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サツマイモ塊根における蒸した後の肉質に関わる組織・細胞の形態，

水分およびデンプンの特性

中村善行1)・戴之内利和1)高田明子j)・石田信昭 2) 鴻田一絵 3) .岩j畢紀生 3) ・松田智明 3) .熊谷亨1)

(1)作物研究所 2)食品総合研究所 3)茨城大学農学部)

要旨:サツマイモ塊根における蒸した後の肉質の違いに関わる要因の解明を目的として，肉質の異なる品種における

塊根の組織・細胞形態ならびに水分およびデンプンの含有率や存在状態の違いを調べた肉質が粉質な品種の生塊根

では，デンプン含有率が高く，水分が少ない傾向が見られ，デンプンが完全に糊化した蒸しあがった塊根組織におい

ても個々の細胞の形状は保持されていた一方，粘質な肉質となる品種の生塊根は粉質な品種と比べてデンプン含有

率が低く，水分が多い傾向が認められ，蒸した後の塊根組織では，隣接する細胞同士が融合し，それらと糊化デンプ

ンゲルとが一体化した構造が観察されたまた，粘質な肉質を呈する品種では多量の水分が組織に一様に分布してい

るが，粉質な品種で、は水分が少なく，分布も不均一なことが蒸した塊根の MR画像から示唆された このように塊根

におけるデンプンおよび、水分の含有率と蒸した後の肉質との聞には関連があり，蒸した塊根の組織・細胞形態にも肉

質の違いに応じた相違が認められたが，細胞から単離したデンプンのアミロース含有率，糊化特[1，ゲルの保水性に

は肉質との聞に一定の関係が見られなかった回以上の結果から 蒸したサツマイモ塊根の肉質の違いには塊根におけ

るデンプンと水分の含有率が深く関わっているものの，これに加えて細胞壁の物理的および化学的性質などを介した

細胞内におけるデンプン糊化特性や水分子の運動性なども関与していると考えられた

キーワード 糊化，細胞形態，サツマイモ，水分状態，デンプン，肉質，蒸し

サツマイモは麦類，大豆，ジャガイモなどと並ぶ重要な

畑作物であるが，その生産量はこの 50年間減少の一途を

辿り，現在ではピーク時の 1/5以下に落ち込んでいる そ

の主な原因は，往時はサツマイモの最大用途であったデン

プン原料用および飼料用としての役割を安価で供給の安定

した輸入トウモロコシなどが替わって果たすようになり，

それら用途に向けたサツマイモの生産が大幅に減退したこ

とにある 一方，青果物や加工食品原料などとして消費さ

れる食用需要に関しては同期間における変化が比較的小さ

く，現在では食用がサツマイモの最大用途となっている(農

林水産省生産局生産流通振興課2009) しかしながら，サ

ツマイモはジャガイモに比べて，用途が限られているうえ

に貯蔵性も劣っており，その上，同一品種でも食味や内部

品質が栽培環境等により変動しやすいことなど，食品需要

の拡大を図る上で解決すべき課題も多い そこでサツマイ

モの貯蔵性の改良や用途に応じた加工適性の更なる向上を

図るためには，品種ごとの成分特性と貯蔵性や加工適性と

の関係解明が不可欠で、ある

蒸した塊根のテクスチャー(食感などとも呼ばれる)は，

甘味とともにサツマイモの食味を左右する主要な要因であ

り，用途別加工適性にも深く関わっている(馬場 1990，戴

之内ら 2002，2006，犬飼ら 2007) テクスチャーに関わる

塊根の特性は肉質と呼ばれ水分が比較的少なく，粉っぽ

い食感である“粉質'と，水分が多く，ねっとりした食感

である“粘質"とに大別されるが，両者の違いが塊根のど

のような形質によるのかは十分には明らかにされていな

い 肉質の違いには品種・系統に支配される傾向が見られ

るものの，栽培環境や貯蔵条件などの違いによって肉質が

変わりやすい品種や系統も経験的に知られている(宮崎

1993) .サツマイモと同様にデンプンが多量に含まれ，加

熱調理を必要とする米やジャガイモにおいても，テクス

チャーあるいは肉質がそれらの食味および加工特性を大き

く左右することから，その要因の解明が精力的に進められ

てきた.その結果，炊飯米のテクスチャーにはデンプンを

構成するアミロースの割合， ~f乳内部のタンパク質の多寡，

細胞壁の分解性などの影響を介したデンプンの糊化特性が

深く関与すること(大坪 1995)，また，ジャガイモの食感

や煮崩れにはデンプン含有率とともに，主として細胞壁多

糖類の特性に起因する細胞分離性が大きく関わっているこ

と(佐藤 2005) などが明らかになりつつある.蒸したサツ

マイモ塊根の肉質の違いにも同様にデンプンや細胞壁多糖

類の性質が関わっているものと考えられるが，十分な検討

はなされていない そこで，肉質の異なるいくつかのサツ

マイモ品種に関して，塊根水分の量や存在状態，デンプン

の含有率や糊化特性，ならびに塊根の組織細胞構造などを

比較しこれらの要因と蒸した塊根の肉質との関連につい

て検討を行った目
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第 1表主な供試品種とそれらの蒸した塊根の肉質.

品種名 蒸した塊根の肉質

コナホマレ 粉質

ハイスターチ 粉質

ベニアスマ 粉質~やや粉質

ベニコマチ やや粉質

高系 14号 中間質

タマユタカ 中間質~やや粘質

クイックスイート 中間質~やや粘質

べにまさり やや粘質

ベニハヤト 粘質

ヒタチレッド 粘質

蒸しあがった後の食味を調査し.1高系 14号Jの肉質を基準(中間質)

として 5段階(粉質，やや粉質，中間質，やや粘質，粘質)で判定

した

材料と方法

1.供試材料ならびにその栽培，収穫および貯蔵

10年間以上に渡る品種育成試験等を通じて一定の肉質

(粉質，やや粉質，中間，やや粘質，粘質，の 5段階で評価)

傾向を安定的に示す品種・系統の中から各評価段階の肉質

について 2品種ずつを選び，実験に用いた(第 1表).また，

肉質に及ぼすかアミラーゼの影響を調べる実験では同酵素

活性を殆ど持たない品種「オキコガネ」も比較対照として

供試した 塊根の養成は 2006，2007， 2008年に試験圃場

(茨城県つくばみらい市)で前報(中村ら 2007)に準じた

方法で、行ったすなわち， 3月上旬に種イモを苗床に伏せ

込み， 5 月中旬~6 月上旬に採苗，定植を行った 畦(高

さ約 25cm，幅約 40cmのカマボコ型で畦間約 100cm)に

マルチシートを敷き，株間 25cmで幼苗を定植した肥料

はN，P20S， K20をそれぞれ 1. 8， 7. 2， 6. 0 g m.2の割合

で元肥として予め全面施用した 10月中旬~下旬に収穫

した塊根を 7~10 日間収穫調整施設内(温度，湿度は非調

節)に放置した後に貯蔵庫(室温 13~15t，湿度 95~

98%)に移し，成分分析，食味調査，加工試験等を開始す

る11月中旬まで貯蔵した.

2. 蒸した塊根の肉質評価

重量約 250gの塊根を縦に半切し，一方はデンプン調製

や酵素の抽出などに供し，残り半分を直径26cmのアルマ

イト製家庭用蒸し器(スチームクッカー，アカオアルミ杜)

で加圧せずに蒸した蒸し器上部から蒸気が噴出し始めて

から塊根を蒸し器に入れ塊根全体に渡って竹串が抵抗な

く持品織を貫通した時点を蒸し完了と判断した.蒸し時間は

25~30 分間であった 蒸しあがった塊根を約 10分間放置

し塊根の温度が下がり 表面の過剰な水分が無くなった

ことを確認した後，塊根中央部から採取した厚さ約lOmm

の輪切り 3片を食べて肉質を判断した.r高系 14号」の肉

質を"中間質" (肉質指数3) としそれと比べて"やや

粉質"(同 2)，"明らかに粉質"(同 1)，"やや粘質"(同 4)，" 

明らかに粘質" (同 5)の5段階で評価した第 1表に挙

げた 10 品種に関しては，実験を行った 3 年間 (2006~

2008 年)を通じて品種間で多少はあるものの毎年 2~5 個

を供試した

3. 塊根の水分およびデンプン含量ならびにβーアミラー

ゼ活性の測定

塊根の水分およびデンプンの含有率ならびにs-アミラー

ゼ活性はいずれも前報(中村ら 2007) と同様に測定した

すなわち，水分含有率は塊根片を 105tで48時間乾燥した

前後の重量変化から，デンプン含有率は生塊根組織(重量

約30g)の磨砕物を水洗櫨過(舗の目の間隔 45μm)した後，

48時間静置して生じた沈殿の乾燥重量を測定することで

算出した• s-アミラーゼ活性の測定は塊根磨砕物から粗酵

素液を抽出し，合成基質t-nitrophenyl-a-D-ma1topentaoside

(PNPG5)を利用した測定キット (Megazyrne杜)を用いて

行った

4. デンプンのアミロース含有率と糊化特性値ならびに

テ、ンプンゲ、ルの離水率の測定

前記の方法で単離したデンプンからトルエン，アセトン

を用いてタンパク質，脂質をそれぞれ除去し精製デンプ

ンを得た この精製デンプン 100mgにエタノール 1mL

と蒸留水 10mLを加えて水和させた後， 10% (w/w)水酸

化ナトリウム溶液2mLを加えて 5tで一晩静置して糊化

膨潤させたデンプン溶液のヨウ素呈色度を波長595nmの

光の吸収度から測定し，ジ、ヤガイモ由来のアミロース標品

とアミロペクチン標品の混合重量割合の異なる溶液を用い

て作製した検量線から試料デンプン中のみかけのアミロー

ス含有率を求めた.デンプンの糊化特性は片山 (2001)の

方法に準じてラピッドピスコアナライザー (RVA-3D，

NEWPORT Scientific社)を用いて解析した十分に乾燥し

た精製デンプン 2.0gに蒸留水25mLを加え，所定のアル

ミ製測定容器に入れて，温度を 30
0

Cから 95tまで 5t/ 

分で上げ， 95
0

Cで6分間保持した後に同じ変化率で30
0

Cに

戻す過程におけるデンプン懸濁液の粘度変化を追跡して糊

化温度，ブレークダウン(加熱によるデンプン粒の吸水膨

潤から崩壊の過程に伴うデンプン懸濁液の粘度低下を表

し，値が小さいほどデンプンの熱安定性が高い)，セット

ノTック(ブレークダウンによって低下したデンプンゲルの

粘度がゲルの冷却に伴って上昇する分で，値が小さいほど

ゲルが老化し難いことを示す)の値を調べた また，精製

デンプン 2.8gと蒸留水32.2gの混合物を 90tで加熱し

て作った 8%(w/w)デンプンゲルを 5
0

Cで1週間冷蔵し

た後， 1，500 x gで10分間遠心して分離した水の重量を最

初に加えた水の重量32.2gで除してゲルの離水率を算出

した.
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第 1図生塊根のデンプンおよび水分の合有率と蒸した塊根の肉質との関係.

肉質指数:1 ;粉質， 2;やや粉質， 3;中間質， 4;やや粘質， 5;粘質

料:1%水準で有意で、あることを示す

5. 塊根組織の細胞構造の観察

重量が 250~300 gの塊根を縦に二等分し，一方を肉質評

価の際に用いたものと同じ家庭用蒸し器で蒸し残った生

塊根とともにそれぞれの中央部分から厚さ約 6mmの輪切

り片を調製したこの輪切り塊根片から塊根の縦方向を長

軸とした直方体切片(底面は約1.5mm四方，長軸の長さ

は約 6mm) を塊根表層部から中心部に向かつて約 20片切

り出し，急速凍結一真空凍結乾燥法(川崎・松田 2006) を

用いて乾燥させた後，金を蒸着した割断面を走査型電子顕

微鏡 (SEM) (JSM-6360A，日本電子社)で観察した 品

種聞の比較観察には輪切りした塊根片の外周から距離にし

て半径の 1/3程度内側にある髄部柔井肘哉片を供試した

6. MRIによる塊根組織内の水分分布状態の観察

塊根の中央部分から直方体(底面約 2cm四方，高さ約 3

cm)状の組織片を切り取り，前報(中村ら 2007) と同様

の方法で磁気共鳴画像 (MRI)装置 (DRX300WB，Br眠 r杜)

を用いて組織内部の水分分布状態を観察したスピンエ

コー法(エコ一時間 10ms，パルスの繰り返し時間 5s)で

採取した NMRシグナル(共鳴周波数300MHz) を2回積

算して得られた情報に基づいて画像を作成した

さらに，塊根組織全体における水の分布をより詳細に比

較検討するために， CPMGシークエンスに従ってエコー時

間を 10msから 10msづっ 80msまで変えて集積した

NMR信号から各画素におけるプロトンの緩和時間 T2の値

を求め，画像(緩和時間 T2画像)を作成したこの画像

ではT2の長い部分は明るく，短い部分は暗くなることから，

水の量よりも存在状態の関わる情報を得ることができる

T2は一般に， 自由水と呼ばれるような運動'性の高い水でーは

長く，高分子などに束縛されて運動性の低い水で、は短い(石

田ら 2000)
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第2図 生塊根におけるデンプン以外の乾物の含有率と蒸した塊根

の肉質との関係.

肉質指数:1 ;粉質， 2;やや粉質， 3;中間質， 4;やや粘質，

5;粘質

乾物含有率(%)= 100%ー水分含有率(%)

ns・有意でないことを示すー

結果

1 塊根のデンプンおよび水分の含有率ならびに蒸した

後の肉質

第 1表に記載した供試 10品種の塊根 125個のデンプン

および、水分含有率(生塊根)とそれら塊根を蒸した後の肉

質との関係を第 1図に示した 肉質指数と塊根のデンプン

および、水分の含有率との聞にはそれぞれ高い負 (r=-0.64，

pく 0.01)および正 (r=0.66，ρく 0.01)の相関が認めら

れた一方，乾物含有率 (100%一水分含有率)からデン
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第 4図 生塊根の水分含有率と蒸した塊根の水分合有率との関係.

料・ 1%水準で有意であることを示す.

破線は生塊根の水分合有率=蒸した塊根の水分含有率を示す.

70 
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第3図 生塊根におけるデンプン含有率と水分含有率との関係ー

料:1%水準で、有意であることを示す.

肉質の異なる品種の塊根から単離したデンプンのアミロース含有率および糊化特性値.第 2表
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72.6:!:2.3 a 

72.4土 0.9a 

50.0 :!: 2. 7#b 

アミロース含有率(%)

19.4:!: 1.6 e 

15.5土 2.2f

18.6:!: 0.9 e 

102 . 6 :!: 11 . 1 abd 

87.0:!: 7.9 e 

118 . 7 :!: 14 . 5 bc 

117.4:!: 9.0c 

74.1 :!: 1.2 a 

73.0 :!: 2.4# a 

73.3:!:3.1 a 

20.1:!:1.9a 

18.7:!:1.6a 

21. 5土1.0 a 

19.8:!: 2.3 a 

21.7:!: 1.7 a 

20.0:!:2.6a 

19.1土 2.2a 

22.1:!:1.5a 

21.6:!: 1 .3 a 

20.5:!: 2.5 a 

品種名

コナホマレ

ハイスターチ

ベニアスマ

ベニコマチ

高系 14号

タマユタカ

クイックスイート

ベにまさり

ベニハヤト

ヒタチレッド 108 . 3 :!: 12 . 2 abc 

1試料につき 2回の測定を毎回異なる塊根を用いて 2006年および2007年にそれぞれ3回行った全ての結果の平均と標

準偏差を表す.数値に付した異なる英小文字は品種聞に 5%水準で有意差がある (n= 120)ことを示す

z :糊化粘度上昇開始温度 y.セットパック X:ブレークダウン，

#:粘度変化を表す曲線の接線を外挿して求めた推定値

を第2表に，また，糊化デンフ。ンゲルの離水率を第3表に

それぞれ示した.アミロース含有率は肉質の違いにかかわ

らず全供試品種で約 20%(w/w)で，分散分析の結果，品

種聞に 5%水準で、有意差は認められなかった糊化特性パ

ラメータに関しては， Iクイックスイート」の糊化粘度上

昇開始温度やブレークダウンの値が他の品種と明確に異

なったことを含めて品種間にある程度の有意差はみられた

が，肉質との聞に一定の関係は認められなかった.同様に，

塊根から単離・精製したデンプンのゲル離水率にも品種間

差は見られたが，肉質との聞に一貫した関連性は認められ

なかった.

プン含有率をヲ|いた値と蒸した塊根の肉質との聞には有意

な相関は認められなかった(第2図).なお，生塊根のデ

ンプン含有率と水分含有率との聞には負の相関(r=-O.69，

Dく 0.01)が認められた(第3図).また，蒸した塊根の

水分含有率と生塊根の水分含有率との聞には高い正の相関

(r = 0 . 93， P < 0 . 01)が見られた(第 4図)• 

2. 塊根から単離したデンプンのアミロース含有率およ

び糊化特性と蒸した塊根の肉質との関係

供試した主な品種(第 1表)の塊根から単離・精製した

デンプンのアミロース含有率および糊化特性パラメータ

(糊化粘度上昇開始温度，セットパック，ブレークダウン)
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3. 生塊根のβーアミラーゼ活性と蒸した塊根の肉質との

関係

「オキコガネ」を除く供試10品種の塊根におけるかアミラー

ゼ活性を第4表に示した 同酵素によってt-nitrophenyl-a】D

maltopentaoside (PNPG5)から生じたかnitrophenol(PNP) 

の吸光度を塊根の生重量で割った舘の平均値は 1.24~

1. 75の聞に分布し変動係数はいずれも 10%台であった

これらの値は 2004，2005:fj三に講査した「タマユタカjの

値(中村ら 2007) と大きな違いはなかった.分散分析の結

第 3表 肉質の異なる品種の塊根から単離したデンプンで作製した

ゲルの降水率

品種名 離水率 (96)

コナホマレ 13 . 9 :t 1 . 3 ab 

ハイスターチ 11 . 7 :t 0 . 4 acd 

ベニアズマ 11 . 1 :t 1 . 2 acd 

ベニコマチ 17.7土1.8 e 

高系 14号 16.7 :t 2 . 5 e 

タマユタカ 13 . 1 :t 1 . 3 ac 

クイックスイート 1.1:t0.3f 

べにまさり 12.6土2.3aC 

ベニハヤト 8.9:t1.3d 

ヒタチレッド 9.9:t2.3cd 

2007年に 2泊， 2008年に 3凶行った合計5沼の測定(毎回異なる

塊根を供試)の平均と標準偏差を表す

数値に付した異なる英小文字は Tukeyの多重検定により品種間に

5%水準で有意差がある (n=5) ことを示す

果， 1共試品種間で酵素活性に 5%水準で有意差は認められ

なかった酵素活性が最も高かった「ベニアズマ」と最も

低かった「ベニコマチ」はいずれも蒸した塊根の肉質が“や

や粉質"であったことなど，蒸した塊根の肉質と件アミラー

ゼ活性との聞にも関連は認められなかった.なお， Iオキ

コガネj塊根には本酵素活性は認められなかった(データ

第4表 肉質の異なる品種における塊根のかアミラーゼ活性

品種名
p司アミラーゼj舌性

(A.ll . .!g) 

コナホマレ 1 . 41 :t 0 . 14 a 

ハイスターチ 1 . 52 :t 0 . 20 a 

ベニアスマ 1. 75土0.26a 

ベニコマチ 1 . 24 :t 0 . 17 a 

高系 14号 1. 42土0.15a 

タマユタカ 1 . 33 :t 0 . 21 a 

クイックスイート 1 . 37 :t 0 . 27 a 

べにまさり 1 . 65 :t 0 . 18 a 

ベニハヤト 1. 40土0.25a 

ヒタチレッド 1. 52土0.23a 

百字ヨミによって戸-nitrophenyl-a-D-maltopentaosid巴 (PNPG5) から生じ

たρィlItrophenol(PNP) の最に比例する吸光度 Amを塊根生重量で

割った値を酵素活性の指標とした

2007年および2008年に各 2凹合計 4密行った測定の平均と標準偏

差を表す

数値に付した異なる英小文字は Tukeyの多重検定により品種間に

5%水準で有意差がある (n=4) ことを示す

第 5歯 肉質の異なるサツマイモ品種における蒸した塊根組織の SEM画像

①・「コナホマレJ(粉質)，②「ハイスターチJ(粉質)，③「ベニアズマJ(粉質~やや粉質)，④「ベニコマチJ(やや

粉質)，⑤「高系 14号J(中間質)，⑥「クイックスイートJ(中間質)，⑦「タマユタカJ(中間質~やや粘質)，⑧「べ

にまさりJ(やや粘質)，⑨「ベニハヤトJ(粘質).⑩「ヒタチレッドJ(粘質)‘ bar=50μm 
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第 6図 蒸した塊根の肉質が異なるサツマイモ品種における生塊根組織の SEM間像

0・「コナホマレJ(粉質)，②「ベニアズマJ(粉質~やや粉質)，③「言語系 14号J(中間質)，④「べ

にまさりJ(やや粘質)，⑤「ヒタチレッドJ(粘質).bar=50μm 

鴫時
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第7図 肉笈の異なるサツマイモ品種塊根における蒸すことに伴う組織形態の経時的変化.。;IコナホマレJ(粉質)蒸し開始後3分，①，同 10分，③;向 25分，④;I高系 14号J(中間質)

蒸し開始後3分，⑤，向 10分，⑤，向 25分，⑦;IベニハヤトJ(粘質)蒸し開始後3分，③;向 10分，

⑨，問 25分. bar= 50μm 

形状は維持されたままで，内部が糊化したデンプンゲルで

満たされた個々の細組が互いに独立した状態を保っていた

(第 5図①~⑤).一方，粘質あるいはやや粘質な品犠の塊

根組織では， I溌接する複数の細胞が互いに融合し細胞外

に流れ出た糊化デンプンゲJレとともに一体化してそのまま

省略)• 

4. 蒸した塊根の肉質と組織・細胞の形態

蒸した塊根の組織・細施形態を観察すると，肉質が粉質，

やや粉質，あるいは中間的な品種の塊根組織では細胞壁の
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① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

第 8図 肉質の異なるサツマイモ品種の蒸した塊根における糊化デンプンゲル内部の微細構造

① ;1ハイスターチJ(粉質)，② ;1ベニアズマJ(粉質~やや粉質)，③;1高系 14号J(中間質)，④;1べ
にまさり J(やや粘質)，⑤;1ベニハヤトJ(粘質)，⑤;1ヒタチレッドJ(粘質). bar=5μm 

固まったような構造が観察された(第 5図⑦~⑩) 蒸す

前の塊根組織の形態に関しては，やや粘質な「べにまさり」

や粘質な「ヒタチレッド」の方が粉質な「コナホマレJお

よびやや粉質な「ベニアズマ」に比べて，デンプン粒の数

が少ないことに加えて，細胞が小さく，形状が揃っている

傾向が見られた(第 6閣).組織細胞内のデンプン粒は塊

根が蒸される過程で肉質の違いによらず同じような形態変

化をたと守った(第 7閣).すなわち，蒸し開始後約 3分経

っとデンプン粒の形は殆ど消失し約 10分後にはデンプ

ンの完全な糊化によって生じたゲルが細胞の内部あるいは

内外を満たし組織全体が一様に柔らかくなる(蒸し開始

20~25 分後)までその状態で推移した しかし粉質品種

のゲル内部には多数の小孔が観察されたのに対して粘質品

種のゲル内部には比較的大きな空隙が目立ち(第 8閤)， 

肉質の違いに応じてゲルのデンプン密度に相違のあること

が示唆された

5. 塊根における水分分布等の観察

肉質の異なる品種の塊根組織片の MR画像を第 9図に示

した 粉質な「コナホマレjおよびやや粉質の「ベニアズ

マ」の生塊根では，維管束などの構造が白く明瞭に観察さ

れたが，デンプンが蓄積した髄部柔組織部分は暗く，これ

らの部分では相対的な水分量が少ないことが示唆された.

一方，粘質な「ベニハヤト j，やや粘質な fベにまさりJ
の髄部柔組織部分の画像は粉質系の 2品種に比べて明る

かった蒸した塊根の画像はいずれの品種でも生塊根に比

べて維管束や形成層などの構造がはっきりしなくなり，特

に，粘質な「ベニハヤト」およびやや粘質な「べにまさり」

で、は組織全体にわたって信号強度が大きく増加して，白く，

コントラストの少ない画像となった緩和時間 T2画像(第

10図)では，生塊根の画像はいずれの品種でも MR画像

に比べて明るくなったが組織間のコントラストは低下し

た.蒸した塊根では，やや粘質な「べにまさり」や粘質な

「ベニハヤト」の画像が生塊根に比べて運動性の高い水分

子が多量に存在することを示す白く，明るいものになった

のに対して，粉質な fコナホマレj，やや粉質な「ベニア

ズマjの画像は生塊根の画像に比べて一様に暗くなり，

MR画像からわかる水の分布だけで、なく，水分子の運動性

も「べにまさり」ゃ「ベニハヤト」とは異なると考えられ

た これら 4品種の塊根の緩和時閉じを第 5表に示した

粉質な「コナホマレj，やや粉質な「ベニアズマ」に比べて，

やや粘質な「べにまさり」ゃ粘質な「ベニハヤト」の方が

緩和時聞が長く，また，蒸されることによって粉質あるい

はやや粉質な前2品種の緩和時間は短縮したが，粘質ある

いはやや粘質の後2品種の緩和時聞は逆に長くなった.

6 βーアミラーゼ欠失品種「オキコガネ」における塊根

組織"細臨等の形態ならびに水分分布

かアミラーゼ欠失品種「オキコガネ」の生および蒸した

塊根の組織・細胞および糊化デンプンゲル内部の SEM画

像ならびに蒸した塊根の班R画像を第 11図に示す.生塊

根細胞におけるデンプン粒の大きさや個数はデンプン含有

率が同程度の「べにまさり」と類似していたが，用品種と

は異なり，蒸した塊根組織では細胞の形がよく残存してい

た.デンプンゲル内部には空隙が目立ち，デンプン濃度が

比較的低いと考えられたまた， MR画像は明度が低く，

自由水が比較的少なく，その分布も不均一なことが示唆さ

れた.
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① ② ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ ③ 

第9図 肉質の異なるサツマイモ品稜における塊根組織の MR薗像

① 

⑤ 

①: 1コナホマレJ(粉質)生塊根，②:1ベニアズマJ(粉質~やや粉笈)主主塊根，③:1べにまさり J(や

や粘質)主主塊根，④:1ベニハヤトJ(粘質)生塊根，③:1コナホマレJ(粉質)蒸した塊根，⑥:1ベニア

ズマJ(粉質~やや粉質)蒸した塊根，⑦:1べにまさり J(やや粘質)蒸した塊根，③:1ベニハヤトJ(粘

質)蒸した塊根

② ③ ④ 

⑥ ⑦ ③ 

第 10閣 内}"{が異なるサツマイモ品種の塊根組織の緩和時閉じ磁像

①: 1コナホマレJ(粉質)生塊根，②:1ベニアズマJ(粉質~やや粉質)主主塊悦③:1べにまさりJ(や

や粘質)主主塊根，③:1ベニハヤトJ(粘質)主主塊根，⑤:1コナホマレJ(粉質)蒸した塊根，⑥:1ベニ

アズマJ(粉笈~やや粉質)蒸した塊根，⑦:1べにまさりJ(やや粘質)蒸した塊根，③:1ベニハヤトJ(粘

質)蒸した塊根

考 察

テクスチャーは甘味とともにサツマイモの主要な食味要

素であるが，後者の成分要因が詳細に解明されている(桐

測・久保田 1976，'D水油araら1992，犬餌ら 2007)のに対し，

前者に対応する塊根の特性である肉質に関与する要悶は充

分には解明されていない.デンプン含有率が高いと加熱調

理後の肉質が粉質になる傾向が認められることからデンプ

ン含有量が関わっていると従来から考えられているが，実

験による検証例は少数の古い報告(奈良 1951，1957a)に

限られている.そこで¥当時とは異なる品種を用いて塊根

のデンプン含有率と蒸した後の肉質との関係を調査した
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第 5表肉質の異なるサツマイモ品種塊根綴織片の lH-NMR信号における緩和i時間 T2・

品種;g コナホマレ ベニアズマ べにまさり ベニハヤト

肉質 粉質 やや粉質 やや粘質 粘質

緩和H寺間
生塊根市 14 17 22 20 

T2 (ms) 
蒸した塊根巧奇 13 14 24 25 

制， nsは各々，粉質あるいはやや粉質な 2品種と粘質あるいはやや粘質な 2品種との陪に 1%水準で有意差

があること，同じく有意差がないことを示す.

① ② 

③ ④ 

第 11図 「オキコガネjにおける塊線組織およびデンプンゲル内部

のSEM爾{急ならびに蒸した塊根級織の MR画像

①，生塊根の SEM画像 (bar口 50μm)，②，蒸した塊根の

SEM画像 (bar=50μm)，③，デンプンゲル内部の SEM爾

後 (bar=5μm)，④; 25 分間蒸した塊根組織片の MR 悶i~(

その結果，デンプン含有率が高く，水分含有率が低い塊根

ほど肉質が粉質になる傾向が過去の報告と同様に確認され

た(第 1図) しかしながら，河合有率と肉質との相関係

数の絶対値はいずれも約 0，65で，可溶性糖類含有率と

B出E糖度との相関係数(犬飼ら 2007) などに比べて低かっ

たこれは，本研究における肉質評価が感覚的，かつ特定

の品種を基準とした相対的なものであったためであろう

が，同時に，デンフ。ンや水分の合有率以外に肉質に関わる

要因があることを示唆している，

デンプンの糊化や老化に関わる特性は炊叛米の食味・食

感，麦類の加工特性などを大きく左右することから，蒸し

たサツマイモ塊根の肉質にも関与する可能性が考えられる

ため，肉質の異なる品種の塊根から単離したデンプンの糊

化特性や老化性を調べた.糊化温度が顕著に低い「クイッ

クスイートJ(第2表)の蒸した塊根の肉質が“中間質~

やや粘質"であることや 互いに肉質の異なる残る 9品種

の糊化温度に有意な違いが見られなかった(第2表)こと

から，デンプンの糊化開始温度は肉質の違いに関与しない

と考えられる.また，デンフ。ンの老化性や熱水安定性の指

標となるセットパックやブレークダウン(片山 2001) と肉

質との間にも一貫した関係性は認められなかった(第2表)

ことから，単離したデンプンの糊化特性が肉質の違いにi直

接的に大きく関与する可能性は少ないと考えられる.ただ

し肉質が粉質~中間質の「コナホマレJ~I タマユタカ」

の 6 品種と肉質がやや粘費~粘質の「べにまさり J~I ヒタ

チレッドjの3品種との間でデンプン粒の熱安定性に関わ

るブレークダウンに有意な違いが認められた(第2表)こ

とから，デンプンの化学的性質の中に肉質の違いに関与す

る要因の存在も示唆され，興味深い また，塊根組織細胞

内におけるデンブンの糊化は細胞壁により熱の伝達や水の

侵入が制限された条件で進行するので，その過程は単離デ

ンプンの場合とは異なる可能性もある ジャガイモ縮駒内

におけるデンプンの糊化は単離デンプンの場合と同様の過

程を辿って開始するが，その後のi容解と膨i閏は抑制される

こと(釘宮・伊藤(藤村)1996)，サツマイモやジャガイ

モに比べて細胞援が堅牢なために水分の移動がより制限さ

れる豆類の細胞ではデンプン糊化自体が著しく抑制されて

いること(藤村・釘宮 1993，Fujimuraら1995) などが報

告されている 今後，蒸すに伴い塊根縮駒内において進行

するデンプンの糊化プロセスを調べる必要があろう.

アミロース含有率の変動はデンプンの糊化や老化のプロ

セスに影響を及ぼすことで、炊飯米のテクスチャーや小麦粉

生地の物性などを大きく変えることが知られているが，サ

ツマイモの肉質との関連は否定的な報告がある(奈良

1957c) 本研究における供試品種に関しでも，アミロース

含有率の変動幅が狭く，蒸した後の肉質との開に関連は認

められなかった(第2表)，サツマイモデンプンのアミロー

ス含有率は水稲や小麦に比べて変動が少ない(片山ら

1998)が，近年，遺伝子組換え技術を用いてアミロース含

有率を大きく改変したサツマイモが作出されており

(Kimuraら2001，Shimadaら2006)，それらを調べればア

ミロース含有率と肉質との関連の有無がより明確になろう.

s-アミラーゼ活性と肉質との関連に関しでも，これを否

定する報告(奈良 1957b)がすでにあるが，そこで供試さ

れた材料とは異なる品種を用いた本研究でも両者に関連は

認められなかった(第4表)，しかしながら， 1サツマヒカリ」

や「オキコガネ」などかアミラーゼを欠失するか，その活

性が極く低い品種の塊根はいずれも肉質が粉質であったこ

とから，本酵素の有無が肉質の違いに何らかの影響を及ぼ

す可能性も否定できない.デンプン含有率が低く(約
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18%)，水分が多い(約 72%)特性を有することから粘質(第

1図)と予想される品種「オキコガネ」が実際には粉質の

肉質を呈し，蒸した塊根における組織・細胞の形態や水分

分布にも粉質の特徴が認められた(第 11図②，③，④)こ

とは本酵素と蒸した塊根の肉質との関係を考察する上で興

味深い.加熱したサツマイモ塊根組織にはかアミラーゼの

作用により生じたマルトースが1O~15% (w/w)含まれて

おり，マルトースは，分子内に水分子を取り込んでその運

動性を抑制する働きを持つ(吉積ら 1986). 肉質の違いと塊

根水分との関係を解析するうえでは，水分量に加えてデン

フ。ンやその加水分解で、生じる可溶性糖分等との相互作用に

基づく水分子の運動性や存在状態を考慮する必要がある.

lH-NMRシグナルを利用した MRIは水の量と運動性に関

する情報から生体などの内部構造を非破壊的に可視化する

技術で，従来から医療診断分野で汎用されてきたが，近年

は農産物や食品の品質制御などへの応用も試みられてい

る 著者らも，同法を用いてサツマイモ蒸切干における中

白障害の発生に蒸した塊根の水分動態が深く関わることを

見いだした(中村ら 2007)が，本障害は粉質な品種に発生

しやすいこと(奈良 1957a，臓之内ら 2002)から，塊根の

肉質と塊根の水分動態との聞には密接な関連が予想され

る やや粉質な「ベニアズマ」および粉質な「コナホマレ」

はやや粘質な「べにまさり」や粘質な「ベニハヤトjと比

べて，水分含有率が低いために髄部柔寺町哉の単位体積組織

当たりの水分含量を反映した画像は暗かった(第9図①~

④)が，水分子の運動性を表す画像は「べにまさり」ゃ「ベ

ニハヤト」と同様に髄部柔組織にも白い部分が観察され(第

10図①~④)，水分含有率や肉質の異なる品種間でも生塊

根組織全体における水分子の運動性には顕著な違いがない

と考えられる.しかし蒸した塊根における水分子の運動

性を反映した画像(第 10図⑤~③)には，肉質の異なる

品種間で顕著な違いが認められた やや粘質な「べにまさ

りJおよび粘質な「ベニハヤト」の蒸した塊根は生塊根に

比べて運動性の高い水分子が多いことを示唆する白く，明

るい画像になったのに対して 粉質な「コナホマレ」およ

びやや粉質な「ベニアズマ」では生塊根よりも水分子の運

動性が低いことを示す暗い画像になった この違いは以下

のように説明できょう.すなわち 粘質あるいはやや粘質

な品種の塊根では，蒸すことに伴って糊化膨潤したデンプ

ンが細胞を破壊して外に広がって塊根組織がデンプンゲル

に覆われた結果，水分が組織全体に広く均一に分布して運

動性が増すのに対して，粉質あるいはやや粉質な品種の塊

根では，水分子がデンプンと水和したゲルを形成している

うえに，そのゲルが細胞内に留まって，生塊根と同様に個々

の細胞が独立して存在しているため，水分子の運動が制限

されていると考えられる.粉質な「コナホマレ」およびや

や粉質な「ベニアズマ」と違って，粘質な「ベニハヤト」

およびやや粘質な「べにまさり」の蒸した塊根ではプロト

ンの緩和時間T2が生塊根より有意に増加したこと(第5表)

も上記の考察を支持している.さらに，蒸した塊根は生塊

根と比べて水分含有率が殆ど変わらないか多少低い(第3

図)にも関わらず前者の画像の方が白いこと，rオキコガネ」

の蒸した塊根の画像(第 10図)が水分含有率が同程度の「ベ

ニハヤト」のそれ(第8図)と大きく異なることからも蒸

した塊根における肉質と水分子の運動性とは密接な関係が

あると考えられる.今後，水分子の動態変化のより詳細な

解析が必要である.汎用性の向上を主な目的に近年開発さ

れた磁場強度の低い MRI装置を用いて従来の高磁場型装

置で、は困難で、あった運動性の低い水分子の挙動を正確に解

析した報告(小泉ら 2009)があり 同種の装置を用いた研

究が期待される.

蒸しあがった塊根では品種にかかわらずデンプンは完全

に糊化していたが，塊根組織の微細構造には肉質の違いに

応じた相違が認められた粉質な品種では個々の細胞が内

部にデンプンゲjレを満たした状態でその形を保持していた

が，粘質な品種では複数の細胞が細胞外に流出したデンプ

ンゲルとともに一体化した構造が観察された(第 5図)• 

また，デンプン含有率は低いものの肉質は粉質である「オ

キコガネJの蒸した塊根組織では，デンプンが少なく粘質

系の品種に特徴的な空隙の多いデンプンゲルが観察された

一方で，粉質の品種の特徴である明確な構造を残した細胞

壁が観察された(第 11図③).塊根の手国哉形態に関するこ

れらの結果は，蒸した塊根の肉質を左右する要因としてデ

ンプン糊化特性より蒸すことに伴う細胞の分解され易さや

分離性などが重要であることを示唆する.炊飯米の粘りや

硬さにもアミロース含有率の差に基づくデンプン糊化特性

の違い以外にアミロプラスト包膜や目玉乳細胞壁の分解され

易さなどが大きな影響を及ぼすことが報告されている(松

田ら 1989a，1989b，松田・長南 1990). SterlingとA肱idge

(1977) も粉質なサツマイモと粘質なヤムイモの焼いた塊

根の微細構造を比較しそれらの肉質の違いに加熱による

細胞の融解変形が関わることを報告している.また，ジャ

ガイモ塊茎の肉質や煮崩れ難易性にもデンプンの含有率や

組織における分布の違い (Matsuura-Endoら2002a) に加

えて，細胞の大きさや接着性などの関与 (McComberら

1994， Matsuura-Endoら2002b，佐藤 2005)が報告されて

いる.細胞の分解され易さや接着性には細胞壁が関わると

考えられることから粉質傾向の「コナホマレ」や「ベニア

ズマ」と粘質傾向の「ベにまさり」ゃ「ヒタチレッド」の

生塊根組織の微細構造を比較したが，細胞壁の厚さに明確

な違いは観察されなかった(第6図).また，デンプン以

外の乾物を細胞壁成分と仮定して，その含有率と肉質との

関連を調べたが，両者に相関は見られなかった(第2図)

今後，肉質と細胞壁の熱融解性などの化学的性質との関連

を調べる必要があろう.酵素処理によって細胞壁構成多糖

類の一部を選択的に分解すると炊飯米の粘りや弾力性が大

きく変化すること(渋谷 1990) ジ、ヤガイモの煮崩れ難易

性や肉質の違いに細胞壁構成多糖類ペクチンの分解性が探
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く関与していること (Matsuura-Endoら 2002b，佐藤ら

2005) .果実の食感が細胞壁多糖類の分解に伴って変化す

ることなど，テクスチャーと細胞壁多糖類との密接な関連

が様々な作物で指摘されている サツマイモにおいても，

細胞壁の組成が直接的に，あるいはデンプンの細胞内糊化

反応への影響を介して間接的に蒸した塊根の肉質に影響を

及ぼすと考えられ，今後 肉質の異なる品種間で細胞壁多

糖類の化学的性質を比較解析する必要がある

以上要するに，蒸したサツマイモ塊根の肉質の違いには

従来から指摘されているように塊根のデンプン含有率が関

わることが確認されたが，組織・細胞の形態，デンプンの

糊化特性，細胞内の水分動態などの結果から細胞内におけ

るデンプンの糊化膨潤や細胞形態の保持などに影響を及ぼ

すと見られる細胞壁の関与も示唆された サツマイモ塊根

における肉質の形成要因をさらに解明するためには，細胞

の物理性や細胞内におけるデンプンと水との相互作用に対

する細胞壁の関わりを明らかにする必要がある
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gelatinized starch. On the other hand， in the cultivars having a soggy or moderately soggy texture such as "Benihayato" and 

"Benimasari" ，出ecells contained a smaller amount of starch and larger amount of moisture (water)， and melted toge出erwith 

the adjacent cells after steaming. Magnetic resonance imaging (MRI) analysis revealed出atthe root tissue of mealy type-c噺vars

contained a smaller amount of仕eewater出組出atin the soggy type-cultiv訂 s，showing heterogeneous dis出butionof the仕'ee

water wi也inthe root tissue. The pasting properties of starch isolated from the cells， however， did not show any significant 

di:fference between the two types of cultivars. These results indicated that the texture of steamed tissue of tuberous root in 

sweetpo回tois closely associated wi血 thecontents of starch and water in the root tissues. However， the pasting properties of 

intracellular starch出atcould be affected by the physical and chemical properties of cell wall were also suggested to be important 

for the texture. 

Keywords: Cell structure， Gelatinization， Starch， Steam， Sweetpotaω(争0仰 eabatat，ω(L.) Lam)， Texture， Water sta回.
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