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オイルを用いたリンゴ花粉の精製法

上田仁悦＊・森田　泉＊

〔キーワード〕：リンゴ，人工受粉，花粉精製法，

オイル，花粉

1．はじめに

　リンゴやニホンナシなどの果樹栽培において人

工受粉に使用する花粉は，ふるい器や有機溶剤（ア

セトンやキシレンなど）を用いて精製するのが一般

的である．しかし，有機溶剤は労働安全衛生法で環

境への放出を避けるよう定められており，人体や環

境に対する影響を考慮した場合，好ましい利用方法

とは言えない．これに対し，今回紹介するオイルに

よる花粉精製法は，人や環境に負荷の少ない手法で

あり，今から12年前の平成6年に溶液受粉技術の

開発を目的に共同研究を実施していた白石カルシ

ウム株式会社が見出した手法である．

　当時，秋田県のリンゴ栽培では，生産者の高齢化

や後継者不足から一層の省力的管理技術が求めら

れており，年問作業の約25％を占める受粉や摘果作

業の省力化を図るには，受粉作業の大幅な省力化が

可能で，不安定な気象条件下でも安定した結実が得

られ，既存の摘花剤と組み合わせることで一層の省

力化が図られる溶液受粉技術が必要になると考え，

本技術の可能性について検討を開始した。しかし，

リンゴの花粉は，基本的に水に触れると急激な吸水

により膨張し，発芽能力が著しく低下してしまうと

いう性質があり，溶液中でも安定して花粉の発芽率

を保つには，溶液や花粉自体に対し何らかの工夫が

必要となる．オイルによる花粉精製法は，こうした

問題を解決するため開発された手法である．その後，

溶液受粉の実用化にあたっては，水と油の関係から

容易に想像できるよう溶液中での花粉の分散化が

問題となり，界面活性剤などの利用も検討したが分一

散化と発芽率の維持が両立できぬまま今目に至っ
た．

　こうした中，平成16年から3年間の予定で実施

した農林水産研究高度化事業による「新規液体増量

剤を利用した果樹の省力的人工受粉技術の確立」と

いう研究課題の中で，改めてリンゴの溶液受粉技術

の開発に取り組んだところ，各種オイルによる花粉

精製法が有機溶剤に比較し，いくつかの優れた点が

あることを見出したので，本稿ではこの点について

紹介したい．

　なお，オイルによる花粉精製法は高度化の研究が

開始されるに先立ち，平成16年に株式会社白石カ

ルシウムが特許申請を行っている．

＊秋田県農林水産技術センター果樹試験場
（Jin－etsu　Ueta，Izumi　Morita）

2、有機溶剤とオイルの比較

（1）オイルで精製したリンゴ花粉の
　回収率
　リンゴの花粉をオイルで精製した場合と従来の

有機溶剤を用いた場合で，花粉の回収率に差がある

かどうかを検討した．

1）材料および方法
　前年採取した‘千秋’の繭殻付き貯蔵花粉を供試

し，花粉5gを食用油（ヘルシーリセッタ：日清）

100mLと混和し，茶こし器で自然ろ過により繭殻と

花粉を分離した．さらに花粉に付着している余分な

オイルは，ステリトップろ過フィルターで吸引ろ過

し，可能な限り花粉から回収した．これにより，回

収したオイルの残量と繭殻の残重から精製花粉の

回収率を求めた．対照として，定法によりアセトン

で精製した花粉の回収率を求め比較した。

2）結果および考察
　食用油で精製した花粉の回収率を表1に示した．

●食用油で精製した花粉の回収率は18．8％となり，対

照のアセトン精製19．4％と比較し，ほぼ同等の採取

効率を示した．ただし，オイルは粘性があるため，

厳密に回収率を求めるには，ろ過フィルターや繭殻

および花粉に付着しているオイルの影響も考慮す

る必要がある．しかし，反復して調査したが，値は

いずれも繭殻付き花粉重の約18～20％の範囲を示

したことから，オイルの付着量を考慮しても，18％

以下を大幅に低下することはないと思われる．また，

0369－5247／07／￥500／1論文／JCLS
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いったん，オイルで精製した花粉は静電気による飛

沫がなく，精製後の取り扱いも容易であった。

表1食用油による精製花粉の回収率

　　　　　繭殻付き　　使用量　回収量　回収率
精製素材
　　　　花粉重量（g）　　（mJ），　（g）　　（％）

食用油

アセトン

100　　　　0，94　　　　18．8

適量　　0．97　　19．4

（2）オイルで精製したリンゴ花粉の
　貯蔵性
　花粉の貯蔵性におよぼすオイルの影響を明らか

にするため，貯蔵する温度条件を変え検討した．

1）材料および方法
　前年採取した‘千秋’の繭殻付き貯蔵花粉を供試

し，薬さじ一杯分の繭付き花粉を約5mLのねじロ

ガラスビンに取り分け，容器内の花紛がシリコーン

オイル（TSF484：GE東芝シリコーンK　K．）で完全

に浸るよう処理した．処理した容器は，5℃，10℃，

15℃，20℃および30℃の一定温度に設定したイン

キュベーターで貯蔵し，対照としで，同一容器に同

様の蔚付き花粉のみを取り分けた無処理区を設け，

処理区と同じ各温度条件下で貯蔵した．貯蔵花粉の

発芽率は一定期間ごとにシリコーンオイル処理区

はマイクロピペットで，無処理区は綿棒で花粉を取

り出し，定法により作成した寒天1％，スグロース

10％の寒天発芽培地で調査した．

2）結果および考察
　オイルで貯蔵した花粉の発芽率を表2に示した．

貯蔵中の花粉の発芽率は，処理の有無にかかわらず，

貯蔵温度が高いほど低下する速度が速い傾向がみ

られたが，同一の貯蔵温度で比較した場合，オイル

処理区の方が無処理区に比べ平均して10％程高い

、発芽率を示し，オイルで貯蔵することにより貯蔵性

が高まる現象がみられたく表2）．このことから，

オイルで精製した花粉は，人工受粉期間中の一週間

程度，家庭用の冷蔵庫に保管するだけで発芽率の低

下を抑制することが可能と思われた．

（3）オイルで精製したリンゴ花粉の
　　結実性
　オイルで精製された花粉を実際の人工受粉に用

いた場合，結実性に影響がないかどうか検討した．

1）材料および方法
　平成17年5月3日に福島県農業総合センター果

樹研究所の研究圃場に栽植されている‘ふじ’／JM7

13年生樹を供試し，人工受粉には購入した‘祝’の

貯蔵花粉を食用油（ヘルシーリセッタ1日清），ミ

ネラルオイル（IC／N　Biomedicals），オリーブオイ

ル（味の素）で精製した花粉を，また，対照として

同花粉を精製や希釈しないで用いた。受粉作業は開

花直前の風船状花の花弁をちぎり，綿棒で行った．

他県の試験圃場を借用した理由は，地域問による開

花の早晩を利用し，開花が早い場所での当年の試験

表2　シリコーンオイル処理と貯蔵温度が花粉発芽率に及ぼす影響

貯蔵方法　　　　シリコーンオイル処理

貯蔵温度　5℃　　10℃　　15℃　20℃

貯蔵目数

無　処　理

30℃　　5℃　　10℃　15℃　20℃　30℃

　　　（％）

　1目69．9

　9目67．1

25目65．7

37日40．2

57目42。6

81目41．3

95目48。5
109目　 39．9

127目　39．4

140目29．8

191目26．8

233目32．8

　（％）

66．2

64．4

71．8

41．3

45．1

42．5

43．2

38．8

17．8

29．！

24．8

16．7

　（％）

72，9

62．9

63．0

32．2

53。3

36．8

36．9

33．4

5．9

4．9

6．4

5，8

　（％）　（％）

65，9　 65．4

58．4　　　45．6

53．7　　0．0

21．1　　0．0

20．1　　0．0

11．9　　0。0

4．1　　0．0

2．0　　0．0

0．0　　0．0

0．0　　0．O

l．5　　0．0

0．0　　0．0

　（％）

62．5

59．2

68．0

38．6

37．1

38．5

35，5

38．7

24．2

18，8

16．8

18．1

　（％）

57．4

41．9

39．5

34。0

37．8

26．8

27。0

31．5

6．5

10．1

2，4

5．1

　（％）

56．1

48．4

33．9

17．2

24．4

18．7

4．5

3。1

0．0

0．0

1．4

5．0

　（％）

56．1

48．4

0．O

l1．9

8．6

5．7

4．2

2．8

0．0

0．0

1．4

0．0

　（％）

57．1

16．1

0．0

0。0

0．0

0．0

0．0

0．0

0．0

0．0

0．0

0．0
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表3　各種オイル精製花粉による人工受粉が結実および果実肥大に及ぼす影響

試験区　オイルの種類
結実花数 結実率調査果数

（％）　　（個）

平均果実重

　（9）　　　最多

種子数

No．l　　　No．2　　　No．3z 最少平均

貯蔵生花粉　　　　10　　10　　10

食用油　　　　　　10　　　9　　10

ミネラノレオイノレ　　7　　　6　　　4

オリーブオイル　　6　　10　　　6

100

97．6

59．3

73．3

14　　　　 328．3　　　　 10

14　　　　313．8　　　　11

8　　　　264．2　　　　8

9344．410

8．2

8．0

3．6

8。！

z反復樹のNo

結果を開花の遅い場所での試験に活かすためであ
る．

　同年5月16日には，秋田県農林水産技術センター

果樹試験場に栽植されている‘ふじ’／M．2620年

生樹および‘アキタゴールドン／M．2621年生樹を

供試し，人工受粉には，同様に購入した‘祝ンの貯

蔵花粉を食用油（ヘルシーリセッタ：目清）とシリ

コーンオイル（TSF484：GE東芝シリコーン株式会

社）で精製した花粉および対照として同購入花粉を

定法によりアセトンで精製したものを用いた．受粉

作業は風船状花の花弁をちぎり，綿棒で意識的に多

量のオイルが柱頭に付着するよう行った．

　両処理目のいずれの処理区とも処理直後にハト

ロン袋で花そう全体を被覆し，訪花昆虫などによる

外部からの影響を遮断した．試験区の規模は，‘ふ

じ》／M7台樹（福島農総セ果樹研）では，10花（1

花そう2花で5花そう）／樹3反復とし，調査は5

月24目に結実の有無を，11月9目に収穫した果実

の果実重と種子入り数にっいて行った．一方，　‘ふ

じ’と‘アキタゴールド’／M．26台樹（秋田農水技

セ果樹試）では，一樹当たり10花そう反復樹なし

で5月30目に結実の有無と各品種の収穫時の果実

重，種子数について調査した．

2）結果および考察
　オイル精製した花粉を人工受粉した場合の結実

率は表3に示したとおり，対照の生花粉処理区が

100％に対し，食用油精製花粉が96．7％，オリーブ

オイル精製花粉が73．3％，ミネラルオイル精製花粉

が59．3％と，ミネラルオイル区がやや低かった以外

は高い結実率を示した（表3）．これらの収穫時の

果実重は，生花粉処理区の果実重に比較し，食用油

精製花粉区が95。6％，オリーブオイル精製花粉区が

104．5％，ミネラルオイル精製花粉区が80．5％と，

ミネラルオイル精製花粉区が20％程低かった以外，

オイルの種類が違っても果実重に差はみられず，実

用的に悶題は認められなかった．また，これら果実

の平均種子数はミネラルオイル精製花粉区が3．6個

と明らかに少なかったものの，他の処理区は生花粉

区とほぼ同数の8個以上を示した．

　さらに，食用油とシリコーンオイルの柱頭組織べ

の影響を再確認するため，両者とも意識的にしたた

る程，オイルを柱頭に付着させながら受粉させた試

験結果を表4に示した．結果は，品種やオイルの種

類が違っても80％以上の高い結実率を示し，平均種

子入り数も7個以上と，対照と比較し，いずれも阻

害的な影響は認められなかった．収穫時の果重はい

ずれも小玉であったが，これは供試した花そうすべ

てに受粉させ，かつ，生理落果などの確認のための

摘果時期を遅れさせたことなど，栽培管理面の影響

が大きいものと思われた．

表4　各種オイル精製花粉による人工受粉が結実および果実肥大に及ぼす影響

試験区
　　　　　　　　　結実率調査果数
オイルの種類供試花数
　　　　　　　　　　（％）　（個）

平均果実重　　　　　種子数

　（g）　　最多　　最少 平均

1　　アセトン　　　　41　　100

2　　食用油　　　　　44　　86．4

3　　食用油　　　　　43　　100

4　シリコーン　　　40　　83．3

5　　　　　－　　　　　12

6　　　　　　176．9　　　　　　　22

10　　　　　233．3　　　　　　17

8　　　231　　　　　10

6．8

7，7

9．4

7．1

1，2区は「アキタゴールド」　3，4区は「ふじ」を供試
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3．まとめと今後の課題
　リンゴの花粉をオイルで精製した場合，従来の有

機溶剤などを用いる方法と比較し，・いぐつかの優れ

た点がみられた．

　第1に，食用油などは人に安全で環境に対する負

荷が低く，精製した花粉の回収率もほぼ同等であり，

いったん精製した花粉は静電気による影響がなく，

飛沫もない。第2に，オイル精製した花粉の発芽率

は，温度や湿度条件を厳密に管理しなくとも20℃以

下の低温貯蔵で一週間程度は維持することができ

るため，受粉作業期問中の取り扱いが容易である．

第3に，オイルで精製した花粉を実際の人工受粉に

用いても，ミネラルオイルといった特定のオイルで

精製した場合以外は，結実率や果実肥大，種子入り

に悪影響は認められず，花粉自体がオイルで湿って

いるため，多少気象条件が悪くとも人工受粉を実施

できるなどのメリットがある．

　しかし，オイルで精製した花粉を従来の受粉作業

と同様に綿棒などを用いて行うのであれ鵜作業の

効率化といった視点でのメリットは残念ながら少

ない．したがって本精製法は，これのみで完結する

技術とは考えておらず，冒頭で述べた溶液受粉技術

に寄与し，人工受粉の作業効率が画期的に向上する

ことで真価が発揮される技術と考える．

　リンゴの溶液受粉については，高度化事業の実施

によって，本精製法をベースに，長年の課題であっ

た溶液中での花粉の分散化と発芽率の維持を図る

基本技術を開発することができた．今後の実用化に

あたっては，溶液中に分散した花粉を電動式噴霧器

やハンドスプレーなどで，いかに多く花器柱頭に付

着させるか，散布方法の改良が残された課題である

外国文献抄録

イネの発芽と初期生育におけるスクローストランスポーターOsSUT1の役割

Scofield，（瓦凡，亙Aoki，T　Hirose，砿Takεmoン（瓦Ln

Jenkins　and　R　T，　Frubank2007。　The　role　of　the　sucrQse

transp・rter，OsSUT1，inge畑inatiQn㎝d鯉1yseedli㎎

growth　and　development　Qf　rice　p！ants．　J．　Exp．　BQt．

58（3）：483－495．

　穀類の種子は大きく分けて種皮，胚，胚乳から成っている．

種皮の内側には糊粉層と呼ばれる細胞層があり胚乳の周りを

取り囲んでいる．糊粉層の一部分は胚になっており，胚と胚

乳の間には胚盤がある。発芽および初期生育の問，胚乳中の

貯蔵デンプンが分解され・胚の生長，さらには子葉鞘や根の

発達・生長に利用される．したがって，デンプン分解によっ

て生じる糖類（グルコースまたはマルトース）は，胚乳一胚

盤間のアポプラストにおいて胚盤上皮細胞に取り込まれると

考えられる．取り込まれた糖は，胚の生長に利用される瓶

もしくは胚盤においてショ糖へと変換された後に，維管束節

部（箭管）を通じて子葉鞘と根へ輸送され，活発に生長して

いるシン／ク組織中の代謝こ必要な炭素源となる．

　これまでの研究から，単糖（グルコース）輸謝本やショ糖

輸送体が穀物種子の発芽において重要な存在であることが示

されてきた．しかし，これらの輸謝本が発芽中種子のど¢組

織係畷ので発現しているのは詳しく調べられていないコ

ムギの発芽種子では，sur1オルソログであるTaS田1が維管

束筋部の他に胚盤上皮でも発現しており，S㎝！が胚乳アポプ

ラストから胚盤へのデンプン分解産物（マルトース）の輸送

に関与していると考えられている．

　本研究では，イネ種子の発芽におけるショ糖輸送体

10sSl皿）研斐割を明らかにするために，吸水開始後1日目

から7目目の種子根，子葉鞘における糖の含有量Ossur！

の発現量およびOssur1の細胞局在性を調べた．

　可溶性炭水化物含量の解析の結果胚乳中1とは吸水5日後

からグルコース含量が増加した，胚および胚盤中に1まスクロ

ースが最も多く，マルトースはまったく含まれていなかった．

茎葉部と根中にはマルトースは含まれずフルクトースが最

も多く含まれていた．これらのことから，胚盤の上皮細胞に

取り込まれる炭水化物は主にグルコースであり，輸送された

グルコース1期丞盤でショ糖に変換された後，茎葉部と根に転

流され，代謝・生長のためにヘキソースに分解されると考え

られる。

　OsSUr1プロモーターGUSおよびOsS肛1抗体を用いてイネ発

芽中種子におけるOsS｛皿の細胞局在性を解析した結果プロ

モーター活性とタンパク質の発現は，胚盤上皮，柔細胞，糊

粉層では見られず，胚盤茎葉部，根の維管東箭部の伴細胞

と箭要素中に限られていた．これらことから，OsSUT1の主な

働きは胚盤で合成されたスクロースの箭部（飾管）への輸送

および鯖管へのショ糖の回収であることが痢唆された．本研

究によって，発芽種子中の糖輸送におけるS町1オルソログの

役割がイネとコムギで異なることが明らかになった，

（東京大学大学院農学生命科学研究科イ乍物学研究室

　綱島沙織）
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