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インゲンマメの発芽に及ぼす

圧力効果に関する研究

阿部 申＊§・斉藤勇太＊・陶 慧＊・竹永章生＊

＊ 日本大学生物資源科学部食品生命学科

E旺ectsof High-pressure Treatment on the Germination of Kidney Bean Seeds 

ABE Shin*§, SAITO Yuta*, TAO Kei* and TAKENAGA Fumio* 

* Department of Food Bioscience and Biotechnologメ Collegeof Bioresource Sciences, Nihon Universi砂，

1866, Kameino, Fujisawa, Kanagawa 252-0880 

This study aimed to determine the effects of high-pressure treatment (10-lOOMPa) on the 

germination rate of kidney bean seeds. As compared to non-high-pressure treatment, high-pressure 

treatment increased the germination rates at 24 h after water absorption. However, germination rates 

at 48 h after water absorption were lower in the high-pressure treatment condition or during 

prolonged high-pressure treatment condition than in the non-high-pressure treatment condition. The 

water-absorption rate of kidney bean seeds was considerably accelerated by high-pressure treatment 

(lOMPa, 60s). Furthermore, the amylase activity was higher in kidney beans subjected to high-

pressure treatment than in those subjected to non-high-pressure treatment. The results led to the 

conclusion that the high germination rate of kidney beans subjected to high-pressure treatment greatly 

depended on the acceleration of water absorption by high-pressure treatment. 

(Received Aug. 27, 2012 ; Accepted Apr. 24, 2013) 
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植物の発芽は吸水現象に始まり，種子の目玉でジベレリ

ンなどの植物ホルモンが合成される。それらがアミラー

ゼやプロテアーゼなどの加水分解酵素の合成を促し，種

子の貯蔵タンパク質やデンプンを分解する。その後，脹

組識の一部である幼根を出し，種皮を破って出芽するま

での一連の過程が発芽である。発芽の始動には，水分，

温度や酸素など好適な環境が必要である。また，種子の

中には，そのような好適条件になっても発芽をしない，

しでも極めてわずかなものがある。そのために，様々な

処理を実施し，休眠覚醒させることがある。休眠覚醒の

処理には，変温処理，温湿度処理，光，傷付けおよび剥

皮処理や成長調整物質の付与などがある九

一方，熱に代わる食品加工技術として知られている圧

力処理は，林2）～4）による食品への圧力利用を契機に多く

の研究がなされるようになった。圧力処理では，熱処理

と異なり，香り，味，栄養や機能性成分といった低分子

成分は変化せず，タンパク質やデンプンなどの高分子成

分が変化する。また，熱処理と異なって，圧力は食品内

＊ 干2520880 神奈川県藤沢市亀井野1866
§ Corresponding author. E-mail: shin@brs.nihon-u.ac.jp 

部に瞬時に伝わるため，処理によるムラは生じない。常

時，熱エネルギーを与える熱処理と違って，圧力処理は

圧力維持のために弁を閉じるだけなので，省エネルギー

な加工手段である。

種子の発芽に及ぼす圧力処理は，DeVRIES51がOenothra

cockenelliの種子に対して実験をしたのが最初である。

その後， DAVIES61～81が50～200MPaの圧力レベルで

Medicago sativaとMelilotusαIbaの種子の発芽について

研究し， RIVERAら叶ま圧力処理により種子の発芽促進を

報告した。また， KoHATAとHrGASHIN0'01は， 30～200MPa

の圧力処理におけるシカクマメの発芽について検討した。

その結果，圧力処理がシカクマメの糖類の加水分解を促

進し，それに伴って発芽も促進されるために発芽割合を

高めると報告している。しかし，糖類の加水分解を促進

するアミラーゼなどの加水分解酵素の圧力処理による活

性変化は明らかにされていない。

そこで本研究では煮豆などとして食されるインゲンマ

メを実験材料として，圧力処理によるインゲンマメの吸
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水率およびアミラーゼ活性変化を求め，インゲン種子の

発芽に及ぼす圧力処理の影響を検討した。

実験材料および実験方法

1 .実験材料

実験材料はサカタのタネ（株）から購入したアメリカ産

つるなしインゲンマメ （Phaseolusvulgaris L. cv.商品

名セリーナ）の種子を使用した。

2.圧力処理によるインゲン種子発芽率の変化

インゲン種子への圧力処理は圧力容器（シン・コーポ

レーション製）と圧力ハンドポンプ（シン・コーポレー

ション製）を接続して行った。まずインゲン種子10粒を

純水lOmQとともに真空パックした。その後，圧力処理

(25℃）は10, 25, 50, 75またはlOOMPaの圧力処理レ

ベルで，処理時間は， 15s, 30sまたは， 60sとした。な

お，未処理（O.lMPa）は， 25℃の恒温水槽中で静置し

た。圧力処理後，直ちに種子を取り出し，シャーレの中

で湿らしたろ紙の間に種子を挟んだ。25℃の恒温槽（暗

所）で静置することにより吸水させ， 24時間と48時間の

発芽率を求めた。この操作は 3回実験を行い，平均と標

準偏差を求めた。

3.圧力処理によるインゲン種子の吸水率の変化

圧力処理によるインゲン種子の吸水率の変化は，まず

種子10粒の重量を測定し，純水lOmeとともに真空パック

した。つぎに，未処理の発芽率と比較して，圧力処理後

24時間後における発芽率の差が大きかった条件（10

MPa, 60s, 25℃）で圧力処理を行った。圧力処理後，

種子は，シャーレの中で湿らせたろ紙の間に挟み， 25℃

の恒温槽（暗所）で静置することにより吸水させた。種

子の重量は， 2時間ごとに48時間まで求めた。吸水率は

3回実験を行い，以下の式により算出後，平均値で表し

た。

一（吸水後重量一吸水前重量）
吸水率 （%）ー ×100 

吸水前重量

4.圧力処理によるインゲン種子のアミラーゼ活性変化

( 1 ）インゲン種子の粗醇素液の抽出 インゲン種子

の粗酵素液は，まず，今までに述べた方法でインゲンマ

メ10粒を圧力処理（lOMPa, 60s, 25℃）後， 25℃の恒
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温槽（暗所）で湿らせたろ紙の聞に挟み，48時間静置す

ることにより吸水させた。つぎに乳鉢と乳棒を用いてイ

ンゲンマメ 10粒（24日寺聞と48時間）をすりつぶし， 0.1

Mリン酸緩衝液（pH7.0) 25mQを加え，バイオミキサー

で均質化した。最後に，遠心分離 （12,000 g , 30min, 

4℃）を行い，得られた上清を粗酵素溶液とした。

( 2 ）アミラーゼ活性測定 インゲン種子粗酵素液の

アミラーゼ活性は， 37℃， 60minの反応条件で、実施した。

反応組成は，粗酵素溶液lOOtd, 1 %デンプン溶液30td'

O.lM－リン酸緩衝液（pH7.0) 170μQとした。酵素反応

により生成したグルコースをネルソンソモギ一法により

求め，アミラーゼ活性を求めた。なお，アミラーゼ活性

は3回実験を行い，未処理のアミラーゼ活性を100%と

して，相対活性（%）の平均値と標準偏差で表した。

実験結果および考察

1 .インゲンマメの発芽率に及ぼす圧力処理の影響

圧力処理したインゲンマメの24時間後の発芽率を

Fig. lに， 48時間後の発芽率をFig.2に示した。Fig.lよ

り， 24時間後の未処理（O.lMPa）のインゲンマメは発

芽したものがなく，発芽率は 0%であった。しかし，圧

力処理したインゲンマメは，すべての圧力処理条件にお

いて10～37%の発芽率を示し，未処理と比較して圧力処

理は，インゲンマメの発芽を促進していた。圧力処理後

24時間後では，圧力処理がlOMPa, 60sのとき，最も高

い発芽率であった。つぎにFig.2より，圧力処理後48時

間では，未処理（O.lMPa）においても約80%の高い発

芽率を示していた。圧力処理後48時間したインゲンマメ

は，圧力処理レベルが高くなるにしたがって，発芽率が

未処理と比較して低くなったが， 25MPaと50MPaの15s

では，未処理より高い発芽率を示した。また，圧力処理

によるインゲンマメの発芽率は，圧力処理レベルでは75

MP a以上で急激に低下していた。圧力処理時間では処

理時聞が長くなることにより，発芽率が低下していた。

シカクマメの発芽においても圧力処理レベルが高くなる

と，発芽率の低下が明らかとなっている川。また，永田

と岩田Illは，白花豆に圧力処理（ZOO～600MPa, lOmin) 

を施し，圧力処理レベルが高くなるにしたがって，糖類

O.lMPa lOMPa 25MPa 50MPa 75MPa lOOMPa 
15s 30s 60s 15s 30s 60s 15s 30s 60s 15s 30s 60s 15s 30s 60s 

Fig. 1 Rate of germination (%) of kidney bean seeds subjected to high-

pressure treatment at 24h after water absorption 
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Fig. 2 Rate of germination (%) of kidney bean seeds subjected to high-

pressure treatment at 48h after water absorption 
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率を比べると，圧力処理したインゲンマメは，未処理の

ものよりも吸水率で約30%高い結果となった。その後，

未処理と圧力処理との吸水率の差は，徐々に縮まり， 40

時間後には，約10%の差であった。圧力処理後48時間の

吸水率は未処理と比較してわずかに高かった。各種シカ

クマメにおいては， 30MPa, 15sの圧力処理を施した際，

その吸水率が未処理のものと比較して，約30～60%高い

値であった川。 ダイズとアズキにおいても圧力処理によ

り吸水が早くなったことが報告されIへ食品においても

調味液などが圧力処理により内部に浸透することが過去

に報告されている川1九 今回の実験においても圧力処理

直後の吸水率の上昇が認められた。このことから，圧力

処理は，すばやく種子内部へ水分を浸透させる作用があ

ると考えられる。さらに，種子は吸水することにより発

芽するため，インゲンマメの発芽は，圧力処理による吸

水率上昇により促進したと考えられる。

3.圧力処理によるインゲンマメのアミラーゼ活性変化

圧力処理（lOMPa, 60s, 25℃）によるインゲンマメ

のアミラーゼ活性の変化をFig.4に示した。その結果，

未処理のものと比較して，圧力処理後24時間のインゲン

マメは1.5倍高いアミラーゼ活性が認められた。圧力処

理後48時間には，さらにアミラーゼ活性が上昇し， 24時

間後と比較して未処理は，約 2倍，圧力処理は，約1.4 

が漏出したことを報告している。また，笹JII' 

処理により穀物の組織破壊を誘引することで機能性成分

が増加したと報告している。今回の圧力処理レベルと時

間は，今までの報告ll).121よりも低いが， lOOMPaにおけ

る低い発芽率は，圧力処理によりインゲンマメの内部組

織が破壊されるなどの影響があったためではないかと考

えられた。圧力処理後48時間において，未処理よりイン

ゲンマメの高い発芽率を示した圧力処理条件は， lOMPa

のすべての処理時間， 25MPaと50MPaの15sの圧力処理

時間であった。以後の実験では，圧力処理後24時間にお

いて未処理の発芽率と比較して，発芽率の差が大きかっ

たlOMPa, 60sの圧力処理条件におけるインゲンマメの

吸水率とアミラーゼ活性を検討。することとした。

2. インゲンマメの吸水率に及ぼす圧力処理の影響

圧力処理（lOMPa, 60s）したインゲンマメの吸水率

をFig.3に示した。圧力処理直後のインゲンマメは約

40%の吸水率を示した。これは， 圧力処理によりインゲ

ンマメの内部へ急速に浸透が行われたと考えられる。そ

の後，緩やかに吸水率が上昇し，圧力処理後24時間には，

約80%の吸水率を示した。未処理のインゲンマメも同様

に，吸水時聞が長くなるにしたがって，吸水率が上昇

し， 16時間後には，圧力処理直後と閉じ40%の吸水率を

示し， 24時間後には，約50%であった。24時間後の吸水
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倍の活性上昇であった。また，圧力処理後48時間におけ

る発芽率は，大きな違いがみられなかったが，アミラー

ゼ活性においても未処理と圧力処理との聞に違いがみら

れなかった。アミラーゼは，貯蔵デンプンの分解に関与

し，種子の発芽に不可欠な酵素である。今までの報告で

もマメ類のアミラーゼは，グルコシダーゼなどとは異な

り，発芽の早い時期から活性がみられる 16），へまた，

KoHATAとHIGASHIN010）は，圧力処理したシカクマメは，

発芽の促進とともに，グルコースとスクロースが増加し

たことを明らかにした。これは，種子の貯蔵炭水化物が

アミラーゼなどの多糖類分解酵素により分解したことを

示唆している。本実験においては，圧力処理後24時間に

高い発芽率を示した圧力処理インゲンマメのアミラーゼ

活性が未処理と比較して高いことを示した。種子内のア

ミラーゼは，吸水現象により合成が始まる植物ホルモン

の働きにより合成される。したがって，圧力処理による

インゲンマメの高い発芽率は，種子内部へのすばやい水

の浸透が作用し，それに伴ってアミラーゼが発現される

ためだと考えられる。また，本実験において圧力処理が

必ずしも発芽を促進するものとはならす，圧力処理条件

によっては，発芽低下がみられたため，今後，さらに圧

力処理条件と種子発芽との関係を明らかにする必要があ

ると考えられる。

要約

圧力処理（10～lOOMPa, 15～60s, 25℃）がインゲン

マメの発芽に及ぼす影響を検討した。インゲンマメは，

圧力処理後24時間では，未処理は発芽率 0%であったが，

圧力処理を施すことにより，すべての条件において約10

～37%の発芽率を示した。また，インゲンマメの発芽率

は，圧力処理時間より圧力処理レベルに大きく依存して

いた。さらに，最も高い発芽率を示した圧力処理（10

MPa, 60s）におけるインゲンマメの吸水率は，未処理

と比較して高く，アミラーゼ活性も高い結果となった。

以上のことから，インゲンマメの高い発芽率は，圧力処

理による吸水の促進が大きな影響を及ぼしていると考え

られる。
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