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サトイモ球茎の粘質物蓄積と蓄積腔の発達様相

寺林 敏*・池田和代 a.伊達修一・藤目幸横b

京都府立大学大学院生命環境科学研究科 606-8522 京都市左京区下鴨半木町

Accumulation and Development of a Mucilage Cavity in Taro (Colocasia esculenta) Corm 

Satoshi Terabayashi持者ラ Kazuyo Ikeda
a， Shuichi Date and Yukihiro Fujimeb 

Graduate School ofLife and Environmental Science，持otoPr，φctural University， ぬか0，身 oto606-8522 

Abstract 

D仇巴V叫elo叩pm問 E白叩削n凶lt0ぱfa mucilage c問丘釘制V判1町tya釦n凶du叫lt回r悶as抑t仕ru削ctu附r陀巴 Oぱfml削m凶IUcila郁g伊E巴予prod山u切叩削I応川川lcin叩cin時19cells in taro corm (C%c仰Gωsi的ae.ω配ωS釘附Cαu/，伽l

Oh加m沿叫O吋)w巴悶r閃巴 observed by electron microscope. Mucilage cavities were formed lysigenously from mucilage-producing cells and 

located within a certain distance around出evascular bundles. Degradation and melting of starch granules were found in the 

cells adjacent to the mucilage cavity. In the mucilage-producing cells adjacent to the cavity， fibrous materials were present in a 

space comprised of loose c巴11wall fibers on the cavity side. Although the ultrastructure of secretion through the plasmalemma 

and cell wall were not demonstrated， mucilage is thought to be secreted to the mucilage cavity after accumulation in a space of 

loose cell wall fibers. 
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緒福

サトイモやヤマノイモなどに含まれ，強い粘性を示す粘

質物は食感，食味を左右する重要な品質成分のひとつであ

る.サトイモ球茎の粘質物は アラビノースとガラクトース

が構成糖であるアラビノカラクタンを主成分とする糖タン

パク物質である (Lin• Huang， 1993;滝ら， 1972). サトイモ

球茎と同様，ナガイモ担根体(弘中ら， 1990)やコンニャ

ク塊茎(若林， 1957) などにも粘質物が含まれている. し

かし， これら粘質物の生理生態的な働きや地下貯蔵器官の

発達における蓄積過程については充分解明されていない

若林(1957) はコンニャク塊茎内の粘質物蓄積腔とマンナ

ン細胞の分布，形態を記録しているが，粘質物の蓄積およ

び粘質物蓄積腔の発達過程は明らかにしていない

我が国のサトイモには，生理生態的特性の異なる多くの

栽培品種が存在し(熊沢ら， 1956)，品種によって粘質性に

差異があることが知られており，粘質物の成分分析や品種

比較の報告がいくつか認められる(Jiang• Ramsden， 1999; 

栗波・河野， 1992) しかしデンプン(杉本ら， 1986， 

1987)や不味成分のシュウ酸カルシウム(田中ら， 2003) 
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に比し，粘質物に関する知見は少ない.

サトイモ球茎内の粘質物は食味・食感だけでなく，栽培

や貯蔵性にも影響を及ぼしていると推察される.本研究で

は，まずサトイモ球茎内の粘質物の蓄積様相に関する知見

を得るため，光学および電子顕微鏡を用いた組織形態学的

観察により，本物質の蓄積過程と存在状態を明らかにする

目的で、実験を行った.

材料および方法

1997年と 1998年の 5月に，京都府立大学(京都市)下

鴨附属農場の闇場にサトイモ品種‘大野芋'の種芋 30球を

約 60cm間隔で横え付け充分な濯水を行い栽培した. 9 

月以降，球茎形成を開始した株から，地上部葉を展開・成

長せずに肥大した孫芋球茎を採取した.1997年の実験では，

9月に肥大を開始した早い段階の株からサイズの小さな球

茎を， 11月に肥大の進んだ株からサイズの大きい球茎を採

取し，収穫数日後に球茎表面の蓑毛を除去して FAA溶液に

保存した.FAA溶液で画定した球茎組織をノfラフィン包埋

し， ミクロトームで厚さ 10μmの切片を作成した.伸展・

脱パラフィン後， PAS染色法(1%過ヨウ素酸水溶液に 10

分間浸漬，蒸留水で 5分間洗浄， Schiff試薬に 10分間浸漬，

0.5%メタ重亜硫酸ナトリウムで2分間ずつ 3回洗浄，流水

で5分間洗浄)によって多糖類を検出し，光学顕徴鏡で観

察した.また，パラフィン包埋試料を 25μmの厚さに切断

した試料を金真空蒸着し，走査型電子顕微鏡 (SEM:B本
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電子製 政A840)で観察した

1998年に収穫した球茎は以下の観察に供した球茎中央

部から lxlx5mmの棒状の試料を固定 ・脱水し，樹脂包

埋 (Epok812: Araldite6005 : DDSA = 3: 3: 8の混合溶液に

対し 1.5%量の DMP-30を加えたもの)した.ウルトラミク

ロトームで厚さ lμmの切片を作成し， トノレイジンブルー

(1 gトルイジンブルー/ 100gの 1%ホウ砂水溶液)を滴下

し染色した後，光学顕微鏡で観察した. トルイジンブールー

染色により目的構造を確認した樹脂包埋試料をダイヤモン

ドナイフで厚さ 60nmの超薄切片を作成し， ホルムパール

親水膜を貼った銅メッシュ上に付着させた 銅メッシュは

飽和酢酸ウラニル水溶液の液滴上で‘ 30分間漫漬後，蒸留水

で充分に、洗浄した.次に 銅メッシュを以下の手順(串田，

1971)で電子染色した. Reynolds液(I液(1.33g硝酸鉛，

1.76 gクエン酸ナトリウム/30mL蒸留水)に II液(1M

水酸化ナ トリウム 8mL を加えて蒸留水て~ 50 mLに調整)) 

に8分間 2回浸潰し浸漬終了後に蒸留水で充分に洗浄し

た.また，作成した銅メッシュサンフ。ルの一部はウラニル，

クエン酸鉛染色の前に，塩基性ビスマス染色液 (5g水酸化

ナ トリウム， 2 g酒石酸ナトリウム， 1 g塩基性ビスマス/

50mL蒸留水を原液とし 10倍希釈液を使用)で400C，40分

間漫漬処理し多糖類を検出した試料は透過型電子顕微鏡

(TEM :日本電子製 厄M-1200EX)で観察した.

結果および考察

直径 7mmの小さな球茎においても， PAS染色に強く反

応する粘質物で満たされたスペース(以下，粘質物蓄積腔

とl呼ぶ)が多数観察された.粘質物蓄積腔の最も小さなも

のは，その蓄積腔に隣接した周囲の細胞と大きさが同程度

で，隣接細胞との聞に明らかな間隙が存在することから，

この最小の粘質物蓄積腔はひとつの細胞と判断される(第

l図A) 直径 4.5cmの大きな球茎では，このような小さな

粘質物蓄積腔は少なく， よりサイズの大きなものが観察さ

れた(第 l図 B).大きく発達した粘質物蓄積腔は，周囲が

滑らかな部分も認められるが大小のくびれがあり，蓄積腔

周囲の細胞が肩平あるいは小さく変形したものが多かった

球茎の茎軸に対し垂直方向に切断した横断面の観察で

は，蓄積腔は茎内を走向する維管束から等距離の位置に，

ほぼ円形を描くように分布していた(第 2図).球茎が大き

くなるに従い維管束の走向は複雑化し，蓄積腔も大きく

なっていくため，円形の配置は乱れるものの，常に維管束

と一定の距離を保ちながら発達していた 茎軸に対して平

行に切断した試料においては，蓄積腔が維管東の走向に

沿って長く発達しているのが観察された.蓄積腔がこのよ

うに規則的に発達する理由は不明であるが，師管から降荷

された糖分が放射状に拡散する過程で，維管束と維管束と

の間で停滞し，糖濃度が最も高くなる領域が生じるのでは

ないかと考えられる.サト イモでは球茎組織内の糖濃度の

勾配が粘質物の合成の引き金となり ，その後も粘質物蓄積

腔の形成位置を限定する要因として作用しているのではな

いかと推察される.茎軸方向に長く発達するアオギリ科の

植物 (Sterculiaurens)のカラヤガム(ウロン酸を主成分と

する植物ゴムの一種)分泌腺は皮層と髄組織内に形成され

るが，維管束環内には形成されない (Shah・Setia，1976) 

皮層，維管束環および髄との間では組織形態学的な差異が

大きいが，サトイモ球茎の維管束近傍組織はほぼ均一であ

る.このことから，水分を保持する性質が強い粘質物が組

織内を浸潤 ・拡散して維管束組織内の水移動を妨げないよ

う， 粘質物は維管束から離れた位置に蓄積するのではない

かと推察される

細胞内のデンプンは複粒構造をしており， 小粒の大きさ

はおよそ 2 ~ 4μm と 小さかった(第 3 図 A). 発達した粘

Fig. 1 A cavity containing muci1age and starch grains in a taro corm. A: smal1 corm (diameter: 7 mm)， B: deve10ped corm (diameter: 

4.5 cm)， cg: compound granu1es， M: muci1age cavity， _:  100 μm (A&B). 
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Fig. 2 Mucilage cavities located around th巴vascularbundle. M: 

mucilage cavity， vb: vascular bundle， -ー:100μm. 

質物蓄積腔を取り囲む粘質物生成縮胞では，デンプンは完

全な状態の複粒構造を失い， しかも小粒は角がなくなり滑

らかになり，非常に小さくなっていた.さらに，デンプン

小粒が溶解し複数の小粒が混ざり合って糊状になっている

細胞も観察された(第 3図B).蓄積腔に面した粘質物生成

細胞では， このようなデンプン構造の変化が観察され，問

時に PAS染色で強く染まっていた.しかし，蓄積腔に援す

る細胞以外では， このような顕著な複粒構造の崩壊，デン

プン小粒の分解と糊状化は観察されなかった.サトイモデ

ンプンは，複粒構造が比較的早く崩れデンプン小粒がぱら

ぱらになるジャガイモ(土屋ら， 1988) とは異なった特徴

を示した.デンプン小粒のサイズと数はやや異なるが，サ

トイモの複粒デンプン構造は形態的にはイネ種子の匪乳細

胞内デンプンと類似していた CHayakawaら， 1980). 

透過型電子顕微鏡観察により，デンプン粒塊は膜に覆わ

れており，観察した楕円形の複粒デンプンのなかには癌状

のふくらみを有するものが観察された(第 4図).さらにこ

の部分に小さなデンプン粒とデンプン粒生成に必要な同化

産物の輸送を促進していると考えられるチラコイドが存在

していたことから(川崎ら， 1997)，発達を終えた複粒デン

プンにおいても後発的にデンプンが形成されているものと

考えられる.デンプン粒は塩基性ピスマスによく反応し，

一般的なデンプンと同じく デンプン小粒の中心ほど電子

密度が低かった(二国， 1963). この現象は，粘質物生成細

胞のデンプン粒で顕著であった.

トルイジンブ、ルー染色した粘質物蓄積腔の光学顕微鏡写

真を第 5留に示した.蓄積腔内では紫色に染色された粘質

物が蜂の巣状にしかも層状に 粘質物生成細胞から湧き出

すように広がっているようにみえた.これは蓄積腔内で，

順次屑辺細胞が崩壊しながら，粘質物が腔内に補給されて

いる様子をあらわしたものと考えられる.蓄積腔に接する

周辺には，形状が不規則で小さくなった細胞が存在してお

り，まさに粘質物を経内に放出しているものと考えられる.

蓄積腔は複数の細胞からなる管状の組織ではなく，明らか

に粘質物を生成した細胞が願次，周囲ないし隣接する細胞

へと崩壊をくりかえしながら大きくなった破生間隙であ

る.若林(1957) の観察スケッチの形態から判断し， コン

ニャクイモの粘質物蓄積腔もサトイモと陪様，破生間隙と

思われる

粘質物を粘質物蓄積腔に放出している細胞の透過型電子

顕徴鏡像を第 6図に示した.粘質物蓄積腔(写真Aにおい

て左側に位置し，記号M が記載されたところ)に接する細

胞の細胞壁が広い範囲にわたって小さく波打ち，さらに細

胞内側にも大きく深く入り込んだ細胞壁繊維が明瞭に確認

された.図中 fmの記号で示した領域では，細胞壁に沿っ

て電子密度の高い筋状の構造が認められ，蓄積腔倶uでは明

らかにそれら構造に間際が認められた これらは，おそら

く細胞壁のセルロース繊維がほどけて広がったで、きた隙間

であろう. この領域では細胞監繊維の聞を繊維状不定形基

質が満たしており，内側に大きく膨らんだ細胞壁繊維外側

Fig. 3 Broken compound granules and melted starch granules in a mucilage-producing cell adjacent to mucilage cavity. A: starch granules 

in broken compound granules， B: mucilage-producing cell filled with degraded and melted starch granules， M: mucilage cavity， sg: 

starch granules，ーー:1μm (A); 10 μm (B). 
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Fig. 4 Morphology of compound granules in amyloprast. sg: starch 

granule，ー→・ secondarily synthesized starch granules， 

ーーー:1μm， black lines: artifacts. 

Fig. 5 Mucilage secretion from mucilage-producing cells into 

the mucilage cavity目ー→ mucilage-producingcell，ーー.
50μm， black lines in cavity: artifacts. 

にも同様の構造が確認された.第 6図 (8)に蓄積腔に面

した粘質物生成細胞の高倍率画像を示した図中の 3か所

に記した fm(粘質物蓄積腔内，緩んだ細胞壁間隙内，細胞

質内)と第 6図Aで見られた繊維状不定形基質とは TEM

像が酷似しており，これらは同ーのものと判断される こ

れらは粘質物で，蓄積腔へ粘質物を放出する過程でこのよ

うな状態で粘質物が存在していることを示している.粘質

物生成細胞にみられる上記構造の変化と， この繊維状不定

形基質が粘質物生成細胞以外では観察されなかったことを

考えあわせると，粘質物生成細胞では，粘質物蓄積腔に面

する細胞壁に構造的なゆるみが生じその間隙を粘質物が浸

潤，拡散し粘質物蓄積腔へと放出されるものと想像される

Plantago 0νataの種皮最外層の細胞では，粘質物蓄積期に小

胞内や細胞壁と原形質膜との間，およびゴルジ小胞内に

OS04に反応する繊維状の網目状物質が蓄積し，小胞は内容

物を液胞や細胞膜外に放出することが知られている (Hyde，

1970) .また，オクラ果皮の粘質物分泌細胞は，非常に発達

したゴルジ体を有し， ゴノレジ体の生産物 (PAS陽性物質)

Fig. 6 Ultrastructure in mucilage-producing cells. M: mucilage 

cavity， fm: fibrous materials， cw: cell wall， sg: starch gran-

ules，ーーー:1μm (A); 500 nm (8)， strong black line: altifact. 

である粘質物は， 細胞壁と細胞膜との 聞に蓄積す る

(Mollenhauer， 1967) このように，分泌物は小胞として送

りだされ，小胞膜と細胞膜が融合することで細胞膜外へ放

出されると考えられる.粘質物生成細胞においては繊維状

不定形基質の近辺，特にデンプン粒が分解，消失したアミ

ロプラスト膜周辺の電子密度の高い領域では， ゴルジ体，

ミトコンド リア，粗面小胞休および小胞らしき細胞内小器

官を観察したが， 小胞により粘質物を細胞膜から緩んだ細

胞壁内に運ぶ様子，さらには，細胞壁から粘質物蓄積腔へ

粘質物を放出する様子を捉えることはできなかった.

摘 要

サトイモ (Colocasiaesculenta)品種‘大野芋'の球茎を

用い，デンプン粒および粘質物蓄積腔の形態と粘質物生成

細胞内の微細構造を観察したひとつの細胞から粘質物生

成が開始し，順に周囲および隣接する細胞へと粘質物生成

が広がった 粘質物生成を終えた細胞は崩壊し大きな破生

間隙となり粘質物蓄積腔が形成された.粘質物蓄積腔は常

に維管束から一定の距離をおいて，維管束を取り囲むよう

に形成された.粘質物蓄積腔に接した細胞では，デンプン



園学研. (Hort. Res. (Japan)) 8 (3) : 347-351. 2009. 351 

小粒が溶解し額数の小粒が混ざり合って糊状になっている

のが観察された.粘質物生成細胞では粘質物蓄積腔側の細

胞壁が緩み，その間は繊維状不定形基質で満たされていた

この物質は粘質物生成細胞以外では観察されなかったこと

から，サトイモ球茎の粘質物と考えられた.粘質物が細胞

壁繊維内に蓄えられ，さらに蓄積腔へ放出される機構は明

らかにできなかった
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