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Abstract 

In the root zone of the soil-less culture， stress conditions such as low temperature， 

drought and high salinity can be easily introduced and controlled by applying physical and 
chemical characteristics of water. These stress conditions in the root zone cause depres-
sions in root absorption and leaf photosynthesis and resultant1y bring osmotic stress and 
oxidative stress in the plant body. The osmotic stress and the oxidative stress can induce 
the respective plant adaptive functions of osmotic adjustment and antioxidation. These plant 
functions can be expected to bring high quality and value-added vegetables enriched with 
sugars， functional amino acids， antioxidants etc.， if the induced stresses are not so serious 
that the stress damages are not fatal without the extreme depression in growth. In this 
paper， two examples of the short term stress application only to roots for production of 
value-added vegetables are demonstrated. By the one week application of low temperature 
(5"(;) stress only to roots of spinach plants (Spinacia oleracea L.)， sugars， ascorbic acid and 
Fe2+ were significant1y enriched in leaves. Furthermore， concentrations of harmful substances 
of N03- and oxalic acid were extremely decreased. The two weeks salt stress treatment to 
roots of tomato plants (Lycopersicon esculentum Mill.) by applying the Muroto deep seawater 
at the stage of rapid fruit growth induced the osmotic adjustment and the antioxidation， 

which brought high quality tomatoes enriched with sugar， minerals， functional amino acids 
and good flavour without occurrence of extremely small-sized fruits and blossom-end rot. 
These verify that the short term stress application only to roots in the soil-less culture is 
reliable for production of high quality and value-added vegetables. 

Keywords: antioxidation， environmental stresses， osmotic adjustment， soil-less culture， 
value.守addedproduction， 
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緒 Eコ

植物は自然環境であれ，栽培環境であれ，高温，低温(

冷温，凍結).乾燥，塩，強光，弱光.紫外線，酸素欠乏，

大気汚染などの様々な非生物的要因によってもたらされる環

境ストレスにさらされて生育しているこれらの環境ストレスは，

横物の種類，生育段階，生育履歴，器官，生理機能などに

よって異なる影響を及ぼすとともに.複合的に組み合わさって

作用することが多く，栽培現場において，環境ストレスの発生

機構および、ストレスに対する植物体の応答機構と適応機構の

動態を明確に把握することは困難である.したがって，栽培

現場では多くの技術，資材.施設，エネルギー.労力などが，

環境ストレスの回避ために投入されてはいるが，最終収穫物

の収量と品質は環境ストレスに大きく左右されている.穀類の

生産においては，収量が，その作物が本来持っている遺伝

的，潜在的生産能力の 20%にすぎないという見積りも報告さ

れている程である1)一方.植物は，生命維持や恒常性維持

のための基本戦略として，環境ストレスを感知，伝達しストレ

スの緩和に寄与する機能タンパク質の遺伝子発現および様々

な生理的機能と代謝経路の応答を通して.環境ストレスに適

応.馴化する能力をそなえている 2.3)

栽培現場においては通常，環境ストレスを回避するための

管理が行われているが，極端な生育抑制や不可逆的なストレ

ス障害をひき起こさない程度の環境ストレスを植物体に付与

することによって，槌物の有する適応機能や恩"化機能を活用

する栽培管理も行われているすなわち.苗や果菜類(スイ

カ.トマトなど)の水切り栽培，トマトの塩ストレス栽培，寒冷

地でのホウレンソウの寒締め栽培などは，生産対象部位への

有用物質(糖，機能性成分など)の高濃度集積などによっ

て生産物の高付加価値化を実現している 4-8) そこで本論で

は，環境ストレスの制御(導入，強度調整，解徐)が比較的

容易である養液栽培の根部への環境ストレスの応用による野

菜の高付加価値化について論じる

野 菜 の環境ストレス 応 答と高付加価値化

固形培地を用いない養液栽培においては，液体としての

水が有する物理的， 化学的特性，すなわち，流動性，大きな

比熱，化合物を溶解する能力の高さなどを利用することによ

って，根域での低温(冷温).乾燥(水切り)および高塩渡

度による環境ストレスの制御(導入，強度調整，解徐)が容

易である Fig.lに示すように，根域での環境ストレス要因(

冷温，乾燥，高塩浪度)Iこよって，根の吸水が抑制され，植

物体が水分欠乏に陥り.浸透庄ストレスが誘発される.冷温

Environmental Stresses to Roots 

Value Added Vegetables 
Low Accumulation of 
Hannful Substances 

〔町
Oxalic Acid 

High Accumulation of 
Healthful Substances 
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Fig. 1 Application of environmental stresses to roots 
in the soil-less culture for production of value-
added vegetables. 

による根の吸水抑制は，冷温条件下での培養液の粘性の増

加および根の細胞膜の流動性の低下とそれに伴うアクアポリ

ン(水分子の膜輸送タンパク質 )の活性低下が関係してい

ると考えられる 3.9.10) また，植物体の水分欠乏や根域の高塩

渡度条件によるイオンストレス (ナトリウムイオンや塩素イオンの

過剰)によって，葉の光合成が抑制され，過剰な光による光

合成系の阻害(光阻害)も生じる 11.12)目植物は光合成により

酸素を発生させるために，細胞内の酸素濃度が高く，光合成

系の限害によって電子伝達系で、生じた余剰電子が活性酸素

(スーパーオキシドラジカルや過酸化水素)を発生しやすく，

酸化ストレスが誘発される 13，14) 根域でのストレス要因によっ

て植物体に誘発される浸透圧ストレスと酸化ストレスに応答し

て植物体ではそれぞれ浸透圧調節機能と抗酸化機能が発

現する.これらのストレス応答は，ストレスシグナルの受容，伝

達および.それに続く多様な遺伝子の発現によってもたらされ，

シグナル伝達物質として誘導されるアブシジン酸 (ABA)や細

胞内の二次的なシグナル伝達を担うカルシウムイオンなどが重

要な働きをしている.これらのシグナル伝達物質によって誘導

される遺伝子発現によって，水分子，糖，アミノ酸，塩類の

膜輸送に関わる膜輸送タンパク質(チャンネル，トランスポー

タペポンプ).浸透圧調節機能における適合溶質(糖およ

び糖の誘導体，プロリン.グリシンベタイン等)の合成酵素，

活性酸素消去系における解毒酵素等の多様な機能タンパク
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Fig. 2 Schematic diagram of a part of the antioxidant 
system in plants. 02-， superoxide anion; SOD， 
superoxide dismutase; H202， hydrogen peroxide; 
APX， ascorbate peroxidase; ASA， ascorbic acid; 
DHA， dehydroascorbic acid; DHAR， dehydro 
ascorbate reductase. 

が上昇するとシュウ酸の合成が促進され.そのシュウ酸の解

離による H+の放出によって細胞内の pHが調節される お剖)

したがって，細胞内の硝酸濃度が低減すると，pH調節機構

によって合成されるシュウ酸の汲度も低減することが予想され

る

低温ストレスの応用と効果

東北などの寒冷地では，土耕栽培の葉菜類(ホウレンソウ

等)を低温外気に曝すことで，植物体全体に低温ストレスを

与え付加価値の高い野菜を生産する「寒締め栽培」が.

科学的実証研究によって普及している 8，25-28) しかしながら本

栽培法は，自然の季候を利用した栽培法であるため，低温ス

トレスの制御が難しく，冬季のみに限定される栽猪法である

質が合成され 15.16) その結果，収穫対象器官(可食部)に また， 気候の変動によって収穫物の品質や収量が変化する

有用物質(糖，有機酸，アミノ酸，抗酸化物質等)が高濃度 ので，均質な高付加価値野菜の安定生産に困難を伴う.

に集積する. そこで，養液栽培において.根系のみへの短期間低温(

植物体における浸透圧調節機能は，低温条件下での凍 冷温)ストレスの付与による葉菜の高付加価値化を目指した

結回避，吸水制限下での細胞からの脱水防止と細胞内の膨 筆者逮の研究の一例制を紹介する.地域や季節に制限さ

圧維持，高嵐濃度条件下での細胞内への塩の侵入防止の れず，適当な時期に適度の強さの低温ストレスを適当な期間

ために発現するが 16) 吸水制限下において，師管内の溶質 だけ根系のみに付与することで，糖，抗酸化物質等の有用

濃度を高めて師管内の圧流を維持(師部輸送を維持)する 物質を可食部に高濃度に集積させ，人の健康に好ましくない

ためにも発現することが，トマト果実への師部輸送で確認さ 硝酸やシュウ酸の集積を抑えた高付加価値野菜の周年安定

れている 17.18) 植物体における抗酸化機能は，活性酸素を 生産の可能性を検討した Fig.3に根系への環境ストレスの

消去する仕組み(活性酸素消去系)に依存している.Fig. 制御が容易な養液栽培システムの例を示す.本システムは，

2に植物における活性酸素消去系の一部を示す.活性酸素 栽培ベッド，給液ユニット，排液ユニットおよび、異なる条件(正

消去系は，代謝プール(細胞質，葉緑体，ミトコンドリアなど) 常な条件とストレス条件)の2個の養液タンクで構成されてい

に存在し酵素や酸化還元物質の働きで活性酸素を最終的 る給液パスおよび排液パス上の三方弁を切り替えることで，

に水に変える系である.活性酸素の中で最も多く発生するス 根系へのストレスの制御(導入.強度調節，解徐)が簡便か

ーパーオキシドアニオン (02-)は，スーパーオキシドディスムタ つ迅速に行えるこの栽培システムにホウレンソウ (Spinacia

ーゼ (SOD;Super oxide dismutase)によって，酸素と過酸

化水素(H202)に分解されるさらに，過酸化水素は，還元

型アスコルビン酸 (ASA;Ascorbic acid)とアスコルビン酸ペル

オキシダーゼ (APX;Ascorbate peroxidase)によって還元さ

れて水になる.この時， ASAは酸化されて酸化型アスコルピ

ン酸 (DHA;Dehydro ascorbic acid)に変化するが，デヒド

ロアスコルビン酸レダクターゼ (DHAR;Dehydro ascorbate 

reductase)なと守によって還元され再生する lト22)

このような浸透圧調節機能や抗酸化機能の過程で産生さ

れる有用物質の高濃度集積による野菜の高付加価値化のほ

かに，健康に有害な物質(硝酸やシュウ酸)の低減による高

付加価値化も考えられる (Fig.1).根域のストレス要因によっ

て，根による硝酸の吸収が抑制され可食部の硝酸濃度が低

減する.さらに，根で吸収された硝酸は，植物体内で有機体

窒素に還元されるが，その際， OHが発生して細胞内の pH

Fig. 3 Schematic diagram of a simple system of soil. 
less culture for easy change of root environment 
with two solution lines. 
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01 era cea L.)品種‘オーライ'を播種し，ピニルハウス内で栽

培した約 5週間の栽培期間のうち，収穫 2週間前から 1

週間だけ培養液温度を 5'Cにしその後の 1週間を 20'C( 

ホウレンソウの適温)にする根系の短期低温ストレス処理 (5

'c /20'C区)を行い.2週間 20'C一定および5'C一定で栽培

した植物と，業の水分状態(水ポテンシャル，浸透ポテンシャ

ル，膨圧).業のガス交換(光合成，蒸散，気孔コンダクタン

ス).根の吸水および可食部の生長と品質を比較した.

根系の低温ストレス処理に対する業の水分状態の経時変

化を Fig.4に示す.葉の水ポテンシャルおよび浸透ポテンシャ

ルは，根系の低温処理によって低下し.5'Cから 20'Cに切り替

えることで上昇する傾向が認められたその間，葉の膨圧は

約 0.2MPaでほぼ一定に維持され，業の萎れは観察されな

かったこのことから，根系のみへの短期間の低温ストレス処

理によって.植物体に浸透圧調節機能が発現することが示唆

された.Fig.5に可食部の新鮮重，乾物重，糖度および還元

型アスコルビン酸，硝酸，シュウ酸の濃度の経時変化を示す.

5'Cの低温ストレス処理によって生長は顕著に抑制されるが，

収穫の 1週間前に 20'Cの適温に戻すことによって，新鮮重と

乾物重の著しい減少は回避され，糖度は7以上に達し，ホウ

レンソウの特徴的な栄養素である還元型アスコルビン酸濃度

も20'C一定区よりも有意に増加した.また，人の健康に好まし

くない硝酸とシュウ酸の濃度は2分の l以下まで減少した

さらに，ホウレンソウの特徴的な栄養素である鉄イオンも 2倍

に増加したが(データ省略).これには，活性酸素消去系で

のFe-SODの活性の増加が関与していると推察される 30) 以

上のように，根系のみへの短期間低温ストレス処理によって，

生長抑制を回避した葉菜の高付加価値化の可能性が示唆さ

213 ストレスの応用による高付加価値化
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海に閤まれた日本では.昔から身近にある天然資源として

海水や海藻が農業に用いられているまた，海水が多く含ま

れる干拓地や台風による高潮の被害を受けた低平地の凹畑

で.品質の良い作物が収穫できる例はよく知られている.なか

でも.主要な園芸作物で耐塩性が強いトマトについては，八

代市(干拓地)の塩トマトや高知市(沿岸低平地)の徳谷

トマトが有名である さらに，養液栽培においては.培養液に

塩化ナトリウムを添加して電気伝導度 (Eのを高めることによ

って，根系に塩ストレスを付与する栽培などが行われている

これらの栽培で生産されたトマト果実は一般に「高糖度トマ

ト」と呼ばれ，果実が小玉になるにもかかわらず.食味成分

(糖，有機酸，アミノ酸).機能性成分(リコペン，還元型アス

コルビン酸)などの波度が高く.食味も良いことから，高値で

取引されている

トマトの食味の決定因子として，糖と有機酸の濃度とそれら

のバランスさらにトマトらしい旨味を左右するグルタミン酸波度

とグルタミン酸/アスパラギン酸濃度比が品質評価に重要で

ある 31)多くの研究において，塩ストレス下で栽培したトマト

の糖，有機酸およびアミノ酸の濃度が上昇することが報告さ

れており 32-35) 塩ストレス下で栽培したトマトは品質が良好に

なることが多い.一般に，塩ストレスによる食味成分の濃度増

加は，果実内水分含量の低下に伴う濃縮効果お)と考えられ

てきたが，糖やアミノ酸の代謝関連酵素の活性の変化などが

報告されている 35.37-41) したがって，塩ストレスによるトマトの

食味成分の上昇は，浸透圧調節機能や抗酸化機能の諸過

程で，酵素や遺伝子レベルでの塩ストレス応答によって生じる

と考えられる.また.近年，機能性を持つアミノ酸としてyアミノ

酪酸 (GABA)が注目されている.GABAは，自然界に広く存

在するアミノ酸の一種で，ヒトにおいて血圧上昇抑制作用や

ストレス軽減作用などが知られている 一方，植物において

GABAは，塩，水，低温，高温，傷害および嫌気ストレスなど

の環境ストレスによって増加することが明らかにされており 42)

とくに，トマト果実の GABA濃度は，塩ストレスによって最大 4

倍まで上昇することが報告されている拍したがって，塩スト

レスの付与によってトマト果実の GABA濃度を積極的に高め

ることが可能であると考えられる.

トマトの機能性成分であるリコペンについては.適度(時期

と強度)の塩ストレス処理によって濃度が上昇することが報告

されているが判.45) 温度.かん水，光などの様々な環境条件

によって変動することも知られており樹，塩ストレスによってトマ

トのリコペン含量を増加させるには，塩ストレスの時期や強度

北野・日高・ 園師・荒木

に加えて，ストレス付与時の環境条件(とくに，果実周囲の微

気象条件)についても考慮する必要があるまた.還元型ア

スコルビン酸濃度については.塩ストレス処理によって上昇す

る場合，変化しない場合あるいは低下する場合が報告され

ている制5.47-49) 塩ストレスが還元型アスコルビン酸濃度に与

える影響のメカニズムは完全には解明されていないが.Fig.2 

に示す活性酸素消去系における過酸化水素の不活化の過

程での還元型アスコルビン酸の酸化と再生のシステムが密接

に関与していると考えられる.

以上のように，トマトを塩ストレス下で栽培することによって，

果実の食味成分などの有用成分の波度が上昇し高付加価

値化につながることが期待されるが，長期間の塩ストレス処理

によって，果実の極端な小玉化，果実先端への Caの集積

不足による尻腐れの多発，果皮の硬化などが栽培上の問題

になっている 32田.51) そこで、，これらの栽培上の問題点の解

塩ストレスの応 用 と効果
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最盛期に師部で浸透圧調節機能を発現させることを目指し

たしたがって.果実肥大最盛期(開花後 3週目から2週

間)だけ，水耕液に深層水を施用して，急激な塩ストレス処

理を行った (Fig.6a).葉の浸透ポテンシャルは(Fig.6b)，深

層水を施用しない場合ほほ一定の値(1.1MPa)で推移した

が.深層水施用区では，水耕液の浸透ポテンシャルが約 0.4

MPa下がり，葉の浸透ポテンシャルは施用 2週間後には対

照区よりも 0.5MPa低下した.塩ストレス解除後には深層水

区の葉の浸透ポテンシャルは上昇したが.対照区よりも低い値

で推移した.すなわち，深層水施用による坂ストレス処理開

始直後に，業に浸透圧調節機能が発現し，ストレス解除後も

浸透圧翻節機能がある程度維持された.師管液中の可溶性

固形物(スクロース，アミノ酸，ミネラルなど)の波度は (Fig.

6c)，深層水を施用しない場合は 5-6%(重量%)でほぼ

一定であったが，深層水の施用によって濃度が2-3倍に

上昇し深層水除去後も高濃度に保たれたまた.植物体の

重要な浸透調節物質であるカリウムの師管液中の波度は， 他

の元素に比して突出して高く，海洋深層水施用によって約 2

倍になり，除去後も高濃度に維持されていたまた，海洋深

層水の主成分であるナトリウムおよび、ニガリの主成分であるマ

グネシウムも，短期間の深層水施用によって 2-10倍の高

濃度で師管液中に集積された.一方，難移動性であるカルシ

ウムの師管液中の濃度は他の元素濃度に比べて著しく低く，

海洋深層水施用による塩ストレスによってさらに低下した.以

上のことから，果実肥大の活発な時期の短期間の海洋深層

水施用によって，師管内の圧流を維持しようとする浸透圧調

節機能が師部にも発現し難移動性であるカルシウムを除く

可溶性固形物(スクロース，カリウム，深層水由来ミネラル)

が師管内に高濃度に集積されることが判明した Fig.7に得

られた収穫果実の新鮮重，乾物重，糖度，酸度，トマトのお
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決および地域資源である海洋深層水の有効利用の一方策と

して.トマト果実の肥大最盛期だけ培養液に波縮された海洋

深層水を施用して，短期間の急激な塩ストレス処理によって

植物体に浸透圧調節機能を発現させ，食味成分や深層水

由来のミネラルなどが高濃度に集積した高品質高糖度トマトの

生産を検討した筆者逮の研究例 17.18.52-56)を紹介する.

トマト品種「ハウス桃太郎Jをピニルハウス内の循環式

NFT水耕ベッドで栽培した.第 1巣房の上位 2葉で摘心し.

1段栽培とした.水耕液としてEC= 1.0 -1.2 dS m-1の標

準処方の培養液を用い，果実の肥大最感期だけ， 高知県室

戸市で採取された海洋深層水の濃縮液を培養液に施用し

たその際，植物体に浸透圧ストレスを誘導して浸透圧調節

機能を発現させることを目指して，深層水施用時の培養液の

浸透ポテンシャルが，日中の葉の水ポテンシャルと同程度にな

るように深層水を施用したすなわち，電気伝導度を 10.0-

13.5 dS m-
1
(海洋深層水原水の 1/4程度の塩分渡度)に

高めた.また，塩ストレスに伴うカルシウム欠乏による尻腐れの

発症を防ぐ目的で，果実内部の胎座組織で尻腐れが発症す

る開花後約 2週間までの肥大初期 57)の塩ストレス処理を避

けたさらに，果実への師部輸送が最も必要となる果実肥大
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いしさに関与すると言われているカリウムとマグネシウムの濃

度さらに機能性アミノ酸の GABAとプロリンの淡度を示す.

海洋深層水の短期間施用によって，果実の新鮮重は約 35%

減少したが，収穫時の新鮮重は約 120gに達したまた，乾

物の集積は深層水施用によって有意に促進され，収穫果の

乾物重は約 30%増加し果実の糖度と酸度も上昇したすな

わち.深層水を施用しない場合の果実の糖度と酸度はそれ

ぞれ6および0.5%程度であったが，深層水の施用によって，

収穫呆の糖度は9以上に達し酸度も 0.9%に上昇した果

実内のカリウムとマグネシウムの濃度、師管液中の濃度と同

様に，深層水施用によって上昇したまた，果実内のカルシウ

ム波度は減少したが，果実肥大初期(受粉後2週間)の塩

ストレス処理を避けたために，尻腐れはほとんど発症しなかっ

たトマトにおいては，糖度 6以上，酸度 0.6%以上で，カリウ

ムとマグネシウムの濃度も高いことが「おいしいトマト」の条

件とされている 悶.さらに，糖度8以上の高糖度トマトでは.

果実重が 100g以上のトマトが高い品質評価を受けている.

海洋深層水の短期間施用によって栽培されたトマトは，これら

の条件をいずれも満足した.さらに，第 4果房までの栽培 (4

段栽培)において，各果房の受粉から収穫までの約 8週間

に.1週間の塩ストレス処理(培養液への海洋深層水施用)

を1週間間隔で数回実施して，各果房に 1週間の塩ストレス

処理を 3回経験させた場合.Fig.8に示すように，各果房の

果実の SODの活性も著しく上昇した.以上のように，培養液

に海洋深層水を短期間施用する塩ストレス処理によって，浸

透圧調節機能と抗酸化機能が植物体に発現し，糖，酸，深

層水由来のミネラルおよび、機能性アミノ酸等が高波度に集積

した高品質トマトの生産が可能であることが示唆された

結 圭五
回日

根系への環境ストレスの制御(導入，強度調整，解徐)

が容易な養液栽壊においては，根域に冷温，乾燥，高塩濃

度などの環境ストレス要因を適度に導入して.植物体に致命

的な障害や著しい生育抑制が生じない程度の浸透圧ストレス

と酸化ストレスを誘導することが可能である.これらのストレス

に対する植物体の適応機能である浸透圧調節機能と抗酸化

機能を有効に発現させて，有用物質が高濃度に集積した付

加価値の高い野菜の生産が可能であることが科学的に実証

されつつある目環境ストレスを積極的に利用するこれらの栽培

技術をより普遍化するためには，植物体における環境ストレス

の定量的評価に関する方法論の発展が必須である.すなわ

な植物体内に誘導される環境ストレスの強度および植物の

種類，生育段階，生育履歴，器官，生理機能なと守によって異

なる植物体のストレス応答を定量的に評価するための普遍的

な方法が必要である.環境ストレスの定量的評価法を援用す

ることによって，環境ストレスの合理的利用による農作物の高

付加価値化技術が普遍化されるとともに，遺伝子組み換え植

物体の選抜，特性評価の高効率化，さらには組み換え植物

の機能を活用した有用物質(医療用原材料，試薬，酵素な

ど)の高効率生産の場面で，スピーキング・プラント・アプロ

ーチに根ざした環境ストレスの応用に関する方法論が貢献で

きると考えられる.
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