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青森県膏成・奨励水揺品種における踊割れ米の発現と構造に関する形態学的研究
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玄米の絹割れは，米の品質を低下させる大きな要因

であり，植物体の栄養不良，刈遅れ，玄米乾燥時の高

温や急激な玄米の乾燥などにより発生することが知ら

れている. また，近年では，柄割れ米の発生率は，登

熟初期の高温条件により増加することが明らかにされ

ている(長田ら 2004).近年，気象が温緩化の傾向に

ある中，全国各所と同様に青森採においても，胴割れ

米の発生は農業上の大きな問題であるとの認識が強

まっている

腕割れは，登熟が進み籾含水準が低下して礎度の増

した玄米の内部において，水の分布が気象条件や乾燥

調製などにより不均一になり，玄米の部位別膨縮差が

生じることにより発生することが報告されている(近

-関村 1932， 長戸ら 1964).また，腕割れの発生

には，登熟初期の高温により頴果発育速震が増加する

(長田ら 2005)ことによる玄米構造の変異が起因して

いる可能性も指摘されている(長自 2006).このよう

に腕割れ発生には，玄米講造の変異が関与している

可能性が考えられるが，胸部れ米の内部構造の特徴，

および¥胸部れ米と非腕割れ米の簡における内部構造

の差異に関する情報は少ない.

本研究では，青森県の育成・奨動水稲品種の腕割れ

に関する性質を理解し且つ，腕部れの発生に関わる

玄米の形態的要因を明らかにする一環として，幾つか

の上記品種を用いて嗣昔話れ発生率，踊割れ米の亀裂に

関する講造の特徴および胸部れ米と非腕割れ米の開の

内部構造の差異について調査した.

材料および方法

水格品種つがるロマン，まっしぐら，むつほまれ，

藤坂5号，つぶゆき，うしゆたか，恋ほのかを供試し

た.これらの材料を青森県産業技術センター内の水居

(黒石市)で栽培(藤坂5号を徐く)し，刈遅れになる

ように1又穫 (5月中旬干多手重し同年10月31日収干草)した.

なお，上記刈遅れさせた品種の内，藤波5号だけ野外

で 1/5000aワグネjレポットを用いて土耕ー栽培し同

様に刈遅れさせたまた，弘前大学で、半開放にしたガ

ラス室(弘前市)内で 1/5000aワグネルポットで土

耕栽培し将遅れのないように収穫(5月中旬移植し

同年 9月23日収穫)したこれらの収穫した玄米を用

いて，月間割れ発生率と内部構造の調査を行った 玄米

の月間割れ発生率については， グレインスコープ (TX

-200， Kett)を用いて，品種ごとに玄米200粒 (50粒

を4反複)を調査した また，腕割れに関する内部構

埠的特鍛を現解し胴割れの発生に関わる玄米の形態

的要閣を調査するため，これらの玄米を用いて走査担

電子顕微鏡用試料の調整を行った この調整では，玄

米を中央部で割断，あるいは，胴割れ亀裂面が露出す

るように割断し，シリカゲルで乾燥してから，プラチ

ナで蒸着したその後，各割断面を走査型電子顕微鏡

(JSM…7000F， JEOL)で観察した本研究では，腕割

れ米と非踊割れ米の需の構造の遠いを確認する上で，

玄米中央部を横断した諮に認められるIJf乳細胞の放射

状配列の中心点となる「粧乳中心jの位置(背一中心

開長/腹一中心問長)を謂査した(第 1図).また，嗣

割れの亀裂が発現する位置を特定するため，胸部れの

亀裂表面と亀裂に車交する脹乳断頭をそれぞれ観察し

た

結果および考察

今回の調査では，服部れの亀裂は玄米の緩和主方向に

j合って発生する「横割れ」のみが認められた(第 2図)
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第 3鴎

図) 刈遅れしていない材料では藤坂 5

マン，恋ほのかの 3品種に限定して背一中心間長/綾

中心間長を調査したが，上記と同様な結果となった

(第 l表) 刈遅れした材料では，背一中心間長/腹一

中心関長と胴割れ発生率との間において，高い正の相

関関係が認められた(第4図) しかしながら，この相

関関係は，ガラス室で栽培した材料では，つがるロマ

ン，藤坂5号，恋ほのかの 3品種だけを調べてみても，

つがるロマンが最も胴割れ発生率が高いため，再現さ

れなかった.これらのことから，匹乳中心の位置と胴

割れ発生率との関係性については，異なる栽培環境の

間では必ずしも普遍的でないことが認められた ま

た，本研究では，胴説れ米と非胴割れ米の聞において，

背一中心間長/腹 中心間長の値が異なるのかどうか

を調べてみたが，各品種とも有意な差が認められな

かった(第 I表) しかし各品種とも揃って背一中心

開長/腹 中心関長の値は，胸部れ米の方で若干低い

額向であることが認められた(第 1表) これらのこと

から，佐乳中心の位置と胴割れ発生率との関係性につ

いては，さらに幾つかの異なる栽培環境の Fで，品種

や玄米粒の調査数を増やして検証する必要があると考

えられた.

つがるロ刈遅れした材

生率は，それぞれ藤坂5号で83.5%と15%，むつほま

れで60.5%と5.5%，まっしぐらで30.5%と11%，つが

るロマンで22.5%と16%，つぶゆきで19%と1.5%，う

しゆたかで13%と6.5% 恋ほのかで0.5%と0.5%で

あった

ガラス室で栽培した材料では胴割れ発生率が刈遅れ

した材料よりも全体的に低いのは，ガラス室で栽培し

た材料が急、な天候変化や降雨などの影響を屋外よりも

受けにくく，且つ，刈遅れしていないためであると考

えられた.また，上記の結果から，恋ほのかは極めて

胴割れを生じにくい性質を有し藤坂5号は異なる 2

つの環境下でも胴割れを生じやすい性質を有している

ことが認められた.また，本調査から，むつほまれで

は，腕割れ発生率は刈遅れさせた胴割れを生じやすい

環境下で大幅に増加することが認められた 逆に，

がるロマンゃうしゆたかでは，胴割れ発生率は胴割れ

を生じやすい環境下でもあまり増加しない結果となっ

てコ

た.

刈遅れした材料では，背一中心関長/腹一中心関長

の値は，むつほまれと藤坂5号で高く，つがるロマン

では中庸であり，恋ほのかでは最も低かった(第 3
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第l表非胴割れ米と綿密iれ米における
背一中心問長/腹ー I争心問長.

藤坂5号 つがるロマン 恋ほのか

1.667 1.165 1.001 

月間割米 1. 578 1. 130 0.977 

ns ns ns 

nslま，非月間割れ米と籾割れ米の|渇で 596水準以下で有J2:主主がな
いことを示す (Turkey'stest) 

恋ほのかの籾割れ米が7粒である以外は各20
主主とした白

第5国 アミロプラストの断面を界面としていない胴割
れの亀裂の表面
bars=lOμm 

第6図 アミロプラストの断部を界閣としていない胴割
れの亀裂に直交した臨乳説i折衝.
bar= 10 μm. 

アミ口プラスト

中主5

総HI淘滋の断裂

綴総された 綴察されなかった

第7国 アミロプラストの断面を界関としていない腕
割れの亀裂の形成位置

これまで横割れの胴割れ米における亀裂について

は，思乳組織内で縮胞壁を界面として割れていること

が指摘されている(岩津ら 2006) 本研究では，更に

月間割れ亀裂の形成位置に関する構造的特徴の細部につ

いて検討を行った 横割れの鵬割れ米を用いて腕割れ

の亀裂表面(第 5臨)を観察したところ，アミロプラ

ストの断裂面よりも，細胞質基質の付着した細胞膜箇

(第 5図;中，下園)やアミロプラスト外表面(第 5

図;上閤)が広く認められる傾向にあった.また，腕

割れ亀裂と直交した臨乳割断面を観察すると，第 6図

の通り，細胞壁が亀裂産自のどちらかにのみ付着してい

ることが観察されたこれらのことから，アミロプラ

ストの断裂留を界笛としていない胴離れの亀裂は，一

次細胞接関の中葉を境界とせず，縮施模の付いた締胞
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とそれに面するアミロプラスト外表菌の関の開離，

および，鵬割れ亀裂親とまま交する細目包盛の断裂(第5

閤;下図)によりつくられると判断された(第 7図)

アミロプラストが新裂するときの抵抗よりも，アミロ

プラスト外表面と細胞膜の付着した細鞄壁が間離する

ときの抵抗の方が低いと推察されるため，鯛離れの亀
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裂の発生は，これらの関離から始まる可能性が示され

た

様々な品種の腕割れに関する特性を知り，月間割れの

発生に関わる玄米の形態的安部を明らかにすること

は，胴割れ発生機構の理解とその制街lを作物学的およ

び育積・分子育種学的に割るよで有用であると考えら

れる.今後，胴部れの発生要因に罷わる形態学的な解

析を多角的に，且つ，更に深めていく必要もあると考

えられた
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