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青果用サツマイモの品質特性と貯蔵性に関する研究

緒

アメリカ大陸の中部赤道地帯を原産とするサツマ

イモ (Ipomoeαbαtαtαs(L.) Lam.）が日本に渡

来したのは17世紀初頭であり，関東地方への伝播は

約一世紀後の18世紀前半のこととされている（小林，

1984）。サツマイモが日本に導入されて以来，その栽

培が急速に広がった理由として，比較的幅広い土壊

適応性や高い生産性があげられる。わが国でも 1950

年代まで，サツマイモは救荒作物やデンプン生産の

主要作物として栽培されてきた。

現在，日本におけるサツマイモ（塊根）の生産量

は140万トンであり，そのうち青果用は約 4割を占め

るにいたっている（農水省畑作振興課， 1991）。青果

用サツマイモの主要な生産県は，千葉県と茨城県お

よび早堀りを主体とする西南暖地の各県である。千

葉県では，サツマイモは北総地域を中心とした黒ボ

ク土壌畑作地帯での栽培が盛んであり，全野菜・畑

作物中第1位（栽培面積7500ha，生産量17万トン，

粗生産額240億円）の基幹作物となっている。また，

栽培面積の 9割以上が青果用であり， 9月から翌年

5月までの東京市場における千葉県産サツマイモの

シェアーは第1位である。

青果用の品種としては，全国的には． ‘高系14号’

およびその芽条変異である‘紅高系’などの栽培が

多いが，千葉県においては， ‘ベニアズマ’と‘紅

赤’が主要品種であり， ‘ベニコマチ・と‘紅高系’

はそれぞれl割程度の作付にとどまっている。 ‘ベ

ニアズマ’は1984年に発表された最も新しい品種で

あるが，皮色と食味の良さで急速に栽培が拡大し，

現在では東京市場の中心的な品種となってきている。

また， ‘紅赤’は金時と通称されるサツマイモの代

表的な品種であり， 1898年に埼玉県で‘八房’の芽

条変異として発見されて以来，それまでの品種にな

い高品質さのために栽培が広まった。しかし， ‘紅

赤’は晩生型であることや耐肥性が劣るために篤農

的な技術が必要とされたことから，現在では千葉県

などで特産的に栽培されている。

青果用サツマイモの品質要素は，形，大きさ，外

観（皮色），食味である。これらはそれぞれ，長紡錘

形で200～400gの大きさ，障害がなく濃い鮮紅色の

外観，そして加熱によって甘く粉質の食味となるこ

とが最も好ましいとされている。近年，国内外の情

E司

勢変化により，デンプン原料用サツマイモの産地に

おいても青果用品種への切り替えが多くなっている。

このため産地問競争が激化し，品質はますます重要

視されるようになってきている。

わが国では，サツマイモが青果用の園芸作物とし

て研究され始めた歴史は比較的新しく， 1950年代後

半の植田らの報告 (1959）が早い。アメリカでもサ

ツマイモは閤芸作物として位置づけられているが．

調理素材として利用されることが多いため，皮色な

どに対する関心はそれほど高くない。このため，皮

色に注目した研究などは少ない。

本研究は，青果用サツマイモ塊根品質中の皮色と

食味要因および生育条件や収穫時の塊根特性が貯蔵

中における塊根の品質保持に及ぼす影響を解明し，

品質と貯蔵性に優れたサツマイモ塊根の生産および

流通の発展に資することを目的として行われた。

塊根の皮色は商品性を高める大きな要因となって

おり，品種選抜においても皮色の濃さが優先的な選

抜要因となっている。しかし，皮色を作り出してい

る塊根周皮に含まれる色素については，アントシア

ニンのー稜であるケラシアニンとする報告があるだ

けである（中林ら， 1967）。このように，皮色は大き

な品質要因であるにも係わらず，これを構成する色

素や皮色の変化などについては詳細な検討が行われ

ていなし、。そこで，本研究の第 l章では皮色を構成

する色素についての解析を行うとともに，生育中と

貯蔵中における皮色および、皮色構成色素の変化につ

いて干食言すした。

サツマイモの食味は，わが国のような蒸す，焼く，

あるいは揚げるといった，比較的簡単な調理加工に

おいては重要な品質要因である。サツマイモの食味

には二つの要素がある。一つは甘さが中心となる味

であり， f也の一つはテクスチャーである。テクスチャー

は含まれる繊維質の程度などとともに，粉質・粘質

の及ぼす影響が強い。甘さを左右する糖は収穫時に

はほぼ2%前後と一定しているが，貯蔵中や調理加

熱後に変化する（Sistrunkら， 1954；桐湖・久保田．

1976 ; Picha, 1987；馬場ら， 1987）。しかし，青果

用の主要品種である‘紅赤’と‘ベニアズマ’につ

いては，糖およびデンプンの貯蔵や加熱処理による

変化あるいは食味への寄与がいまだ明らかにされて
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いない。そこで，本研究では第 2章において，これ

らの品種の炭水化物を中心とした変化を明らかにし，

あわせて食味に及ぼす諸要因について検討を加えた。

サツマイモ塊根の多くは. 10月に収穫が一斉に行

われることや， 4月から 6月頃までの端境期に価格

が高騰することから，目的に応じて様々な方法で貯

蔵される。貯蔵中におけるサツマイモ塊根の品質低

下の主なものは，腐敗などの変質，野鼠の食害，重

量減少などである。このなかで，腐敗防止は貯蔵障

害対策の主要なものであるが，これに加えて皮色な

どの外観保持および塊根内部の変質防止なども重要

な課題である。

貯蔵条件は腐敗を防止する観点から，これまでに

温度や湿度，あるいは貯蔵前処理としてのキュアリ

ングの方法などが検討されてきた（Ryall・ Lipton, 

1979）。しかし，青果用のサツマイモについては．腐

敗の防止とともに皮色を保持する観点から新たな貯

蔵条件の確立が必要となった。そこで著者らは，難

貯蔵性とされる‘紅赤’と新品種の‘ベニアズマ’

について，湿度条件の改善を中心とした新しい貯蔵

条件を提案した（宮崎・新堀， 1991)。

‘紅赤’や‘ベニアズマ’で生じる腐敗のほとん

どは，塊根基部や末端部から数cm程度の範囲に発生

する軟腐様あるいは乾腐様の腐敗であり，サツマイ

モの病害として恐れられてきた黒斑病は今日ではほ

とんど認められなくなった。貯蔵中に生じる腐敗の

発生には様々な病原菌が関与しており（Taubenhaus,

1923），青果用のサツマイモについても品種別にそれ

らに対する抵抗性が報告されている（小川｜・渡辺，

1988）。しかし，腐敗の発生には病原菌の存在だけで

なく，塊根の生理的状態と密接に関係する塊根自身

の健全性が大きな要因として関与すると考えられ

る。

植物の地上部と地下部はそれぞれの状態の変化に

ともなって物質の移動などを行う（Nooden, 1988) 

ため，サツマイモにおいても塊根の生理的状態を理

解する上で，茎葉部の生育や塊根の収量・成分を把

握することが不可欠である。塊根の生理的状態は皮

色や成分にも反映されるが，成分と貯蔵性との関係

に言及した報告はほとんどない。

サツマイモの茎葉や塊根の生育状態あるいは塊根

の成分含量を知ることにより，サツマイモの貯蔵性

を収穫待に予想することが可能となるならば，サツ

マイモの貯蔵管理や出荷計画を合理的に行うことに

寄与できると考えられる。また，高品質で貯蔵性の

良い塊根を生産する技術の開発に資することともな

る。そこで，本研究では第3章において，茎葉を含

めたサツマイモ全体の生育や塊根の成分とりわけタ

ンパク質に着目し，品質ごとの特徴や貯蔵性との関

連を検討した。

サツマイモ塊根中のデンプンやタンパク質などの

成分を分析することは，品質や貯蔵性を評価する上

で欠かせない。しかし，化学分析には熟練と多くの

労力を必要とするため，多数のサンプルを短時間で

分析することは困難である。近赤外分光分析法はア

メリカ農務省のNorrisらによって，農産物の成分を

迅速かつ非破壊的に定住・定量する手法として発展

させられてきた。 (Williams・ Norris, 1990）。そ

こで，第4章では，サツマイモ塊線の成分含量を本

i.去で、測定することの可能性について検討した。

また総合考察では，第 l章から第 4章までの結果

に基づき，青果用サツマイモの品質特性や貯蔵性に

ついて総括的な論議を行った。

なお，本文中においてサツマイモ塊根は，青果物

としての側面が強調される場合には，単にサツマイ

モと表記した。

本論文をとりまとめるにあたり，東京大学農学部

教授崎山亮三博士には，終始懇篤なるご指導を賜り，

かつ，ご校聞の労をおとりいただいた。

本研究の遂行にあたり，千葉県農業試験場校監武

田英之氏，同流通利用研究室長新掘二千男氏には，

終始ご指導とご助言をいただいた。

本研究を実施するにあたり，農林水産省食品総合

研究所食品理化学部長鈴木建夫博士と同所都築和香

子博士には，実験に際してご協力と有益な論議をい

ただいた。

千葉県農業試験場畑作研究室研究員猪野誠氏，千

葉県農業試験場土壌肥料研究室主任技師古川雅文氏

には，実験と論議をともにしていただいた。

千葉県農業試験場流通利用研究室職員各位には，

本研究の遂行に終始ご援助とご協力をいただいた。

以上の各位に対し，深く感謝の意を表する。
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第1章サツマイモ塊根の皮色および、皮色構成色素と
その生育中および貯蔵中における変化

第 1節塊根に含まれるアントシアニン色素の組成と構造

サツマイモ塊根の皮色はその市場評価を高める上

での重要な品質要因となっており，皮の鮮やかな赤

色はアントシアニンによるものとされている。アン

トシアニンは近年，天然の着色料として食品への利

用が急速に増加しているだけでなく，抗酸化能など

を有する機能性物質としての検討も開始されている

（都築ら， 1991）。

Imbertら (1966）は，サツマイモの茎の赤色色素

について調査し，その主要成分をジカフェオイルー

シアニジン－ 3ージグルコシド 5 グルコシドお

よびジカフェオイル ベオニジン－ 3ージグルコシ

ド 5 グルコシドと報告している。一方，内部が

紫色のサツマイモ塊根については，津久井ら（1983)

によって， ‘Yen 217’の主要なアントシアニン

（カフェオイルーフェルロイルーシアニジン－ 3ース

クロシド 5 キシロシド）が同定されている。し

かし，塊根皮色のアントシアニンについての研究は

極めて少なく，その構造は明らかにされていない。

そこで，青果用サツマイモの主要品種である ι紅

赤’と‘ベニアズマ’を用い，塊根皮色を構成して

いるアントシアニン色素の種類と構造について検討

した。また， “紫サツマイモ”の代表的な品種であ

る‘山川紫’と‘種子島紫’の塊線内部のアントシ

アニンの分析を行い，これより得られた知見につい

ても考察した。

材料および方法

1. ｛：共試材料

供試材料としたサツマイモ塊根は，千葉県農業試

験場の闘場において慣行栽培された‘紅赤＼ ‘ベニ

アズマ’および‘山川紫’と鹿児島物産展から入手

した‘種子島紫’である。このうち，塊根内部の色

素分析は‘山川紫’と‘種子島紫’について行った。

一方，塊根皮部色素の同定には‘紅赤’と‘ベニア

ズマ’を用い， 1989年10月下旬に収穫した塊根約200

kgを剥皮し，得られた新鮮重500gの皮を試料とした。

2. 高速液体クロマトグラフィー（ HPLC）による

アン卜シアニンの分析

サツマイモ塊根の色素は 1% (v/v）塩酸ーメタ

ノールによって変化しないことが知られている（山

口， 1988）ので，色素の抽出は本溶媒を用いて行っ

た。抽出した色素溶液は， 0.45μmのフィルターで

ろ過後， HPLCで分析した。 HPLC(Waters製）は

3. 9 mm I. D.×150 mmのμBondasphere C" ( 5 μ m) 

カラム（カラム温度： 35℃）を装着し，移動相をメ

タノール（A）と 7%ギ酸（ B, pH 1. 56）の混合

液で構成した。流速は1.0me/minとし， 20分間でリ

ニアーグラジエン卜により 0%Aから50%Aまで変

化させ，その後5分間で50%Aから 0%Aに戻して

そのまま10分間保持した。ピークは525nmの波長に

おける吸光度で検出した。

既知のアントシアニンとして，シアニジン 3, 

5ージグルコシドおよびペオニジン 3, 5ージグ

ルコシド（ともにExtrasynthese製）を分取HPLC

で精製して用いた。

3.色素の抽出・精製

1）色素の抽出

試料（‘紅赤’と‘ベニアズマ’塊根の皮）は， 0.5

% (v/v）塩酸 メタノールで磨砕抽出した後セラ

イトを敷いたグラスフィルターでろ過した。ろ液は

40℃減圧下でほぼ乾閲するまで濃縮後，少長の0.5% 

塩酸ーメタノールを加えた。この濃厚な抽出液に 4

倍容のジエチルエーテルを加え，一晩 O℃に放置し

た。上澄をデカンテーションにより除去した後，沈

澱した粗色素を0.5%塩酸 メタノールで溶解し，以

下の精製を行った。

2）色素の精製

抽出した色素は，以下の順序に従って精製した。

(1) ぺーパークロマトグラフィー（ PC)

Toyo J¥o.526およびWhatman 3 ;vIMのろ紙（40

×40 cm）に試料を帯状に線着し，以下の溶媒によっ

て展開した。

3-

BAW lーフヲノール：酢酸．水＝ 4 : 1 : 5 

（一晩放置した上屑）
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iBA¥V イソブタノール：酢酸：水＝ 8:2目 3

BuHCl 1ーブタノール・ 2N塩酸＝ 1 : 1 

（一晩放置した上層）

1%塩酸 i段塩酸水＝ 3 : 97 

15%酢酸酢酸：水＝15 : 85 

PCによる精製は， BAV•i iBA 'vV Bu日Cl 1 % 

塩酸ー15%酢酸のJill¥に行った。展開を終了したろ紙

は，風乾後に各ノ可ンドを切り取り，メタノール．酢

酸：水＝70:5 : 25で色素を溶出した。 i容出i夜は減

圧乾間後0.5%塩酸ーメタノール波で溶解し， 7.Jljの溶

媒によるPCの試料とした。展開は25℃の室内におい

て下降i去によって行った。

(2）分取高速液体ク口マトグラフィー（PHPLC) 

分取用に配管した600E型HPLC(Waters製）に19

mm I. D.×150 mmのμBondasphere C" ( 5 μ m ) 

カラムを取り付lt,525 nmでモニターしながら各函

分をフラクションコレクターで分取した。 PHPLCは，

流速を12mf/minとした。移動相の構成は前述のHP

LCと同様で3あるが， 35分間で0%Aから50%Aまで

のリニアーグラシエントを行い， 1サンプルの分取

を15分で終了した。サンプルの注入足φは70～120.u£ 

であり，カラム温度は室i昆（20～25℃）とした。

(3）薄麿クロマトグラフィー（TしC)

PHPLCで分取した色素画分を，それぞれ厚さ0.5 

mmのセルロース薄屑板（20×20cm, :vlerck製）に試

料を線着し， BAWおよび一部の画分はさらに15%酢

阪で展開した。展開終了後風乾した薄層板から色素

のバンドをかき取って集め，これをメタノール．酢

酸・水＝70 5 : 25で抽出した。

(4) カラムクロマトグラフィー

メタノールで膨潤させたLH-20 (Pharmacia製）

を， i*J径 1叩1長さ 30cmのガラスカラム内に高さ

25 cmに充填し，色素液を添加した後0.1%塩酸 メタ

ノール Cite迷0.3 me/min）で展開して色素の画分を

分取しアニC

4.色素構造の解析

カラムクロマトグラフィーまでのキ育製を1Tった色

素について，以下の方法によりその構造を解析し

た。

1) p CによるRf値の測定

Whatr立anl'io. l (40×40叩 i)ろ幸氏に色E干ミil主を

し’下降j去により 4検類の浴媒 (BAW, BuHCl, 

1%塩酸， 15%酢酸）で展開してRf値を測定した。

また，各色素のアグリコンのRf値はtjj；駿・塩酸水ニ

30 : 3 : 10 （入HW 1）と酢酸：塩酸：水＝ 5:1目

5 (AH¥V 2）の溶媒を用いて測定した。

2）吸収スペクトルの測定

色素液を減圧乾国後， 0.01 %塩酸ーメタノールに

溶解して吸収スペクトルを測定した。また，無水塩

化アルミニウムの 5%メタノール溶液をスベクトル

測定後のセル内に 6滴加えて振り混ぜ＼そのスペク

トル変化を測定した。

3）アルカリ加水分解による分析

武田－林のJ引去（1980）に準拠し， 10%1¥aOHに

よる色素の加水分解を行った。分解によって生じた

有機酸は以下の方法で同定した。 HPLCは， SCRlOl

Hカラム（島津製作所製， 7.9mmI. D.×300mm）を

60℃に保持し，流速2.0m€/minでpH2. 20の酸性水

(0.0.5%リン酸）を流した。ピークの検出は254nmお

よび325nmで行った。 PCは， WhatmanNo. lろ紙

を用い，上．昇法で行った。展開溶媒は 1%塩酸およ

びベンゼン 酢置を．水＝125・72: 3を用いた。また，

脱アシル化アントシアニンは， HPLCや酸加水分解

などによる分析を行って同定した。

4）過酸化水素分解および酸加水分解による分析

過酸化水素水による分解はChandlerらの方法

0961），また18%塩酸による分解は武田・林の方法

(1980）に準拠して行い，分解によって遊離した糖な

どを以下のような方法で同定した。 HPLCは，バイ

オシルアミノ 5sカラム（Bio-Rad製， 4 mm I. D. 

X250mm）を40℃に保持し，これにアセトニトリル：

水＝70・30の移動相を流速1.0me/minで、流し， ピー

クを示差屈折計で検出した， PCは， WhatmanNo. 1 

ろ紙を用い，上昇法で行った。展開溶媒として， lー

ブタノール．酢酸水＝ 4 1 ・2を用い，アニリ

ンハイドロゲンフタレート液で発色させた。

5) FAB-MSによる分析

JMS-0 1 SG 2型ff:fil：分析装置（日本電子製）を

mい，グリセロール：チオグリコール＝ 1・1をマ

トリァクスとして色素の分子量を測定した。

日） NM Rによる分析

270:vmzのGSX-270型核磁気共鳴装置（日本電子

製）を用い，テトラメチルシラン（TMS）を内部標

準として，重水中で、色素分子プロトンの核磁気共l!q

を測定した。

結果および考察
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素と保持時聞が一致した。

‘山Jll紫’と‘種子島紫’は塊根内部にアントシ

アニンを含有する“紫サツマイモ”のー穫である。

それらの塊根の皮および内部の色素抽出液のクロマ

トグラムを第 1-2図に示した。両品種とも，皮に

は‘紅赤’と同様なピークを 5～8種類含んでいた

が，塊根内部には皮に含まれる p- 1～ P 6まで

のピークがほとんど認められなかった。また，塊根

内部における主要なピーク i±, ‘山Jll紫’では P-

10とP 12, ‘種子島紫’ではP 8であった。

1. HPLCによるアントシアニンの分離

サツマイモ涜根皮抽出液の代表的なHPLCクロマ

トグラムを第 1-1図に示した。 ‘紅赤’では13種

類， ‘ベニアズマ’では10種類のピークを分離する

ことができたが，量的にはクロマトグラム上のピー

ク番号3（以下P-3と略記し，他のピークも同様

の表記とする）， P-6, P-8, P 10およびP-

11などが主要な成分であった。なお， P-2および

P-5は，それぞれシアニジン－ 3' 5ージグルコ

シドとペオニジン－ 3' 5 ジグルコシドの既知色

3 

‘Beniazuma’ 

25 30 15 20 
Retention time (min) 

1 -1 . HPLC chromatograms of anthocyanins extracted from root skin of‘B巴niaka’and

'Beniazuma’swe巴tpot且toes.P巴akswere labeled 1 -13. HPLC run on Waters 600E 

system with 3.9 mm I.D.×150 mm stainlessst巴elcolumn packed with .u Bondasphere C1s ( 5 
pm). The mobile phase compris巴dof methanol (A) and 7 % (v/v) formic acid water 

(B, pHl.56), with a lin巴argradient of 0 %A to 50%A in 20 min. Flow rate was 1.0 me 
/min, and the detector wavelength was set at 525 nm. the column was maintained at 

35℃． 
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2. クロマトグラム特性

4種類の溶媒によって展開した各色素成分のRf{I直

を第 1-1表に示した。 Pー 1, P-2, P 3お

よびP-5は， BuHClて、のRf{D在が低かったことから，

3位と 5位に糖を結合する非アシル化色素であるこ

とが推察された。また， P 2とP 5のRf値はそ

れぞれシアニジンー 3. 5 ジグルコシドとベオニ

ジンー 3, 5ージグルコシドのRf｛直と一致した。

各色素成分の加水分解によって生じたアグリコン

のRf値を調査したところ， P 1, P 2, P-4, 

p 8およびP 9のアグリコンはシアニジンのRf

f直（AHW 1 : 0.45, AHW 2 : 0.33）と， また

他の成分のアグリコンはペオニジンのRf値（AHW-

1 : 0.62, AH¥¥'-2 : 0.45）とそれぞれ一致した。

Table 1-1. Rf values of anthocyanins isolated 

from skin of sweet potato roots. 

!¥nthocyanin Rf value' ( X 100) in solvents' 
(Peak no.)• Bi¥¥'! BuHCl l %HC1 15%i¥cOH 
p 1 6 2 50 84 
P-2 13 3 23 68 
p 3 10 3 53 86 
P-4 14 10 45 79 
p 5 21 5 26 73 
p 6 22 14 50 86 
P-7 21 8 44 82 
p 8 20 18 36 75 
p 9 14 12 41 78 
P-10 27 21 37 75 
p 11 20 9 43 78 
p 12 23 14 32 68 
p -13 29 11 17 65 

' Peak numbers are th巴 sameas those in Fig. 1 1 . 
'De1・巴lopedby dcscendiムngmethod at 25℃。

B:¥ ＼＼人 1-butanol: acetic acid . water= 4 l 5 
(upper phase）、 BuHCl.1-bul乱nol 2 :¥HCl= l. 1 
(upper phase): 1%HCL HCl water=3. 97, 15% 
,¥cOH, acetic acid water= 15 ・ 85 

3. スペクトル特性

各色素成分の吸収スベクトルの測定結果を第 1-

2去に示した 3 全ての成分のスベクトルが522～530

nmに吸収極大を有し， 440nm近傍に吸収を持たな

かった。各色素成分の吸収スペクトルを既知のスペ

クトル（Harborne, 1967）と比較すると，それらは

3ーモノグルコシドおよび3' 7ージグルコシドと

は明らかな差異があり， 3' 5ージグルコシドのス

ペクトルに近似していた。

P-1, P 2, P-4, P-8およびP 9の

色素溶液は，塩化アルミニウム溶液を添加すると吸

6 

Table 1 2. Spectral characteristics of antho-

cvanins isolated from skin of sweet 

potato roots. 

Anthocvanin "-max.' Al Cl, E,,o/EvlS.o以

(Peak no.)' (nm) shift （×100) 
p 1 526 ＋ 
p 2 526 ＋ 

P-3 522 
p 4 526 ＋ 
p 5 525 
P-6 524 
p 7 524 48 
P-8 529 ＋ 49 
P-9 529 ＋ 49 
p 10 527 47 
P-11 526 49 
p -12 529 81 
p 13 529 50 

' Peak numbers且rethe same且sthose in Fig.1-1 
、0.0190HCl methanol solution. 

収極大が長波長側にシフトしその液色は紫色に変化

した。このことから，これらのアグリコンはペオニ

ジンではなく Bf,誌の 3' 4位にOH基を有するシアニ

ジンと推定されたりIarborne, 1958）。結合する糖

や酸が同じでアグリコンのみが異なると考えられる

色素成分を比較すると，シアニジンをアグリコンと

する色素成分のl汲収極大は，ベオニジンをアグリコン

とする色素成分よりも l～4nm長波長側にあった。

P-7～p --13は330nm近傍に吸収が認められたこ

とから，ケイ皮酸誘導体の有機酸が結合していると

考えられた（Harborne, 1958）。 E,,,/E、ISーより

推定すると＇ p 12は2分子，その他の成分は 1分

子のケイ皮酸誘導体の有機援を結合していた。また，

p 4とP 6は250nm近傍lこ， P-8とP 10は

330nm以外に250nm近傍にそれぞれ吸収を有してい

たopーヒドロキシ安息香c酸は， 255nmに特徴的な

吸収極大を有していることから，これらの成分はpー

ヒドロキシ安息香酸を構成成分としていることが示

峻された。

4. アルカリ加水分解物の分析

アルカリ加水分解によって色素成分の脱アシル化

を行ったところ， P 4' p -8およびP-9から

はP 1カ＇・ p 6' p 7' p -10, p -11およ

びP-12からはP-3が生じた。また， p -13から

はP-5が生じた（第 1-3表）。

アルカリ加水分解によって遊離した有機酸は， HP

LC分析における保持時間 （pーヒドロキシ安息香M・

18.4分，カフェ酸田 30.4分， pークマール酸．
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Table 1 -3. Alkaline degradation products of anthocyanins isolated 

from skin of sweet potato roots. 

Anthocvanin 
(PeakJ no.)' Deacy lated moiety Acy la ting moiety" 

P-1 P-1 
P 2 P-2 
P-3 P-3 
P -4 P 1 p-Hydroxybenzoic acid 
P-5 P-5 
P -6 P -3 p Hydroxybenzoic acid 
P 7 P -3 Ferulic acid 
P -8 P 1 Caffeic and p-hydroxybenzoic acid 
P -9 P -1 Caffeic acid 
P 10 P -3 Caffeic and p-hydr oxybenzoic acid 
P -11 P -3 Caffeic acid 
P 12 P -3 Caffeic and ferulic acid 
P 13 P 5 Caffeic acid 

, p巴aknumbers are the same as those in Fig. 1-1 
,. Identified by HPLC, PC, and absorption spectra. 

45.6分，フェルラ酸： 60.8分）， PC （ベンゼン・酢

酸．水＝125 72 3）のR月l量（カフェ酸 0.40, pー

ヒドロキシ安息香酸 0.77, p クマール酸・ 0.84,

フェルラ酸 0.92）や紫外線下での蛍光色 （pークマー

ル酸と pーヒドロキシ安息香酸は赤紫，カフェ駿とフェ

ルラ酸はうすい青）の一致によって以下のように同

定された。 P-4およびP-6 : pーヒドロキシ安息

香酸， P-7：フェルラ酸， P-8およびP-lO:pー

ヒドロキシ安息香酸とカフェ酸， P 9, P-11およ

びP-13：カフェ酸， p-12・カフェ酸とフェルラ酸。

pーヒドロキシ安息香酸はアントシアニンの結合有

機酸としての報告例が比較的少ない。最近， Nozue 

ら (1987）はサツマイモ培養細胞の生産するアント

シアニンに，またKondoら（1990）はデルフイニウ

ム花弁色素にp ヒドロキシ安息香酸が含まれている

ことを報告している。

一方， P 1' p 2' p 3およびP 5から

はアルカリ加水分解によって遊離する酸が検出され

なかった。このため，これらの色素成分は非アシル

化アントシアニンと考えられた。

5.酸加水分解および過酸化水素分解による結合糖

の分析

非アシル化アントシアニンと考えられた P 1 ' 

P-2, P-3およびP-5を18%塩酸で、加水分解

したところ，いずれもグルコースだけが生じた。さ

らに， p-1とP-3について過酸化水素分解を行

い，その分解物をHPLCで分析したところ，分解物

主要成分の保持時間（Rt:5.62分）は，単糖類やシュ

クロース (Rt.4. 95分）とは異なり，グルコースの

二糖類であるマルトース (Rt:5. 64分）あるいはセ

ロピオース（Rt: 5. 58分）のそれと近似していた。

これらの給果と後述するFi¥B-MSおよび＇.＇ .fi'vIRの結

果を考慮すると，グルコース分了ーの結合様式は特定

できなかったが， P lとP 3のアグリコンA環

の3位にはジグルコシドが結合していると推定された。

6. FAB-MSスペクトルの解析

FAB-'.v!Sによって測定した色素成分の分子イオン

質量数（m/z）を第 1-4去に示した。分子イオン

質店ー数およびフラグメントイオンの解析から， p 

lはシアニジンに 35］＇子のグルコース， p 3はペ

オニジンに 3分子のグルコースが結合したものに相

当することが判明した。また P-1とP-6は，そ

れぞ

子f,1:138）がl分子結合し’ P 8とP 10は、それ

Table 1 -4 . F AB MS anal vsis of an tho-

cyanins isolated from skin of 

swe巴tpotato roots 

Anthocvanin 
(P巴akno.)' 

p 1 
p 3 
p 4 
P-6 
P-8 
p 10 
p 11 

iVI 
(m/z) 

773 
787 
893 
907 
1055 
1069 
949 

' Peak numb巴rsare the same as those in 
Fig. 1 -1 
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ぞれP-1とP 3にpーヒドロキシ安息香酸とカフェ

殴（分子~；usoJ が 1 分子ずつ結合したものに相当し

た。さらに， P-11はP-3にカフェ酸が l分子結

合した1-t"'c数であった。

にそれぞれ2個ずつ出現した。

アグリコンへの糖の結合位置を p-lとp-3に

ついて検討したところ， 4.5～5.6ppmに出現する 3

分子の糖のC 1の水素（He--：）と考えられる 31問

のシグナルは，それぞれJ=7目 5Hzの結合定数を持つ7. NM R スペクトルの解析

各成分のi.ii本的な構成単位：となっている P lと

P-3，これにP 4とp-6を加えた 4種類の色

素について，プロトン：＼MRスベクトルを測定した。

tfil-5表にはP-3とP-6についての解析結果

を示した。各成分ともアグリコンのA環およびB環

のH '1,H 6,H 8,H-2,H 5および

H 6の61同の水素が観測された。また， p ヒドロ

キシ安息芥酸の4伺のWuJ（奈は， 7.13ppmと6.33ppm 

：重線を与えた。アグリコンに結合する有E分子の

He← jのスベクトルは 3位および5伎と 7位とでは異

なる（おIabryら， 1970）ことや，アグリコンのH

6とH 8の化学シフトが極めて狭い間隔を示して

いたことなどから，これらアントシアニンの糖の結

合位置は 7伎ではなく， A環の 3位および 5位であ

ると考えられた。

3位に結合するジクルコシドの構造を推定するた

Table 1 5. 'I-I ：＼’：vIR analysis of anthocyanins (P-3 and P-6) 

isolated from skin of swe巴tpotato roots. 

Chemical shift (ppm) from Trv'IS 
p 3 p 6 

Proton 

Aglycone H 4 8.83 (s) 8.66 (s) 

日 6 7.00 (s) 6.58 (s) 

H-8 7.04 (s) 6.78 (s) 

H-2 7.63 (d,J= 2 Hz) 7.38 (s) 

日 5 7.02 (d, Jニ 9Hz) 6.72 (d,J=9Hz) 

H 6 8.07 (dd, J = 2, 9 Ilz) 7.69 (d, J= 9 Hz) 

Sug且r
3 -Glucosyl H-1 5.53 (d,J=7.5l!z) 5-44 (d,J=7.5Hz) 

4.87 (d,J=7.5Hz) 
5.22 (d,J= 7 Hz) 

7.13 (d,J=8.5Hz) 

6.33 (d,J=8.5Hz) 

H 1 4.62 (d,J=7.5Hz) 

5 Glucosvl H-l 5.37 (d,J=7 5Hz) 

p-Hydroxyb巴nzoyl H-2,6 

H 3 5 

Table 1 -6, Structure of anthocyanins isolated from skin of 

SW巴etpotato roots. 

Anthoc～anin (Peak no.)' Structure' 

P -1 Cyanidin-3GG-5G 
P 2 Cyanidin 3 G-5G 

P -3 Peonidin-3GG-5G 

P -4 p-Hydroxybenzoyl cyanidin-3GG-5G 

P -5 Peonidin-3G 5G 

P -6 p-Hydroxybenzoyl-peonidin-3GG-5G 
P 7 Feruloyl-peonidin-3GG-5G 

P 8 Caffeoyl-p hydroxyb巴nzoyl-cyanidin-3GG-5G 

P 9 Caffeoyl-cyanidin-3GG-5G 

P -10 Caffeoyl p-hydroxybenzoyl-peonidin-3GG-5G 

P -11 Caffeoyl-peonidin-3GG-5G 

P -12 Caffeoyl-feruloyl-peonidin 3GG-5G 

P -13 Caffeoyl-p巴onidin-3G-5G

'Pe丘knumbers are the same as those in Fig. 1 1. 

' GG ・ glucosylglucoside, G ・ glucoside. 
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め， 4.5ppm 近傍に出現する糖分子のHe--lのスペク

トルを検討した。サツマイモと同じJpomoeα属であ

るアサガオ‘H巴avenlyBlue，のアントシアニン部

分構成物（trisdeacyl I-IBA）は，ペオニジン 3 

ジクルコシドー 5－グルコシドであり， P-3と同

様な構造を有している。 Gotoら（ 1981）はtris 

deacyl HBAについて＇ H】！＼MRおよび＂ C-NMRに

よる解析を行い，その 3f立に結合する糖をソホロー

ス（グルコース 2分子がβーし 2結合）と同定し

た。また， l¥ozueら (1987）はサツマイモ培主主細胞

の生産するアントシアニンについて検討した結果，

I見アシルイヒアントシアニンのRf11直カ｛tris-deacy1 I-I BA 

と同一で、あったことから，アグリコンA環の 3位に

結合する糖をソホロースと推定した。しかし，本研

究で得られたP-3のスペクトルと tris-deacy1 HB 

Aのそれとを比較すると，糖分子のHe，の出現位置

がやや異なっていた。このため，本研究の結果から

は3位に結合するジクルコシドをソホロシドと同定

することはできなかった。また， pーヒドロキシ安息

香酸は， P 3とP 6のスペクトルの比較から立

体化学的な検討を行った結果， 3位のジクルコシド

に結合していると推測された。

以上の給果より，サツマイモ塊根の皮から単離さ

れた13種類のアントシアニンの構造を第 1-6表の

ように同定した。

摘要

サツマイモ‘紅赤’および‘ベニアズマ’の塊根

皮部より単難したアントシアニンの組成および構造

について解析を行うとともに， u紫サツマイモ”であ

る‘Lli川紫’と咋11!:子島紫’の塊根j支部および塊根

内部に含まれるアントシアニン成分の構成について

検：討を加えた。

1. ‘紅赤’と‘ベニアズマ’の塊根皮部より単離

した主要なアントシアニンは，シアニジンー 3ーシ

グルコシド－ 5ーグルコシド，ベオニジン－ 3ージ

グルコシド－ 5ーグルコシド， pーヒドロキシベンゾ

イルーシアニジン－ 3ージグルコシド－ 5ーグルコ

シド， p ヒドロキシベンゾイルーペオニジン－ 3ー

ジグルコシド－ 5 グルコシド，カフェオイル－pー

ヒドロキシベンゾイル シアニジン－ 3ージグルコ

シドー 5ーグルコシド，カフェオイルーpーヒドロキ

シベンゾイルーペオニジン－ 3ージグルコシド 5ー

グルコシドおよびカフェオイルーペオニジン－ 3ー

ジグルコシド 5 グルコシドであった。

2. ‘紅赤＼‘ベニアズマ＼‘111川紫＼および‘種

子島紫’の塊根皮部には共通したアントシアニンが

含まれており，最大で13成分が分離されたc

3. “紫サツマイモ”である‘UJ川紫’や‘種子島

紫’の塊根内部に含まれるアントシアニンは，カフェ

酸やフェラル酸の結合したアシル化アントシアニン

が大部分を占め．塊根皮部に存在するアントシアニ

ンとは組成を異にしていた。

9-
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第2節 塊根の皮色と皮色構成色素の生育中および貯蔵中における変化

サツマイモは．形状，大きさ，食味とともに，皮

色の良否によって市場評価がなされている。皮色は

j良い鮮紅色であることが望ましいとされているため，

背果用サツマイモの栽培はより淡い皮色をもっ品種

や系統に移行している c サツマイモ塊根の皮色を構

成している色素はシアニジンとペオニジンの配糖体

およびこれらにカフェ酸やフェルラ酸あるいはpーヒ

ドロキシ安息香二酸が結合したアントシアニンである

ことが明らかにされた（前節．宮崎ら， 1991）。

サツマイモ塊根の多くは秋に収穫され，その後約

半年間にわたって貯蔵・ II¥荷される。そのll司，塊根

の皮色は様々な影響を受け，全体的に淡色化したり

宣告を失うだけでなく，斑状の変色なども生じる c こ

れらの変化は直接価格に H~~i-11するため，貯蔵中にお

ける皮色の保t寺はサツマイモの生産・流通にたずさ

わる者の切実な要望となっている。

本節では，サツマイモ塊根の品質保持の一環とし

て，生育中および貯蔵中における皮色とそのアント

シアニン組成の変化を調査し，皮色の保持に適した

貯蔵条fl:ーなどを検討した。

材料および方法

(tt試したサツマイモは，‘紅赤＼‘ベニアズマ、’

‘ベニコマチ＼。紅l士j系・の ・l1¥111H¥である。このうち，

‘ベニコマチ’と‘紅山系’については収穫時にお

ける塊絞J支部のアントシアニンの比較にのみ!Tlv、た。

サツマイモは，千葉県民業試験場あるいは農家の悶

坊で透明ポリマルチll(:t:古を行った υ 各｜泊｜場とも l壌

は表作lPrW柏't-'LW.ボク；［－＿であるが，前作歴や土壌の化

学性・物理’rtなどはiヰなっていたコ凶は 5月ド句に

植え付け，事ll恨：土10月中～下旬に収穫したc

生育期間中の塊恨皮色の変化は， 1989年と 1991年

に農業試験場および民家の[ml坊で栽培した‘紅赤’と

‘ベニアズマ・について，槌えHけ3か月， 4か月

および5か月後にそれぞれ10株ずつ抱り取り，現l根

皮抽出液のI吸光度を測定した。

塊恨皮色に及ぼす貯蔵の影響は，農業試験場およ

び民家の悶坊で栽培ーされた‘紅赤’と‘ベニアズマ’

を貯蔵して調査した。貯蔵した塊根の皮色は，色差

討を用いて塊根表面の“L

10 

を1985年～1987年に 2回，塊根皮抽出液の吸光度変

化を1987年～1990年に 3回，それぞれ調査した。ま

た，塊根周j支部分を薄くはぎ取り，色素の集積など

を顕微鏡観察した。

貯蔵は以下のように行った。収穫した塊根は藷梗

より切り離して30kg用の網目状のプラスチックコン

テナに入れ， 13℃貯蔵庫に保管した。貯蔵処理とし

て，キュアリングの有無と 3積類の包装処理を設け，

塊根皮色に及ぼす彩響を調査した。キュアリング処

理は30℃，約98%(96～100%）の相対温度 (R日）

で7日間わった。また包装処理は，無包装，ポリフィ

ルム外包装（コンテナを積み重ねてブロック単位と

し，その全体を厚さ0.03 mmのポリエチレンフィルム

で成百r］のみを開放して包む）およびポリフィルム内

包装（！手さ0.03 mmのポリエチレンフィルムをコンテ

ナのrjiに蚊き，これに塊根を入れて上部を折り込み，

全体を包む）の 3ほとした。各品種とも， l処理区

のJrj'成塊恨数l土100～250本とした。包装処理区は塊

伎の京社減少率を調査するとともに，包装内の湿度

を混！主；;i-(¥ICCハイグロメーター，三菱瓦斯化学製）

で、測定したυ また，皮色の劣化に及（ます温度と温度

の；汚~！~＇・を調査するため，塊根をポリフィルム内包装

処理して20℃Jtj・蔵庫に保管するとともに， il!t／＼：）サ政

においてもilli:穴内の塊根をポリフィルムで包んだ。

塊絞j支色の伊Hfには， 1区あたり 9～15本の塊根

を月jいた3 皮からの色素の抽出は，打ち抜き探によ

り；塊棋の去Wfから 8cnfの皮郊をサンプリングし，こ

れに i%い／v).t.JK段ーメタノールを力IIえて！会砕し

たo t1!i1H液は100meに定容とした後遠心分離し，上澄

を得た。上j登；去のl汲光度は，分光光度計（じV-2100,

i与えE製作所製）を用い， 525nmの波長で測定した。

j支拙11¥i夜のl吸光度は， l区あたりの 3～5反復測定

したc また，皮td1W；伐のアントシアニン色素の分析

を，！＇.＇： ii主；r：主f本クロマトグラフイー（HPLC）を用い

る）j＂法（；守崎ら， 1991）で行った。アントシアニン

色素はアグリコンおよびアシル化の有無によってグ

ループ化し，それぞれのグループごとにクロマトグ

ラムのピーク面結合計他の割合を求めた。

塊根去面の“L”， “ a ”および“ b ”イ［~は，塊根

を洗浄・風乾したのち，その中央部を色差計（CR

100，ミルノタカメラ製）によって測定した。
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結 果

1.塊根皮部アントシアニンの品種間差異

‘紅赤’と‘ベニアズマ’の塊根周皮細胞組織を

顕微鏡観察したところ，色素を含む周皮細胞は品種

によってやや形が異なり，‘紅赤’は不規則で少し大

きな形の，また‘ベニアズマ’は比較的規則的で小

さな長方形の細胞であった。皮色の濃さは，色素を

含む細胞の数と個々の細胞中への色素の集積度によっ

て左右されていることが観察された。

オ正赤＼ ‘ベニアズマ＼‘ベニコマチ＼ ‘紅高系’

の4品種について，塊根皮抽出液の吸光度とアント

シアニン成分を分析した。第 1 7表には，品種ご

との吸光度とアントシアニン成分の組成比を示した。

塊根皮till出液の吸光度は，皮色の淡い‘ベニアズマ’

が約1.0と故もi古iく，他の品種はおおむね0.3～0.5の

純間にあった。

皮部の色；f~は各品種ともほぼ同様なアントシアニ

ン成分を含んでいたが，その組成には差が認められ

た。 ‘紅赤’は P-6とp-10が多いだけでなく，

P-8やP 9などのシアニジン色素が比較的多かっ

た。 ‘ベニアズマ’は非アシル化アントシアニンで

ある P-3が5割以上を占め，‘ベニコマチ’はP

3やP 6などのペオニジン色素が多かった。また，

‘紅白i系’はPー11の割合が高かった。

アントシアニン成分をアグリコンの種類で分けた

結果を第 1 3図に， またアシル化の有無で分けた

結果を第 1-4図に示した。アグリコンは 4品種と

もシアニジンとペオニジンだけであったが，ペオニ

ジンがいずれの品種でも75～95%と多くを占めてい

た。一方，シアニジンは最も多い‘租赤’でも約25

%であり，最も少ない‘ベニアズマ’では 5%程度

に過ぎなかった。アシル化アントシアニンは‘紅赤’

では80%以上と多かったが，‘ベニアズマ’では40%

と少なく，他の 2品種はその中間にあった。

’Beniaka’ 

'Benikomachi’ 

'B日nikokei’

'Beniazuma' 

。

• Cyanidin 図 Peonidm

20 40 60 80 100 

Proportio日（%）

Fig. 1 3. Aglycon巴 proportionof anthocya 

nins in root skin of four sweet po-

ta to cul ti vars 

• ¥on-acylated 

’Beniaka’ 

'Benikomachi' 

'Benikokei' 

‘Beniazuma’ 

20 40 60 80 100 
p 10・1 了。poriion, '°' 

Fig. 1 -4 . Proportions of non-acy lated and 

acylatcd anthocy乱ninsin root skin 

of four sweet potato cultil'ars 

2.生育中における変化

生育中における‘紅赤’と‘ベニアズマ’塊根の

皮色変化を， 1989年は 1!ml場において，また199li!' 

には 5岡場において調査した。 1991年に調査した 1

悶場の結果を，塊根皮抽出液のl汲光度変化として第

1 -5図に示した。‘ベニアスマ’では生育期間とと

Table 1 -7. Anthocyanin composition in root skin of four‘mark巴1且bl巴

sweet potato cultivars. 

Absorbance' Percentage of HPLC p巴ak,.area 
Cultivar 

p -1 p -3 p -4 p -6 p -7 p -8 p -9 p -10 p -11 p -12 at 525 nm 

Beniaka 0.44 6 13 6 22 2 6 6 24 10 3 

Benikomachi 0.30 5 25 9 27 2 2 18 10 

Benikokei 0.29 4 19 2 19 4 2 5 17 19 7 

Bemazuma 0.96 4 54 2 20 2 6 9 

' 1 % (v/v) HCl methanol solution. 

シ Peak numbers are the same as those Fig. 1-1. 
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依皮池山；f支の吸光度変化l土，第 1-5凶と同様であっ

た， HPLCクロマトグラムのピークでみると，マl赤’

ではP-3, P-6, P-1 lが生育とともに漸増し，

p 12が減少したc また，誌も量的に多い p-10 1ま

変化が少なかったc ‘ベニアズマ’では P 3の増加

がmt・変であり， P 6も増加した。また， l汲光度とH

PLC分析によるアントシアニンのどーク面積値の合

Aとは良い比例UIMJ係を示したc

3.貯蔵中の変化

13℃に 6か月間貯蔵したキユアリング！！lf；処理で無

包装の塊根について，塊根表面の“ L

ひ、“b”イ雨：と塊快皮抽出液の吸光j立変化を調査した。

1986il＇－～ 1987年における測定値の変化を第 1 71立｜

に示した。 iWJ1自前のうち，“a”値は減少して“ b”

仰が増加！したが，“ L”値はあまり変化しなかった。

方，“ a’・｛[l：の減少は収穫直後に大きかった。また，

‘ベニアズマ’と‘キl赤’は貯蔵中に同様の測色他

変化を示した 3

1988年～1989年における，貯蔵中の塊根皮摘出液

のl投光度変化を第 1 8図に示したコ吸光伎の低下

(j:収穫直後には少なかったが，！？？成後半にやや多く

なった 0 l作成6か月後の塊根皮抽出液の吸光Jiは収

機H寺に比べて20～30%減少した。

塊根j文色は，貯蔵処理によって以干のように変化

Lた。

千葉県民業試験場特別報告沼24号（ j 993) 

＼、

3 4 5 
Days after planting (months) 

1 -5 . Changes in absorbance of 1 % 

!!Cl methanolic extracts of root skin 

during growth of sweet potatoes. 
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もに吸光度l立高くなったが，‘紅赤’では‘ベニアズ

マ’のような傾向は認められず，収穫期にはやや減

少したc 悶坊や年度を異にした場合には，‘ベニアズ

マ’はほとんどが第 l-5凶と同様な変化を示した

が，‘紅赤’は収穫期にかけての変化に一定の傾向が

みられなかった。
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キュアリング処理区の塊恨皮抽出液の吸光度は，

貯蔵q1に？!if：処理区とほ（まi司様に変化した。しかし，

古来用サツマイモの品質4寺性と貯蔵性に｜渇する研究

貯蔵6か月後のl吸光度は，収穫直後のキユアリング

処理による減少があるため，収稔II干に比べて30～40

%の減少となった（第 1 8 ［主［） c また， 6か月！＼）＇・成

後のアントシアニン成分担if＆比についてみると，第

1 -9去に示したように，キュアリング処理区では

‘ベニアズマ’と‘紅赤’のI可1111：干＇Rとも， p -10や

P-1 lといった，カフェ隙を結flしたアシル化アン

トシアニンの割合がli!f：処理医より少なくなった。

2）包装処理による影響

貯蔵中における塊恨の環境；~，＼ I支は包装処測によっ

て異なり，重i1l：減少にも j士 ~'i：が 14：＿ じた。貯蔵／＞Ji'で貯

蔵した場合の相対湿度は＇ :1/1!：包災民で88～92%，ポ
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1）キュアリング処理による影響

塊根皮色へのキュアリング処理の影響を第 1-8 

表に示した。キュアリングによって，‘紅赤’と‘ベ

ニアズマ’の塊棟皮拙出i仮の吸光度は，処理直後に

15～20%減少した3 アントシアニン成分ごとの変化

を見ると， P-6の減少程度はやや小さかったが，

各成分とも全体的に減少した。このため，アントシ

アニン組成比の変化は少なかった。

キュアリング処理によって，皮の色調は肉眼で認

められる変化を示したc 濃紫赤色の‘ベニアズマ’

や‘紅赤’の皮色が濃い系統では，皮色はやや濃さ

が減少して赤みを帯びた程度であった。しかし，

‘紅赤’の皮色がうすい系統では，赤色はかなり低

下した。

Table 1 -8. Changes in absorbance and anthocyanin composition of root 

skin extracts after curing. 

Pere巴ntageof HPLC peak areaう

P 1 P-3 P-6 P 10 P-11 

4 15 26 26 9 

4 13 29 25 8 

5 56 21 5 10 

5 55 22 4 10 

A bsorbance' 

at 525 nm 

0.48 

0.39 

0.97 

0.84 

Curing 

treatment 

＋ 

Cult1var 

Beniaka 

1 1 . 

Deniazuma 

＋ 

1 % (v/v）日Cl-methanolsolution. 

' P日aknumbers are th巴 sameas those in Fig 
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Table ト 9.Anthocyanin composition in skin 

of S¥V巴etpotato roots stor巴d at 13 

℃ for 6 months. 

千葉県農業試験場特別報告

ー一一 Uncured root 

---- Cured root 

-・-Overal I wrapping 

25 

20 

、、、

~ 15 

x 

10 

Percentage of HPLC peak' a同a

P-1 P-3 P-6 P-10 P 11 

3 10 23 32 8 
3 12 31 27 7 

3 :JO 18 9 19 

+ 3 43 22 4 11 

' Peak numbers are the 5乱meas those in 
Fアtg.l 1 

Curing 

treatm巴nt

＋ 

Cult1rnr 

B巴口iaka

Bemazum丘
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Fig 

ところ， ¥j';1 9 I羽のようなiJ!lj色伯変化を示した c

，：・：；温度条約：ほと“L”｛ii!と υ 日叫 111［は正：iくなったが，

.. b”似；土fltく；m移したO このため，“ L”×“ b”

／“ a”的は！引夜期間が経過するにつれ，また温度条

件が（止し汁まどJi＇（穫 ll'iより離れた｛illとなったっ

包装処fヰーを興にした‘紅赤’ と‘ベニアズマ’塊

リフィルム外包装区で95%前後，ポリフノルム内包

装区で98%以上となり，貯 i~主 6 か JJ f去の塊恨の丞：：1::

減少率はそれぞれ15%, 9 %, 2 %であったc

:i}ll桜1支色は，貯蔵1t1にij（：，：減少の多い氏ほどe＆が
なくな；Jll古赤色化したっ温度がfよi く烹：：~：減少のほと

んどないボリフィルム内包装！＇＜：では. iJll根皮色は＜VJ

るい涜ミ色を保十字していた 3 しかし， 13℃！！？政 4か！？

以降になると．やや亦色が淡くなるとともに塊根j之

部に斑状の変色が認められるようになった。 HE状の

変色；土，ボリフノルム内包装して20℃にJ!'i'iiをすると，

. ；：；：；の塊恨にはわずか 2迎｜討で発生していたc また

j草穴ポリフィルム内包装Jr！＇日夜て、：：：：， J!'j•’ iF.£開始W.＼＇ から

包装｜人jのilt,U立は18～21℃で推移し， 1かJJ後には斑

状の変色が多発していたご

j「）＇i,;j(1j1の‘紅亦’の塊恨皮部を色去三「で；JllJ；；主した

o r 3: reonidin 3GG-5G 
60ト・ P-6: p-Hydroxybenzoy卜問削din-3GG-5G

δP-10：臼ff凹 yJ-p-hydroxybenzoyJ -peon idin-3GG-5G 
以

＼〈＼可、加iazurna’
、‘、

＼ 苅コ

0－』

。一一－o

．『』
ー～～k て：ァー・～～～～・

～唱’

i干、て：£；
‘Beniaka’ 

o~河こここ8二二二3
ハH
ul

 ＂＇~：ご：一一：
4 6 0 2 4 

Storage period (months) 

1 -10. Effects of wr且ppingcontainers with 0. 03mm thick poly巴thylene

films on anthocyanin composition in root skin of sweet potatoes 

stored at 13℃ Solid and dotted lines repr日sentcontainers left the 

bottom op巴nand covered the allsides, respectively. 
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青果用サツマイモの品質特性と貯蔵性に関する研究

根皮部の，貯蔵中におけるアントシアニン成分組成

比の変化を第 1 10図に示した。‘ベニアズマ’では，

ポリフィルム外包装区で非アシル化アントシアニン

である P 3の低下が多くなった。このため．ポリ

フィルム外包装区ではポリフィルム内包装区に比べ

て， P-3の組成比は低下し P-6やp-10の組成

比が布くなった。一方，‘紅赤’ではアントシアニン

成分組成比がりてニアズマ’とほぼ同様な変化を示

したが，包装処理の遠いによる組成比の差は大きく

なかった。

考 察

サツマイモ塊根の皮色は市場性評価の大きな要素

となっているため，品種選抜などにおいても皮色の

占める位置は大きくなっている。しかし，塊根皮色

についての研究は栽培関係でも報告が極めて少ない

（金田ら， 1977，加藤・中山， 1975）。本研究で供試

した品種巾，‘ベニアズマ’は濃い皮色を有している

ため，皮色評価は栽培法などの影響をうけることが

少ない。これに比べ，‘ベニアズマ’ほど皮色の濃く

ない‘紅赤’では，系統や栽培法の違いがただちに

皮色評価に影響する。‘紅赤’がよい市場評価を得る

ためには，塊根皮抽出液の吸光度で0.35以上の皮色

の淡さが必要と考えられた。

アシル化アントシアニンを多く含むサツマイモ塊

根の色素は，安定性があるため食品への応用も注目

されつつある（Bassa・Francis, 1987）。塊根皮郊

のアシル化アントシアニンはカフェ酸やpーヒドロキ

シ安息香酸を結合しており，純物色素中に最も多く

見いだされる pークマール駿は含まれていない（宮崎

ら， 1991）。また，自然界では， pーヒドロキシ安息

香酸を結合するアントシアニンは少ない（Asenら，

1979; Kondoら， 1990）が，塊根皮部の色素中には

これらが多く含まれていることも特徴的である。

色調の異なる 4品種の塊根皮部の色素を分析した

ところ，主要なアントシアニンは13成分中の 6～8

成分であり，それぞれアシル化アントシアニンの組

成比などに特徴が見られた。組成比は同一品種であっ

ても生育状態や系統などによってやや変化したが，

塊根皮部のアントシアニン構成は品種によって特徴

があるため，これを品穏や系統の判別に用いること

が可龍と思われた。

‘紅赤’と‘ベニアズマ’は，生育r!1における塊

根皮抽出液の吸光度変化に差があった。しかし，ア

ントシアニンキ且成をみると， p 3とP 6 (P 

3にl分子のpーヒドロキシ安息香酸が結合）の 2成

分が阿品種に共通して増加した。“紫サツマイモ”塊

根の皮部と塊根内部の色素を比較した結果，これら

のアントシアニンは塊根内部にはほとんとなく皮部

に局在しており，両者ともカフェ殴などのケイ皮目安

誘導体を結合していないことが知られている（宮崎

ら， 1991)0Kamsteegら（1980）はカフェ西空カfアン

トシアニン生合成経路で重要なf1i:ll'iを占めることを

報告しているが．サツマイモ塊根の生育・肥大男iに

おいて，その皮中にカフェ酸を結合したアントシア

ニンの見るべき増加lがないことは注目される。

収穫したサツマイモ塊根の！？？！裁は， ほとんと守が講

穴や貯蔵庫で行われる。貯蔵庫を用いた貯蔵におい

ては，キュアリング処理や温度・湿度の管理が行わ

れる。キュアリング処理によって塊根皮抽出液の吸

光度は減少したが，‘ベニアズマ’や汲い系統の‘紅

赤’では皮色が赤みのある色調であったため，評価

はそれほどf民Fしなかった。

包装処理による湿度環境の変化も塊根皮色に！；＼）宇？

を与え，湿度が低いほど硝赤色となった。これに対

し，湿度カザ：iくなると皮色はやや淡くなったが，明

るい色調であった。異なる温度環境下で！行＂ ii返された

サツマイモ塊根皮部のアントシアニンのおiJ＆＇変化を

見ると， 100%HIIに近いポリフィルム［人l包装区では

p 3などの非アシル化アントシアニンの割合がポ

リフィルム外包装区より多くなった。こうしたこと

から，混度環境を異にした際に生じる色調の遣いに

は，色素の1;tだけではなく組成（（Iな差も影響してい

ると考えられたc

i品穴なと、に！狩1設されたサツマイモ塊十1~ の皮部には，

しばしば斑状に茶色あるいは黒褐色の変色が発生す

る。甚だしく変色したサツマイモは価格が、＇ 1'111（以下

となるため，消火貯蔵の多い生産地では大きな問題

となっている。また，‘ベニアスマ’を i匂 i~~I支環境下

で4か月以上貯蔵すると， Hi状の変色だけでなく皮

そのものが劣化した。 lti'l；~~nli と i1/i： 穴での！！？蔵による

実験から， I涯状の変色はサツマイモ君主根が100%Rll

に近い高温度状態干におかれることによって生じ，

；~；j温がこの変化を加速すると推察された。このため，

温度の調節が十分できない襟穴などの！守政において

皮色の変化を防止するためには， 20℃以上のi部品時

には高湿度を遊け，温度を15℃以下まで低下させた
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後に湿度を95%RH程度に保つことが適切と考えられ

た。

摘 要

サツマイモ‘紅赤＼‘ベニアズマ＼‘ベニコマチ’

および‘紅i臼系’塊根の皮色と皮部アントシアニン

の品種間差異や，‘紅赤’と‘ベニアズマ’塊根皮色

の生背中と貯蔵中における変化を調J'tし，以下のよ

うな結果を待たむ

1.塊根の皮色を構成するアントシアニンは， 4品

種ともベオニジン自己俗体が多く， シアニジン配布主体

は少なかった。また，アシル化アントシアニンは

‘紅赤’に多く．‘ベニアズマ’には少なかった。

塊根皮部の 1%塩酸 メタノール抽出 if~の吸光度

は色の濃淡とよく一致し，最もj農い‘ベニアズマ’

は‘紅赤’などの品種に比べて 2～ 3倍の吸光度を

イJしていたc

2. 't背中の‘紅赤’および‘ベニアズマ’の塊根

皮部では， 2干生類のアントシアニン（ベオニジン

3－ジグルコシド－ 5ーグjレコシドと pーヒドロキシ

ベンゾイルベオニジン－ 3ージグルコシドー 5ー

グルコシド）の増加が顕著であった。

3. ltJ＇夜中に塊根皮色は変化した。！貯蔵 6か月後に

は皮抽出液のl吸光j交が収穫JI寺より20～30%減少した。

また．皮抽出液のI吸光度はキュアリング処理によっ

ても約20%減少した。

<l. 13℃貯蔵において， 95%RH程度の貯蔵湿度は塊

根皮色を明るい色調に保ち，斑状変色の発生も少な

かった。このため， 4か月以上の長期貯蔵における

塊根皮包の保持には， 13℃で95%RH程度の貯蔵環境

が適していると考えられた。
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第2章サツマイモ塊根の成分に友ぼす貯蔵処理と
加熱処理の影響

サツマイモは，背果物としてこれまで以上に品質

が重視されるようになってきているため，貯蔵中に

おける品質の保持はますます重要となっている。サ

ツマイモの短期貯蔵は溝穴やパイプハウス内での簡

易な方法で行われる。また長期貯蔵は， i非穴や縦穴

あるいは横穴を利用した方法の他に，半地 Iご式貯蔵

庫，簡易貯rb:£1弘キユアリングも可能な定温貯蔵庫

などを利用して行われる。

‘紅亦’と‘ベニアズマ’は外観と食l床がよいこ

とから，首都闘に貯蔵出荷される青果用サツマイモ

の主要品種となっている。しかし近年，貯蔵小にお

ける塊根皮色の低下（第 l章第 2節；宮崎， 1992)'

腐敗の増加，塊根内部における褐斑の発生（宮崎・

猪野， 1991），食味の低下などの向題が顕在化してきた。

そこで，これらの変質を防止するために，それぞれの品

種に適した貯蔵条件を解明することが望まれている。

サツマイモ塊根の主要な成分である炭水化物は，

食味への影響も大きいことから，貯蔵中における変

化がいくつかの品種について調査されている（Hop-

kins ・ Phillips, 1937，富田， 195.0; Sistrunkら，

1954 ; J巴nkins・ Gi巴ger,1957；中， 1962; Picha, 

1987）。しかし，これらの研究で対象とした品穫はデ

ンプン含危などが，‘紅赤’や‘ベニアズマ’とはか

なり異なっており，貯蔵温度の影響などについての

調査も少ない。そこで本章では，‘紅赤’と‘ベニア

ズマ’の品質および貯蔵条件を解明する研究の一環

として，成分や食l床に及ぼすキユアリング処理と貯

蔵条件および加熱処理の影響について検討した。

材料および方法

サツマイモは，千葉県農業試験場畑作営農研究室

および土壌肥料研究室の各圏場で透明ポリマルチ栽

培された‘紅赤’と‘ベニアズマ’を供試した。岡

場の土壊は表層腐植質黒ボク土であった。 5月中下

旬に挿苗したサツマイモは10月下旬に掘り取り，塊

根を藷梗より切り離して60X40×30cmの網目状プラ

スチックコンテナに詰め， 3.3～6.8m＇の定温貯蔵庫

に入れた。

塊根の炭水化物に及ぼす温度や湿度あるいはキユ

17 

アリング処理の彩特を以下のような区で調査した。

貯蔵温度は11。＇ 13。および15℃の 3区を設けた。ま

た，貯蔵温度の影響は13℃において無包装ほとポリ

フィルム包装医を設けて調査したc 無包装区は貯蔵

庫内にコンテナをそのまま和み J・.げたc ・}j，ポリ

フィルム包装民はコンテナの内側にJ'j[さ0.03 mmのポ

リエチレンフィルムを敷き，塊根を入れた後にじ：E

のフィルムを折り込んだ。包装処理［玄内の湿度はMG

Cハイグロメーター（三菱瓦斯化学製）で，またガ

ス i1~Jitはガスタイトシリンジでガスを t'1'If:z. し，ガス

クロマトグラフ（063型，日立製作所梨）でi則定した。

糖の変化にともなうシュクロース合成関連酵素の活

性は， 13℃に貯蔵した塊根を！日いて測定したむキュ

アリング処理は，収穫した塊根を30℃， 96～ 100%

RI!に7日間保持した。

加熱によって生じる塊根の成分やテクスチャーの

変化を調査するために， 300～400gの塊根を蒸し器

を用いて35分間水蒸気加熱した。加熱後の塊根の粉質の

程度は4段階で表し，ほほ全体的に粉VIを示したものを

4とし，ほとんど粉質を示さなかったものを lとした。

塊根の分析試料調裂は以下のように行った。塊根

を基部および末端部から数cmのところで厚さ約 1cm 

の輪切りとし，これらを 3個体より集めて l試料分

とした。輪切りにして取り出した部分は薄く剥皮し

た後，フードカッターで紺l切・混合して炭水化物含

量および酵素活性測定の試料とした。

糖とデンプンを分析するために，試料10gに80%

エタノールを加えて 1時間加熱後ホモナイズし，遠

心分離機で分別した。糖を含む上澄部分は，ロータ

リーエバポレーターでエタノールを留去後蒸留水て、

定容とした。また，デンプンは0.5N塩酸を加えて加

熱し，グルコースに分解した。分解液は 5N水酸化

ナトリウム溶液で、中和した後，蒸留水を加えて定容

とした。定容液は0.4511 mのメンプランフィルター

でろ過後，高速液体クロマトグラフィー (HPLC)

で定量した。 HPLCはLC 5 A （島津製作所製）に

SCR!Ol Nカラム（島津製作所製， 7.9 mm I. D.×300 

mm）を装着して50℃に保ち，蒸留水を1.0m£/minで、

流した。検出は示差屈折計（RI:ERC-7515A，エ

ルマCR.製）で行った。デンプン含量は，デンプン



( n = 7, SE=O. 012 ）であった。

塊恨の有機酸としては，リンゴ酸，クエン酸，シュ

ウ酸，フマール酸などが同定された。収穫時の‘ベ

ニアズ、マ’ l之主要成分として，新鮮霊あたり（以下

同様iリンゴ酸0.5%，クエン酸0.3%を含有してい

たが，‘紅赤’はリンゴ酸0.4%, クエン酸0.1 %と，

いずれも‘ベニアズマ’より少なかった。

1）キュアリング処理時期が糖含量に及ぼす影響

キュアリング処埋による‘紅亦’の糖合平一の変化

を第2 1凶に示した。キユアリングの影響は処理

II守j切によって差が認められ，収穫直後に行うキュア

リングはシュクロース合：；：：を 2倍以仁に増加させた

が，収穫後13℃に一定期間保持した後にキュアリン

グを行うと，保持！切開が長くなるほどシュクロース

の増加：，：令が少なくなった。 ヅJ，還元糖はキュアリ

ング処理および処理filjの保持期間による影響が少な

かった。
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が加水分解されて生じたグルコースの測定量に0.9を

来じて求めた。また，マルトースを含む糖の定誌は

以下のような条f'j:のHPLCで行った D カラム．バイ

オシルアミノ 5s (Bio Hae製， 1[mm LD.×250mm), 

カラム；J;,',J支 40℃，移動中日・アセトニトリル 水＝

70 : 30，流量： 1.0 m€/min，検出器 RL 

有機酸は，試料を蒸留水とともにホモナイズ後定

容とした水抽出液を遠心分離・ろ過後，直ちに以下

の条例ーのHPLCで分析した。カラム： SCRlOlH （烏

津製作所製， 7.9剛 I.D.×300 mn），カラム温度 60 

℃，移動相・リン自主酸性水（pH2.20), iiU 

/min，検出2品じv(t会ll'ii皮長 210nm) 。

シュクロースシンターゼとシュクロースリン酸シ

ンターゼの活性を付回の1ii去（ 1971）に準拠し，以

ドのようにiRIJ定した。試料25gを冷却した乳鉢にと

；）． これに冷却lした0.111! Tris 郎自主バッファー

( pH7. 8) 25 meとボリクラールAT2.5gおよび石英砂

10 gをかIIえ， 5℃の低温室内で取砕後ガーゼでろ過

した。ろ液をi令去ill：百速迷心分離（ 12,000rpm) した

後，何られたと泣部をセファデックス G 25カラム

に通して'fJi両手議液を調製した。活性の測定は，基t'i

を合む反応液50,11tに粗B千五；液50"' € を加え， 37℃

で15分間反応させた後，生成したシュクロースを

Perch巴ronの方法（ 1962 ）で定示した 3 問手~； 1 unit 

l土， ｜：述の条件で 1・"moleのシコクロースを生成す

る），：：とし，活性は粗目子議；夜 lmeあたりのunit数で表

したc

1.塊根成分に及ぼすキュアリンク処理と貯蔵条件

の影響

19811～ 1988年の収終l時における‘紅赤’および

‘ベニアズマ’塊恨の糖およびデンプン合：，i~ ( ＼，、ず

れも新鮮111；あたり）は次のような範凶にあった。デ

ンプンは炭水化物の成分中最も多く，‘紅亦’でii23

～26%，‘ベニアズマ’では27～30%であった。糖は

シュクロース．グルコース．フラクトースで、N/f1＆さ

れていたが，このうちシュクロースは最も多く，両

日1・t1Eーとも1.2～1.8%であった。また．グルコースと

フラクトースを合わせた還元締含量Ii, ‘紅赤’では

0.2～0.1！%，‘ベニアズマ’では0.1 qコであった。塊

根比重は品種によって明らかな差があり，‘紅赤’が

0.983 (n=9, SE=0.012），‘ベニアズマ’が1.030 

＂百三亡.－－－－＂
＂~ ... -

。Lー←一ー一一一
U I 2 3 4 

Sto1 age period (weeks) 

2 -1 . Chang・巴Sin sucrose and reducing 

sugar contents of ‘Bcniaka’sweet 
potato roots stored at 13℃（ op巴n
symbols) after harvest and those 
cured at 30℃ for 7 clavs (solid 

symbols) aft巴rstorage of di ff er巴nt
periods at 13℃． 

Fig・ 

果~士
市ロ

2）キュアリング処理が貯蔵中の成分変化に及ぼ

す影響

中［赤’および‘ベニアズマ’を無処理あるいは

キコアリング処理して貯蔵したところ，糖およびデ

ンプン合主は第2 2図のような変化を示 Lた。 l河

川1穏とも収桜r:EU乏の 7El間のキュアリング処理によ

り，デンフ。ン合：；：：が減少してシュクロース合泣が4

%前後にf~1.fりした。貯蔵中における無処理医のシュ

18-
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Fig. 2 -2. Changes in carbohydrate contents of roots of two 

sweet potato cultivars held at 13℃ 
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ゼとシュクロースリン酸シンターゼの．

ける活性変化を第 2 3図に示した。

シュクロースリン阪シンターゼの活性は品種によ

る差がみられた。 ‘ベニアズマ’は‘紅赤’より，

収穫I時には数倍高い活性を示し，貯蔵中の活性も向

かった。また．両品種のいずれにおいても．キュア

リング処理は貯蔵中の本酵素の活性に大きな）；：－；特を

及ぼさなかった。

シュクロースシンターゼの活性は，収穫時には阿

品種とも同程度であったが貯蔵中の変化は異なった 3

‘紅赤’無処理区の活性は 3か月後までは減少し 4

か月以降になると増加したが，これに対しキユアリ

ング処理区では貯蔵期間が長くなるにつれて漸減し

た。一方，‘ベニアズマ’ではキュアリング処理の有

無に係わらず，貯蔵後半ーになると活性が低くなっ

守、～。
4）成分変化に及ぼす包装処理の影響

包装処理区の湿度は，無包装区がSR～92%RH，ポ

リフィルム包装区の上部では98～100%RHであった。

また，ポリフィルム包装区内のガス濃度は二店長化炭

素2%，酵素19%前後であり．無包装区（貯蔵庫内）

と大差なかった。

無包装とポリフィルム包装の環境におかれたサツ

マイモ塊根の成分は，貯蔵 5か月後には第 2-2表

貯蔵中におクロース含量は，‘紅赤’では貯蔵4か月後より増加

して 8～10%にも達したが，‘ベニアズマ’ではほと

んど変化せず，品種による差が認められた。また，

キユアリング処理区は，商品種とも貯蔵中の糖およ

びデンプン合宣の変化が少なかった。

貯蔵中の有機酸含量；の変化を第2 1表に示した。

‘ベニアズマ’では変化が少なかったが，‘紅赤’で

はリンゴ駿が著しく増加し，貯蔵 5か月後には収穫

l時に比べて無処理区では 3倍以上，キュアリング処

理区で 2倍となった。

3）シュクロース合成関連酵素の貯蔵中における

活性変化

‘紅赤’と‘ベニアズマ’のシュクロースシンター

Table 2 -1 . Changes in organic acid cont巴nt

of SW巴巴tpotato roots stored at 13 

℃ aft巴rcuring. 
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'Ben iaka’ 
sucrose phosphate synthase 

'Beniazu目a’

" 

ィグ／／＼1てて

と‘『－＂－.. .：：：：：二＂＝~ミt

sucrose synthas巴

＼＼：：~~；／コ グミフ＼

E弘、．一＼一 ／． ’－o 《

4 6 0 2 

Storage period （皿oaths)

2-3. Ch呂ngesin activiti巴sof sucrose phosphate synthase (upper 
graphs) and sucrose synthase (lower graphs) in roots of ‘Beni-
aka’（left) and ‘B巴ni且zuma’（right)during storage at 13°C. 
Op巴n旦ndsolid symbols r巴pr巴sentuncur巴dand cured roots, res-
pectively. 

Fig. 

Table 2 2. Effects of wrapping treatm巴nt'on carbohydrate and organic acid 

contents of uncured swe巴tpotato roots stored for 5 months at 13℃ 

Weight loss Carboh吋 rat叫］盟豆I!l__Organic aαid(g/lOOgFW) 

(%) Sucrose R.S.'・ Starch Malate Citrat巴

Control 16 9.6a' O.Sb 15.3d 1.4a 0.2b 

Wrapping 2 5.0b l.2a 20.0c O.Sb O.lb 

Control 12 3.9c 0.6c 27.7a 0.6b 0.3a 

Wr丘pping 3 4. lc 0.4c 22目6b 0.7b 0.4a 

' ¥'frapped with 0.03 mm thick polyethylene films. 

' Reducing sugars. 

' Different letters within columns indic丘tesignificant difference at 5 % level. 

Treatment 

Beniak日

Bemazuma 

Cultnar 

2-41~1のように変化した。シュクロース含量は貯

蔵温度が低いほど増加する傾向を示した。すなわち，

11℃では急増し， 13℃ではやや地加したが， 15℃で

はほとんど変化しなかったc

2.加熱による成分変化と食味に及ぼす貯蔵の影響

サツマイモ塊根を加熱するとデンプンが減少して

マルトースが生成したが，シュクロースを始めとす

る他の糖には変化が認められなかった。マルトース

生成泣は，収穫時のサツマイモ塊根を加熱した場合，

‘ベニアズマ’が‘紅赤’の約2倍であった（第2-

3表）。また， 13℃に 5か月貯蔵したサツマイモ塊根

の，加熱後のマルトース生成量を調査したところ，

収穫時によヒべ， ‘紅赤’では減少し‘ベニアズマ’で

-20一

のように変化した。‘紅赤’では，ボリフィルム包装

区が燕包装区よりシュクロース含長は低く，デンプ

ン含量は高かった。しかし，重量減少を補正して比

較するとシュクロースだけが有意な低下を示した。

一方，還元糖含量はポリフィルム包装区で高くなっ

た。また，‘ベニアズマ’でもデンプン含量はポリフィル

ム包装区で低くなったが，糖含誌は両区の差がなかった。

有機酸合長l土， ‘ベニアズマ’では無包装区とポ

リフィルム包装区の差がなかったが， ‘紅赤’では

ボリフィルム包装区でリンゴ酸が少なくなった。

5）糖含量に及ぼす貯蔵温度の影響

キュアリング処理した‘紅赤’を11°' 13° および

15℃に貯蔵すると，その糖およびデンプン含量は第
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Fig. 2 1. Effects of storage temperature o孔

sugar contents of ‘B日niaka’sweet
potato roots cur巴dfor a week (solid 
symbols) Open symbols repr巴sent
the cont巴ntsbefore curing. 

Table 2 3. Carbohydrate cont巴ntsof cooked' 

SW巴巴tpotato roots at harvest. 

Cultivar 孔laltoseSucros巴 R.S.' Starch 

(g/lOOg cooked root) 

Beniaka 7.1 1.6 0.5 18.9 

Beniazuma 13.8 0.1 17.0 1.7 

' Steamed for 30 minutes. 

' Reducing sugars. 

はやや増加する傾向を示した（第 2-4表）。このた

め，加熱によってマルトースなどに変化したデンプ

ンの割合は，‘紅赤’では収穫時と変わらなかったが，

‘ベニアズマ’では収穫時より増加した。また，キュ

アリング処理はマルトース生成にほとんど影響しな

かった。

収穫時の‘ベニアズマ’は，加熱すると粉質を示

した。しかし，粉質の程度は貯蔵後の塊根では収穫

時に比べてやや低下し，粘質化した。無包装で 6か

月貯蔵した‘ベニアズマ’では，キユアリング無処

理貯蔵塊恨の粉質の程度は3.5（収穫時 4.0）であっ

たが，キュアリング処理後貯蔵した塊恨の粉質の程

度は2.9と低下し，キュアリング処理による粘質化の

傾向も認められた。

粉質の程度と炭水化物合長との関係を調査するた

Ta bl巴 2 4 . Effects of storage on maltos巴con
t巴ntand converted starch' of cook-
ed' sweet potato roots. 

Slorag・e' period Produced Converted 
Cultiv丘r

(months) maltoseい starch(%)
Beniaka 0 7 .1 25 

5 3.1 22 
B巴niazuma 0 13.8 41 

5 14.5 59 
' I (Amount of starch in r丘、vsample -amount 
of starch in cooked sample)/ amount of 
starch in raw sample f ×100 

予 Steamedfor 30 minut巴s.
' Stored at 13℃ after curing 
"' Grams in lOOg of a cook巴dsample 

め，粘質を示した皮附近辺と粉質を示した髄部を取

り分けて，各々の糖およびデンブン合法を分析した。

その結果，デンプン合長は加熱前に髄部でやや多かっ

たが，加熱後は差がなかった。このため，加熱によっ

て生成したマルトース長は髄部で多くなった（第2

5表）。また．デンプン含量が23～30%の範聞にあっ

た‘ベニアズマ’塊根について，一個体ごとに加熱

前のデンプン合長と加熱後の粉質の程度を調査した

ところ，デンプン含量の多少に係わらず粉質を示し，

デンプン含量と粉質・粘質とはー定の関係が認めら

れなかった。

Table 2 5. Effects of cooking on texture and carbohydrate content in parts 
of ‘Beniazuma’sweet potato roots stor巴dfor 5 months at 13°C. 

Treatment E9.旦1-12笠L Textur白 ?vlaltose Starch 
(g/lOOgFW) 

29.3b' 
32.Ga 

(g/lOOg cooked root) 
15.6b 14.2c 
18.2a 15ιc 

Dncooked C and V' 
Pith 

Cooked' C and V' 
Pith 

~foist 

?vleal v 
吻 Corticaland vascular parts. 
,. Different letters within columns inclicat巴 significantcliff巴r巴nc巴 at5 % level. 
' Steamed for 30 minutes. 

21 
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考 察

サツマイモ塊根は，収穫後のキユアリング処理や

貯蔵によって糖およびデンプン合長が変化する。シユ

クロースは収穫直後から増加し，増加量はほぼ一定

であるが，増加速度は保持温度によって差がある

(Hopkins・Phillips, 1937 , J巴nkins・ Gieger, 

1957）。 ‘紅赤’と‘ベニアズマ’では， 30℃7日間

のキュアリング処理後あるいは13℃4週間貯蔵後に，

シュクロース含量は収穫時より約2.5%増加して 4%

となった。

キュアリング処理は塊根中での αーアミラーゼの

合成を遅延させるが， αーアミラーゼ活性とシュク

ロース含量の増加との関係は明らかではない（Deo-

baldら， 1971）。収穫後13℃に一定期間保持してから

のキュアリング処理では，シュクロースの増加去が

少なく，処理後の合最も収穫直後に処理した場合よ

リ低かった。また，一定期間保持後の処理では芽の

伸長がほとんどなく，収穫直後に処理した場合とは

差が認められた。このような収穫直後と一定期間保

持後のキュアリング処理に対する糖合長や発芽の程

度の違いは， 13℃貯蔵中にサツマイモ塊綴の代謝に

変化が生じたことを推測させた。

キュアリング処理の効果は，コルクf討を形成させ

てj支部を強化し，病原菌の佼入を防止することによ

るものとされてきた。しかし，キユアリング処理し

た塊根では，貯蔵小に炭水化物の変化が少なくなっ

たことや，呼吸：，~：もキュアリンクー釘；処理塊根より低

下する（宮崎・新堀， 1991）ことから，キュアリン

グ処理によるサツマイモ塊根の代謝変化も腐敗防止

に寄与している可能性があると考えられた。

年ll根成分へのJr1＇・淡泊度の影響は，とりわけ‘紅赤’

で大きかったJ 温度条件として適il&と考えられる 13

℃を中心に前後2℃の温度を設定してその影響を検

討したところ， l1 ℃ではシュクロースが急憎した。

Sistrunkら（1954)Iえ‘PortoRico ’を用いた実

験において，貯蔵7か月後の結合長が10℃では15.6

℃の 2倍となったことを報告している。また， Picha

(1987）は， 7℃では糖含量の増加とともに呼吸量の

地加が認められたため，低温ではこれらの変化が関

連していると考察した。しかし， 8℃以上では温度

の上昇につれて呼吸量も増加するという野口ら (1945)

および繁村ら (1960）の報告を考慮すると， l呼吸量

-22 

の増加がシュクロース増加の主因とは考えられない。

づ＇J, Lewis ・ Morris (1956）は10℃貯蔵中に塊根

の呼吸量が徐々に増大しそれとともに腐敗も増加す

ることを報告しているが，これらは低温障害の現象

と考えられる。低ifil.下におけるシュクロース増加の

意義としては，低温耐性の獲得があげられる。

ap Reesら（1981）は，ジャガイモの低温下におけ

るシュクロース含泣の増加を，糖代謝にかかわる酵

素の低渇感受性に差があるため，ヘキソースリン酸

がグルコース代謝系に入ることを制限されることに

よるものと推察した。貯蔵したサツマイモにおける

シュクロースの増加も，これと同様の機作による可

能性が向いと考えられた。このため． ‘紅赤’の低温

下におけるシュクロースのj急増は，品種による低温

感受性の差が影響しているものと思われた。

サツマイモ塊根をポリエチレンフィルムで包装し

て貯蔵すると．その環境ガス汲皮は庫内とそれほど

差がなかったが，湿度は高く保持され室長変化も少

なかった。このような環境下では，シュクロースは

貯蔵当初に増加したがその後はほとんど変化せず，

有機酸の変化も少なかった。また，ポリフィルム包

装貯践では貯成中に腐敗の発生が少ないことも主!lら

れている（宮崎・新掘， 1991）。このように，高i毘皮

ほと成分変化や！腐敗の発生は抑制される傾向にあっ

たが，長期貯蔵になると皮色がやや淡くなることや

発芽しやすいことが認められた。このため，ポリフィ

ルム包装をiす践に用いる場合には，皮色の淡い品穏

や系統の選択あるいは貯蔵期間などに官立する必要

がある。

シュクロースシンターゼにはシュクロースの合成

と分解の同作用がまllられており，スイートコーンや

コメなどの種子q:iではデンプン合成を促進する作用

がある（D日fekcte・ Cardini, 1964 ; Chenら， 1981)0

J 方，シュクロースリン酸シンターセ、はメロン果実

(Hubbardら， 1989）やバナナ果実（Hubbardら，

1990）のシュクロース合成に大きく寄与しているこ

とが報告されている。サツマイモ塊根でも，シュク

ロース合成に関与する酵素の中ではシュクロースリ

ン酸シンターゼの寄与が大きいとされている（村日！，

1971)0しかし，紋射線照射したサツマイモとジャガ

イモのシュクロース合｝玄関連酵素の活性変化を調査

した結果ーから，二つの酵素ともシュクロース合成に

寄与しているとの報告もある（Hayashi・Kawashi-

m旦， 1983可 Hayashiら， 1984）。また， Ajlouni・ 
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Hamdy (1988）は‘RedJewel，を放射線照射し

24℃に 2週間保持したところ，照射によってシュク

ロースは増加したが両酵素の活性は低下したため，

シュクロース分解作用の抑制がシュクロースの増加

に寄与したものと考察した。

本研究においてシュクロースシンターゼは，シュ

クロース含量が増加するキュアリング処理期間中に

は活性の低下が少なかった。また，‘紅赤’無処理区

の貯蔵 1か月後までのシュクロースの増加を収穫時

における高い活性によるものとすると，貯蔵中のシュ

クロース含量の変化は本酵素の活性変化に関連して

いると考えられた。しかし，‘ベニアズマ’では，す

でにシュクロース含量の増加が停止した 2か月後に

おいても，本酵素は貯蔵開始時と同程度の活性を有

していた。このように，シュクロースシンターゼは

サツマイモ塊根のシュクロース増加に関与している

ことがうかがわれた。しかし，品種によって異なる

結果が得られたので，シュクロースの増加に果たす

本酵素ニの役割については明確な結論が得られなかっ

た。

シュクロースリン酸シンターゼの活性は‘ベニア

ズマ’では‘紅赤’より数倍高く，貯蔵中における

変化も大きかった。しかし，‘ベニアズマ’ではこの

活性とシュクロース含量の変化との問には関係がほ

とんど認められなかった。そこで，本酵素は貯蔵中

のシュクロース増加に主要な役割を担っていないと

推察された。

サツマイモの食味は，粉質の程度も含めたテクス

チャーと甘さに左右されると考えられる。サツマイ

モを加熱すると，，9ーアミラーゼの作用によってデ

ンプンが分解され，マルトースが生成する（桐淵・

久保田， 1976）。しかし，その生成長は品種によって

異なる（馬場ら， 1987）。マルトースの甘味はシュク

ロースの 1/3～ 2/3とされているが，生成長が

多くなると食味への影響が大きい。加熱による‘ベ

ニアズマ’のマルトース生成量は‘紅赤’の約 2倍

であり．シュクロース合長を大きくと回った。この

ため， ‘ベニアズマ’の甘味については生成したマ

ルトースの寄与が大きいと考えられた。また，‘紅赤’

を水蒸気加熱して食味試験を行ったところ，シュク

ロース含量の最も高い無処理区がキュアリング処理

区やポリフィルム包装区より良い食味評価が得られ

た。このため，‘紅赤’の甘味についてはシュクロー

スの寄与が大きいと考えられた。

貯蔵後の‘ベニアズマ’は，収穫時に比べてやや

粘質化する傾向を示した。加熱によって生じる粉質・

粘質というテクスチャーを決定する要因は，一般的

に貯蔵中におけるデンプンの糖化の程度とされてい

る。しかし本研究の 6か月間貯蔵した‘ベニアズ

マ’塊根では，糖含量はキュアリング処理の有無に

係わらずほぽ同程度であったが，粉質の程度は両区

に差があり，糖化の程度を示す糖含量と粘質化との

関係は認められなかった。また奈良（1957, 1958) 

は，粉質な品種と粘質な品種を比較しでも，塊根中

のアミラーゼ活性，デンプンの性質あるいはペクチ

ン質の変化に差がないとしている。

一方，粘質なサツマイモでは、加熱後のデンプン

残存量が少ない（奈良， 1951）ことや，加熱によっ

てデンプンの42～95%がマルトースとデキストリン

に転換され，テクスチャーの変化とデンブン残存量

やデキストリン生成長とは関連が高い（Walterら，

1975）こと，あるいはデンプンとプロトペクチンの

減少が粘質化に関係すること（Swing・le, 1966）が

報告されている。これらは，加熱によるデンプンの

分解程度がテクスチャーに大きな係わりを持ってい

ることを推察させる。本研究に用いた‘ベニアズマ’

でも，貯蔵した塊根の加熱後のデンプン残存主は収

穫時より減少しており，デンプンの分解と粘質化と

はイ可らカ、の関f系カまあると忠、わjしたc しカ、し， 力H吉長し

た‘べニアズマ’塊根｛同体中の粉 't'I 部分と ;f，~TI部分

とを分析すると，そのデンプン残存i誌には差がなかっ

た。また，加熱前のデンプン合長と加熱後の粉'flの

程度にも一定の関係は認められなかった。

このように，加熱後の塊根の粉貨の程度は，加熱

前の塊根の糖やデンプン合致とは関係が認められな

かった。また，加熱によるデンプンの低分子化など

との関連は明らかではなかった。

摘 要

‘紅赤’と‘ベニアズマ’塊根の成分合｝，（と食味

に及ぼすキュアリング処理と貯蔵条件および加熱処

理の影響を検討した。

1 .収穫時の塊根成分合：：1トl土，‘紅赤’ではデンプン

23～26%，全糖2%，有機酸0.5%であり， ‘ベニア

ズマ’ではデンプン27～30%，全糖 2%，有機酸 1

%であった。主要な糖はシュクロースであり，‘ベニ

アズマ’では全糖の90%以上を占めていた。
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2. 13℃貯蔵において，無処理区のシュクロース含

量は両品種とも 1か月後までは徐々に増加して約 4

%となった。さらに，‘紅赤’では貯蔵 4か月後より

再び増加lし，貯j鼠6か月後には 8～10%に達した。

収穫直後にキュアリング処理した塊根のシュクロー

ス含:titは，両品種とも 1週間後に約 4%に増加した

が，その後の13℃貯成中における変化は少なかった。

また‘紅赤’では，低温での貯蔵ほどシュクロース

含量が増大した。

3.貯夜中におけるシュクロース含量の変化は，

‘紅赤’ではシュクロースシンターゼ活性と関連す

る傾向を示した。一方，シュクロースリン酸シンター

ゼは，シュクロースの増加に関与していないと考え

られたC

4.ポリフィルム包装によって塊根の貯蔵湿度を高

めると，貯蔵中の霊長減少が抑制されるだけでなく，

守主赤’では貯蔵中のシュクロースや有機酸の合長

変化が少なくなった。

5.収穫直後の塊根を加熱することにより， ‘紅赤’

では 7'1ム‘ベニアズマ’では14%のマルトースが生

成した。長期に貯蔵した塊根では，加熱によってマ

ルトースへ転換するデンプンの割合がやや増加した。

6.加熱後の sベニアズマ’のテクスチャーは，収

穫i時には粉質であるが貯蔵中にやや粘質化する傾向

を示した。加熱した塊根の粉質の程度と加熱前の塊

根テンプン含量との関連性は認められなかった。

24-
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第3章 サツマイモの塊根タンパク質と貯蔵性との関係

第 1節 塊根タンパク質の生育中および貯蔵中における変化

サツマイモ塊根は，次世代の発芽生長に必要な物

質を蓄える貯蔵器官である。タンパク質は，塊根成

分中新鮮重あたり 0.5～2.5%を占めるにすぎない

(Purcellら， 1972）が，塊恨の生理的な状態を示す

成分として貯蔵性との関連が注目される。

サツマイモ塊根の主要なタンパク質は， Jones・ 

Gersdorff (1931)によってグロプリンの一種として

初めて報告された。また西（1949）も．塊根タンパ

ク質の約7割をグロプリンと報告した。 Maeshima

ら (1985）はサツマイモ塊根の主要なタンパク質を

分離してスポラミン（Sporamin）と命名し， Hattori

ら (1985）がそのcD'.'JA塩基配列などを明らかにし

た。スポラミンはプロテアーゼに対するインヒピター

活性を有している（中村・服部， 1989）が，プロテ

アーゼインヒビターは自己防御作用などの生物的機

能を持つ可能性も示唆されている（Ryan, 1981）。

また，ジャガイモ塊茎中の主要タンパク質である

Pata tinもエステラーゼ活性を有している（Racusen,

1984）。このように，これらのタンパク質は，貯蔵物

質としてだけでなく他の機能を有する可能性もあり，

興味深しミ。

本節では，青果用サツマイモ 4品種を用いて，塊

根タンパク質の含量や組成の差異および生育中と貯

蔵中の変化を調査するとともに，その役割などにつ

いて検討した。

材料および方法

サツマイモは‘紅赤’，ベニアズマ’‘ベニコマチ’

および‘高系14号’の 4品種を供試したが，主要な

調査は‘紅赤’と‘ベニアズマ’を用いて行った。

各品種とも千葉県農業試験場およびサツマイモ生産

農家の悶場で， 5月下旬に苗を植え付け透明ポリマ

ルチ栽培を行った。圃場の土壌は，いずれも表層腐

植質黒ボク土で、あった。

‘紅赤’と‘ベニアズマ’を用いて，生育中にお

ける塊根タンパク質の含量および紐成の変化を調査

した。調査は，植え付け3か月後は各 l試験圏場区，

また 4か月後と 5か月後は各4試験問場区で行った。

10月下旬に収穫した‘紅赤’と‘ベニアズマ’の

塊根は，網目状のプラスチックコンテナ（60×40×

30 cm）に入れ， 13℃の貯蔵庫（2.6×2.6×2.3m,

6.8 m＇）に搬入した。塊根を入れたコンテナはら段程

度に積み重ねて20～30のブロックとし，その上部に

むしろをのせて厚さ0.03 mmのポリエチレンフィルム

でブロック全体を被裂した。被覆した内部の湿度は

95%RH前後で推移した。塊根重量の減少は，貯蔵 6

か月後において，‘紅赤’と‘ベニアズマ’ともに 7

～9%であった。 l調査区の貯蔵塊根数は 100～

250本とした。

貯蔵中におけるタンパク質の合長および組成の変

化は，‘紅赤’と‘ベニアズマ’の試験圏場区より，

高いタンパク質合:ffl:の塊根を生産した試験闘場区と，

相対的に低いタンパク質含Ill：の塊根を生産した試験

闘場区を選定して調査した。また，塊根の発芽など

の形態的変化とタンパク質合最やシュクロース含量

の変化との関連について，収穫時と 4か月貯蔵後に

キュアリンクー処理を行って調査した。キュアリング処理

は30℃， 96～100%RHの条件で行い，収穫直後はキュア

リング処理庫において7日間，また4か月貯蔵後は160e 
のアクリル箱内でl～2週間，それぞれ↑尉寺した。

塊根分析試料の調製は以下のように行った。塊根

は基部，中央部および末端部に 3分し，基部および

末端部から厚さ約 1センチの輪切りとした部分を取

り出し，これらを 3個体より集めて 1試料分とした。

輪切りにして取り出した部分は浮く剥皮した後．フー

ドカッターで細切・混合した。 1試験困場区の測定

は3反復した。

タンパク質の摘出・定量は， W巴tterとDyckの方法

(1983）により以下のように行った。細切したサンプ

ル10gに5gの石英砂と20meの抽出液（0.2MTris 

HClノTッファー， pH8.5;1Mのシュクロースと0.056M

の2ーメルカプトエタノールを含む）を加え，乳鉢

で磨砕した。磨砕物はポリエチレンメッシュでろ過

後， 30,000Xgで1時間遠心分離した。遠心分離によっ

て得られた上澄の一部を 5℃に保管した。以上の抽

出操作は 5℃で行った。抽出液25～50,11 eを10meス

ピッチグラスに取り， 24%トリクロロ酢酸を加えて
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タンパク質をi:ti殺させた。上澄を捨てて沈澱物をア

ルカリ溶液て、溶解後，フェノール試薬を加えて加熱

した。生成した液色のl汲光度を625nmで測定し，同

時に作成する検量線より含去を求めたっ

タンパク貨の組成は，ポリアクリルアミドゲルを

用いたSDS 電気泳動（SDS-PAGE）法（La巴mmli,

1970）により調査した。 SDSPAGEは，厚さ 2mm, 

大きさ105×150mmの平板ゲ、ルにSDSで処理したタン

パク質溶液を 5～30,u e 添加し， 10 cm泳動させた。

分離用ゲルのポリアクリルアミド淡度は10%とした

が，分子：r;1推定のために15%ゲルも一部で使用した。

泳動を終了したケ、ルはCBB溶液で、染色後， 7%酢酸

で脱染色した。 SDS-PAGEで分離したタンパク質の

分子量は，標準タンパク t1lを用いてft'成した分子長

標準曲線より求めた。また，各タンパク質バンドの

組成比をデンシトメーター（DE.¥JSITRO.¥J，常光製）

によって測定した。

塊根の糖含量は，第2！；£に記載した方法で分析した。

結果

1. タンパク質含量とその塊根内における変動

サツマイモ塊根タンパク質の収穫時における合誌

は，品縫による差が認められた。品種の平均合長は，

新鮮：ifcあたり‘ベニアス‘マ’： 0. 98±0.21l% ( n =45). 

‘ベニコマチ’： 0.88±0. 23% ( nニ 6），‘紅赤・

0.41±0.12% (nニ 45），‘高系Mす’ 0. 31±0.05% 

( n = 6）であった。

塊恨の部位日Jjタンパク質合計を調査した。塊根を

長車ill方向にそって延部と中央官日および末端部に三分

すると，そのタンパク質合却は中央部と末端部はほ

ぼ同程度であったが，これらに比べ器部では明らか

に多かった。法部と末端部の合泣比は，‘紅赤’では

1. 1～1. 5倍であったが，他の 3品穏で、；ま1.4～2倍と

大きかった。また，沈根を檎l祈Lて皮よ；）l次7彰｝£ 

回の内官!iJまで約 5m「I

部に分：TてJ耳査したところ’皮f将部のタンパク f'I含

量は‘紅赤’では中心部の約1.lff'f. ‘ベニアズマ’

では<j1心部のが01.51告であった。

2. SDS-PAG Eによる構成タンパク質の分析

‘紅赤’と‘ベニアズマ’の塊根タンパク 11ttrt!l:l:l 

液を10%と15%の分離用ポリアクリルアミドゲルで

電気泳動させ，その結果を第 3 1図に示したc 両

品磁の主要タンパク質は 4本の共通した主要なバン

1 2 3 1’ 2’ 3’ 
~鳴 －・哩

一一 旬．脚”“帽輔．副．． 

‘世田．．．．”一－－
噌，d畠~‘J歯 尋－ ，か唱F .... 

宅夢

輸措 咽剛僻

一一 ．創Ea副臨

管理監

崎髄絹舗.

議襲撃滋緩

婦脳陣，

Fig. 3 -1 . SDS PAGE analysis of proteins 
extracted from ‘Beniaka’and ‘Beni-
azuma’sweet potato roots. Lane 1, 
2, 3 10 % separating gel, lane 1’， 
2'' 3’. 15% separating g日l. Lane 1, 
l ：‘B巴niaka’， lane2, 2 ：‘Beni-
azuma', lane 3, 3' standard molecu-
l且rmass markers. 

ド（出動lllif1~の短い側より B-1, B 2, B-3 

およびB 4 ）に分離し，その分子量は10%分離用

ゲルを用いて， B 1 85kDa, B -2・52kDa,
1 2 3 4 5 

r.「

B-1－島哨

B-2－，町一甲噛叫岬略目ω ωー

Eごと機嫌輪島繍蕗雛

鎗通信婚姻・ー78kDa 
噛臨剤師←66

鞠哨舎←43

輔副僻－30

議議＝；；
Fig. 3-2. SDS-PAGE (10% separating g巴l)

analysis of prot巴ins巴xtractedfrom 
the roots of marketable sweet po 
tato cultivars. Lane 1 .‘B巴niaka’
lane 2 : 'Kok巴lNo.14’， lane 3：‘Beni 
komachi’， lane 4 'B巴niazuma',
lane 5・standard molecular mass 
markers. 
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Ta bl巴 3 1 . Electrophoretic separation of proteins in freshly harvested 

roots of ‘Beniaka' and ‘Beniazuma’SW巴etpotatoes. Roots 

were divid巴dinto two groups according to the protein content 

Protein 

band' 

B 1 

B-2 

B 3 

B 4 
Refer to Fig. 3 -2 

' Estimated by sodium dodecy 1 sulfate polyacrylamide gel巴lectro-

phor巴sis(SDS-PAGE) using 10% separating g巴1.

Measured with a densitometer. 

LP : roots with lower protein content, HP : roots with higher 

protein content. 

Proportion ( % )' 

‘Beniaka’＇ Beniazuma’ 

LPW HP" LP HP 

15 6 7 4 

16 14 14 13 

27 41 18 14 

15 20 37 45 

MW' 
(kDa) 

F
D
9
U
4
A

つ’u

nDFhυ

の
L
n
L

ドの組成比はタンパク質合長の多少によって変化し

たが，品種ごとの特徴は変わらなかった。

3.生育中における変化

生育中における‘紅赤’と‘ベニアズマ’の，塊

根タンパク質含量の変化を第 3-2表に，また50g 

以上の塊根の平均塊根重の変化を第 3 3図に示し

た。‘紅赤’では生育中tニタンパク 'f｛合況の変化がほ

とんどなかった。また‘ベニアズマ’では， 5か月

後に 1試験阻場区で 4か月後より減少したが，他の

試験l習場区では明らかな増減が認められなかった。

塊根重は品種間差があったが，両品種ーとも生育期間

の経過とともに増加した。 200g以上の塊根の割合は，

3か月後の‘紅赤’では I割未満であったが，‘ベニ

アス‘マ’では4割と多かった。また， 5か月後には

それぞれ4割および7割となった。

B -3 : 24kDa, B -4・22kDaと推定された。ま

た＇ 15%分離用ゲルを用いると，分子量は各バンド

とも約 lkDai¥tiく推定された。‘ベニコマチ’と 6詰i

系14号’を含めた塊根タンパク質の， 10%分離ゲル

を用いたSDS-PAGEによる泳動結果を第3-2図に

示した。 4品種とも主要なタンパク質バンドは共通

しており，このうち‘ベニアズマ＼‘ベニコマチ’お

よび‘高系14号’にあってはB-4が，また‘紅赤’

ではB-3が全体のタンパク質に占める割合が最も

大きかった。

‘紅赤’と‘ベニアズ、マ’の電気泳動バンドの組

成比をデンシトメーターによって測定した。第 3-

l表には，タンパク質含量の異なる塊根の，収穫時

におけるタンパク質の組成比を示した。‘紅赤’では

B 3がB-4の約2倍であり，‘ベニアズマ’では

B-4がB-3の約 3倍であった。タンパク質バン

period after plantin宮（months)

3 4 5 

(g-/lOOgFW) 

0.32±0.02 
0.40士0.04

0.38±0.02 

0.40士0.02

1.07 ±0.05 

1.05±0.05 
0.97土O.C7

1.06±0.09 

Table 3 2. Chang巴sin protei口 contentof swe巴tpotato 

roots during growth. 

Cul ti var Field 

0.38土0.05
0.46士0.06

0.36±0.03 

0.44±0.08 

0.86±0.11 

0.97±0.03 
0.92土0.03

1.20±0.08 

0.36±0目04

0.98±0.08 

A
B
C
D

－E
F

G

H

 

Beniaka 

Bemazuma 
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4.貯蔵中における変化

高タンパク質含量の塊根と低タンパク質合長の塊

根の， 13℃貯蔵中におけるタンパク質含長の変化を

第3-5図に示した。‘紅赤’ではタンパク質合室A が

貯蔵中にやや減少する傾向がみられた。しかし，

‘ベニアズマ’のタンパク質含量は，高い合主；：の塊

根で減少後再び増加したが．低い合法の塊根ではや

や増加傾向にあり，その変化に一定の傾向が認めら

れなかった。
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3 4 5 

Days after planting （皿onths) 

3 3 Changes in mean weight of sweet 
potato roots during growth. Roots 
of 50g and below were discarded. 

100 

Fig. 

生育中におけるタンパク質組成の変化を，タンパ

ク質合fil：が同程度の塊根を用いて比較した。塊棋タ

ンパク質の屯気泳動パターンは，第 3-4図に示し

たように， 3か月後においても 5か月後においても

品干直ごとにはIi'同4主であった。

2 4 

Storage period （田onths)

3 5 . Changes in prot巴incontent of un-
cured sweet potato roots during 
storage at 1 3℃. Open and solid 
symbols represent ‘Beniaka’and 
'Beniazuma’roots. For grouping 
roots depending on protein content, 
refer to Table 3司 1. Vertical bars 
indicate standard errors. 

6 。
0.2 

0.0 

Fig. 
5 

網棚哨ー78 kOa 
．醐輔 ←66 

4 3 2 
，.，..唱、

1 
F可

B-1→ 

SDS-PAGEによる，貯蔵6か月後の塊根タンパク

伎の泳動パターンを第3-6図に示した。‘紅赤’の

i氏タンパク質含長の塊棋では，主要タンパク質であ

るB 3の減少が明らかであった。しかし，タンパ

ク質含豆ーが減少しなかった‘ベニアズマ’では，泳動パ

ターンの変化が少なかった。低タンパク質全世の‘紅赤’

塊根の，貯蔵中におけるタンパク質組成比の変化を第3

3表に示したc貯蔵中の組成比は， B-2. B-3およ

びB 4が減少し， B-1が増加する傾向にあった。

5. キュアリング処理による変化

1）収穫直後の処理による変化

収穫直後のキュアリング処理によって， ‘ベニアズ

マ’は lf悶の塊根あたり 2～3cmの芽が 1～3本程

度発芽したが，‘紅赤’はほとんど発芽しなかった。
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3 4. SDS PAGE (10% separating gel) 
analysis of proteins extracted from 
sweet potato roots during growth. 
Lane 1 ‘Beniak且’－3months after 
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months after planting, l呂田3: 'Beni-
azuma’－ 3 months after planting, 
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after planting, lane 5 : standard mo-
lecular mass markers. 
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Fig. 3 6. SDS-PAGE (10% separating g巴l)
analysis of proteins of sw巴etpotato 
roots stored for 6 months at 13℃． 
Lan巴l：‘Beniaka’rootswith low巴r
protein content, lane 2 .‘B巴niaka’
roots with higher protein content, 
lane3：‘Beniazuma’roots with lower 
protein content, lane 4 . 'Beniazuma’ 

roots with higher protein content, 
lane 5 standard molecular mass 
markers. 

Tab！巴 3-3. Changes in proportion' of prot巴tn

bands of ‘Beniaka’sweet potato 
roots during storage at 13℃. Roots 
were chosen from those with lower 
protein content as shown in Table 
3 1. 

Protein band、
Storage period (months) 
0 2 4 6 
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' Measured with a densitom巴ter.
' Refer to Fig. 3 2. 

処理前後の部位別タンパク質含量とシュクロース含

量の変化を第 3-4表に示した。キユアリング処理

後の部位別のシユクロース含量は，両品穏とも末端

部では基部よりも l割程度高くなった。また、処理

中に発芽した‘ベニアズ、マ’塊根のタンパク質含量

は，基部ではほとんど変化しなかったが，末端部で

は減少した。一方，発芽がほとんど見られなかった

‘紅赤’では，塊根の基部と末端部でタンパク質合

最が同様にやや減少した。‘ベニアズマ’塊根のタン

パク質の電気泳動パターンをみると，末端部のタン

パク質のうち， B-4の減少が顕著で、あった（第 3-

7図）。

1 2 3 4 5 

e-1－炉伽叫恥岬

蜘岬－1akDa 
脚柑－66

e-2－ー叫吋噛柿崎砂時吋噛幽脚

接弘毅 －・－43

剣醐醐酔－30

~＝~：：：議議嶋翁跡調酪

議議←17-12  

Fig. 3 7. SDS-PAGE (10% separating gel) 
analysis of root prot巴insaft巴rcuring 
of freshly harvested ' B巴niazuma’
sweet potato roots. Lane 1 . dist且l
part of cured roots, lane 2 :proximal 
part of cured roots, lane 3 : distal 
part of uncured roots , lane 4 
proximal part of uncured roots, 
lane 5 . standard molecular mass 
markers. 

2）貯蔵後の処理による変化

13℃に 4か月貯蔵した塊根をキュアリング処理

Table 3 4 . Effects of curing on prot巴inand sugar contents of proximal and 

distal parts of freshly harvested sw日etpotato roots. 

Cul ti var Root part 
Protein (g/lOOgFW) Sucrose ( g / lOOg Fv¥') 

At harvest After curing At harvest After cunng 

Beniake Proximal 0.42±0.07 0.33土0.03 2.0土0.2 3.9土O目l

Distal 0.31±0.03 0.25±0.02 1.9±0.2 4.3±0.2 

B巴niazuma Proximal 1.07土0.16 1.03±0.06 2.1±0.1 3.9±0.2 

Distal 0.64土0.10 0.44±0.03 2.2±0.2 4.3±0.1 
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Fig. 3-8. Cha口gesin protein content of swe巴t
potato roots during curing started 
after storage of 1l months at 13℃． 
Open and solid symbols r日pesent
proximal and distal parts of roots, 
respectively・Vertical bars indicat口

standard errors. 

( 1～2週間）したところ， ‘紅赤＼ ‘ベニアズマ’

とも収穫直後の処理とは異なる形態的変化を示した。

‘紅赤・は 1塊根あたりの数不の発芽があり，芽の

fr!!びは 1週間後には 1～2cm, 2週間後には 5cm以

上にや11長したc ‘ベニアズマ’でも発芽はしたが，芽

のfillびは 1週間後で 5mm以下と栴めて少なく， 2週

間後になって l～2cmとなった。また，‘ベニアズマ’

では発根し，長いものは数c皿に伸びγこ。

キュアリング処理によるタンパク質合歪の変化を

第3 8図に示した。 ‘ベニアズマ’では，塊根の

主主部，末端部とも， タンパク質の合長およびその電

気泳iJiJJパターンに大きな変化がなかった。一方．

中1赤’ではタンパク質含量がわずかに増加する傾

向を示し，塊根の基部でも末端部でも B-3やB-

4タンパク質がやや増加した。

塊恨の糖合国：は，キュアリング処理によって第3-

9 IZIのように変化した。 ‘紅赤’のシュクロース合

；：，：：は，発芽の多い基部では変化が認められなかった

が，末端部では明らかな変化を示した。また，還元

紙はi11ii部品工とも減少した。‘ベニアズマ’では，基昔日．

米t;l-Ji'沼とも還元糖含）＇；：：は変化せず， シュクロース含

泣は処理開始から 2週間後にやや増加した。

考察

サツマイモ塊根の主要なタンパク質について調査

した：via巴shimaら（1985)Ii，‘高系14号’塊根全タ

ンパク質の約8割を占めるタンパク質をスポラミン

と命名した。スポラミンは分子長25kDaのタンパク

nであるが，これはJones・ Gersdorff ( 1931）が報

行した［pomocinとまったく同じものであることが確

;12.さtした（Varonら＇ 1989）。スオtラミンにはアミノ

殴百四！Jのわずかに異なるいくつかのタイプが知られ，

0・Sucrose
口 E Reducing sugars 

（ 

担監、4ト

8 
、、
"" ） 

------f 
！二二：ニ／十

Z
 

C
O
M
P

』。υ
L伺
田
口
凶

'Ben i azuma' 

園一＝＝＝里＝二二＝二雪

’Ben 1 aka’ 

ミミ・こ・

官eeksafter the start of curing 

Fig. 3 -9. Changes in sugar content of sweet potato roots during curing 

started aft巴rstorage of 4 months at 1 3℃. Opon and solid 

symbols repr巴sentproximal and distal parts of roots, respectively. 

V日rticalbars indicate standard errors. 
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Hattoriら（1985）はこのうちの lつのcDNAを単離

して塩基配列を調べた結果，分子量を20kDaと算出

した。またこの他に， Li・ Oba (1985）は， SDS

PAGEで分離したバンドの一つを Fーアミラーゼと

推定した。

本研究で用いた 4品種は，主要タンパク質として

4本のバンドが分離された。 Maeshimaら（1985)

およびVaronら (1989）は25kDa近傍には 1本のバ

ンドだけが存在すると報告しているが，本研究では

分子量24kDaと推定された B-3および22kDaと推

定されたB-4の2本のバンドが存在し，しかもそ

の比率は品種によって異なることを示した。すなわ

ち，‘ベニアズマ＼‘ベニコマチ’および‘高系14号’

の3品種ではB 3が少なく B-4が多かったが，

‘紅赤’ではB-4が少なく B 3が多かった。

生育中における塊根のタンパク質含量は，植え付

け4か月後から収穫期の 5か月後にかけてほとんど

変化しなかった。また，タンパク質合長が同程度で

あれば，その組成は生育時期によってほとんど変化

しなかった。含量の変化Ii，‘紅赤’では B-3, 

‘ベニアズマ’ではB-4の増減の影響が大きかっ

た。 Purcellら（1976）は，植え付けから102～165日

後までのサツマイモ塊根タンパク質含量を調査した

結果，タンパク質含量は生育後期に一定の割合で減

少したと報告している。しかし，タンパク質含｝fl：と

関係の深い塊根の窒素含量は，生育後期の10月以降

やや増加傾向にある（中， 1962）ことや，生育後期

にはほとんど変化しない（岩井ら， 1953・戸苅・白

沢， 1955）ことも報告されている。こうした結果を

考えると，生育後期のタンパク質含量の変化は，品

種や栽培条件によって異なるものと思われた。

中 (1962）は，地下に貯蔵した‘護国’塊根のタ

ンパク態窒素が， l～ 2月の貯蔵中期に増加し 3～

4月の貯蔵後期に減少することを示した。また， Li・

Oba (1985）は， 10～ 12℃に 1年間貯蔵した‘農林

1号’塊根ではスポラミンがほとんど消失したと報

告した。これに対し， 13℃貯蔵した‘紅赤’と‘ベ

ニアズマ’のタンパク質は，それらとは異なる変化

を示した。すなわち，貯蔵中のタンパク質含量は，

‘紅赤’では貯蔵後期にかけてやや減少する傾向に

あったが，‘ベニアズマ’では貯蔵6か月後において

も収穫時と同程度ないしこれよりやや多くなった。

また，タンパク質の組成は，‘紅赤’では貯蔵期間の

経過とともにB-3などが減少したが，‘ベニアスマ’

-31 

でエは変化が少なかった。

発芽にともなう塊根の糖含量とタンパク質含量の

変化を調査し，それらの役割について検討した。発

芽による塊根タンパク質の変化については，塊根の

末端部を水に浸して26日開発芽させた場合， タンパ

ク質含量4の減少にともなってスボラミンが激減する

ことが報告された（Maeshimaら， 1985）。このため，

スポラミンは発芽によって消費されるタンパク質と

考えられている。しかし，収穫直後のキュアリング

処理で発芽した‘ベニアズマ’を処理後に調査した

ところ，発芽部位である基部ではタンパク質含量が

ほとんど変化しなかったが．末端部ではタンパク質

含量が減少し， B 3とB-4タンパク質の割合も

減少した。また， 13℃に 4か月貯蔵した塊根をキユ

アリング処理した場合には，発芽した‘紅赤’のB-

3とB-4タンパク質はむしろ増加する傾向さえ認

められた。このように，塊根のタンパク質含量は発

芽部位で減少しなかった。また，‘紅赤’と‘ベニア

ズマ’の塊根タンパク質は，収穫時と貯蔵後で、はキュ

アリング処理に対して同ーの変化を示さなかった。

発芽の程度が異なるためにMaeshimaらの結果との

比較は困難であるが，本研究での結果ーからは，塊根

のB-3やB-4の主要なタンパク質は発芽にとも

なって直ちに消費される貯蔵タンパク質とは考えら

れなかった。

塊根の主要なタンパク質は，生物的機能を持つこ

とも示唆されている（中村・服部ら， 1989）。‘紅赤’

と‘高系14号’はタンパク質の含量がほぼ同程度で

あるが，タンパク質B-3とB-4の組成比は明ら

かに異なっていた。 B-4タンパク質の多い‘高系

14号’は，一般的に‘紅赤’より腐敗が少ないとさ

れていることから， B-3あるいは B-4タンパク

質と塊根の貯蔵性との関連も興味深い。

キュアリング処理により，収穫H寺の塊根のシュク

ロース合長は基部より末端部て、変化が大きかった。

また，貯蔵した塊根をキユアリング処理した場合に

も，発芽部位である基部ではシュクロース含量の変

化がなかった。このように，発芽部位のシュクロー

スは発芽に伴う増減がみられなかった。 Collinsら

(1990）は，発芽過程において塊根の還元糖は減少す

るが，シュクロースは発芽数が急増した際にだけ明

らかな増加を示したことから，シュクロースを急激

な発芽の際に必要な成分と推察した。本研究でも，

貯蔵した塊根をキユアリング処理した際の発芽と糖
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の変化を見ると，塊根の基部と末端部を合わせたシュ

クロース含量は芽の伸長の遅い‘ベニアズマ’では

2週間後にやや増加傾向となり，芽の伸長の早い

‘紅赤’では 1週間後に増加したのち減少した。ま

た，還元糖は両品種とも処理前より減少した。この

ため．塊根の基部と末端部を合わせた糖の変化は，

発芽と関連していると考えられた。

摘 要

‘紅赤＼‘ベニアスマ＼‘ベニコマチ’および‘高

系14号’の塊根タンパク質について，その含量や組

成を調査した。また，‘紅赤・と‘ベニアズマ’につ

いて，生育，貯蔵およびキュアリング処理によるタ

ンパク貨の変化を調査した。

1.塊根のタンパク質合r.：：ーは，‘ベニアズマ’と ‘ベ

ニコマチ’では新鮮重あたり約 1%，‘紅赤’と‘高

系14号’では新鮮;iT（あたり約0.4%であった。最も主

要なタンパク質Ii，‘紅赤’て、は24kDa，他の 3品種

では22kDaの分子量を有していた。

2.生育中，タンパク質は含量や組成の変化が少な

かった。また貯蔵中， タンパク質合；足は‘紅赤’で

はやや減少する傾向を示したが，‘ベニアズマ’では

－定の変化を示さなかった。貯蔵中のタンパク質合

:11：の低下は，最も主要なタンパク質の組成変化と関

連していた。

3. ‘ベニアズマ’のタンパク質合長は，収穫時の

キュアリング処理によって塊根末端部で減少したが，

貯蔵後のキュアリング処理では変化がなかった。ま

た．‘紅赤’では収穫時および貯蔵後とも，キュアリ

ング処理によるタンパク質の含；；±および組成変化が

少なかった。

4. キュアリング処理によるタンパク質含量の変化

と発芽との関係は明らかでなかった。しかし，糖含

），！：は発芽と関連した変化が認められた。
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第 2節 収穫時の生育量および塊根タンパク質含量と貯蔵性

サツマイモ塊根は，多くが収穫後様々な方法で貯

蔵される。貯蔵したサツマイモ塊根はその後j順次出

荷されるが，貯蔵期間は短いものでも 2か月，長い

ものでは 6か月以上におよび，その問の腐敗の発生

が大きな問題となる。また，貯蔵後は皮色などの品

質が良好に保持されていることも重要である。

サツマイモ塊根の貯蔵性は，貯蔵条件と塊根自体

の生理的状態に大きく ；~：3~！平されると考えられる。宮

崎・新堀 (1991)は‘紅赤’と‘ベニアズマ’を用

いて，皮色の保持と腐敗の防止などに最も適した温

度 (13℃）と湿度（95%RH）およびこれを貯蔵庫に

おいて作り出す被覆方法などを報告した。しかし，

塊根の貯蔵性は適切な貯蔵条件下においても，栽I古：

された岡場ごとに大きな違いを生じる。これは，栽

培条件の遠いによって収穫時の塊根の生理的状態が

異なるために生じるものと考えられた。

サツマイモの塊絞では水分と炭水化物が主要な構

成成分であり，両者で90%以上を占めている。一方，

タンパク質は新鮮重あたり l～ 2%の成分であるが，

飼料や食糧として利用する際の栄養的な観点から，

その合長を高める研究が行われてきた（Purcellら，

1972 ; Li, 1982）。その結果，塊根のタンパク質合ほ

は乾物重換算では10%に達するものも出現した。し

かし，タンパク質合量は水分やデンプンの含量に比

べて少ないため，これまで品質や貯蔵性に関する研

究の対象とされてこなかった。

そこで本節では，収穫時におけるサツマイモの茎

葉と塊根の生育状態および塊根タンパク質含哉と，

貯蔵中に発生する腐敗との関係を調査した。また，

その結果から高品質で貯蔵性に優れた塊根の栽培法

について検討を加えた。

材料および方法

サツマイモ生産農家および千葉県農業試験場の図

場で栽培された‘紅赤’と‘ベニアズマ’を用い，

1989～1991年の 3年間に毎年，生育量および塊根成

分と貯蔵性を調査した。苗は，高さ22～25cmの透明

ポリマルチを施した畝に 5月下旬に植え付けた。栽

植密度は‘紅赤’では2,400～2,700本／10a，‘ベニ

アズマ’では3,700～4,200本／10aであったO 塊根の
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収穫は10月下旬に行った。各試験｜前！場の栽培面積は

毎年4～10aであり，その土擦はいずれも表府腐植

質黒ボク土であった。施！l巴は各悶場ごとの慣行とし

た。収穫時における茎菜室，塊根重および塊根品

質の調査は，各試験悶場区とも20株を用いて行っ

た。

貯蔵は以下のように行い，貯蔵中の腐敗の発生と

皮色の変化を調査した。試験悶場より収穫した塊恨

は，藷梗より切り離して網目状のプラスチックコン

テナ（60×40×30cm）に入れた。コンテナは， 13℃

の低温貯蔵庫（2.6X2.6×2.3m, 6.8 m＇）に搬入し

て5段程度に積み重ねた。 mみ重ねたコンテナは20

～30をlフロックとし，上部にむしろをのせてI立さ

0.03 mmのポリエチレンフィルムでブロック全体を被

複した。被覆した内部の温度は95%RH前後で、推移し

た。本貯蔵条件における塊根:ill:・：:i：.：の減少は，貯蔵 6

か月後において，‘紅i店、’・‘ベニアズマ’とも 7～9

%であった。キュアリング処理は収終直後に行い，

30℃， 96～100%RHの条件で 7日間保持した。 l試

験闘場区あたりの貯蔵塊根数は，キュアリング処理

貯蔵区では100～130本，キュアリング無処理貯蔵区

では180～250本とした。

収穫時および貯蔵後の塊根品質等を調査するため

に，試験園場区あたり 9～ 15本の塊根を分析試料と

して用いた。分析は塊根 3本を l試料とし， 3～5 

反復した。分析試料は，塊恨の；！~部および末端部か

ら厚さ約 lmの輪切りにした部分を取り出し，これ

を合わせて細切・混合した。炭水化物の分析は第 2

主主に記述した方法で， またタンパク質の抽出・定五i

は，第 3章第 l節で用いたW巴tt巴r・ Dyckの方法

(1983）によって行った。皮色は塊根皮抽出i夜の吸光

度を比較した。皮は基部と末端部の数か所から一定

の面積（ 8 cnl) をとり， 1 %塩酸ーメタノールで色

素を抗l1Hlした後，抽出illi.の525nmにおける吸光度を

分光光度計（じV-2100，島津製作所製）によって測

定した。

収穫時における茎葉と塊根の生育長は， 20株の新

鮮重を調査し，栽植密度から10aあたり新鮮重に換

算して求めた。また，収穫時の茎葉および塊根の窒

素含量は，乾燥した試料を硫酸分解後ケルダール法

によって分析した。 10aあたり窒素合長は，収穫時
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の茎葉と塊根の窒素含量に各々の収穫時における 10

aあたり新鮮重を乗じて算出し，両者を加えた。

貯蔵中における塊棋の貯蔵性は， 2か月ごとに腐

敗の発生と皮色の変化を調査した。塊根の腐敗の発

生程度は，貯蔵した各区の全塊根について腐敗を調

査し．貯蔵塊根数に対する販売可能な塊根の割合，

すなわち商品塊根率として示したc 腐敗は塊恨の両

端から進行したので，販売可能な塊根は，腐敗した

部分を切除した際の切口の径が1cm以下の塊根とした。

高吉 果

1.収穫時の生育量と塊根成分

収穫時の‘紅赤’と‘ベニアズマ’について，生

育量と塊根のタンパク質含量との関係などを調査し

た。試験に供したサツマイモ栽培圃場の，土壌中の

肥件成分と施肥去を第 3-5表と第 3-6表に示し

た。‘車工赤’試験闘場の土壌の硝酸態主主素（NO,-N)

含量は， t¥o.3, No.7, i'io.8が‘紅赤’の栽培岡場と

しては高かったが， No.3とNo.7は前作がそれぞれラッ

カセイとサトイモであった。 No.8試験問場はサツマ

イモ連作にもかかわらず硝酸態窒素含量が高かった。

その他の試験函場はサツマイモの 2～6年連作悶場

であり，硝自主態窒素合i誌は低かった。‘ベニアズマ’

Table 3 -5 . !¥liner且1nutri巴ntsof soil and fertilizer application in the 

fi巴Idswhere ‘Beniaka’ SW巴巴tpotatoes w巴regrown. 

Field 
:'din巴ralnutrients of soil Fertilizer applied 

before planting(mg/lOOg) ( kg/lOa) 
No. 

:¥0,-)J P20s K,O l¥ p,o, KzO 

0.10 2.7 30 。 21 。
2 0.10 2.7 30 1.4 27 17 

3 0.65 2.1 33 。。 21 。
4 0.32 2.2 30 5.1 29 12 

5 0.01 2.7 35 5.7 99 12 

6 0.21 1 7 19 0.8 115 10 

7 1.23 31 2.0 7 7 

8 0.78 1.7 35 1.2' 119 14 

9 0.01 2.7 35 5.7 29 12 

10 0.32 2.2 30 5.4 99 12 

In addition, compost was applied at 400 kg/lOa. 

Table 3 6. [V!ineral nutrients of soil and fertilizer application in th巴

fields wher巴宮巴niazuma’sweetpotatoes were grown. 

Field 
:Vlin巴ralnutrients of soil F巴rtilizerapplied 

be for巴 planting(mg/lOOg) (kg/lOa) 
I¥o. 

:..;o, :..: p,o, K,O ：可 P,O, K,O 

6 0.21 1. 7 19 0.8 115 10 

11 0.21 21 3.0 10 10 

12 0.59 3.6 34 0.6 107 2 

13 0.14 5.0 41 5.6尻 32 17 

14 0.44 2.7 35 5.0 84 12 

15 1.50 0.8 110 8 

16 0.49 3.0 37 5.6勾 32 17 

17 0.44 2.7 35 5.0 14 12 

18 1.50 0.8 40 8 

19 0.15 3.2 38 6.2' 34 19 

In且ddition,compost was appli巴dat 600 kg/lOa. 

34-



青果用サツマイモの品質特性と貯蔵性に関する研究

試験圏場では， No.12はニンジン， No.13とNo.16はラッ

カセイ， No.15とNo.181土サトイモが前作であり，その

他は 2～3年のサツマイモ連作であった。硝酸態窒

素含量は，前作がサトイモの場合にはとりわけ高かっ

た。試験園場の土嬢の硝酸態窒素含量は，‘ベニアズ

マ’が‘紅赤’より総じて高かった。リンとカリの

含量は，両品種とも試験園場開で大差なかった。肥

料は品種や前作物などを考慮して各栽培者が施した

が，‘ベニアズマ’の一部を除き．前作がサツマイモ

でない試験圃場は窒素施用量が少なかった。

植物体全体の10aあたりの窒素含量および塊根の新

鮮重あたりの成分含量を第 3-7表に示した。植え

付け前土嬢中の硝酸態窒素含量あるいは窒素施用:!11:

4紅赤’収穫時の10aあたりの茎葉と塊根の生育量，

が多い試験園場では，茎：栄重が多くなる傾向にあっ

た。収穫時に茎業の生育長が少ない試験園場では．

植物体の10aあたりの窒素含量が少なく，茎葉2立の

塊根重に対する割合（ T/R比）も小さかった。塊

根収量は，いずれの試験闘場でもほぼ良好であった。

また，塊根はいずれも皮色が濃くてデンプン合長も

高く，皮色とデンプン含量には試験悶湯河の差がな

かった。しかし，タンパク質合長は試験図場開で約2

Ta bl巴 3目 7.Yield and root composition of‘Beniaka’SW巴etpotatoes 
at harvest. 

Field' 

N口

Yi巴ld(tFW/lOa)

Top Root 

T/R 

rat10 

1 1.5 2.3 0目65

2 1.6 2.4 0.67 

3 1.7 2.7 0.63 

4 1.8 2.1 0.86 

5 1.8 2. 7 0.67 

6 2.2 2.2 1.00 

7 2.4 1.8 1.33 

8 2.3 3.0 0.77 

9 1.9 2.5 0.76 

10 2.6 2.2 1.18 

Same as shown in Table 3 -5. 

N content 

of plants 

(kg/lOa) 

5.0 

6目3
5.7 

8.3 

8.0 

9.5 

Protein 

Root composition 

Starch 

(g/lOOgFW) 

0.35d' 

0.38cd 

0.32d 

0.36d 

0.37d 

0.66a 

0.52b 

0.65a 

0.46bc 

0.44bc 

(g/lOOgFW) 

25.6a 

25.Sa 

25.0a 

25.3a 

25.5a 

26.4a 

25.2a 

25. la 

25.5a 

24.5a 

' Absorbance at 525 nm of 1 %日Clmethanolic extract of root skiη． 

Different l巴tterswithin columns indicate significant difference at 5 % level. 
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r =0.67本（n =10) 

． 
2 

． 
． 

3 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 
4 

． 
r =0.94“（ n = 6) 

． 
国

圃

圃

5 6 7 8 9 

． 

Plant tops (t/lOa, F官） N content of plants (kg/lOa) 

Fig. 3 10. Protein contents of roots as relat巴dto amounts of plant tops 

per 10 a and N contents of plants per 10 a in ‘Beniaka’sweet 
potatoes at harvest. 
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l主同等であるが茎葉重は少なかった。収穫時の10a 

あたり茎葉重が少ない試験圏場では， ‘紅赤’と同様

に＇ JO aあたり植物体の窒素含量が少なく， T/R

ltも小さかった。新鮮重あたりのタンパク質合長は

試験凶場開で約5倍の差があり， 10aあたり茎葉重

とは r=O. 70ぺ植物体の10aあたり窒素合金とは r=

0.90＊の相関があった（第 3-11図）。しかし，新鮮

京あたりタンパク質含量は皮色と関係が認められず，

デンプン合長とも相関が低かった（ r=0.54）。塊根

の皮色と新鮮ill:あたりデンプン含最には試験園場開

差が認められたが，いずれも濃い皮色と高いデンプ

千葉県農業試験場特別報告

惜の差があり， 10aあたり茎葉重とは r=0.67ぺ植物体

のJOaあたりの窒素含量とは r=O. 94“の相関があっ

た（第 3-10図le

第3-8表lこii，‘ベニアズマ’収穫時の茎葉と塊

恨の生育量，植物体の10aあたり窒素合長および塊

根の新鮮重あたり成分合長を示した。植え付け前土

壌中の硝酸態窒素あるいは窒素施用長の多い試験回

場 U・:ol3～No.19）では，茎業重と塊根重はほとんど

が2.5t /10 a以上となった。これに対し，両者とも

少ない試験問場 Uio.6,No.11, No.12）では，いずれ

かが多い試験図場と比べて， 10aあたり塊根重はほ

Table 3-8. Yi巴ldand root composition of ‘Beniazuma’sweet potato田

at har可’est.

Root composition 

Starch 

(g/lOOgFW) 

32.7a 

Skin 

color'・ 

1.00a 

0.95ab 

0.98a 

0.74c 

1.0la 

0.96ab 

0.82c 

0.92ab 

1.05a 

0.88b 

32.lab 

28.5bc 

28.6bc 

28.2c 

29.7b 

27.Sc 

29.2b 

30.5b 

6 1.3 2.8 0.46 

11 1.3 2.0 0.65 

12 1.9 3.6 0.53 

13 3.2 3.2 1.00 

H 2.4 2.6 0.92 

15 2.5 3.1 0.81 

16 2.7 3.1 0.87 

17 2.9 2.3 1.26 

18 2.4 3.0 0.80 

19 2.9 3.2 0.91 

Same as shown in T且ble3 6. 

Absorbance at 525 nm of 1 % HCl-methanolic extract of root skin. 

Different letters within columns indicat巴 significantdiffer巴nc巴 at5 % l巴vel.

Protein 

(g/lOOgFW) 

0.79d' 

0.30f 

0.57巴

l.08b 

0.84d 

1.20b 

1.45a 

0.97c 

1.19b 

0.96c 

~ content 

of plants 

(kg/lOa) 

7.5 

1L3 

8.5 

13.8 

T/R 

ratio 

Yield(tFW/lOa) 

Top Root 

Fieldι 

i¥o. 

13.2 

1
 

1
 

1
 

圃

r =0.90・（n= 6) 
1.4 

圃
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3-11. Prat日incont巴ntsof roots as related to amounts of plant tops 

per 10 a and N contents of plants per 10 a in‘B巴niazuma’sweet

potatoes at harvest. 
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Table 3 -9. Percentage of marketable roots 
of ‘Beniazuma’sweet potato巴s
after storage of 6 months at 13℃． 

Uncured 
root 

Cured 
root 

Field 
No.' 

民
U
Z
υ
n
U
ワ
J
ρ
h
U
一

円

l

ワ
t
n
h
u
o
υ
q
v
q
u

－
o
u

6 17 
11 56 
12 62 
13 82 
14 87 
15 89 
16 93 
17 94 
18 94 -
19 95 100 

Same as shown in Table 3 -6. 

討した。第 3-12図と第 3-13悶には，塊根の新鮮

重あたりタンパク質合長と 6か月貯蔵後の商品塊根

率との関係を示した。キュアリング無処理貯蔵区で

は，塊根のタンパク質含量が‘最上赤’では約0.4%以

j，また‘ベニアズマ’では約0.8%以上になると商

品塊根率は高くなる傾向にあった。しかし，キユア

リング処理貯蔵区では， タンパク質合量がこれより

少なくても商品塊根率が90%と高いものが認められた。

収穫時における T/R比と 6か月貯蔵後の商品塊

根率との関係を，第 3-14図と第3 15図に示した。

‘桁赤’のキュアリング無処理貯蔵区でには， T/R 

比が約0.8以上になると貯蔵後の商品塊根率は60～80

%となり，キュアリング処理貯蔵区では80%以上と

高くなった。‘ベニアズマ’では， T/R比が約0.8

以上になると，キュアリング無処理貯蔵区でも貯蔵

後の商品塊根率が高くなった。キュアリング処理貯
100 

ン合f~：を有しており，品質的には良好な塊根であった。

10 aあたりで示した収穫一時における塊根重は， ‘ベ

ニアズマ’が‘紅赤’より多かった。また， ‘ベニア

ズマ’の塊根は‘紅赤’塊根に比べて皮色が濃く，

新鮮重あたりのタンパク質合長やデンプン含量も高

かった。

2.収穫時の生育量および塊根タンパク質含量と貯

蔵中の商品塊娘率の変化

6か月貯蔵後の商品塊根率を，第 3-9表（‘紅赤’）

と第 3-10表（‘ベニアズマ’）に示した。‘ベニアズ

マ’では，腐敗発生が総体的に‘紅赤’より少なかっ

たために，商品塊根率も高かった。またキュアリン

グ処理は，両品種とも腐敗を抑制し，商品塊根$を

高めた。

貯蔵後の商品塊根率と収穫II寺の塊根タンパクn合

長および10aあたりの茎葉重と塊根重との関係を検

（%） 

Table 3 -9 . Pere巴ntageof marketable roots 
of ‘Beniaka’sweet potatoes after 
storage of 6 months at 13℃． 

Uncured Cured 
root root 

Fi巴ld
No.' 

1 19 
2 30 
3 33 
4 54 
5 59 
6 62 
7 73 
8 82 
9 83 
10 85 

Same as shown in Table 3 -5. 
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蔵区では， T/R比が0.8未満でも商品塊根率が90%

になる試験圃場区があったが， T/R比が0.8以上の

試験岡場区では貯蔵 6か月後においても腐敗の発生

はほとんどなく，商品塊根率は96～100%に達した。

収穫時の茎葉重は， 6か月貯蔵後の磁品塊根率と

直線的な正の相関があった。キュアリング無処理貯

蔵区（ n =10）での相関係数は‘紅赤’： 0. 84 •• ' ＇ベ

ニアズマ’・ 0.87“であり，キュアリング処理貯蔵区

( n = 7）での相関係数は‘紅赤’： 0.73，‘ベニアズ

マ’目 0.90＊＊であった。また，収穫時における植物体

の10aあたり窒素含量と 6か月貯蔵後の商品塊根率

も比較的高い正の相関が認められた。相関係数（い

ずれも n= 6）は，キュアリング無処理貯蔵区では

‘紅赤’・ 0.97事ぺ‘ベニアズマ’： 0.81・であり， キュ

アリング処理貯蔵区では‘紅赤’ 0.86ぺ ‘ベニアズ

マ’ 0.91＊であった。

（ 

~ 
11. 
b.O 

Cコ
ζコ

1.5 

て1.0
b.O 

） 

判

口。.. 
" 0 
" 0.5 

" "' .. 
0 ... 
仏

e 'Ben i azuma’ 

y=2. 67x四 0.365 

r=O. 941. n=l3 

塊根の新鮮重あたりのタンパク質含量と乾物重あ

たり窒素含量と Ii，‘紅赤’と‘ベニアズマ’でそれ

Table 3 -11. Skin color of sweet potato roots 
b巴foreand after storage of 6 months 
at 13°C. 

Cul ti var Field No.' A bsorbance、
At harv巴stAfter storag巴

Beniaka 4 0.51 0.52( 0%') 

9 0.53 0.41( 23%) 

B巴niazuma 12 0.98 0.67( 32%) 

14 1.01 0.69( 32%) 

15 0.96 0.69( 28%) 

16 0.82 0.74(-10%) 

' Same as shown in Tables 3 -5 and 3 6. 

y M巴asured 1 % HCl-mathanolic巴xtractsof 

root skin at 525 nm. 

' p白rcentage of decrease in absorbance 

during storage . 

.6. 'Beniaka’ 

y=2. l 7x-O. 325 

r=O. 057, n=l4 

0.0 
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Fig. 3 -16. Relationships betwe巴nprotein and >J contents 111 

swe巴tpotato roots. 
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Fig. 3 -17. Relationship bet we日nprotein and N contents by 
dry weight basis in sw巴etpotato roots. 
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ぞ、れ，第 3-16図に示したような正の相関が認めら

れたc また，タンパク質合!Jl：と窒素含量をともに乾

物重あたりで表すと， ji!Jj品種に共通した高い相関の

直線回帰式が得られた（第3 17図）。

3.貯蔵後の塊根皮色の変化

キュアリンク酔禁処理塊恨の皮J:11J出液のl吸光度を，

収穫時と 6か月貯蔵後にiJllj5どした。第 3-1 l表に示

したように，貯蔵後のI吸光度は中I赤＼‘ベニアズマ’

とも収穫時に比べて O～32%減少したが，皮色の評

価はいずれも良好であった3

考 察

サツマイモは，土壌中の水分や窒素が多い場合に

茎菜が過繁茂となる“つるほけ”現象を呈すことが

あり（中， 1962；波主主， 1979），そのようなサツマイ

モでは塊根の収去や品質の低下が生じる（植田ら，

1959 ; Constantinら， 1974）。品質を重視する青果

用のサツマイモ生産においては，茎菜の繁茂を抑制

する傾向があり，これまでは経験的に品質と貯蔵性

は相反するものと考えられたきた。すなわち，茎葉

部の生育が少ないと塊根品質はよい（皮色が波くデ

ンプン含琵もおし、）が貯蔵性は劣り，茎薬部が過繁

茂になると貯蔵性はよいものの品質・収:Ill；が劣ると

されたきた。

サツマイモの茎楽部と塊根Mlは成分移動に関して

密接な関係にあり，茎楽部に蓄えられたタンパク質

などの窒素化合物の約50%が生育後期に塊根部に移

行する（戸苅・白沢， 1957)c このため，サツマイモ

においても茎葉部と塊根部の生育およびその比率は，

塊根の成分や生理的状態に大きく影響すると考えら

れたcサツマイモ塊根のタンパク質含量は，茎葉や

塊根の生育量と関係が認められ，‘紅赤’でも‘ベニ

アズマ’でも茎葉の生育長が少ない塊根はタンパク

質合長が少なかった。また，塊根のタンパク質含量

は貯蔵後の商品塊根率と関係しており，タンパク質

含量が高い塊根は阿品穏とも貯蔵中の腐敗発生が少

なくなる傾向が認められた。しかし，皮色やデンプ

ン合長は生育量やT/R比あるいは貯蔵後の商品塊

根率と関係が認められなかった。このため， タンパ

ク質合盃：は皮色やデンプン含量よりも塊根の貯蔵性

を推測する指標になりうると考えられたc 塊根中の

タンパク質含量：土品種によって速いがあるため，あ

らゆる品種に対して一律に貯蔵性の指標値を決める

ことはできないが，本研究に用いた‘紅赤’では新

鮮重あたり0.4%以 I:＇‘ベニアズマ’では新鮮重あ

たり0.8%以卜．のタンパク質含量を有すれば＼貯蔵性

の良い塊根とみなすことができた。

塊恨のタンパク質含最は窒素合長と尚い正の相関

を示したので，直線回帰式を用いて乾物重あたり窒

素合：；：：から新鮮玄あたりタンパク質合最を推定する

ことが可能と考えられた。商品塊根率が白＼v＇塊根の

乾物国：あたり窒素含量を直線回帰式から推定すると，

‘紅赤’では0.33%以上，‘ベニアズマ’では0.44% 

以上となった。一方，塊根のタンパク質含］；－；：と主主素

含量を乾物；をあたりに換算して水分の影響を除くと，

‘紅亦’と‘ベニアズマ’の直線回帰式に有意な差

はなかったため，これらの関係は一つの回帰式で表

されたc塊根における乾物重あたりの両者の回帰式

からは，窒素の増加につれてタンパク質への転換よヒ

ネがおまることが推察された。

商品塊絞率は，茎葉重やT/R比あるいは柄物体

の10aあたり窒素含量とも関係の高いことがi認めら

れた。腐敗の少ない塊根は，茎業を含めた植物体の

生育i正や茎葉と塊根の比率が適切であり，そのT/

Rlヒ：まI可品種とも0.8～1.3の範囲にあった。‘紅赤’

の商品塊根率は，植物体の10aあたり窒素含i'U：が5

～6 kgの場合には低く， 7～9 kgの場合には高かっ

たっまた‘ベニアズマ’の商品塊根率は，純物体の

10 aあたり窒素合長が8～ 9kgの場合には低く， l1 

～13kgの場合には高かった。篠原ら (1987) は，黒

ボ、ク土壌における‘紅赤’の塊根生産を最も高める

には，茎策室を 2t /10 a前後， T/R比を1.0程度

とすることが適切であり，その際の構物体の10aあ

たり窒素合法は 5～9kgで、あったと報告している。

これは，本研究の結論と一致する点が多い。しかし，

寸江赤’の植物体の10aあたり窒素合長は，収j主だ

けでなく品質や貯蔵性にもすぐれた塊根の生産とい

う観点からは， 7～ 9kg/10 aとなることが望まし

いと考えられた。

本研究においては，濃い皮色や高いデンプン含量

をもっ塊根でも貯蔵性に優れているものがあり，品

種に適したl習場の選択ヤ適正な施肥（とりわけ窒素）

あるいは皮色の濃い系統の選択によって，塊根の品

質と貯蔵性を両立させることが可能であることを示

した。高品質で貯蔵性の良い塊根生産のためには，

収穫時において‘紅赤’では 2～2.5t /10 L ‘ベニ

アズマ’では約 3t /10 aの茎葉の生育誌が適切で、
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背果用サツマイモの品質特性と貯蔵性に関する研究

あり，これを実現するためには輪作体系や土壊中の

肥料分を考慮した施肥基準作りが不可欠と考えられ

た。

摘 要

‘紅赤’と‘ベニアズマ’を用いて，塊根の貯蔵

性と収穫時における茎業と塊根の生育長および塊根

タンパク質合長との関係について検討した。

1 .塊恨のタンパク質含量は，収穫時における10a 

あたり茎菜室と‘紅赤’では r=O. 67，‘ベニアズマ’

では r=O. 70の相関があり，植物体の10aあたり窒

素合f[iーとはそれぞれ r=0.94, r=0.90の高い相関

があった。しかし，塊綴の皮色やデンプン合主：‘とは

有意な相l立！が認められなかった。

2.塊根の新鮮重あたりタンパク質含量と乾物重あ

たり窒素含量とは，‘紅赤’（ r =O. 957），‘ベニアズ

41 

マ’（ r=0.941 ）とも比較的·~·：；＼，＇正の相関があった。

また，乾物重あたりのタンパク質合泣と窓索合：示と

の相関は r=O. 974と高かった。

3.貯蔵後の商品塊線本が；＼＇.れ冶塊恨 i±, ‘紅赤’では

0.4%以上，‘ベニアズマ’では0.8%以l二のタンパク

質合量を有していた。また，商品塊根2容がおかった

試験問坊の，収穫II寺における柄物体の10aあたり窒

素合長i±，‘紅赤’では 7～9kg/10 L ‘ベニアズ

マ’ではll～J3kg/10 aであったc

4.茎業の生前、がよく， T/R比が0.8～ 1.3の範囲

にあった塊根は，貯蔵ijJの腐敗が少なく，皮色の保

持も良好であった。

5.高品質で貯蔵性に俊れた塊根を生産するために

は，収穫l時における茎禁設を，‘キ:It>)'；、，では 2～2.5t 

/10 a，‘ベニアズマ’では約 3t/lOaとすること

が適当と考えられた。
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第4章近赤外分光分析法によるサツマイモ
塊根成分含量の推定

近赤外分光法を 1~！！： 産物の成分分析に月れ、る近赤外

分光分析法は，コンピューターの発達などにより，

近年急速な進展を遂げつつある。近赤外分光分析法

は，試料の近赤外スペクトルから成分値を推定する

方法であり，これまでに食品や飼料の水分，タンパ

クPt糖，脂肪，デンプン，セルロースなどの各種

成分について検討されてきたc

近赤外分光分析i去は， とりわけ水分合長の少ない

小麦や米などの穀物での研究が進んでおり（Williams,

1975; Iwamotoら， 1981,1981［；岩井ら， 1984，稲

津， 1988），アメリカやカナダではすでに本法が小麦

検査業務に取サ入れられている。また，乳製品（Sato

ら， 1987)や苦肉（Lanza,1983 ; .K ag呂0ら， 1985)

などについての研究も比較的多し、これによヒべ，果

実や野菜については，乾燥野菜（Parkら， 1982）や

ジ、ユース（Lanza・ Li, 1984）などでの研究が先行し

原形を保持したままのものについては研究が少なかっ

た。しかし近年，近赤外分光分析i去を利用して非破

壊で熟度や品質を判定する試みが， レタス（ Brach

ら， 1982），デーツ（Dullら， 1991），イチゴ（藤原，

1991），モモ（河野ら， 1989）などで報告されたc わ

が｜至lでは．こうした来笑や野菜の非破壊成分分析に

ついての研究は絡についたばかりであるが，すでに

モモなど2' 3の果実の選巣過程には近赤外分光分

析i去が導入されつつある（大森， 1990）。

サツマイモ塊恨中の主成分は水分とデンプンであ

り，これらは品質に大きな影響を及ぼしている。ま

た．タンパク'flは1%fllj後の少ない成分ではあるが，

J!T政性との関係が示唆されている 3 このため，これ

らの成分は化学的に分析され，品質評価や系統選抜

などの基礎資料として用いられている。しかし，化

学分析は熟練と多くの時間を要することが難点であ

るc そこで本辛では，近赤外分光分析i去によってサ

ツマイモの塊恨成分（水分， タンパク 1-'t，全糖，デ

ンプン）合ii~：を推定する可能性について検討した。

材料および方法

栽培農家の悶場で透明ボリマルチ栽培されたサツ

マイモ‘紅赤’と‘ベニアズマ’の塊根（重量 200 
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～450 g）を洗砕して供試した。 1990年10月に収穫し

て13℃に 4～6か月間貯蔵した塊根を貯蔵後の塊根

とし， 1991年IO.Flに収穫してただちに分析した塊根

を収穫時の成根とした。

塊恨の成分および近赤外スペクトルの測定試料に

は，塊恨の主主部あるいは末端部を厚さ約 2cmの輪切

りとした円柱状の部分を用いた。供試数は，収穫l待

塊根試料24（‘紅赤’ 12，‘ベニアズ、マ’： 12）と貯蔵

f走者I!恨試料62（‘紅赤’ 23，‘ベニアズマ’： 39）の合

計86であるコこれらの試料については，中心部（髄

郎）の雨前lをi！判定した。また，それらの試料のうち，

貯蔵後の‘紅赤’ 16試料と‘ベニアズマ’ 32試料につ

いては，，，，心部の両国のほか塊根の周辺部 3箇所の

近赤外スベクトルを測定した。

周辺百日の出l定では，試料を剥皮せす、表面へ垂直に

近赤外光をJ!H射したc 周辺部と中心、部のスペクトル

はそれぞ

分祈値とのキllWJ に及 lますif>.リ定部f、Zの；.~；号＇＇！＇－を謂査した。

また’推定値と分析値との相関に及ぼす品種および

スベクトルの微分処理の影響は，それぞれ86試料と

収穫ll~tの 21試料を用いて調査した。近赤外スベクト

ルは， 100メッシュの術を通過させたシュクロース

（手llXW!li工業製）と可溶性デンプン（水分l1. 2%を

合む，関東化学製）についても，あわせて測定した。

iJ!iJ;,£B寺における試料の温度は20～26℃であった。

近赤外スペクトルは，近赤外分光分析計Quantum

1200 (LT Industries干て製） を丹Ji," 1200～2100 nm 

の波長を定充させて測定した。近赤外分光分析言iーは，

ザツマイモ塊根なと、の大型試料が測定で、きるように，

JI.＼色のアルマイトカ11工を施したアルミニウム板で大

きさ20×20×20cmの試料測定音「〉を作製して取り付けた。

塊根試料は，それぞれ近赤外線の拡散反射スベク

トルの測定と化学分析を行って，スペクトルからの

推定値と分析伯との相関を検討したっ重岡焔式に月j

いた波長はコンピューターの回帰淡算プログラム

(Spectra＼匂trixVl. 7）による自動選択とし，選択

波長数は10試料ごとに 1波長を追加した。 86試料の

うち， 65試料を用いて分析値とスペクトルからの推

定値との重回帰式を求め（キヤリプレーション） 21 

試料を用いてキヤリプレーションで得た重回帰ー式の
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全土

＇＂口

たlog(1 /R）の 2次微分スペクトルを第 4 2図に

示した。サツマイモ塊根中心部とデンプンの 2次微

分スペクトルは， 1700nmと2300nm付近の形がよく

似ていた。また，シュクロースに特徴的な1420nmの

ピークも肩として現れていた。水の特徴的なピーク

は，含水テ、ンプンでは1910nm付近にあったが，サツ

マイモ塊根中心部では約30nmず、れた1880nm付近に

現れていた。

Sweet potato root 

re印刷 part)

Starch (hydrated) 

。

（
出
＼
｛
）
切
O
｛
色
官
官
四

HOO JSOJ iooo 

Wa、elength(nm) 

Fig. 4 2. Second d巴rivative:¥"IR spectra of 
authentic samples of sucrose and 
starch , and sv,;eet potato root 
samples. 

24CO Z2~0 1400 JZOO 

有効性を評価した（Validation，バリデーション）。

スペクトルを測定した厚さ約 2cmの塊根試料は，

約 1mm剥皮してフードカッターで細切・混合した。

分析には，その一定量をサンプリングして供した。

水分は，精秤した約 5gの試料を105℃で 5時間乾燥

させた後，秤量して求めた。糖とデンプンは第 2章

で用いた方法により，またタンパク質は第 3章第 l

節で用いたWett巴r・Dyckの方法（1983）によって定

量した。

1.供試した塊根試料の成分的な特性

供試した塊根試料の水分含量は，‘紅赤’では59.7 

～68.9% （平均64.4%），‘ベニアズマ’では56.6～

66.5% （平均62目 0%），タンパク質含量は，‘紅赤’

では0.14～0.66% （平均0.37%），‘ベニアズマ’で

は0.28～2.22%（平均0.98%）であった。またデンプ

ン合金は，‘紅赤’では19.1～28.6% （平均24.4% ), 

‘ベニアズマ’では22.0～31.9% （平均27.2%）であっ

た。 全糖含量l土両品種とも収穫時には約 2%で、あっ

たが，貯蔵中に増加して‘紅赤’では3.6～9.8%,

‘ベニアズマ’では3.2～4.8%となった。シュクロー

スは塊根全糖の約 9割を占める主要な糖であった。

2. :t鬼根のi丘赤外スペクトルの特徴

サツマイモ塊根中心部とシュクロースおよび可溶

性デンプン（水分11.2%を含む）の近赤外スペクト

ルを測定し，その特徴を検討した。

拡散反射値Rのlog( 1 /R）を第 4-1図に，

果

ま

（
国
＼
日
）
回
。
」

1800 

Wavelength (nm) 

Fig. 4 -1 . Near infrar巴dreflectance ( NIR) spectrum of auth巴nticsamples 

of sucrose and starch, and swe巴tpotato root samples. 

2400 2200 2000 
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3.成分含量の推定に友ぽすスペクトル測定部位の

影響

成分合量の推定精度に及ぼす，塊根のスペクトル

測定部位の影響を調査したc 周辺部と中心部の 2次

微分スペクトルを第 4-3区lに示した。両者を比較

すると，中心部のスベクトルは周辺部のスペクトル

より明瞭なピークが多かった。

周辺部あるいは中心部のスペクトルからの推定値

と分析値との重回：！品分析結果を第4 1表に示した。

水分．タンパク質およびデンプンは中心部のスペク

トルを用いた場合に分析値との相関が高くなった。

また，周辺部のスベクトルを用いた重回帰式には，

各成分とも共通して1740nm付近の波長が相関の高い

波長として選択されていた。

4.成分含量の推定に友ぼすスペクトル処理の影響

収穫時試料の塊根中心部を測定した近赤外スペク

（
出
＼

’a ι 

"' 。
0
 

・」

ω甘
司

ロ

N

l 200 1400 1600 

トルを用い，その数学的な処理法が成分含量の推定

に及（ます影響を検討した。 log(l/R）スペクトル

からの推定量と分析値との相関は水分（ r =O. 956) 

とデンプン（ r =0. 924）では認められた由人 タンノf

ク質と全糖では単相｜立iがきわめて低かったために有

志な重相関係数が得られなかった。 log( 1 /R）の

I次微分ないし 2次微分スペクトルを用いた重回帰

分析結果を第4-2表に示した。 lJ次微分処理と 2

次微分処理を比較すると，水分とタンパク質はほぼ

｜討議な相関であったが，全糖とデンプンは 2次微分

処理との相関が高くなった。

5.成分含量の推定に及ぼす品種の影響

中工;Jjミ’と‘ベニアズマ’ 2品種をこみにした86

試料を用いて，分析値とスベクトルからの推定値と

の重回帰分析を行った。重相関係数（ r ）とキヤリ

ブレーションの標準誤差（SEC）は，以下のようで

1800 2000 2200 24 00 

Wave I ength (nm) 

Fig. 4 -3 . Second derivative NIR spectra of periph巴raland central parts 
of a round sample of sweet potato roots. Continuous line = 

peripheral part, broken line = c巴ntralpart. 

Table 4『 l. Eff巴ctsof measurement part on relationships betw巴enactual 

and NIR pr巴dictedvalues of the compon日ntsin root samples of 

sweet potato巴s.

Component 
I'vleasurement Wavelength Hegression'( n = 48) 

E昌rt sel巴cted(nm) r SEC 

:vloisture Periph巴ral 1741, 1309 0.865 1.295 

Central 2248 0.963 0.682 

Protein Peripheral 1739, 2168 。噂866 0.232 

Central 2205, 2156 0.934 0.164 

Sugar Peripheral 1738, 1607 0.956 0.522 

Central 1700, 2295 0.935 0.630 

Starch Peripheral 1740, 1310 0.907 1.352 

C日ntral 1670 1387 0.980 0.646 

r: multiple corr巴lationcoeffients, SEC . standard errors 

in calibration. 
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Ta bl巴 4-2 . Effects of differential treatment of sp巴ctrumon relationships 

between actual and NIR predict巴dvalues of the components in 

root samples of freshly harvested sweet potatoes. 

Compon巴nt Differential Wavelength Regression'( nニ 24)

(mean, %) treatment s巴lectecl(nm) r SEC 

Moisture 1 s t 1668, 121'1, 2143 。目982 0.591 

(63.9) 2 n d 1635, 2264, 1511 0.987 0.502 

Protein 1 s t 1654, 1962, 2091 0.959 0.100 

(0.62) 2 n cl 1306, 1967, 2158 0.964 0.094 

Sugar 1 s t 2303, 2276, 2378 0.707 0.164 

(2.4) 2nd 1979, 1793, 1749 0.912 0.095 

Starch 1 s t 2145, 2108, 2130 0.961 0.748 

(26.4) 2 n d 1314, 1792, 1776 0.982 0.511 

' Refer to Table 4 -1 . 

あった。水分・ r=O. 950 SEC=0.837，タンパク質：

r =O. 947 SEC=O. 152，会糖： r=O. 935 SEC= 

0.608，デンプン r =O. 946 SEC= 0. 942。これを

品種ごとに分けた場合には，第 4-3表に示したよ

うな重回帰分析結果が得られた。供試数が異なるた

め正確な比較は困難であるが，全体として，品種ご

とに分割しでも相関には明かな己主普が認められなかっ

7• ～。
6.全塊根試料のキャリブレーションとバリデーション

収穫時と貯蔵後および品種をこみにした塊根試料

Table 4 3. Relationships between actual and NIR predicted ¥'alues of th巴

components in root samples of ‘Beniaka’and ‘Beniazuma’swe巴t

potatoes. 

Cultivar 
Component Wavelength Regi-ession' 

(content, % ) selected( nm) r SEC 

Beniaka Moistur巴（59.7～68.9) 1263, 1410 0.970 0.638 

(n=35) Protein (0.14～0.66) 1336, 2322 0.891 0.062 

Sugar (2.1～9.8) 1385, 1590 0.931 0.860 

Starch (19.1～28.6) 1699, 2122 0.961 0.801 

Beniazuma Moisture ( 56.6～66.5) 1667, 1762 0.963 0.596 

(n=51) Protein (0.28～2.22) 1647, 2205 0.933 0.162 

Sugar (2.1～4.8) 1388, 1590 0.938 0.269 

Starch (22.0～31.9) 1482, 2249 0.939 0.797 

'Ref巴rto Table 4 -1 . 

70 70 
Calibration l…on 68 r=0.962 68 r=0.941 

SE=0.693 SE=0.951 

（ 、~更 66 n=65 66 n=21 

3 64 (j)Po 0 
に2

・ロGもロー'. 62 
． 62 

7-・ 
5810 58 

56 
58 60 62 64 66 68 70 56 58 60 62 64 66 68 70 

Actual (%FW) 

Fig. 4 -4 . Actual vs. NIR predicted valu巴Sof moisture content in 
sweet potato root samples. 
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Calibration 〆：：l ''" ':!: r=0.962 3 0 r=0.865 
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Fig_ 4 5. Actual vs. :.JIR predict巴d valu巴sof starch cont巴ntm 

sweet potato root sampl巴s.

86を，キャリプレーションセット65とパリデーショ 収穫時の試料について，分析値と推定値との相関

ンセット21にランダムに分割した。水分とデンプン を調査したっ収穫時試料の成分含量は，水分が60.0

はキヤリプレーションにおいて標準誤差が比較的小 ～68.9%，タンパク賀沖＂ D.27～1. 41 %，全糖が2.1～ 

さく，相関もおかった（第 4 4図および第 4-5 2. 8%，デンプンが22.2～31.1%であった。

図）。また，バリデーションにおいても変動係数は水 収穫H寺試料の中心部を測定した 2次微分スベクト

分では1.5%，デンプンではる 1%と小さかった。し ルをmいて， 4成分の分析値と推定他のキャリプレー

かし，タンパク質と全絡はキャリプレーションにお ションを行い，その結果をtr;4 6図に示した。収

いては丞相関係数がそれぞれ0.906, 0.945とやや低 穫l時の試料は．水分，タンパク質およびデンプンで

く，バリデーションにおいては変動係数がそれぞれ 向い相関が得られた。全糖は，成分合泣の変化がき

32.4%. 22目 4%と大きかった。 わめて少なかったために他の成分に比べて相関は低

7.収穫時試料のキャリプレーション かったが， SECは約0.1と小さかった。
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Fig. 4 -6. Actual vs. l¥IR predicted values of moisture, protein, 

sugar. and starch contents in root samples of freshly 

han-est巴d sweet potato巴s.
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考 察

近赤外分光分析法により，サツマイモ塊根の成分

含量を推定する可能性を検討した。成分含量は，こ

れと相関の高い波長の吸光度を用いて推定されるが，

成分の推定式（i皮長の吸光度を独立変数とする重回

帰式）に用いる波長は，定量しようとする成分に特

有であることや，他の成分の吸収による干渉が最も

少ないことなどによって選択される（Williams,

1990）。本研究では，推定式に用いた波長はコンピュー

ターの回帰演算プログラムによる自動選択としたた

め，選択された波長は成分との相関が高いものの，

必ずしも各成分に特徴的とされる波長ではなかった。

推定式に用いるスペクトルは，拡散反射値Rのlog

( 1/H）よりもlog( 1 /H）の 2次微分を用いるこ

とが望ましいと報告されている（Norris・Williams,

1984）。スペクトルの微分処理は，ベースライン変動

の影響を消去し，重なったピークを分離させる

(Hrushuka, 1990）。このため，微分処理により，よ

り多くの情報を得ることができる。本研究において

も， log( 1 /R）よりはその l次微分スペクトルが，

また総じて 1次微分スペクトルよりも 2次微分スベ

クトルが成分合長と高い相関を示した。

非破壊で測定するという観点からは，塊根の周辺

部を測定することによって成分合長の推定を行える

ことが最も望ましい。しかし，周辺部を測定したス

ペクトルからは良好な精度の成分含量推定が困難で

あった。これは，反射スペクトルが皮の影響を受け

ることや，近赤外線の到達距離が皮層の一部に限ら

れてしまうことなどの影響によるものと考えられた。

また，周辺部を測定したスペクトルからの推定式で

は．各成分とも1740nm付近の波長が選択されていたO

これは，各成分と共通する因子との相関が高かった

ことを示唆している。しかし，塊根を輪切りにして

その中心部を測定したスペクトルを用いると，周辺

部のスペクトルより精度の高い成分合量の推定が可

能となった。

収穫l侍と貯蔵後および品種をこみにした塊根試料

の，中心部を測定した 2次微分スペクトルから得ら

れた推定式について，その有効性を評価した。水分

とデンプンについては，塊根の品種や貯蔵歴を問わ

ず，含量の推定に利用できると思われた。しかし，

タンパク質と全糖は，収穫時と貯蔵後の試料をこみ

にした場合には，精度の高い推定は困難と考えられ

た。

塊根試料を品種別に分けて，分析｛直と推定値との

相関に及ぼす影響を検討した。品穏別のキャリプレー

ションによっても相関は全体として大きな改善がな

かったことから．これらの相関に及ぼす品種の影響

は少ないと考えられた。

成分合去の推定は，貯蔵性や品質評価の目安とす

るため，収穫時の塊根について行うことが多い。収

穫i時の塊根では，糖含lli:ーがほぼ一定であるため，デ

ンプン含量とタンパク質含量が主たる推定の対象と

なる。収穫時の試料だけを！日いた場合に，その分析

値と推定値は水分やデンプンで相関が向いだけでは

なく，タンパク質や全機での相関も比較的良好で、あっ

た。塊根成分のうち，水分，糖，デンプンは各品殺

とも部位別に大きな差はないが， タンパク ＇［！｛ は‘ベ

ニアズマ＼‘ベニコマチ＼‘高系14号’では基部で高

く中央部や末端部は相対的に低い（第 3章第 1節）。

このため，塊根 1個体のタンパク質合；：；：：の推定には，

基部と末端部の試料を測定して平均化する必要があ

る。こうした点に留意することによって，収穫H寺サ

ツマイモ塊根のデンプン合；；；：やタンパク質合長を近

赤外分光分析法で推定することが可能と考えられた。

摘 要

‘紅赤’と‘ベニアズマ’の，収穫II寺の塊根と貯

蔵後の塊根を供試して，近赤外分光分析法によるサ

ツマイモ塊根成分合量推定の可能性を検討した。

1 .塊恨試ギ｜の水分，タンパク質およびデンプンの

含量は，試料の）；~j辺部より I干1心部を測定した近赤外

スペクトルとの相関が向かったc また，各成分合［，＇（

はlog( 1 /H）やその l次微分スペクトルより，総

じて 2次微分スペクトルとの相関が高かった。

2.水分合長とデンプン合長は，収税H寺と貯蔵後お

よび品種をこみにした全ての試料について， 2次微

分スペクトルからの推定値と良好な相関（ともに rニ

0.962）があった。しかし，試料を品種ごとに分割し

でも，相関には明かな改普がなかった。

3.収穫時の試料では，水分（ r =O. 987），デンプ

ン（ r =O. 982）とともにタンパク質（ r =O. 964）に

ついても，スペクトルからの推定値と分析倍との間

には高い相関があった。また，糖含量については相

関がやや低かった（ r =O. 912）ものの， SECは約
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0. 1と小さかった。このため，収穫時の塊根について

は，水分とデンプンだけでなくタンパク質や全糖に

-48-

ついても，その合長を近赤外分光分析i去によって推

定することが可能と考えられた。
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,,6、
Eコ

サツマイモは高い同化能力を持つ作物であるため，

食用作物や飼料作物として世界的に重要な役割を果

たしている。そして，サツマイモ塊根生産量の 9'/ii] 

を占めるアジア各国においては，そのデンプン含量

やタンパク質合長を高めることが重要な課題となっ

ている（藤瀬， 1983）。一方，日本やアメリカでは青

果用としての需要が高く，わが国では生産されるサ

ツマイモの約4割が市場販売用となっている（農水

省畑作振興課， 1991）。青果用サツマイモに求められ

る品質は外観や食味の良さが中心であるが，一部で

はビタミンや食物繊維の量なども品質構成要素とし

て取り上げられている。

1.青果用サツマイモの皮色について

青果用サツマイモは，その原形を比較的活用した

調理用途が中心となっているため，外観の品質は特

に重要である。サツマイモ塊根の品質を構成する外

観要＊は病虫害の有無，形状および皮色であるが，

これらの中で皮色およびその構成色素は，栽培要因

や貯蔵要因の及ぼす影響の解明が必要とされていた。

1）皮色構成色素

サツマイモ塊根の最外局組織は周皮であり，周皮

細胞には皮色を構成するアントシアニンが含まれて

いる（星川， 1983）。サツマイモのアントシアニンに

ついては，塊根内部（津久井ら， 1983）や茎 (Imbert

ら， 1966）に含まれるアントシアニン，あるいは培

養細胞の生産するアントシアニン（Nozueら， 1987)

なと企についての研究がある。しかし，塊根周皮に含

まれるアントシアニンについては，ケラシアニン

（シアニジン 3ーグルコシルラムノシド）とする報

告（中林ら， 1967）があるだけである。

市場に流通している青果用サツマイモのほとんど

は赤い皮色を有している。本研究によれば，これを

構成するアントシアニジン配糖体のアグリコンは，

シアニジンとベオニジンだけであった。また，アグ

リコンに結合する糖はグルコースあるいはグルコー

スを単位としたこ糖類だけであり，グルコシルラムノー

ス（ルチノース）などの糖は認められなかったO Imbert 

(1966）やNozueら (1987）もサツモイマあるいはサ

ツマイモを材料とした培養細胞において，アントシ

アニンの結合糖としてはグルコースないしはグルコー

考 察

スの二糖類だけを見いだした。サツマイモと同じ

lpomoeα属の lpomoeαcoηgestα （Pomilio・

Sprovi巴ro,1972）や lpomoeαtricolor(Gotoら，

1981）の花に含まれるアントシアニンも， 3ーソホ

ロシド－ 5 グルコシドというグリコシドノfターン

を有していた。しかし， “紫サツマイモ”である

‘Yen 217’ではキシロースの結合したアントシア

ニンが報告されている（津久井ら， 1983）。

塊根皮部に合まれるアントシアニンは，ケイ皮般

の誘導体であるカフェ際やフェルラ酸などを結合し

ていた。また，天然色素では比較的事例の少ないpー

ヒドロキシ安息番目査を結合するアントシアニンが4

成分見いだされ，このうちのpーヒドロキシベンゾイ

ルーペオニジン 3 ジグルコシド－ 5 グルコシ

ドは主要な色素のーつであった。

塊根内音Eにアントシアニンを持つ‘紫サツマイモ’

の，わが国における代表的な品種である＇ 111川紫’

と‘種子島紫’では，塊根内部に含まれるアントシ

アニンは皮部に含まれるアントシアニンと同じ構造

を有していた。しかし，塊根内部のアントシアニン

はほとんどが有機酸の結合したアシル化アントシア

ニンであり，非アシル化アントシアニンを多〈含む

塊根皮部のアントシアニンとは明らかに組成を異に

していた。この組成の違いは．アントシアニンのア

シル化の塊根内部における必要性など，二次代謝の

各器官における意義を推察させるものとして興味深

し、。

皮色を構成するアントシアニンの組成は，品種ご

とに特徴があった。とりわけ皮色の波い，‘ベニアズ

マ’は，有機酸を結合しないアントシアニンの比率

カ可Wiく，またシアニジンをアグリコンとするアント

シアニンがきわめて少なかった。このため，アント

シアニンの組成分析は品種の半u~u にも利用可能と考
えられた。

2）皮色と栽培要因

サツマイモ塊根皮部のアントシアニンは，収穫ま

での生育中，各成分ごとに異なる変化を示した。増

加の著しかったアントシアニン1±.‘紅赤’でも‘ベ

ニアズマ’でもペオニジン－ 3ージグルコシド 5 

グルコシドやpーヒドロキシベンゾイルーペオニジン

3ージグルコシド－ 5ーグルコシドで、あったカペこ
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れらは塊線内部にはほとんど存在せず．皮部に特徴

的なアントシアニンであった。

植物のアントシアニン合長は様々な要因によって

影響される（杉山， 1970）。サツマイモ塊根の皮色に

影響する栽培要因としては，土壌中の窒素合htなど

の化学性および土壌水分などの物理性や気象条件な

どがあげられる。これまでに，土壌水分や窒素が多

くて“つるぼけ”をおこすとサツマイモ塊根の皮色

が不良になる（Constantinら， 1971）ことや，葉色

；｝~~ 度が，~·；i＂、ほど皮包は低下する（初出ら， 1959 ）こ

となどが知られている。 4 方，土壌の物理性と皮色

との関連については，通気性と排水性が良くかっ保

水性の良い沖積砂壊l；で、最も皮色がill~ く，過乾燥と

なる海成砂土で、は皮色が不良であったとする金rnら

(1977）の報告や，平掘り栽培では砂土は地境土に比

べて生合ーは劣るが皮色は淡くなったという報告（力II

藤・中山， 1975）がある。このため，皮色は＋l'Jそ

のものより土質に彩符される生育との関連が向いと

考えられた。また，一時的に湛水するような排水の

不良な悶場でには，生育については異なるところがな

くとも，塊恨の蒜色l土不良となる傾向にあった（宮

崎弘未発表） 0 このように，塊根皮色は菜禁および

塊根の生育や匝l場の羽｜水性などとの関連が；%いと考

えられた。また，肥料要素としては室素が最もこれ

に彩斜！するが， l宇野・藤滋j( 1965）は，カリもサツ

マイモの生育および塊根の着色に及lます影響が高い

と報告としている。

また，皮色をj尽くする栽培方法としてルチンの菜

凶i散布などの報告（加藤ら. 1973）があるが， it立近

1吉野ら (1991)（丈‘紅赤’や‘i~＇j系 11［王子’ではウイ

ルスフリー苗の利用によって皮色の改善がはかられ

ることを報告した。

3）皮色と貯蔵条件

皮色に及ぼす貯蔵要因としてはキュアリング処理

と貯蔵湿度の影響が大きく，貯蔵温度は影響が小さ

かっf.:.c キュアリング処理によって皮抽出液のl汲光

度は15～20%減少し，赤紫の皮色はやや変化した。

しかし，皮色の濃い‘ベニアスマ’などでは，キュ

アリング処理による皮色評価の低下は少なかった。

貯蔵湿度が皮色に及ぼす影響について報告した例

は少ない。‘紅赤’と‘ベニアズマ’を包装処理して

貯蔵したところ，雨品種とも90%RH以下の湿度では

皮色は暗赤色化し， 98%RH以上の出湿度で、は斑状の

変色が多く発生した。これに対し， 95%R日程度の湿

度はいずれの異状も少なかった。このため，皮色が

重視される青果用サツマイモの場合には， 95%RH程

度の限度で、！？？践することが望ましいと考えられた。

一方，貯蔵湿度に対する塊根の変化を調査したEzell

ら (1956）は，空気中の水分を飽和状態として貯蔵

した場合にJJll色に近い皮色の変化が起こることを認

め， 95%HH以上の貯蔵湿度は不適当であり， 85～ 90

%HI iを適当な貯蔵湿度と結論した。しかし何時に，

85～90%HHにおける貯蔵では 6か月貯蔵後の室長減

少率が15%前後にもなることを報告している。わが

Ir！の c~J二果m品援の中て、も， ‘高系lt!号’は貯蔵中に甚

だしい脱色を生じることがある。このように，湿度

に対する皮色の反応は品積でかなり異なるものと考

えられたc

2.青果用ザツマイモの貯蔵性について

サツマイモ塊根は，期間の長銀はあるものの，ほ

とんどがVi＇蔵される。財政中における最大のI~~寄は

腐敗である。これを防止するために，これまで主と

して病害対策などを中心にした貯蔵方法の研究が行

われてきた（松本・ l奄原， 1948;Moy巴r, 1982）。

しかし，腐敗に関係するもう一つの大きな妥｜萄と

考えられる塊根自体の健全性については，これまで

ほとんどfi]f)：ヒされなかった。

1）栽培要因と貯蔵性

腐敗の発生には病原菌の有無や貯蔵条件だけでな

く，サツマイモ塊根自体の健全性が大きく影響して

いると考えられた。同 A 品種においては，塊根の健

全性l土茎業の繁茂をはじめとする生育の状態と深く

かかわり合っている。芸業が比較的多く繁茂し杭物

体の10aあたり窒素合主：ーの多いサツマイモの塊根は，

貯！夜中の）腐敗が少なかった。塊根においては窒素の

多くがタンパク態であるため，柄物体の10旦あたり

窓京合：：；：ーが多いことは，植物体が生長を続けタンパ

ク't'Iの合成などを行うために窒素を必要としている

状態にあることを示している。従って，このような

サツマイモ塊根は健全性が高く，腐敗に対する抵抗

悦が強いと考えられた。

‘抱一赤’と‘ベニアズマ’の生育状態と塊根の貯

蔵性を検討すると，両品種とも茎禁の生育が一定程

度あり，収穫H寺のT/R比が1.0前後であった場合に，

塊根は品質と貯蔵性に優れている傾向が認められた。

このため，収穫時の茎葉の生育量やT/R比は，塊

般の貯蔵d闘の目安として，両品種の出荷管理に利用

できると考えられた。
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サツマイモの生育に最も大きな影響を及ぼす要因

は土壌中の窒素含量であり（沢畑， 1992），窒素が過

剰に存在しかっカリ／窒素比が低い場合には“つる

ほけ”傾向があらわれ，塊絞の品質や収量が低下す

る（渡；埜＇ 1979）。‘紅赤’は窒素に敏感で“つるほ

け”する傾向が強い（戸苅， 1950）ため，特にその

施用を控える傾向が見られる。しかし，~素の施用

が少なすぎでは貯蔵性の優れた塊根は生産できない。

“つるぼけ”はカリの投与ーなどによっても軽減でき

る（津野・藤瀬， 1965）が，化学肥料の多投による

連作は塊根の形を乱し良品の生産を妨げる（篠原ら．

1987）。このため，外観と貯蔵性を良好にするために

は，野菜や他作物との輪作によって土壊養分の供給

を行うことが望ましいと考えられた。

2）塊根特性と貯蔵性

青果用サツマイモでは．濃い皮色を右ーする塊根を

生産するために系統選抜や栽培条件の検討が行われ

てきた。濃い皮色を有する塊根はデンプン含量も高

い（加藤・中山， 1975；金目ら， 1977）。皮色などの

品質的な属性と貯蔵性との関連については，皮色が

波い塊棋は皮色がうすい塊根に比べて貯蔵中の腐敗

が多くなる，と経験的に考えられてきた。また，塊

根の皮色を構成する色素であるアントシアニンのよ

うな二次代謝産物は，細胞の分化と深い係わりを持

つとされている。駒嶺らのグループは培養細胞系を

用いた実験において，タンパク質の合成が停止した

とき中間代謝物質であるフェニルアラニンがアント

シアニンの合成に振り向けられるとしている（掛川

ら， 1991)。このことは，サツマイモの塊根皮色と細

胞の老化ひいてはその貯蔵性を考察するうえで興味

i菜い。

一方，これまでにも高品質な塊根の中に貯蔵性の

良い塊根は少なからず見いだされていた。そこで，

塊根の品質・成分と貯蔵性との関係を調査し，新た

な貯蔵性の指標を検討した。その結果，本研究で用

いた塊根では， Jti＇蔵性は皮色やデンプン含量とは関

係がなかったがタンパク質合法とは関連が認められ

た。皮色がj尽くデンプン合ヨーも高い塊根中，腐敗が

多く発生したのはタンパク質含量の少ない塊根であ

り，タンパク質含量の多い塊根では腐敗の発生は少

ない傾向を示した。このため，タンパク質合設は皮

色やデンプン含量より，貯蔵性の優れた指標になり

得ると考えられた。そして，貯蔵中に腐敗発生が少

ないサツマイモ塊根の，収穫時におけるタンパク質
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含量の目安は，‘紅赤’では0.4%以上，‘ベニアズ

マ’では0.8%以上と考えられた。また，収穫時に

タンパク質含量が多く皮色の濃い塊根は，貯蔵後の

皮色の僻寺も良好であり，総合的に貯蔵性カ可愛れていた。

塊根タンパク質i;J:，‘ベニアズマ’と ιベニコマチ’

では約 1%の含量を有していたが，‘紅赤’と‘高系

14号’では0.4%程度にすぎなかった。 Varonら

(1989）は，‘Jewel’の塊根からtilil.11したタンパク質

を12%SDS-PAGEで分離した結果，主要なタンパク

質はJones・ Gersdorff (1931）のIpomoeinあるい

はMaeshimaら (1985）が‘高系14号’から分離し

たSporaminと同じ25kDaのタンパク t'fであると報

告した。

しかし，本研究で10%と15%の分離片jゲルを府い

てSDS-PAGEを行ったところ，塊根のタンパク質は

4品種に共通して 4本の主要なバンドに分離した。

このうち， 25kDa近傍のバンドはタンパク質合長の

変化に連動していた。また，この近傍ではバンドは

1本ではなく，近接した 2本のバンドが認められた。

最も多いタンパク質バンドは品種によって異なり

‘紅赤’では24kDa，‘ベニアズマ’ J ベニコマチ’・

‘高系14号’で、は22kDaで、あった。

‘紅赤’では22kDaと24kDaのタンパク質組成が

i也の品種とは異なっており， 4品種のq1では貯蔵性

のやや劣る品種であった。また，‘紅赤’ l土タンパク

質合長が比較的少ないにもかかわらず，目安性フォス

ファターゼ1古↑生は他の品科ーよりも約lOOt青山い特異な

品種でもあり（藤本ら， 1986），これらのタンパク質

と貯蔵性との関連も興味深い。

3.青果用サツマイモの品質評価法

これまでのサツマイモの品質評価は，人の主観的

な判断や煩雑な化学分析などによって行われてきたc

また，貯蔵性については収穫時の品質としてはほと

んど顧慮されてこなかったc そこで，貯蔵性をも合

んだ品質の詩刊面を迅速で客観的に行う方法を検討した。

1）皮色の評価

サツマイモの皮色は濃い鮮紅色がな子まれている ο

皮色の濃さはゐ定面積の皮を 1%塩酸ーメタノール

で抽出した液のI吸光度と良い比例関係があったため，

皮抽出液の吸光度は品質要因である皮色の濃さを判

定する客観的な基準になり符ると考えられた。皮tlli

出液の吸光度は‘ベニアズマ’が故も濃く，‘紅赤’

や‘i匂系14号’の 2～ 3倍であった。皮色は，皮

( 8 cnl）抽出液の吸光度で0.35以上の淡さが良い市場
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評価を得るために必要と考えられた。このため，系

統や栽培法で皮色がかなり変化する‘紅赤’などで

は，皮色の殺さの測定を品質評価に取り入れる必要

性があると考えられた。

鮮紅色は明るく艶がある赤色とも表現される。明

るさや艶は塊根皮抽出液の吸光度とは必ずしも比例

せず，吸光度は向いが陪く ~eのない皮色もある。皮

色の明るさや艶は色彩色差計を月jいたil!!J定によって

表すことが可能であり， rnJ一品種では“L”× b”／

“乱”備がノj、さいほど明るく好ましい色と観察された。

なお，“a”値は観察による皮色の濃さと高い正の相

関のあることを金IHら (1977) が報告している。ま

た，皮色の色調は品種によって微妙な差があるが，

これにはアントシアニンの包ーと組成が影響している

と思われた。

2）成分分析

収穫時における塊根成分のうち，デンプンは品質

の要素として，またタシパク t'f：土！行：政性を推定する

ものとして霊安ーである。このため， これらの成分の

合法を迅速に推定する方法の開発が望まれている。

近赤外分光分析i去は，試料に近赤外線を照射して

その反射光あるいは透過光の測定から目的成分を分

析する方法であり，成分合長を推定するために必要

とされる時間はきわめて短く，非破壊分析への期待

も大きい。しかし，サツマイモを非破壊で測定する

場合には塊恨周辺部組織の成分の影響が強く，必ず

しも塊根全体の成分合量との相関はおくならないこ

とがj懸念された。反射光を用いる近赤外分光分析を

行った本研究でも，法根の周辺部を測定した場合に

は，成分合1＇！：：の推定精度が低かった。このため，サ

ツマイモ塊根の非破壊成分分析は，反射光を用いる

近赤外分光分析法では困難と考えられた。

ー方，塊根を横断して中心部のスペクトルを測定

した収穫時の塊根についてみると，水分含量とデン

プン含量は近赤外分光分析J去による推定値との問に

高い相関が1%られた。タンパク質含量は，これらに

よヒべやや相関が低かったが．キャリプレーションの

標準誤差は約0.1（タンパク質含：：去の平均値： 0.62%) 

であり，塊根のおよそのタンパク質含量を推定する

迅速な分析法として利用可能と考えられた。しかし，

貯蔵性の目安として一間場の塊根のタンパク質合長

を推定するためには，タンパク質含量のの変動率が

向いため，少なくとも 10本程度の塊根を測定する必

要があると考えられた。

近赤外分光分析言｜は価格が一千万円以上する高価

な分析機器であり，高性能のコンピューターを登載

したことによってデータの迅速な解析が可能となっ

た。しかし近赤外分光分析法では，成分の分子運動

に関速した倍背とよばれる微弱なシグナルを利用す

るため，ランプのエネルギー源や機器のスペクトル

解析能力などの遠いによる差が大きい。このため，

いまだ成分を推定するための重回帰式はそれぞれの

分析計ごとに求めることが望ましいとされており，

機器については汎用性などにも改善すべき点が残さ

れている。

このように，近赤外分光分析法はいくつかの問題

点も指摘されているが，これを選果へ利用し始めた

モモなどでは，個体ごとに糖度を推定することによっ

て個々の品質保証が可能となってきている。さらに，

これらのデータを生産樹や栽培園場ごとにまとめ，

栽培の改善に利用することも計画されている。サツ

マイモにおいても，近赤外分光分析計による成分の

迅速な推定は， 'l'f果用だけでなくデンプン原料用あ

るいは加工斤jサツマイモの品質判定にも有用と恩わ

れたc とりわけ，タンパク質含量の推定は，収穫時

における T/R比などの生育状況を勘案することに

よって，貯1夜中における塊根の腐敗発生をより正確

に予測することが可能となるため，サツマイモの合

理的な貯蔵・出荷に役立つものと考えられた。
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本研究は， i%品質で貯蔵性に優れた青果用サツマ

イモ（塊根）の生産技術と高品質を保持する貯蔵技

術の開発に資するために，その品質特性と塊根の財

蔵↑生に関する諸要因について検討したものである。

1.サツマイモ塊根の皮色および皮色構成色素とそ

の生育中および貯蔵中における変化

1 ) ‘紅赤’および‘ベニアズマ’の塊根皮部に

含まれる主要なアントシアニンは，シアニジン－ 3

ジグルコシド 5ーグルコシド，ペオニジン 3ー

ジグルコシド－ 5ーグルコシド， p ヒドロキシベン

ゾイルーシアニジン－ 3ージグルコシド 5 グル

コシド， p ヒドロキシベンゾイルーペオニジン 3ー

ジグルコシド 5 グルコシド，カフェオイル p 

ヒドロキシベンゾイル シアニジン－ 3ージグルコ

シドー 5ーグルコシド，カフェオイル－pーヒドロキ

シベンゾイルーペオニジンー 3 ジグルコシド－ 5ー

グルコシドおよびカフェオイル ペオニジン－ 3

ジグルコシド－ 5ーグルコシドであった。

2) ‘紅赤’，‘ベニアズマ＼‘山川紫’および‘穏

子島紫’の塊根皮部には共通したアントシアニンが

含まれており，最大で13成分が分離された。

3) “紫サツマイモ”である‘山Jll紫’と‘i'1TI二f

烏紫’の塊根内部に合まれるアントシアニンは．カ

フェ酸やフェルラ酸の結合したアシル化アントシア

ニンが大部分を占め，塊根皮部に存在するアントシ

アニンとは組成を異にしていた。

4）塊根皮色を構成するアントシアニンは，‘組：iJf.’，

‘ベニアズマ＼‘ベニコマチ＼‘高系14号’の 4品種

ともペオニジン自己糖体が多く， シアニジン配糖体は

少なかった。また，アシル化アントシアニンは‘紅

赤’に多く，‘ベニアズマ’には少なかった。

塊棋皮部の 1%塩酸ーメタノール抽出液の吸光度

は皮色の濃淡とよく一致し，最も濃い‘ベニアズマ’

は‘紅赤’などの品種に比べて 2～3倍の吸光度を

有していた。

5）生育中の‘紅赤’および‘ベニアズマ’の塊

根皮部では， 2種類のアントシアニン（ベオニジンー

3 ジグルコシド－ 5ーグルコシドと pーヒドロキシ

ベンゾイルーペオニジン 3ージグルコシド 5 

グルコシド）が顕著に増加した。

6）貯蔵中に皮色は変化し，貯蔵 6か月後には皮

摘
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抽出液のi吸光｝支が収穫l侍より 20～30%減少した。ま

た，皮拘！it'll液の吸光度はキュアリング処理によって

も約20%減少した。

7) 13℃4か月以上の長期貯蔵における塊根皮色

の保持には， 95%R日程度の貯蔵環境が適していた。

貯蔵湿度を100%HH近くに而めると，皮色はやや淡

くなり，！行．蔵4か月以降には－・＼lf>に斑状の変色など

も生じた。

2.サツマイモ塊根の成分変化に及ぼす貯蔵処理と

加熱処理の影響

1）収穫時の塊根成分合：：1u±.‘紅赤’ではデンプ

ン23～26%，全糖2%，有機殻0.5%であり，‘ベニ

アズマ’ で、はデPンフ。ン27～30%, :'i:'f碕2%, 右寸幾自主

1%であった。主要な糖はシュクロースであり，‘ベ

ニアズマ’では全糖の90%以上を占めていた。

2 ）収穫直後のキユアリング処理によって， F~liJI, 

稔のシュクロース含Ji~：：ま 1 週間後約 4%に地加した。

しかし，その後の13℃貯成中における糖含去の変化

は少なかった。キュアリング無処理区のシュクロー

ス含量は， 13℃貯践中に徐々に地加して 1か月後に

約4%となり，その後は変化が少なかった。しかし，

‘紅赤’では貯蔵 4か月後より再び増加して貯蔵 6

か月後には8～10%にも透したc また， ‘紅赤’では

低温での貯蔵ほどシュクロース含午ーが階大したc

3）貯蔵中におけるシュクロース合対の変化は，

シュクロースシンターゼ、の活性変化と関連する傾向

が認められた。しかし，シュクロースリン酸シンター

ゼはシュクロースの増加と関連しなかった。

4）ポリフィルム包装によってサツマイモ塊根の

貯蔵湿度を高めると，貯蔵中の重量減少が抑制され

るだけでなく，‘紅赤’ではシュクロースや有機器全の

変化が少なくなった。

5）収穫直後の塊根を加熱することにより，‘紅赤’

では 7%，‘ベニアズマ’では14%のマルトースが生

成した。加熱によってマルトースへ転換したデンプ

ンの割合は，貯蔵期間の長い塊根ではやや増加し
守、

，、ー0

6）加熱後の‘ベニアズマ’のテクスチャーは，

収穫時には粉質であるが貯蔵中にやや粘質化する傾

向を示した。加熱した塊根の粉質の程度と加熱前の

塊根デンプン含量との関連性は認められなかった。
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3.サツマイモの塊根タンパク質と貯蔵性との関係

1）塊根のタンパク t't合Q.:li，‘ベニアズマ’と

ーベニコマチ’では新鮮電あたり約 1%, ‘組赤’ と

‘？二五系14号’では新鮮重あたり約0.4%であった。最

も主要なタンパク質は，‘紅赤’では24kl〕a，他の 3

品干ff！.で二［土22kDaの分子｛，；：を有していた。

2）生育中の塊根タンパク貨は，合｛！：ーや組成の変

化が少なかった 3 また貯成中， タンパク質含：，；：は

‘紅赤’ではやや減少する傾向を示したが， ‘ベニア

スマ’では一定の変化を示さなかった。！守政中のタ

ンパク 'i'.'t合世の低下は，故も；t姿なタンパク貨の組

成比の低下と Wl述していた。

3) ‘ベニアズマ’塊根のタンパク質合誌は，収

¥-fll守のキユアリング処理によって末端部で減少した

が，貯蔵後のキユアリング処理では変化がなかった。

また．‘主［））＼ζ’では＇ ~:z終H.'tおよび！貯蔵fをともキュア

リング処理によるタンパク質の合｛，：：および組成の変

化が少なかったc

4）キュアリング処理によるタンパク質合1止の変

化と発芽との関係は~JJ かでなかった。しかし，糖合

哉は発芽と関連した変化が認められた。

5）塊根のタンパク t'tfr.'：！，：ーは，収穫II寺における 10

aあたり茎業丞と‘紅亦’では r=0.67，‘べニアズ

マ’では r=O. 70の相関があり， M物体の10 aあた

り袋素合：，：：とはそれぞれ rニ 0.9'1. r=0.90の高い

相r'.¥Jがあったごしかし，塊恨の皮色やデンプン合：，：：

とは有なな相｜立jがなかった。

6）塊恨の新熊取あたりタンパク 'fl合｛！！と乾物疋

あたり翠素合：，：：と（i，‘紅赤’（ r=0.957），‘ベニア

ズマ’（ rニo.9rnともi七絞自(jj・,'

また．乾物語：あたりのタンパク質合~：，：：と笠素合·：，：：ーと

は：！.＇：；い相関（ r =O. 974）を示したc

7）タンパク伎合郊の宮市い塊拠は，貯蔵中のj尚一敗

が少なかった。‘紅赤’では0.4%以上，‘ベニアズマ’

では0.8%以上のタンパク質を含有する塊根は，貯蔵

性が優れていた。また，収穫時の植物体の10aあた

り窓亥合日が‘紅赤’では 7～ 9kg/10a，‘ベニア

ズマ’ではJ1～13kg/10 aであった試験i開場の塊根

は，貯蔵後の商品塊摂率が，＇；＇； jかったc

8）τ／IHヒが0.8～1.3の範囲にある株から収穫さ

れた塊恨は，貯蔵中に腐敗が少なく皮色もよく保持

された。，＼＇，＇，伐と H'i＇成性に優れた塊根を生産するため

には，収穫II寺において‘紅赤’では 2～2.5t /10 a, 

‘ベニアズマ’では約 3t /10 aの茎菜が必要と考

えられたc

4.近赤外分光分析j去による塊根成分含量の推定

1 ）塊根試ギ｜の水分，タンパク貿およびデンプン

の合－：，：：は，試料の周辺部より rt• 心部を測定した近赤

外スペクトルとの相関がi：目；jかった。また，各成分合

・:,:: はlog( 1 /HJやその l次微分スペクトルより，

総じて 2次微分スペクトルとの相関が向かった。

2 ）水分合：，；：とデンプン合；：；~：は，収穫時と貯蔵後

および品般をこみにした全ての試料について， 2次

微分スベクトルからの推定｛［／（と；~；い相｜刻（ともに r ニ

0.962）カEあった。しかし， f式キヰをrf11tJllごとにう〉制し

ても相｜刻にはI円かな改善がなかった。

3）収柊l月一の試料では，水分（ r =O. 987)，デンプ

ン（ r =O. 982）とともにタンパク質（ r =0.964）につ

いても，スベクトルからの推定例と分析依との問に

ほ，：＇：jl、中llWJがあった。また，糖合：：11：についてはキIll羽

がややfr¥；かった（ r=0.912）ものの， SECは約0.1 

と小さかったヨこのため，収筏H寺の塊般については．

水分とデンプンだけでなくタンパク貨や全糖につい

ても，その合：，：：を近赤外分光分析ii；によって推定す

ることがJi］＠と考えられた。
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Studies on Quality and Storability of Marketable 

Sweet Potato Roots 

Takeshi Miyazaki 

Summary 

Swe巴tpotato roots (Jpomoeαbαtαtαs (L.) Lam.) for fresh V巴getablemarket ar巴 oneof the 

most important horticultural crops in Chiba prefecture. Th巴yare巴xpectedto h丘vegood qualities 

such as long spindle-shaped figure, deep red surface color, and good taste. 

This study concern巴dthe quality and storability of sweet potato roots and the improvement 

of production and stor旦geof the roots with good quality. 

1 . Surface color and anthocyanins of roots and the changes during growth and storage. 

1 ) Thirteen anthocyanins wer巴 isolatedfrom th巴 peridermof‘Beniaka’and ‘Beniazuma’roots. 

By means of absorption sp巴ctra,HPLC, 'H->IMR且ndFAB-:vIS analyses, the structures of major 

anthocyanins were identified as follows : cyanidin 3GG ( glucosylglucoside )-5 G ( glucoside), 

peonidin-3 GG-5 G, p hydroxyb巴nzoylcyanidin-3 GG-5 G, p-hydroxyb巴nzoy1-p巴onidin3 GG-5 G, 

ca ff巴oyl-p『 hydroxybenzoyl-cyanidin-3 GG 5 G, caffeoy 1 p hydroxybenzoyl-peonidin-3 GG-5 G, and 

ca ff巴oyl-peonidin3 GG-5 G. 

2) Th巴 anthocyaninscontained in th巴 flesh of ‘Yamagawa murasaki’and ‘Tanegash1ma-

murasaki ・ roots, were acylated with cinnamic acid derivatives. The compositions of anthocyanins 

differed from those in th巴 periderm.

3 ) Peonidin glycosides were major anthocyanin constituted root skin color of ‘Beniaka', 

‘B巴niazuma・，‘Benikomachi’， and ‘Kokei No.14’．‘Beniazuma’roots had the deepest red surface 

color and the anthocyanins in the perid巴rmwere almost non-acy lated peon id in g lycoside. To 

the contrary, the anthocyanins in the periderm of ‘Beniaka’roots were mostly acylated and 

contained cyanidin glycoside by nearly 25%. 

4 ) During growth and development, two anthocyanins, peonidin-3 GG目 5G and p-hydroxy 

benzoy 1-peonidirト 3GG-5 G, increas巴ddistinctly but the anthocyanins with caffeic and felulic 

且cidsdidn’t in the p巴ridermof roots. 

5) The absorbances at 525 nm of丘cidicmethanol extracts from the periderm decreased by 15 

to 20% after curing treatment and 20 to 30% after stor且geof 6 months at 13℃． 

6 ) Wrapping treatment of storage container with poly巴thy！巴nefilm ( 0. 0 3 mm thick ) kept 

humidity around roots high. It suppressed weight loss of roots and made the surface color 

lighter during storage. Humidity of about 95 % RH was suitable for maintaining skin color of 

roots during storage of more than 4 months at 13℃． 

2. Effects of curing, storage conditions, and cooking on root constituents. 

1 ) Freshly harvested roots of 'B巴niaka'and ‘Beniazuma’contained starch of 23 to 26% and 

27 to 30%, organic acids of 0. 5% and 1 %, respectively, and sug且rsof 2 %. 

2 ) Sucrose content of ‘Beniaka’and ‘B巴niazuma’roots increased by 2. 5 % after curing 

of 7 days at 30℃在nd98%RH or after storage of 1 month at 13℃：n uncured roots. After 
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storage of 4 months at 13℃ and 90%RH, Sucrose content of uncur巴d‘Beniaka’roots increased 

again and was elevated at 8 to 10% after storage of 6 months, whereas it changed little in 

‘Beniazuma’roots. The increase in sugar content of stored ‘Beniaka’roots was more at 11。c
than at 13'C, but it didn’t appear at 15℃． 

3 ) Sugar and organic acid cont巴ntsduring storage at 13'C changed little under the conditions 

of high humidity of more than 95%RH by wrapping treatment. 

4 ) Changes in sugar content and enzym巴 activities indicat巴d the possibility that sucrose 

synthase was more active in sucrose metabolism during storage than sucrose phosphate synthas巴．

5 ) Starch in 'B巴niaka’and‘Beniazuma’roots was converted to maltos巴 by 7 % and 14 % , 

respectively, after cooking. In ‘Beniazuma', starch was converted to maltose mor巴 instor巴droots 

at 13℃ than in freshlv harvested ones. 

6 ) Texture of cooked ‘B巴niazuma’roots was m巴aly promptly after harvest but gradually 

became more moist with storage at 13℃. Textural properties of cooked ‘Beniazuma’roots did 

not relate well with sugar and starch contents of th巴 rawor cooked roots. 

3. Plant growth and root protein content of sweet potatoes in relation to postharvest 

storability of roots. 

1 ) Protein contents of roots wer巴 about 1 % (fresh weight basis) in ‘Beniazuma’ and 

‘Benikomachi’and about 0.4% in包eniaka’and‘Kokei NoJ4’. Four protein bands were separated 

commonly in four cultivars by SDS-PAGE of root extracts. Th巴 majorproteins in roots of 

‘Beniakイ andthe other cultivars had a molecular weight of 24 kDa and 22 kDa, resp巴ctively.

2) The content and composition of proteins in roots did not change to a great extent during 

growth and developm巴nt. Th巴 contentduring storag巴 at13℃ deer巴asedin ιBeniaka’roots but 

didn’t show the same change in ‘Beniazuma’roots. 

3 ) Protein contents of ‘Beniazuma’roots decreased in distal part by curing・ treatment but 

didn’t in proximal part which was sprouting site, while th巴 cont日ntsin both parts of‘Beniaka’ 

roots chang巴dlittle by the treatment. The relationship betwe巴nchanges in protein contents and 

sprouting of roots was not clear. 

4 ) Root protein contents were relat巴dto N contents of whole plants and amounts of plant 

tops at harvest. On a dry w巴ightbasis, the contents were linearly r巴lat巴dto root >!' contents. 

5 ) Percentages of marketable roots after storage of 6 months at 13℃ were high in th巴 roots

which contained prot巴insat 0.4% and higher in官巴niaka',and 0. 8% and higher in‘Beniazuma’ 

at harvest. They '¥Vere also high in the roots which top/ root (T /R) ratios at harvest were 0. 8 

to 1. 3. However, the percentages showed no relationships with skin color and starch cont巴ntof 

roots. 

6 ) Root protein contents, T /R ratios and amounts of plant tops at harv巴stw巴reconsid巴red

to be useful indicators of root storability. For production of the roots with good quality and high 

storability, it was recommended that T /R  ratios were about 1 for both cultivars and amounts 

of plant tops were 20 to 25 t /ha for ‘Beniaka’and about 30 t /ha for ‘Beniazuma’at harvest. 

4. Estimation of moisture, protein, sugar and starch contents in sweet potato roots by 

near infrared reflectance (NIR) method. 

1) High relationships between actual and NIR predicted values were obtained by using NIR 

spectra measured at central part of roots and their second deri1引 ives.
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2 ) Actual and >f!R predicted values of moisture and starch contents were related highly ( r = 

0. 962 for both components) in freshly harvested and stored roots. 

3 ) Correlation coeffici巴ntsbetw巴enactual and NIIミpr巴dictedvalues were 0. 987, 0. 982, 0. 964, 

and 0. 912 for moistur日， starch,protein, and sugar cont巴nts,respectively, in freshly harvested 

roots. 

These results show巴d that !¥IR m巴thodcould be applied to estimate the content of root 

components at harvest. 
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