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貯蔵中におけるクリ果実の貯蔵物質動態に関する走査電子顕微鏡観察

本間貴 司*・井上栄一・松田智明・原 弘道

茨城大学農学部 300-0393 茨城県稲敷郡阿見町中央 3-21-1

Scanning Electron Microscopy of Storage Reserves Mobilization in Japanese Chestnut Fruit (Cαstanea 

crenata Siebold & ZUCC.) during Storage Period 

Takashi Homma*， Eiichi Inoue， Toshiaki Matsuda and Hiromichi Hara 

College 01 Agr加 'lltωurl陪'e，Jbar，αki University， Ami-machi， Jbaraki 300-0393 

Abstract 

Mobilization of storage reserves in Japanese chestnut fruit was observed by scanning electron microscope dur・ingthe storage 

period目 Westored chestnuts at -20， 2， 8 and 200C to examin巴theeffects of temperature on mobilization of reserves during 12-

week period after harvest. At harvest (shedding stage)， the cotyledonary parenchyma cells were filled with amyloplast (plastid 

containing a amount of substantial starch granules) and it's amollnt was gradually increased from the center region (adaxial 

regioll) of the cotyledon to the outer region (abaxial region) of the cotyledon. As the storage period progressed， the number of 

amyloplast per cell was declined in fruit stored at 2， 8 and 200C and the rate of declin巴differ巴dat each storage temperatures. 

Namely， higher tempera旬resfacilitated starch decomposition. This is thought to occur becallse the storage temperature affects 

the respiration rate and starch decomposition products provide substrates for respiration. ln nuts stored at -20oC， mobilization 

of reserves was not recognized during the storage period. The rate of starch decomposition also differed among regions of the 

cotyledon. At th巴outerregion of cotyledon， the rate of decomposition was high and the inner region was low. Corresponding to 

the high rate of starch decomposition， an abundance of cytoplasm was observed between and surface of the amyloplast. It is 

suggested that the amollnt of cytoplasm was related to starch decomposition activities 

Key WOl'ds : amyloplast， cytoplasm， starch decomposition， storage temperature 

キーワード:アミロプラスト ，貯蔵温度，デンプンの分解，細胞質

緒日

クリ果実は，成熟が進むときゅう(総高)と堅果との聞

に離層が形成され，裂開したきゅうから自然、に落果する.

クリ果実は，きゅうと連絡している時点ではシンクとして

機能し，貯蔵物質を蓄積し続けるが，自然、落果後も代謝を

継続し続けるため，肥大した子葉に蓄積されたデンプンが

ソースとなり，主に匹軸がシンクとして機能すると考えら

れる.収穫後におけるクリ果実の呼吸に関して，原田(1967，

1968)は果実の匹軸と子葉に分けて呼吸速度を測定した結

果，匹軸では子葉の数倍の酸素吸収量および二酸化炭素排

出量を認めている.また，原田 (1968)は，果実を 1，20 

および 250Cで貯蔵した後 300Cで呼吸速度を測定した結

果， IOCで貯蔵した果実であっても呼吸速度はあまり低下

しないことを報告している.しかしながら，古田ら(1972)

は OOCと200Cで貯蔵試験を行い，呼吸速度を比較した結

果，OOC貯蔵で呼吸速度が約半分になると報告している.
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さらに，河野ら(1984)は 1，5および 100Cで貯蔵試験を

行い，貯蔵温度が高いほど直線的に呼吸速度が増加し，貯

蔵中における果実重量の減少速度も大きいことを報告して

いる 一方でクリ果実は低温貯蔵によって可食部の可溶

性糖含量の増加が認められており(永井ら，1992; Nomura 

ら， 1995)，貯蔵温度が果実の品質要因に大きな影響を与え

ると考えられている.

クリ果実は種子としての機能を持っており，貯蔵中の発

根は商品価値を失う原因となる大きな問題である.クリの

発芽条件に関する研究はこれまで2，4-Dの影響(黒上， 1953) 

や，y線照射による発芽抑制に関する研究(Iwata・Ogata，

1959;岩田・ 緒方，1959)など古くから行われてきている.

また，原田(1967，1969)によって貯蔵温度と発根の関係

が調査されており， クリ果実はごく短期間の休眠を行うよ

うであるが，その生理現象にはいまだ不明な点が多いこと

を指摘している.しかしその後も貯蔵中におけるクリの

呼吸，発根 ・発芽など生理現象に関する研究は進んでいな

いため，未解明な点が多い.

以上のことから，貯蔵温度はクリ果実の品質に大きく影

響を与える要因であるにもかかわらず，その生理学的知見
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は著しく不足している 特に クリ果実の貯蔵物質である

デンプンの動態に関わる知見は，貯蔵中における果実の品

質維持に関わる重要な検討課題である.本研究では，貯蔵

中における果実の貯蔵物質の動態を走査電子顕微鏡

(SEM)によって経時的に観察し，貯蔵中における形態的

変化を調査するとともに貯蔵温度による影響を調査した.

材料および方法

供試果実は茨城大学農学部実験圃場植栽のニホングリ

‘筑波'および‘国見'を用いた目収穫後直ちに健全な側果

3個を l回目の試料調製に供した貯蔵処理に用いた果実

は，厚さ 0.08111111，サイ ズ40x 55 C111のポリエチレン袋に

15果包装した包装材の口は通気のため密封せずにハンカ

チ折りにし， -20， 2， 8および 200Cの計 4温度区で， 12週

間貯蔵した.貯蔵果実の試料調製は貯蔵 1，2， 3， 4， 8お

よび 12週後の合計 6回行った.各温度区につき 6袋，合計

24袋貯蔵試験に供試した.各調査日に，それぞれの温度区

から 1袋取り出し，各袋から無作為に 3果選び，試料調製

を行った目200C貯蔵区の果実は，貯蔵開始から 8週後の時

点ですべての果実が腐敗を生じていたため，貯蔵 8週後お

よび 12週後の試料調製は行わなかった

電子顕微鏡用試料の調製は鬼皮を剥皮後，果実最大横径

部を目安に果実の中心部から外周部まですべてが含まれる

ように横断面方向に約 1111111の厚さにカミソリで切り 出し，

直ちに 2%グルタノレアルデヒド溶液 (0.2Mカコジル酸緩衝

液，pH 7.2)で冷蔵庫中にて 8時間前固定を行ったなお，

-200C区の果実は完全に凍結していたため室温で解凍後に

前固定を行った.前固定後， 0.2 M カコジル酸緩衝液で洗

浄し， 1%四酸化オスミウム溶液 (0.2M カコジル酸緩衝液，

pH 7.2)で3時間，室温で後固定を行った.固定後の試料

は水洗後，エタノ ール上昇系列 (20，40， 60， 80， 90， 95， 

99.5および 100%)で脱水し 100%エタノールの時点で凍

結割断器 (TF-l，EIKO)を用いてエタノール凍結割断を

行った.割断後の試料は t-ブチルアルコールに置換した後，

真空凍結乾燥器CrD2，EIKO)で乾燥した 乾燥後の試料

は本間ら (2008)の方法に従い SEM観察した.

結果

本研究では，果実最大横径部近傍における子葉柔組織の

外周部 (背軸側)，中心部(向軸側)およびその中間部の 3

つの区分を基本として比較観察した 比較対象とする構造

は供試果実すべてに共通に認められるものとした.また，

同一果実，同一部位における細胞聞にもある程度の差異が

観察されたが，本研究では出現頻度が高く，普遍的に認め

られると判断した構造で比較した

1.収穫直後の構造的特徴

収穫直後における SEM 像を第 l 図 A~C に示した.収

穫直後に認められる微細構造の特徴は 3区分すべてに共通

して，デンプンを蓄積する細胞小器官である長径5~ 10μm

第 1図 収穫直後の果実における子葉柔細胞の SEM像

A:外周部

B:中間部

C:中心部
a，アミロプラスト， V，液胞と考えられる空隙

第2図 -200C処理区，貯蔵 2週間後における果実の子葉柔細

胞の SEM像

A 外周部
B 中間部

C:中心部
a，アミロ プラスト， V，液胞と考えられる空隙;S，凍

結によって生じた空隙，矢印，収縮部位

程度の球形または卵形のアミロプラストが主要な細胞内容

物であった.また，その l細胞あたりの観察数は外周部で

最も多く，中心部に向か うほど減少していた.特に，果実

中心部では細胞内の半分以上は液胞と考えられる空隙(原

ら，1994)で占められていた (第 l図 C). また，本研究で

は2品種を供試したが，品種聞に形態的差異は観察されな

かった 貯蔵後においてもこれら品種聞に差異は観察され

ず，以後に記述する形態観察の結果は両品種共通に認めら

れたものである

2. -20oC貯蔵果実の特徴

貯蔵 2週間後における 200C区の果実の SEM像を第 2

図 A~C に示した. -200Cでは果実全体が完全に凍結して

いた l細胞あたりのアミロプラストの密度に顕著な変化

は認められず， 細胞内には収穫直後の果実と同様，多数の

アミロプラストが観察された.一方で，細胞の収縮や微細

な亀裂 ・空隙が観察され，その形成は中心部でより顕著で

あった (第2図 C) 亀裂や空隙の形成場所は主として細胞

壁の接着部位で起きていた.貯蔵期間の進行に伴う経時的

変化は観察されなかった

3. 20C貯蔵果実の特徴

20C 区，貯蔵 l 週間後の果実を第 3 図 A~C に 4 週後
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第3図 20C処理区における果実の子葉柔細胞の SEM像

上段 .貯蔵 l週間後

中段.貯蔵4週間後

下段 .貯蔵 12週間後

A， D， G:果実外周部

8， E， H:果実中間部

C， F， 1:果実中心部

a，アミ ロプラスト ;v，液胞と考えられる空隙;cp，細胞質

の果実を第 3 図 D~F に， 12 週後の果実を第 3 図 G~I に

示した.貯蔵 l週後の細胞内は収穫直後の細胞と比較して，

顕著な差異は観察されず，アミロプラストの蓄積状態には，

ほぼ変化が認められなかった(第 3 図 A ~C) . しかし外

周部の細胞内では他の部位に比較してアミロプラストの周

囲およびアミロプラスト聞に多量の細胞質が付着していた

(第 3図A).貯蔵 4週後の果実ではすべての部位で l細胞

当たりのアミロプラストの観察数が減少しており，収穫時

点では細胞内のほとんどがアミロプラストで占められてい

た果実外周部細胞においても細胞内に液胞と考えられる空

隙が認められ(第 3図 D)，中心部では細胞内のほとんどが

空隙で占められている細胞も存在した(第 3図 F). 12週

貯蔵後の果実では，外周部細胞内における液胞と考えられ

る空隙の増加が顕著であり アミロプラストの蓄積密度が

中間部と同程度まで減少していた(第 3図 G) .中間部で

は，アミロプラストの周囲やアミロプラスト聞に認められ

る細胞質の量が増加していた(第 3図H)ー

4. 80C貯蔵果実の特徴

80C区の果実は 20C区の果実と ほぼ同様の変化を示し，

第4図 200C処理区，貯蔵 4週後における果実の子葉柔細胞

のSEM像

A 外周部

B 中間部

C 中心部

a，アミロ プラスト ;v，液胞と考えられる空隙;cp，細胞質

貯蔵期聞を通してアミロプラストの蓄積量が減少しまた

その減少量は外周部でより顕著であった(データ略)

5. 200C貯蔵果実の特徴

200C 区 4 週後の果実を第 4 図 A ~C に示した. 200C 

区においても 20C，80Cと同様，貯蔵期間の経過に伴い l

細胞当たりのアミロ プラスト観察数は減少し 外周部でよ

り顕著であった しかし， 20C， 80C貯蔵に比較するとその

減少がより速やかであり， 4週後の果実外周部においても

他の処理区に比較して細胞内に空隙の占める割合が大き

く，長径 3μm程度の小型のアミロプラストも多く観察さ

れた(第 4図 A)

考察

クリ果実は種子としての機能を有しており，貯蔵期間は発

根・発芽に至るまでの準備期間と捕らえることができるが，

クリ果実の発根・発芽時にける貯蔵物質の動態に関する形態

学的研究報告は見当たらない.また，他の植物においても発

芽時における貯蔵物質の動態に関する形態学的研究報告は

少ないが，クリ果実と同様に肥大した子葉を貯蔵器官とする

マメ科作物のインゲンマメでは，発芽期の貯蔵物質の動態に

関して報告されており(柏葉ら， 1998)，電子顕微鏡観察に

よりアミロプラストの小型化やプラスチド(アミロプラス

ト)内のデンプン粒の消失を明らかにしている.しかしイ

ンゲンマメは成熟後期に乾燥し，吸水によって明確に発芽を

開始する otthodoxタイプの種子であるのに対し，ニホングリ

果実は自然落果後にも約 65%の水分を含み，生理活性が持

続する recalcitrantタイプの種子に分類され (Bew!ey• B!ack， 

1994) ，明確な発芽開始時点は明らかではない.

本研究では， -20oC貯蔵区以外の処理では貯蔵期間の経過

に伴し、l細胞当たりのアミロプラスト観察数が減少すること

を明らかにしたまた，その減少速度は貯蔵温度の影響を強

く受け，より高い温度ほど貯蔵物質の減少が速やかに起きる

ことを明らかにしたこの結果は貯蔵温度が高いほど呼吸速

度が速し果実重量減少量が多いとする河野ら(1984)およ

び古田ら (1972)の報告を支持する結果となった.また，本
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観察では同一果実であっても，果実の部位により細胞内にお

ける物質蓄積密度，すなわち 1細胞あたりのアミロプラスト

観察数が異なり，またその分解・消費過程が部位により異な

ることを明らかにした本観察から果実外周部ではアミロプ

ラストの周囲やアミロプラスト聞に多量の細胞質が存在し

この細胞質が多く観察される部位ほどアミロプラストの減

少が速いことを示唆する結果を得た.Monmaら(1991)は

デンプンの分解・消費には酵素群，プラスチドおよび粗面小

胞体 (RER)が密接に関与するとし，デンプン分解産物の輸

送には RERが関与することを推定した.本研究で観察され

た細胞質中にも阻Rに類似した構造が多数観察され，貯蔵

中のクリ果実内においてもこれら酵素群と細胞小器官が密

接に関連していると考えられた

貯蔵中のクリ果実では，子葉に比較して匪軸で顕著に呼吸

速度が高いことが知られている(原因， 1967). このことか

ら，貯蔵中におけるデンプンの分解産物，つまりスクロース

を主とする可溶性糖類は佐軸へ供給されている可能性が高

い.本研究で認められたアミロプラストに付着する細胞質の

果実内部における偏った出現頻度つまり果実外周部で観察

された多量の細胞質は，デンプンの消化過程および子葉から

匹軸までの糖の輸送経路と関係すると考えられた.

200C貯蔵区では貯蔵物質の動態に経時的変化は認め ら

れなかったこれは，果実が完全に凍結していた事から生理

活性が完全に停止していたためであろう.また，組織内に空

隙や細胞の収縮が多数観察され，組織・細胞の構造が破壊さ

れていた.これは凍結時に形成される氷晶によって引き起こ

されるものと考えられたニホングリ果実では，冷凍貯蔵果

は加熱調理中に果実の割れや変色，異臭の発生などが生じる

とされており(山中， 2000)，加工用原料の貯蔵法として冷

凍貯蔵は一般的ではない本観察結果から，本試験に供試し

た果実ふ詳細なデータは取っていないが，解凍後にはド

リップや，果実の軟化などの凍結障害が認められた しか

し冷凍貯蔵果では貯蔵物質の変動が起きないことから，冷

凍方法や解凍法の改良によっては，品質を維持した状態で貯

蔵できる可能性を持っていると考えられる

以上のことから，貯蔵中におけるクリ果実の貯蔵物質の

減少を低減し，品質を維持するためには，低温でなおかつ

凍結しない温度で貯蔵することが有効であることが，組織・

細胞構造観察から明らかになった しかし貯蔵中におけ

るデンプンの分解・消費過程をより明確にするためには

TEM観察による細胞小器官の観察が必要であると考えら

れた.

摘要

貯蔵中におけるクリ果実の貯蔵物質動態を明らかにする

ため，走査電子顕微鏡を用いて貯蔵中における果実の貯蔵

物質を経時的に観察した.貯蔵温度による影響を調査する

ため -20，2， 8および 200Cの計4処理区を設定し， 12週

間貯蔵試験を行った収穫直後の果実内部における貯蔵物

質の蓄積状態は果実の部位により様相が異なっており，外

周部 (背軸側)ほど細胞内部におけるデンプンの蓄積量が

多 く，中心部 (向軸側)に向かうにつれて細胞内部に占め

るデンプンの量が低下していた.貯蔵に伴う経時的変化に

は貯蔵温度によって差異が認められた すなわち， -20oC 

では凍結によって生理活性が停止しており，貯蔵に伴う変

化が認められず，その他の処理区では主要な貯蔵物質であ

るデンプンの分解・消費が起きていると考えられ，細胞内

に占めるデンプンの観察数が減少傾向にあった.特に，貯

蔵温度が高いほどその減少が速やかであった.一方で果実

の部位によってもデンプンの分解・消費に差異が観察され，

デンプンの蓄積量の多い果実の外周部ほどその分解も速や

かであった また，デンプンの分解活性の高い部位にはデ

ンプンを貯蔵する細胞小器官であるアミロプラストの周囲

に多量の細胞質が観察され，これら細胞質が分解活性に関

与していると考えられた.
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