
共振振動を用いた青果物の非破壊熟度半」定技術

と装置の開発

広島大学大学院生物圏科学り|夕:科 教授 櫻 井  直 樹

未熟な果実は硬 く、過熟な果実は軟 らかい。適熟すなわち食べ頃の果実には適度な硬さがある。

硬 さは熟度を表すことが音から知 られていた。そこで、果肉に棒 を差 し込む破壊法が現場で利用さ

れているが、測定 した値はそのグループの熟度の目安を与えるだけで実際に売られる果実の熟度を

示すことができない。そこで

'F破

壊で果実の硬度すなわち熟度を知る技術 と装置を開発 した。果実

に微弱な振動を低周波から高周波まで短時間で与え、果実が共振する周波数を決定 した。この共振

周波数から、非破壊で果実の硬度を正確に測定する技術が開発できた。また、小型で携帯できる共

振測定装置をFTR発 し、メロン、キウイ、スイカ、ブ ドウ などを測定 した。これにより、追熟が必要

なメロンやキウイでは、未熟な果実の共振周波数から食べ頃の期日を予測できることが分かった。

また共振法を用いるとスイカの肉質の評価や病原菌によるナシの内部障害も判別できることが分

かった。

■  は じめ に

青果物の摂取はビタミンなどの栄養上の問題だけで

なく、近頃は青呆物に含まれる食物繊維が免疫強化作

用を持ち、 また12内 環境 を整えるといわれてお り、

我々の健康に大きく影響する。 しかし、一方で青果物

の品質の安定性は工業製品 (Iキll質 保証率9999%)に

比べると著 しく劣る。つ まり当た りはずれが多い。

1990年代からその問題を解決するために、光センサー

による糖度の非破壊洪1定が広まった。光による選別は

短時間で済むため、例えば 1秒間に 5～ 61Aの リンゴ

を選別できる。しかし、光センサーは光を透過する果

実を対象にして行なわれるので、光を通しにくいメロ

ン、スイカ、アボカ ドなどの果実には使えない。 ま

た、その選別原理はあらかじめ作成した検量線による

ので、検量線を毎年取る必要があった。なぜなら、年

による気候条件などの微妙な生育条件の違いが果実に

蓄IF‐ され、前年度の検量線がそのまま今年度に適応で

きないからである。また、酸度は熟度が進むにつれて

減少し、余 りにも酸が抜けてしまうと糖度が高 くても

美味しく感 じない。そこで、酸度も光で汲1定する試み

が多 くなされたがうまくいかなかった。

皮をむいて、果肉に棒を突き刺す力を読み取る

破壊法で測ると売れない、食べれない

|
1 全品検査できない

2原 始的・物理学にあっていない

図1 これまでの果物の硬さの計り方

(マ グネス テイラー型硬度計)

日 破壊による熟度の測定

精度は熟度のひとつの指標ではあるが、過熟となっ

ても糖度が急激に減少するわけではないので、過熟を

見抜けない短所がある。そこで、酸の抜けを同じ方法

で見られればそれを補完する事ができるので、〕1究が

進められたが精度の良い光による酸度の測定方法は開
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発されなかった。

一方、 トマ トのように熟度と米皮色が連動するもの

は、色セ ンサーを用いて熟度が判 」lで きる。色セン

サーも非常に高速F/_で選別できるので、光センサーと

同様に今 1早敵 査が口]能である.しかし、キウイフルー

ツ、ラ フランス、メロン、スイカのように・lt度が呆

皮色にまったく現れない米実も多数存在する。

昔から、米実の硬さは熟度を力|る よい指標であるこ

とが知 られていた.マ グネス テイラー llの fI度 計|

は、今日でも用いられてお り、なんと1925年 に発表さ

れている。図 1の ように、Лt皮 を11い で果肉をむき出

しにし、そこに林を手で突き刺し、そのときの差し込

む力をメモリから読み収るものである。この方法はllt

在でも現場で使われているが、体を突き刺すときのス

ピー ドが速いと高い値が出、ゆっくり突き刺すと低い

値が出る。すなわち個人たがある。つまり、検杢する

人によって辻いが生 じる。また、破壊法なので、抜 き

収 り検杏をすることはできるが、同 じ側体を時間を

追って‖1定 したり、全古1敵査をすることはできない。

日 非破壊 による熟 度の測定

llll「4壊で青果物のイI度 を泄1定する方法は、Abbott

ら (1968)に よって始めて報告された。彼女たちは、

リンゴを吊るして一方からスピーカーで振動を与え、

リンゴの振動を点対称の位置で検出した。低い振動数

から高い振動数まで徐々にスピーカーの振動数 (青の

高さ)を上げていくと、lll定 の振動数 (音 T■)で リン

ゴが激しく振動する.こ れを共振 (あ るいは共鳴)と

いう。この共振する周波数を ll定すると、柔らかいリ

ンゴは共振周波数が低 く、llい リンゴは共振ll波数が

高かった。リンゴはF:る されているので、自由に振動

するが、彼女たちのよ1定方法はスピーカーの振動をリ

ンゴに与えながら、対称点にレコー ドのビックアップ

カー トリッジを1,り 付けて振I」 を測るというllKめ て制

御lが困ガ[な 実験系であった。これを選呆現場などで応

用することはできない。また、振動を与えていると共

振はいろいろな11波数で次々と起こるので、どの振動

数を使度泄1定の計算に用いるかが確定できなかった。

後に、lltい 周波数から2番 目の共振周波数を用いるの

が正確な硬度を与えることが分かった (Terasakiら

1995)。

口 打撃 による測 定法

リンゴをいちいち吊るして計っていては現場では使

えないので、 トレーに人れたリンゴを小さなハンマー

で軽 く叩いて、その振動から共振 l・l波数を計算で出

し、選別する方法がSchmtievichら (1996)に よって

報告された。 しかしハンマーによる打撃によって振動

が持続するのはわずか数「 ミリ秒で、この‖Jに 1分な

データを得ることができず、正確な共振・ 賊 数を決定

することができなかった。

また、ハンマーによる打撃法は、モモ等の軟 らかい

ツt実 の泄J定 にはむかない=そ こで、打撃 と似ているが

果物表■「に年気を吹き付けて、そのときにわずかにへ

こむ
『

|み をレーザー測rL計で測定する方法も開発され

た (IIungら 、1999)。 しかし、この方法でも結局空気

を吹きつけた局)'1的 場 ,ツ1の 回さしか llら れないので、

全体の米実のII度情報、すなわち米実の｀
「 均的な熟度

を に確に計‖1す ることができなかった。また、果実を

機械的に軽 くIT縮 してそのへ こむ程度を測定す る

H11｀ Counter(HITは Hardness(硬度)、 innnlatunty

(未 熟 )、 Texture(特 応 え)の 略 )も 開発 された

(Takao&Ohmoi 1994)、 しか し、へこませるTT度

を呆実の種ガ〔や妻、度に応 じてあらか じめ細か く設定し

なければならない煩雑さがあったため広 く,ヤ 及するに

は至らなかった。

口 非破壊ブF接触測定―レーザー ドップラー法

そこで、Muramatsuら (2001)は、果物 を振動台

の上に載せ、強制的に振動させ、その振動を呆実の ト

部にレーザーを当てて反射 して くるレーザー光との

ドップラー効果を利用 して測定する方法を開 ittし た

(図 2)。 この測定方法はレーザー ドップラー法と呼ば

れる。レーザー ドップラー装置は工場などで振動を測

定する装‐Hと して活用されている。加振器とは入力信

号に応じて振動する台を備えたものである。原理はス

ピーカーと同じである。加振器の合の Lに対象とする

,t実 を載せ、いろいろなllk動 数で振動させ、その果実

の
「 部の振動をレーザー光でlll定 する。感度は5nm

で、小
`:め

て高い。リンゴの上部の振動と加振台の振動

の差がリンゴそのものの振動となる。共振ピークは高

速 フ ー リ エ 解 析 (FFT Fast Fouier Transftlr

maion)を 用いて検出した。
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レーザードップラー法 (長所 正確、 短所 大型 高価 遅い)

図2 レーザー ドップラー測定装置の概要図

Ⅸ12に 示 した方法のす ぐれている点は、

(1)非接触で lll・ 動が測定できる、

(2)振動台 (加振器)の振動を同時にモニターして

いるので、正確な対象物の振動解析ができる、

という点である。 (1)に 関しては、世1定する物体に

触れることがないので、自由に物体が振動している状

態で正確に‖1定ができるというメリットがある。 (2)

の点も重要であった。つまり、制御装置から振動させ

るための信 号を加振器に与えても、本当に加振器がそ

の指令どお りの振動をしているかどうかをモニターす

る (調べる)と いう点である。これまでの方法では、

振動させている加振装置を疑わなかったが、この方法

はそれを疑ったわけである。実際にスピーカーでも小

さなスピーカーは低い音の信号を入れてもその辿 りに

は震えない。逆に大きな直径のスピーカーでは、高 rl

信号にはその通 りに反応 しない。

口 果実硬度 の非破壊振動解析

加振器の信 号を同Hキ にモニターするこの方法では、

リンゴの共振 ピークが理論 どお りの順番で得 られる

(図 3)こ とが分かった (Terasakiら 、2001)。 この図

では、 リンゴ (フ ジ)の 共振 ピークを示 している。

100Hz以 下のところに 1次 ピークが明瞭に出ている

が、これは、果実の底部の局所的な情報 しか反映して

いない こ とがの ちに分かったので (Blahovccら 、

2007)、 通常は米実 /T・ 体の孤度の計算には使わない。

主にこれまでltわ れてきた共振 ピークは 2次 ピーク

で、以 ドの式か ら果実の硬度が計算で きる (COoke

1972)。

0        1000       2000       3000

周波数 (Hz、 1秒間に振える回数 )

図3 リンゴ 〔フジ〕の振動スペクトル

EI(弾性指標)=m 23 *ρ .13)*f22

ここで、mは果実の重量、 ρは密度、 f2は 第 2共

振 ピークの周 7rx数でぁる。第 2共振周波数で震えてい

る米実は、大げさに言えば、ラグビーボールを縦にし

た り横 に した りした状態で震 えることが確認 され

(Terasakiら 2001)、 その振動理論によって上の式が導

入された。

米実が柔 らか くなると、共振 ピークはノli側 すなわち

低周波狽」に移 rlJし てぃ く。っまり f2は 減少 していく。

成熟中にはmは ほとんど変化せず (実際は水分の蒸発

により少 しずつ減少する)、 また密度も1か らほとん

ど変化しないので、大きさがほぼ同じ呆実ならば、第

2共振 ピークの周波数 (第 2共振周波数 f2)だけで

呆実の硬度変化が比較できる。また、同じ果実を何度

でも測れるので、 1個の呆実の軟化状態を長時間にわ

たり迫跡することができる。

例えば、メロンを収穫後に共振ピークを用いた非破

壊振動法で硬度を測定すると、図 4の ようになる。図

4で は、 2つの品種のメロンのデータを載せている。

縦軸は非破壊振動法で測った呆実の硬度で横軸は収穫

後の日数である。メロンはほぼ直線的に使度が減少し

ていく。そのスピー ドは、 しかしながら、両ボi種で差

がある。 ベネチア
.で

は硬度が10か ら6く らいにな

るのに 3日 くらいかかるが、 雅本秋'で は 7日 ほど

かかる。つまり、 `雅春秋 のほうがゆっくり軟化 し

ていく。メロンの硬度を毅1定 し、抜 き取 り検査をしな

がら実際に食べてみてその評価 と硬度の関係を見たの
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品種 ベネチア

型
頷
ｅ
●
四

0  2  4  6  8  10 12 14 16   0   1   2   3   4   5   6

収穫 後の 日数            収穫後 の 曰数

収狂直後の硬さには岩子のパラツキがあるが 品種ごとこ同じ速度で軟化している

図 4 1又穫後のメロンの硬 さの変化

型
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第一軟化

4     5

未熟適熟   未熟  過熟   適熟

図5 メロンの硬さと熟度および糖度 との関係

が図 5である。

口 果実硬度か ら食べ頃を予測 する

図 5の左の図は横軸に食味試験による迪熟半J定の数

値をとり、lL軸 には食べたときのメロンの孤度をとっ

てある。これか ら分かることは、破いメロンは未熟

で、柔らかすぎるメロンは過妻ヽで、適熟のメロンが示

す硬度が存在するということである。つまり、硬度を

調べれば熟度が分かる。この場合、 5～ 8の使度のメ

ロンは切らなくとも迪熟であることが予想できる。さ

らに、図 4で示したようにメロンの軟化は収穫後は直

線的に nt少するので、未熟なメロンの硬度を測れば、

いつ食ベリ!を lllえ るかも簡単に予測できる。

図 5の右図は食べたメロンの糖度を縦lllに とり、食

味との関係を見たものである。糖度が高 くとも低 くと

も食べたときの熟度とは無関係であることが示されて

いる。しかし、注意すべ きは収穫されたメロンの精度

はいずれも145「/_以上で十分糖度の高いメロンが収穫

されていることである。収穫後はメロンのll■ 度はほと

んど Lが らないので、このようなデータになる。 しか

し、 1li自 いことに、糖度が高 くとも未熟なメロンは未

熟と判 lFrさ れている。これは、1文穫後のメロンの食べ

第二軟化

()    S     l    lS    20    25    ]()

室温においてからの日数

図7 キウイを一個ずつ測ると予想外のことが分かった

頃は、精度が決めているのではないことを示 している。

このようなメロンのIt度を証でも簡嗜1に 測定できる

卓上装置を試作 した (図 6)。 メロンを白い台に載せ、

下から加振 してメロンを振動させ、上に受振センサー

を載せて第 2共振ピークを自動的に検出し、II度 を自

動的に計算するものである。この硬度と収穫後の使度

の Fnt少 込r4か ら食べ頃に至る日数が計算できるので、

メロンの食べ頃を示す シールを貼ることも可能 とな

る。現場で使うためには、ノー トパソコンを繋がず一

体化 した装置にすることが望ましい。

口 非破壊測定 の利点

このように非破壊で、果実の軟化現象を‖1定 してい

ると、興味深い事実が判明した。図 7は キウイフルー

ツのII度変化をl「 体別に詳細に測定 したものである

(Terasakiら 、未発表 )。 キウイフルーッ (品 種ヘイ

ワー ド)を 1又穫直後に熟成を開始させるためにエチレ

ン処理 し、その II」 度変化を4週間にわた り追跡 した。

実際は100個 近 くを11定 に用いたが、代表的な 3個 だ

図6 「食べ五郎皿号Jメ ロンの熟度を非破壊ではかる装置
硬さで熟度が分かる 精度では熟度は分からない
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けをプロットしている。収穫直後から測 り始めたキウ

イフルーツは、すべてのキウイフルーツがほとんど同

様な軟化パターンを 1週間 Hま では示すが、そのあと

大きな違いが現れる。あるもの (A)は 、 1週 ‖経つ

と突然軟化スピー ドを速め、食べ頃破度 (青色の帯で

示 した)に 2～ 3日 で到辻する。 しか し、あるもの

(C)は、しばらく1吹化をせず、横ばいの状態が続き、

2週 間経ってか らゆっくりと軟化を始める。(B)は

その中間である。つまリキウイフルーツの軟化は2段

階になっていることが分かった。最初の第 1軟化では

すべてのキウイフルーッが同じように軟化するが、第

2軟化に人るタイミングはバラバラである。 ところ

が、収 Tl讚:後 のキウイフルーツを低温 (1度 C)で
lヶ りj問 保存 してから室湿に戻すと、この第 2軟化の

ばらつきが抑えられ、室‖たに戻してから皆同じ4日 ‖

で食べ頃に到達する。注意すべ きは、これまでのよう

な個体をつぶ し (l1/4壊 し)ながら硬度を測定する実験

が入つたスイカ

では、このような事実が半」明しなかったことである。

口 共振法による内部品質の検定

さらに非破卿 1定法は、米実内部の肉質の劣化をと

らえることができる可能性がでてきた。図 8は、 2個

のスイカの共振ピークを比較 している。左は、内質の

良いスイカで、第 2共振ピークから始まり高い周波数

(第 8共振 ピーク)ま で多 くのピークが判別できる.

ところが、ほ (ス )が入り砂っぼくなった果肉のスイ

カでは、第 2ピ ークはかろうじて見えるが、それ以 L

のピークがほとんど見えない。 したがって、第 2共 IFk

ピークの周波数だけでなく、それ以外の共振ピークに

も果実の内i5情報が含まれていることが分かる。

現在は栽培現場でも使えるような簡単で小型の振動

測定装置を試作 している (図 9)。 受振 irと 加振器は

小さくなってお り、両 手で対象果実を挟むあるいは、

下に加1辰器を置き、果実をそのJlに乗せ、測定できる

(ウメ、ブドウ ナシからメロン スイカまで)

200  300  400  500  600  700  800

第2共振周波数 [Hz〕

,1■ 枚II′ 1'同に振える|1牧 , IJル ″(1′  :炒 11に れ:え る,1々 |

図8 良いスイカと があるスイカの違い
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高次ピークが無くなるするどいビークがたくさん見える

iiliR78

(芯 腐れ症は果実の尻から病原菌が入るので 表面から見ても分からない)

図10 幸水ナシの芯腐れ症の判別
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図11 芯腐れの程度 (体積%)と 第2共振周波数の関係
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ようになっている。この装置でナシを計 り、新 しいこ

とが分かった。

ナシ (千 水)は 、 l・ lLで生育中に病原菌が入 り込

み、果実を Ll」 ったときに′bが腐っているり
「

状が現れる

ことがある。これを、,よ 腐れ症と呼ぶ (図 10)。 IFt子

の部分で腐れが収まっていれば、食べるときに種子の

部分をLIJり 1文 るので間旭ないが、この症状が米肉に拡

がると出l題 となる。芯から腐 りll辺部に拡大 していく

ので切 らないとわか らないことが大 きな問題であっ

た。幸水ナシに病原送iを 接種 して人ん的に芯腐れ症を
/tt生 させ、共振法でその共振周波数を測定し、世1定 後

にナシを半分に割って写真を撮 り、芯腐れのiド分の体

Ff率 を
「 1算 して プ ロ ッ トしたのが、 図11で あ る

(Kadowakiら 、印刷 li).第 2共振周波数が500Hz以

卜のナシには芯腐れは体lll率 で 5%以下とほとんどな

く、500Hz以 ドのナシには大きな芯腐れが発見された。

周波数500Hzを 用いた場 イ)の 芯腐 れ lTの IU別 率 は

969%であった.芯腐れ症が共振法で分かるJl由 は、

′さが腐るとそこが軟らか くなり、第 2共振 |‖波数が低

ドするためと考えられる。つまり、共振法で非破壊で

ナシの芯腐れが|」 別できるので、50011z以上のナシは

安心 して出llで きることになる。

国 最後 に

このように、振動共振法は米実の熟度や内部の内質

の静F価 をり賊 壊で判定できるので、判定したものを流

通させることができる。将来この方法をさまざまな呆

実に適用し、青果物の食べ頃を消費者に]:確に力らせ

れば、当たり外れのない青果物を流通させることがで

き消費者の満足度、購買意欲を高めることができる.

また、青果物のハ「1質 が安定することにより小売店での

廃棄率が低 ドし、売 リトげ 利益率の1曽加などが丼」待

できると考えられる。
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