないところを分けて考える必要がある。

作り方

本当の自然環境のみでの野菜栽培は生産者にリスクが多すぎる。土を作る
ことから野菜の栽培、生産流通、加工、調理、食事、体の中の代謝、人の
命になることの関連性の中で本当に必要とされる野菜を求めていく必要が
ある。

作り方 地域にあった在来種の保存と栽培。
作り方 持続可能な土作りの実践。
作り方 畑を大切にする。
作り方 せめて野菜は自国生産、肥沃な土地を大切に守る。
作り方 在来種の発掘、普及。
作り方 在来種を大事にすること。
作り方 在来種を大事に購入する（要望する）消費者行動を継続すること。
作り方 慣行栽培ではなく有機栽培でつくる。
作り方 自分で野菜を生産することを心がける。
作り方 価格などにこだわらず、最も適した方法で栽培された野菜を増やしていく。
作り方 消費者側の物作りをしすぎる。
作り方 合理性のみを追求しすぎると食品は食物ではなくなる。
作り方 野菜は周年である必要はないと思う。

作り方 季節のものを作り流通させることが基本、地域性のある野菜を心がけて食
べている。

作り方 人にも野菜にも個性がある。作る側の都合であまり変えない方がよい。自然、
大地の力で育てられた野菜は時間がかかってもおいしさが増す。

作り方

子供の野菜嫌いの原因の１つは風味やアクの強さにあると思う。万人向き
になる傾向には賛成だが、味にバラエティのある品種も残して欲しい。年
齢や個人の好みで好きな品種は異なるので選択できるように多数の品種が
必要。

作り方 消費者の際限ない欲求に迎合しない生産、流通体制。

作り方 昔の野菜のタネを復活させるとともに現在重要視されている棚もち、作り
易さなど、融合させていく（品種改良）。

作り方 地産地消を薦める、とりたては甘味、風味があり、渋み、苦味が少ない。
作り方 栽培方法の検討、例えば有機栽培と慣行栽培、水耕栽培。

作り方 伝統野菜地方野菜をサポートする。産地はいたずらに売れる方向を追求し
ない。
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作り方

本来野菜などはその地域の土壌条件、気候などによって食味は変わってい
たはずである。この点最近は全国一律品種になっているのは問題ではない
か。野生味については昔からの伝統品種などの再発見をするべきではない
か。

作り方 畑の自然の力を生かした食物が少なくなっていくようでおそろしい。

作り方
昔から伝えられてきた野菜の味には長い選択と淘汰を切り抜けて生き残っ
てきたもので、食べ慣れない人が直ちに理解できなくてもそれなりの理由
があるはずである。

作り方

世界の巨大アグロバイオ企業に独占支配される危険を避けるためにも、F
１のみでなく、古来から受け継がれてきたわが国の風土にあった優れた多
様な品種の自家採種をできるだけ守るべきである。それには同じ野菜でも
品種や嗜好を画一化しないことが大切である。そのあたりの実態も消費者
に広く知らしめる必要がある。また、消費者はこの問題に無知で無関心過
ぎると思う。

流通・販売
八百屋という商売が成り立つようにする。少なくとも自国生産する。地産
地消とする。できるだけ自然に熟したものが流通経路を短縮して食べられ
るようなシステムを構築することは省エネにとっても重要。

流通・販売
大型量販店に対して朝市や道の駅などが話題になっているが、それもよい
が、最も大切なことは、一般の人が信頼して買えるために確立されてきた
青果市場を通しての公共的な販売ルートをまともに発展させることである。

情報提供 直売場などで説明付きで販売する。
情報提供 調理と野菜の種類、品種の関係を知らせる。
情報提供 野菜の特性を示して共存すべきだ。情報を提示すべきだ。
情報提供 売り場での説明、食べ方の紹介を売り場でする。
情報提供 遺伝子組み換えなど先端技術について正確な情報を提供する。

啓蒙 有機のような野菜をより広く消費者に理解してもらいその価値観を広めて
いく働きを全国的に行うべき。

啓蒙 消費者に野菜本来の味などを楽しめる機会を設ける（アピールする）。現在
のニーズを正しく掴み直すことも必要。世代が変わっている。

啓蒙 おいしい野菜を作って食べさせる（旬が分かるようにする）、果実のように。
啓蒙 畑または産地で本物を食べる訓練。
啓蒙 野菜本来の味を知る機会を草の根的に広げる。

啓蒙 野菜本来の香味、歯ごたえ、などを家庭でも学校給食などでも伝えていけ
たらよいが、その方法は？と問われると具体案はないのだが …

啓蒙 様々な野菜を食べる。食経験を増やす。

啓蒙 味覚が形成される幼少期に食べさせるべき（食文化）を受け継ぐ意識が必
要。
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啓蒙 地道ながら食育だと思う（低学年から始める）。どの名目でもよいが直接土
に触れること。

啓蒙 食物の深い味わいは学んで覚えるもので、それを子供にも教え伝えること
が重要である。

啓蒙 子供だけでなく若年層（20－40代）にも食育をする。

質問４　 「最近の果物は甘すぎるものが多い」と思う一方、イチゴを買うときは甘そ
うなものを選び、りんごや柿、栗などももっと甘くなってほしいという人も
かなりいる。その限りにおいて、果物はもっと甘くなることが考えられるが、
果物や野菜の甘味化について、あなたのお考えをご記入下さい、に対するコ
メント

（肯定的意見）
必要である。
もっと甘くしてほしい。
ここまで糖度を上げられたのは技術の進歩で高く評価すべき。
果物に関しては甘すぎるとは思わないので、問題視していない。
問題ない。
大衆が望む方向でよい。
甘味が強いということは氏素性育ち収穫時期貯蔵など全てが満足なときに発揮できると信
ずる。それが技術だ。過度に甘すぎる必要はないが、スイカBriｘ13，メロン15－16，トマ
ト６－８、葡萄16… 栽培技術の努力の結果と評価する。
果物は嗜好が重要なので市場や消費者に指示されるものを栽培していく。その中で甘味が
求められるのはやむを得ない。
もともと果物は野菜の必需品ではなく嗜好品のため甘い物を果物に求めるならしかたない。
ただ適作その土壌でとれたものを食べるのがよいと思う。
どちらでも消費が増えることはよいこと、その上で選択肢が増えるように甘味の少ない品
種も残っていく。
甘味が強いのがいい人もいれば、酸味とのバランスがいいという人もいるので、どちらも
あってよいと思う。また九州と東北でも好みの味が違うので、地方ごとに品種を変えて作
ってもいいと思う。
爽やかな甘さ、濃厚な甘さなど、甘味の質が多様化して行くのではないかと思う。

（批判的反省的意見または提言）
甘味以外の特徴を明らかにする（香りなど）
現状で十分甘いと思う。調理幅を広げて行く上で野菜と果物のコンビネーションが生まれ
ればと思う。
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砂糖のような甘さでは面白くない。
味覚は個人差があり好みは別々。品種改良しすぎるとかえってマイナスになる。
甘いだけでなく酸味とのバランスが必要。ただ甘いだけだと味ボケしてしまう。
おいしさ（甘さ）と酸味とのバランスによりコクなどが出てくるのではないか。
甘味が強くおいしい野菜が増えうれしいが、反面、苦味、辛み、酸味など他の味覚を楽し
みたいのもある。甘味が強いだけでなく他の味覚とのバランスも大事だ。
甘くなると甘酸のバランスが崩れ日持ちが悪くなる。.甘、酸、辛み、苦味、渋みの適正な
バランスがほしい。
酸味などバランスがとれたうま味がほしい。
個人的には果物は酸味が普通だと考えているため甘味化には反対である。
酸味を大事にして欲しい。
甘味と酸味のバランスが肝心と思う。
甘味が強く酸味とのバランスが大切。
甘味と酸味のバランスのとれたものが好ましい。
甘味だけでなく酸とのバランスが必要。また酸味の強めな果物も少しは必要。
苺は甘そうなのを選ぶと答えたのは、今の苺の糖度をもっと高めて欲しいという意味では
なく、いつも安いものを買うので味気ない場合を予想するため。
甘さが価値に大きく影響しているが果物もそれぞれの品種により味が違うことを消費者に
伝えてもよいと思う。酸味、歯触り、香りなど、そういう情報も消費者に伝えてほしい。
果物は天候により甘味変化するので、当たりはずれがあり、消費離れ、野菜は甘味が増す
ことにより日持ち、鮮度低下が早い。
品目によって好みは違う。現状はそういうものしか仕入れされず（売っていない物は買え
ない）状態が甘味だけを選択する行動につながっているのではないか。
果物本来の甘、酸、苦のバランスがとれた味を知らないのではないか（砂糖水大好き人間）。
本来の青果物の持つ甘味以上のものを作っていくと外見でしか選ばなくなってしまう。今
から育つ子供達は本来の青果物の味を知らなくなってしまう。
甘味と同時にそれぞれの特有の香りも必要と思う。甘味だけでは梨も柿も同じ味になって
っしまうのではないか。
酸っぱい調理用の果物が注目を浴び始めてきた。果物も甘味だけの傾向は生食だけの基準
であり、熱を加えた果物は別分野として発展して欲しい。
一般的に店持ち性を良くする為に若採りがされている。例えば苺は先端が色づいたくらい、
梨は青いうちに出荷されている。
野菜は地産地消が基本。果実も基本的には同じか。日本の気候風土に合う種類の生産を心
がけるべき。
数多ある品種や産地による味の違いを評価してどう特徴を生かして利用していくかという
ことだと思っていたが、最後に有機の方が慣行より食味に優れると結論づけて終わりとい
うのにはとても残念、拍子抜けした。
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野菜の風味品質などについては土地気候条件によりその品質の特徴を出すのは問題がある。
比較するとすれば同一条件栽培のものでないと比較できない。
果物と野菜に分けて考える。例えば、スイカ、苺、メロンは野菜から果物へ、トマトはあ
くまでも野菜としての役割を追求、トマトに糖度を求めるのはあまり意味がない。
そのまま食べるのであればやはり甘い物をおいしいと感じてしまう。しかしケーキに載せ
るなどスィーツと一緒に食べる場合には酸味がアクセントになる。味が均一化される様々
な味が用途によって使い分けられることを望む。
甘すぎるものが多い。例えばミカン、酸と糖のバランスがよいのがおいしいが、現在は糖
が勝っているものが多すぎる。
甘すぎると沢山食べられない。果物は水分補給の目的でジューシーさも大切なので、口の
中にしつこさが残るような甘味は必要ないと思う。
スイカ狩りに参加し10kg以上の大きなスイカを10人くらいで腹一杯平らげた。少なくとも
500gは食べたと思うが、糖度10%としても50g。スイカは水分補給どころか食べると水がほ
しくなるほど甘くならないでほしい。
甘味と香りのバランスがおいしい果物だと思う、野菜、果物など、甘味、糖度ばかりを追
求して行くのは大反対、林檎もミカンも不味くなった。
砂糖、蜂蜜、コンデンスミルクなど、好きなものが自由に使えるのになぜ果物をこれ以上
甘くしなければならないのか。甘味が足りなければ加えることができるが、強すぎれば減
らせないので食べられない。野菜も生食なら甘くてもおいしいが、料理が甘くなりすぎる
のは非常に困る。野菜は毎日大量に（目標350g）摂取するもので、さらに果物も摂取する
と糖分過剰になる。消費者は好むと好まざるとに関わらず、甘味の強いものを食べざるを
得ず、そのうちに甘味に慣らされて日本人の味覚が破壊する。とくにテレビ番組などでや
たらに甘味嗜好を煽るような風潮を止めるように働きかける必要がある。
糖質の量が多くなれば身体の中も糖分が多く残り、生活習慣病の原因となることを重く考
えてほしい。甘味も＞ライトオリゴ糖ならね。
甘み嗜好が増えるのは頭脳労働が増え、大都市の場合はストレスが多く、身体を動かさず、
気と頭ばかりを使うため。もっとメタボや糖尿病が増えるかも。
確かに甘い物はおいしいが一方肥満が現代社会では問題になっている。果物を制限されて
いる人も多い。甘味はほどほどで、酸味もありジューシーなもの、糖と酸のバランスのよ
いものを望む。
あまり手をかけ過ぎてほしくない。大量生産はよい結果を生まないと思う。
食育や健康という観点からして自分の子供をこれ以上甘い野菜や果物を好むようになるよ
うに躾けたいとは思わない。大人は子供の嗜好にやたらに迎合すべきでない。大人の方が
味覚を鍛える必要がある。
最近の果物は甘すぎると思うが、お客は「これ甘いか」と聞くので甘くないものは売りに
くい。しかし、もっと酸っぱいのが欲しいという客もいると八百屋がいっていた。
強い甘みは食品の微妙な味を味わい分ける感受性を低下させる。
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本来ごはんの時に食べるおかずや酒の肴というものは塩味系で甘み系ではなかった。漬け
物なども買ったものは甘すぎる。野菜の甘味もほのかに甘いのはいいが甘味が主役になる
と野菜を逸脱する。食物全体の中でそれぞれの食品の役割は何かということを消費者も生
産者も自覚すべき。
単純な発想で、野菜の消費量を増やすために売れる野菜を作ればいいと考えるのは間違い
で、野菜の満たすべき本来の機能や役割を基本に立ち返って本質的に良質の野菜とは何か
を追求すべきである。
甘いことで消費が伸びるのであれば１つのあり方として許容すべきであろう。ただ最近地
方野菜伝統野菜が注目されていることは単に甘い、やわらかいという価値観では捉えられ
ない野菜が食卓に載る可能性を広げていることになるのではないか。問題はこうした伝統
野菜、地方野菜が甘さ、軟らかさといういわゆる「食べやすい」方向へ向かってはいない
かということだ。売れることは第一でそのために食べやすさを追求することはやむをえな
いという考え方もあろうが、特有の味わい風味を保存するためには政府などがサポートす
べきだと思う。
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第10章　野菜のおいしさに関する文献調査

野菜茶業研究所
堀江　秀樹

１　タマネギ
⑴　含硫成分
　タマネギについては、欧米でも食される機会が多いため含有成分に関する報告も多
い。「タマネギとニンニクの分析」と題される総説１）が発表されているが、含硫成分（イ
オウを含む有機化合物）に関してかなりのページをさいて記載している。なお、一般
書などでタマネギ、ニンニクの含硫有機成分全般について「硫化アリル」と表記され
る場合が多い。硫化アリルという言葉からは単一の成分あるいは構造や特性上類似す
る物質群を期待させるが、関連する成分や特性は非常に多様であるため、硫化アリル
という表記は行わず、含硫成分として記載する。
　タマネギをはじめ、ニンニク、ネギ、ニラ、ラッキョウ等のユリ科野菜においては、
R-システインスルホキシド（S-alk (en) y-L-cysteine-S-oxide）を細胞質に含有する。R
（アルキル基あるいはアルケニル基）については、ユリ科野菜間で組成が異なる。ニ
ンニクについて最も詳細に研究されており、ニンニクではアリルシステインスルホキ
シドが主成分である。いっぽうタマネギについては、アルケニル基の二重結合の位置
がアリルシステインスルホキシドとは異なるイソアリルシステインスルホキシドが主
成分とされ、ニラではメチルシステインスルホキシドが主成分である。なお、アリル
システインスルホキシド、イソアリルシステインスルホキシド、メチルシステインス
ルホキシドは、それぞれアリイン、イソアリイン、メチインともよばれる。
　植物組織が破壊されると、液胞中に存在する酵素アリイナーゼ（C-Sリアーゼ）が
R-システインスルホキシドに作用し、スルフェン酸（sulfenic acids）を生成する。ス
ルフェン酸は非常に反応性の高い物質であり、重合してチオスルフィネート
（thiosulfi nates）を生成する。チオスルフィネートも不安定な物質であり、さらに反
応が進行して多様な含硫成分の生成が進む。（アリシンはニンンクから生成する多様
なチオスルフィネートのうちの一つである。）
　タマネギの辛味は、R-システインスルホキシドに酵素アリイナーゼが作用した結果
生成する含硫成分に関係するとされる。本酵素反応に際して、定量的にピルビン酸と
アンモニアが生成される。酵素反応で生成されたピルビン酸を定量すれば、間接的に
辛味成分など含硫成分の前駆物質であるR-システインスルホキシド量の推定が可能と
期待される。官能評価で得たタマネギの辛味値が、ピルビン酸の定量値との間で高い
相関を示すことが示されている2）。ピルビン酸からは、R-システインスルホキシドの
組成は推定できないものの、その総量の推定が可能で、本法は多数の試料を扱うのに
適するため辛味に着目した育種分野への応用がなされている。最近、辛味に関係する
ピルビン酸、甘味に関係するブドウ糖について、タマネギ中の分布と貯蔵による変動
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について報告された3）。品種によっては、ピルビン酸生成量が30日の貯蔵中に倍増す
るものもあった。また部位によりピルビン酸生成量が異なるため、著者らは、辛味測
定には、タマネギを水平に切るのではなく、くさび形に切るよう奨めている。
　タマネギを包丁で切ったら催涙性の香気が発生する。この成分は催涙因子
（Lachrymatory Factor）と呼ばれ、広く研究されてきた。催涙因子も、タマネギの
イソアリインから生成される物質のひとつで、（Z, E）-propanthial S-oxideとされる。
タマネギでは1-propenyl-cysteine-sulfoxide（イソアリイン）にアリイナーゼが作用し、
1-propenyl sulfenic acid（PSA）が生成されPSAが非酵素的な反応で催涙因子に転移
すると考えられてきた。近年、PSAから催涙因子を生成するには酵素（Lachrymatory 
factor syntase: LFS）が関与することが明らかにされた４）。催涙因子は調理に際して
不快感を与えるため生成量の低減が望まれる。しかしながら、元となるイソアリイン
量やアリイナーゼ活性を抑えてしまうと、タマネギらしい香味に関係するチオスルフ
ィネートも生成されない。LFSの発見は、LSF活性を抑制することにより、チオスル
フィネート生成を抑制せずに、催涙因子を低減できる可能性を示すものであり、この
ような目的での遺伝子組み換えもすでに成功している５）。
　水溶性の含硫成分とコクとの関係について解析がなされた６）。タマネギ中の主要な
含硫黄成分はイソアリイン（PeCSO）、イソアリインのγ-グルタミルペプチド（γ
-Glu-PeCSO）であり、水中で加熱すると、シクロアリインが生成した。これらの成
分について単独では味を示さないが、グルタミン酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウ
ムを含むうま味液に溶解して官能評価すると、コク味を示した。なお、ICP発光分析
によって検出されたイオウのうち、90％程度がこれら３成分とメチイン、システイン、
メチオニン、グルタチオンを合わせたものに含まれている点も興味深い。
　
⑵　調理による香味変化
　加熱タマネギの甘味はプロパンチオールによるものであると山西らが1955年に報告
して以来、教科書等に記載されてきた。時友・山西はプロパンチオールを合成し、官
能評価したが甘味は全く観察されず、加熱により生成するプロパンチオールが原因で
加熱タマネギが甘くなるという定説は覆された７）。また、生タマネギ中には遊離糖が
６%程度存在し、加熱の結果として、水分の蒸発による糖濃度の上昇、組織の破壊や
軟化によって甘味を強く感じるものと推測された。
　玉木・鵜飼は、炒めたタマネギについての官能評価、およびスープの官能評価を行
った。炒め時間50分のタマネギは、25分炒めたものよりも糖含量が高いが、甘く感じ
られたのは25分炒めの方であった。50分炒めでは酸味が生じて甘味がマスキングされ
たと考察されている。ところがスープにすると、45－50分炒めたものから調製された
タマネギが甘いとされた。糖含量は他と変わらず、この試料では甘い香りが強いこと
が影響したと考えられる。甘味は糖含量からだけでは説明できないと考察された８）。
　調理のニオイへの影響については時友の総説に詳しい９）。生タマネギのニオイはチ
オスルフィネートを主体とし、ツヴィ－ベランや閾値の低いジ（トリ）スルフィド類
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で構成される。これに対して電子レンジ加熱すると、チオスルフィネートは分解し、
新たに生成した含硫化合物も揮散するため揮発性成分に占める含硫成分の割合は低下
し、刺激臭も少なくなった。主な揮発性成分はジスルフィド、トリスルフィドであっ
た。また、調理方法を変えた場合に、定量されるスルフィド類に差がみられた。炒め
タマネギのニオイはネギ様のニオイのスルフィド類、油脂由来の不飽和アルデヒド類、
フラン類・シクロテン・フラネオール・バニリン等甘い香気成分で形成されると考察
されている。
　オニオンスープの食味に及ぼす、タマネギの加熱方法の影響が比較されている。官
能評価とともに、遊離アミノ酸、ペプチド、核酸関連物質、有機酸、遊離糖などが分
析されている。炒めタマネギのかわりに揚げタマネギを使うと、甘味、うま味、コク
の弱い淡泊なスープになった。タマネギを揚げている間にアミノ酸がアミノカルボニ
ル反応で消費されたものと考察している10）。

⑶　品種・貯蔵
　玉木らは、北海道産のタマネギ13品種について、生と炒めタマネギについて官能比
較している。生タマネギの官能評価と分析値の間では、刺激とピルビン酸に正の相関、
甘味とピルビン酸に負の相関がみられたが、甘味と遊離糖、Brixの間に相関はなかっ
た。フォーリンデニス法で測定した総フェノール量と炒めタマネギの苦味には相関関
係が観察された11）。さらに９月下旬に収穫したタマネギを３月まで貯蔵し、品質成分
を品種比較した。糖組成では、貯蔵にともないショ糖の減少、ブドウ糖、果糖の増加
がみられた。いっぽう、ピルビン酸については貯蔵により増加する傾向がみられ、11
月から12月に急激な増加のみられた「スーパー北もみじ」については、官能的な刺激
もこの間急増した。「蘭太郎」「さらり」では、貯蔵による成分変動が少なく、ピルビ
ン酸も低めであった12）。貯蔵性と品種の関係については、目黒らが検討し、硬いもの
の方が貯蔵性のよいことを示している13）。
　淡路産のタマネギについても、貯蔵性の品種比較がなされている。ショ糖含量の高
い「もみじ３号」において貯蔵性が高く、ショ糖と貯蔵性の関係が示唆された。８月
と11月に炒めタマネギを官能比較したところ、貯蔵期間の長い11月では味が低下して
いた。北海道産は味や香りが劣るだけでなく、炒めた後も硬いと評価された14）。淡路
島産タマネギについて品種や貯蔵の影響が小河によってまとめられている15）。Brixは
早生に比べて中晩生が高いものの、糖含量には早生と中晩生の差がないこと、辛味の
指標であるピルビン酸生成量は早生品種において少ないこと、また食感の柔らかいの
は早生品種としている。さらに貯蔵中にショ糖の増加、ピルビン酸の減少がみられた
と報告し、「もみじ３号」については十分成熟してから収穫し、一定の貯蔵期間後出
荷するのがよいとしている。

１）Lanzotti V. (2006) The analysis of onion and garlic. J. Chromatogr. A, 1112, 3-22.
２） Wall M.M. and Corgan N. (1992) Relationship between pyruvate analysis and 
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fl avor perception for onion pungency determination. HortScience, 27, 1029-1030.
３） Abayomi L. A. and Terry L. A. (2009) Implication of spatial and temporal 
changes in concentration of pyruvate and glucose in onion (Allium cepa L.) 
bulbs during controlled atmosphere storage. J. Sci. Food Agric., 89, 683-687.

４） 今井真介、柘植信昭 (2005) 涙の出ないタマネギを作出する鍵となる酵素の発見．
バイオサイエンスとバイオインダストリー，63, 101-102.

５） 鴨井亨宏 (2009) RNAiによる「涙の出ないタマネギ」の作出、催涙性を抑えつつ
香味、健康機能性に寄与する成分を増幅．化学と生物，47, 226-228.

６） Ueda Y., Tsubuku T. and Miyajima R. (1994) Composition of sulfur-containing 
compounds and their fl avor characters. Biosci. Biotech. Biochem., 58, 108-110. 

７） 時友裕紀子、山西貞 (1993) 加熱タマネギの甘いフレーバーについて．日本家政
学会誌，44, 347-353.

８） 玉木雅子、鵜飼光子 (2003) 長時間炒めたタマネギの味、香り、遊離糖、色の変化．
日本家政学会誌，544, 60-76.

９）時友裕紀子 (2003) タマネギのにおいと調理．日本調理科学会誌，36, 321-328.
10） 柴田圭子、渡邊容子、三好恵子、大貫勇、眞田英輔、宇田川政喜、安原安代 
(2004) 日本家政学会誌，55, 389-398.

11） 玉木雅子、鵜飼光子、村田容常、本間清一 (2002) 北海道産タマネギの品質と調
理加工特性．日本食品保蔵科会誌，28, 291-296.

12） 玉木雅子、鵜飼光子、村田容常、本間清一 (2002) 北海道産タマネギの長期貯蔵
中の品質変化．日本食品科学工学会誌，49, 670-678.

13） 目黒孝司、土肥紘、志賀義彦 (1997) タマネギ鱗葉の硬さ測定法と貯蔵性の関係．
北海道立農試集報，73, 41-44.

14） 永井耕介、澤正樹、吉川年彦、根本基男、山田雅敏、中川裕八郎、伊佐定夫 
(1992) タマネギの貯蔵中の品質変化と炒めタマネギとしての適性．日本食品低温
保蔵学会誌，18, 141-147.

15） 小河拓也(2009)タマネギの食味に及ぼす各種要因．農耕と園芸，10月号，131-
134．

２　文献追録
　これまで野菜のおいしさに関連する文献については平成18年度にキュウリ、ニンジ
ン、ホウレンソウ、19年度にレタス、ダイコン、20年度にナス、ピーマンについてま
とめた。最近公表された文献について追記する。

⑴　キュウリ
　キュウリにおいては食感が重要である。Yoshiokaら１）はパリパリした食感を機器
評価する指標を提案し、パリパリ感には品種の影響が大きいことを示している。接ぎ
木によってキュウリの品質は低下するともいわれる。Sakataら２）は、接ぎ木した果
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実と、自根の果実について、果実の物性を比較し、差がないことを示した。さらに、
接ぎ木、自根に関わらず果実を貯蔵することにより、硬さが増すことを明らかにした。
　味については、キュウリの切断面ににじむ液は渋く、それはギ酸によると堀江ら３）

は示した。またギ酸を含む維管束の液は、ヘタと実をこすりあわせると減るので、こ
の調理法は渋味低下に有効と解釈している。さらに、収穫前の天候により味が変動す
る可能性、モニタリングに血糖センサーが利用できることを堀江ら４）は示している。
　キュウリの塩揉みについて、香気の面からの解析がなされた５）。塩揉みの条件によ
り、（E）-2, （Z）-6-ノナジエナールの含有比に差が認められた。　　　

１） Yoshioka, Y., Horie, H., Sugiyama M., and Sakata, Y. (2009) Quantifying 
cucumber fruit crispness by mechanical measurement. Breed. Sci., 59, 139-147.

２） Sakata, Y., Horie, H. Ohara, T. Kawasaki, Y. and Sugiyama, M. (2008) Infl uences 
of rootstock cultivar and storage on texture of cucumber fruit. J. Japan Soc. 
Hort. Sci., 77, 47-53.

３） 堀江秀樹、玉木有子（2008）キュウリの渋味要因と調理操作による低減. 日本調
理科学会誌, 41, 378-382.

４） 堀江秀樹、大澤敬之（2009）キュウリのおいしさ評価法の開発 ５. 収穫前の天候
が味に及ぼす影響. 園芸学研究, ８別２, 593.

５） 川上美智子、小西優子、日水教子（2009）キュウリとニガウリの調理塩揉み工程
における香気の変化. 日本家政学会誌, 60, 877-885.

⑵　ニンジン
　ニンジンが蒸し加熱すると甘味が強くなる。この要因は糖含量の増加ではなく、軟
化によりジューシーになり、甘味成分が口腔内に広がりやすいためとされる１）。

１） 堀江秀樹、平本理恵（2009）ニンジンの蒸し加熱による甘味強化．日本調理科学
会誌, 42, 194-197.

⑶　ホウレンソウ
　ホウレンソウの葉の表面に白色の球状顆粒が付着する。これは無機塩の結晶ではな
く、シュウ酸などを含む水溶液が脂質膜に包まれたものである１）。
　村山らは有機栽培と慣行栽培の間で、品質比較を行っている２）。調査は有機栽培と
それに隣接した農家地域で同一作型のホウレンソウを対象に、ペアで成分比較した結
果、β-カロテンは慣行栽培区で多く、グルタミン、プロリン等遊離アミノ酸は、有機
栽培区で多かった。英国のFood Standard Agencyでは、文献をレビューした結果有
機農産物が慣行栽培農産物よりも栄養成分や健康効果に優れるとはいえないと報告３）

しており、有機栽培と慣行栽培の品質差を考察するうえで興味深い。
　寒締栽培は東北地方の厳冬期に行われる栽培法であり、ハウスの裾を上げて外気を
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とりいれる方法である。寒締ホウレンソウのショ糖含量は、収穫前日の平均地温と負
の相関を示し、硝酸含量は平均地温と正の相関を示した。すなわち寒締めにより、硝
酸含量が増加することはなく、食味のよいホウレンソウが出荷できる４）。

１）堀江秀樹（2008）ホウレンソウの葉表面に付着する白色顆粒. 園学研. 7, 135-138.
２） 村山徹、宮沢佳恵、長谷川浩（2008）秋冬作ホウレンソウの品質に対する有機栽
培と慣行栽培の差異．食科工, 55, 494-501.

３）http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/jul/organic　
４） 青木和彦（2007）寒締めの低温におけるホウレンソウの硝酸含量低減．農及園, 
82, 993-997.

⑷　レタス
　レタスは苦味が強すぎると嫌われる傾向にある。苦味成分として、あるいは機能性
成分としてセスキテルペン類の分析が進んでいる１－３）。レタスの栽培種では、野生
種よりセスキテルペン類が少なく、苦味も弱いと推定される。韓国においても、苦味
との関連でリーフレタスの分析が行われている４）。

１） 荒川浩二郎、田中雅透、中村浩蔵、南峰夫、松島憲一、根本和洋、石田了、六角
啓一（2007）レタスにおける sesquiterpene lactons分析用試料の調製方法．北陸
作物学会報, 42, 120-124.

２） 荒川浩二郎、南峰夫、松島憲一、根本和洋、中村浩蔵（2008）Lactuca属と
Cichorium属におけるセスキテルペン含量の変異. 園学研, ７, 499-504.

３） 荒川浩二郎、南峰夫、松島憲一、根本和洋、中村浩蔵（2009）レタスの部位と生
育ステージによるセスキテルペンラクトン含量の差異. 園学研, ８, 13-17. 

４） Seo, M. W., Yang, D. S., Park, K. W., Kays, S. J. and Lee, G. P. (2009) 
Sesquiterpene lactones and bitterness in Korean leaf lettuce cultivar. 
HortScience, 44, 246-249.

⑸　ダイコン
　生および浅漬けダイコンのテクスチャー評価法として、直径10mm、厚さ５mmの
ディスク試料を直径25mmの円筒型プローブで圧縮する方法が提案された１）。

１） 小宮山誠一、加藤淳、目黒考司、山口敦子、山本愛子（2009）ダイコンのテクス
チャー評価法と浅漬け加工に伴うテクスチャー変化. 園学研, ８, 101-107 (2009).

⑹　ナス
　ナスの新品種「サラダ紫」の物理・化学特性、及び、味覚センサー用いて他品種と
比較がなされた。その結果、渋味が少なく口に入れた時の旨味や甘さが引き立ち、後
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味はすっきりして生食サラダ用に適すると判定された１）。

１） 曽我綾香、吉田誠、小清水正美、北浦健生、北宣裕 （2009） ナスの新品種 ‘サラ
ダ紫’ の果実品質特性．神奈川県農業技術センター研究報告, 151, ９-14. 
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