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米は発芽する際，匹芽の汲主主から酵素シター

ゼによ η細胞膜は破壊され，後にアミラーゼが

出て，そのアミラーゼにより殿粉は消化され始

めると猪野氏は報告している。また発芽が始ま

ると匪乳部の殿粉消化が始まり，続いて芽や根

は成長する。これらの現象を言語発または発現す

るのに必要な諸酵素，例えば殿粉消化には，ア

ミラ ゼ，ノf オキシダーゼ，ビタミン Blな

どの活性の高まりが伴つて起ってくると友岡長)

は報告している。

本報はそれらの現象を組織化学的に，発芽に

伴った酵素(パーオキシダーゼとアミラーゼ)

の所在と変化について鋭察したので報告する。

実 験方法

材料 昭和 45年度広島県賀茂郡高屋町産の

コメ(学名 Oryza sative L )品種名「新千

本」を昭和 46 年 7 月 ~8 月(気温，摂氏 18.2

~34.2 度)の室温で，シャーレ中に脱脂綿をし

き，水道水を籾の高さの2程度加えて籾を蒔き

発芽させて，発芽の日を追って採り試料とした。

方法 ノfーオキシダーゼ活性検出のためには

グアヤック脂の 70%ア jレコ jレによる 1%溶

液と過酸化水素 o.3タ溶液。アミラーゼ活性検

*調理学研究室

、出のためにはヨ ドヨードカリ液を用いたし

試料の籾穀を取り除きカミソリで縦に半切し

それぞれに作用させ，その反応を実体顕微鏡で

観察した。 また試料を 2mm厚さに縦に切り，

常法によりパラフィン匂埋後， 5~ 10μ の切片

とし，ライト ・グリーン，ヨ ド・ヨ ドカリ

液で染色して鋲微鏡観察に供した。

以後，発芽経過日数を発芽 1日という場合は，

籾を蒔いて 24時間経過したものをいい 2日

とは 48時間経過したものをあらわす。以下問

V‘F 

υ。

i話呆および考巌

1) パーオキシダーゼの活性

半坊された米の縦断面にグアヤ y ク脂を作

用きせると，パーオキシダーゼの活性の高い

所は，反応が青色にあらわれる。

米の形態を図示すると下図のようである。

Fig.1-1 背部
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.Fig.1-2 果皮附近の組織

一

砲

皮

佼

m-
納

町

京

国

木

淵

代

外

中
仲
間
管
}

，EE
B
IP--aaa

、E
E
'
h

・Eft
a
E

‘

旧
本
皮

Fig.1-3 歴芽と附近の組織
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発芽 1日(Fig.2)怪芽はふくらみ.H壬乳部

の吸盤に接した所と茎のつけ根に桜くあらわれ

て，パーオキシダーゼの強い活性がみられる。

発芽 2日では. !I王手L音!Iの吸盤に接した所のみ

でなく ，先端にむけて活性の高いととろが広が

り，またlIt芽，特に幼芽に高い活性がみられ，

この時期に発芽する。発芽 3日で芽に葉緑素

(クロ ロプラスト)が出現する。発芽 4日匹芽

都のE民主主に接したところで段粉が消化されはじ

める。目壬乳部と吸盤および近くの怪芽に非常に

強く，芽や根にも強くあらわれ.H主乳部の活性

の高い部分は先端よりに巾広くなる。発芽 5日，

吸盤の活性は幾分弱まり. !I王手L音[¥は怪芽の形に

そって巾広〈均質的な活性がみられる。芽ゃ根

の先の活性は高い。発芽 7日，政盤の活性は更

に~~いが，みとめられる。また匪乳部では先編

の方へと移行する。発芽 8日.10日では吸盤に

発芳一 7日と向様に弱いけれど活性はみと められ

為。

医手L部の活性の高い所は中心部まで移行す

る。発芽 1己日吸盤における活性は非常に弱い

が，芽や根の基部，またその外側に強く反応は

あらわれる。 E王手L部の活性も中心部から先端へ

と移行する。発芽 13日O'ig.3)殿粉は消化さ

れて しまい.1It乳部は空洞化して，ほとんど液

化され外形もしぼみ，非常に切りにくい。従っ

てここでのパ オキシダーゼ活性の観察はむず

かしく ，ほとんどないと考えてよいと思うが，

吸盤には発芽 1日から 13日までを通して活性

が高く ，芽や根の先端，つまり成長し続げる個

所に高い活性が認められた。

2) アミラ ーゼの活性

半切された米の縦断面にヨード ・ヨー ドカリ

液を作用させると赤黒色に反応する。アミラー

ゼは殿粉を分解してアミロース，麦芽糖に変化

して験粉粒がみとめられなくなることから，殴

粉の消化される所にアミラーゼが存在すると思

われるので，設粉の状態を観察する。

発芽 1日~発芽 3日 ヨード反応は吸盤の近

くの匪手し部から反応、を初め，殴粉でみたされた

匪手し部全部に反応のおよぶのを待っと，佐芽，

殴粉層を除いて真黒に反応する。との時点にお

いてはアミラーゼの所在は不明確である。更に

詳紘な検討を加え確めたい。発芽 4日で匪手し部

の吸主主に接した所から消化がはじまり， とのあ

たりにアミラ ゼ、の所存が認められる。また底

芽のうちでも，吸盤に近い所に殿粉があらわれ

てくる。発芽 G日ではlIt乳部の殿粉は背音!¥より

腹部の方がより多く消化注れている。殿粉はlIt

芽の吸盤附近，芽ゃ根の落部に多くみられる。

発芽 7白匪乳部の殴粉は佐芽の形にそってt弱

が消化主れて，座主Fの磁粉のうち政接的近のは

ほとんと消失し，芽や松の基剖jに多くみられる。

発芽 11日O'ig.4)匪手し部の殿粉は先端の背
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側に多く残存する。匪芽の殴粉は，芽や根の基

部に多い。発芽 13日(Fig.5).Iff乳部の殿粉は

消化さわして存在しない。アミラーゼの活性の高

い所で殿粉の消化がされると考えられるととか

G. )!f.乳部にはアミラーゼの存在が認められる。

稲の栽培の実状に比べて気温が高いのではあ

るが，籾を蒔いて 13日で，匹乳部の殿粉は消

化されて，この殿粉が発芽，成長の養分となる

と考えムれるので，次に巨芽における量生粉につ

いて検討する。

3) )!f.芽における殿粉の変化

日を追って採取した試料をパラフィン包埋後

5-10μ の切片とし，ライト・グリーン，ヨ

ード・ヨードカリ液にて二重染色後に主に匪芽

の吸盤附近の殿粉の変化を観察した。段粉はヨ

ードにより濃藍または紫色に反応する o

発芽 30時間 (Fig.6)殿粉は匪乳音sのみで匪

芽にはみられず，種皮および糊粉層にも含まれ

ていない。発芽 2日(Fig.7)でヨード反応が

殿粉の存在を認められるが，殴粉粒の形態をな

していない。こわしは段粉の前駆物質と考えられ

る。との時期に発芽する。発芽 3日(日g.8) 

吸盤(匪乳と怪芽の境いの長い細胞)のすぐ内

側に殿粉粒が確認される。殿粉粒のように大き

なものがそのま L細胞膜を通過するとは考えら

れない。従って一旦消化分解されてJli乳部から

匪芽へと移行して後，再合成されると考えられ

る。発芽4日(Fig.9)匹芽にお砂る殿粉は多

くなり，匪乳音flの殿粉の消化は進む。発芽 5日

で吸盤のすぐ内側の縮胞は殴粉によって満たさ

れるが，発芽 G日では 5日のものより少なくま

ばらになり，発現場所は芽や根へと移行する。

発芽7日，吸盤の内側細胞にも殴粉は存在する

が，芽や根の基部(つげ根)に多く見られる。

発芽 9日では吸盤P付近には，長主勧は殆んどみら

れなくなるが，芽や根の基部には多く困ってみ

られる。発芽 11日では吸盤附近に全く殿粉は

なく，芽ゃ根においても先端へ移行している。

匪乳部の駁粉は，吸盤附近から消化が初まり

発芽8日では.)!f.乳部の背部の中心よりや L先

端よりのところに殿粉はみられるが，この位置

の腹部には駿粉のない細胞が多くなる。発芽 9

日，匪乳部の先端の背部の細胞は殿粉で充たさ

れていても，腹部の殿粉はまばらで少ない。

以上からも.)!f.乳部の肢粉は，アミラーゼや

ノfーオキシダーゼの活性の検出の除にみられた

ように匪芽から先端に向って，匪芽の形に添い

曲線上に消化される。

要約

1. パーオキシダゼは，新米の種皮には存在

するが. A芸芽. A主乳部にはないといわれてい

る。発芽に伴って匪芽.)!f.乳にあらわれ，吸

盤に高い活性を示す。しかも滋粉消失後. Ji!n 

ち発芽 13日にも存在し，成長の著しい芽，

根の基部および先端に存在する。

2. アミラ ゼは発芽の除，吸盤からのシター

ゼによめ匪乳部に活性を示すが，発芽前にお

いては，匪芽，匪乳部に存在するか，否かに

ついて確かめたいG

3 パーオキ シダーゼ，アミラーゼともに活性

伝搭の傾向は. A壬乳部については匪芽から，

先端へと向かい，両者が平行してみとめられ

る。

4 米の匪芽における舷粉は，光学顕微鏡レベ

ノレでは認められないが，発芽 30時間でも認

められず，発芽 2日にいた って， ヨード反応

が殿粉の存在を示すが，殿粉粒の形態は確認

できない。発芽3日後になると殿粉粒が成長

して形態的につかみ得られるよう になる。

このような現象から，殿粉の生成過程を確

認する意味で，今後は殿粉合成酵素について
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検討したい。

本実験にあたり，終始御懇切なる御指導を

賜わった広島大学川上いつゑ教授に深く感謝

いた します。
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写真説明

Fig. 2 パーオキシダーゼの活性

発芽1日

Fig. 3 パーオキシダーゼの活性

発芽 13日

Fig. 4 ァミ ラーゼの活性

発芽 11日

Fig. 5 アミラーゼの活性

発芽 13日

x 10 

x 10 

x 10 

X 10 

Fig. 6座芽の吸盤附近(座芽に殿粉がない)

発芽 30時間 口 x 40 

Fig. 7 I.IE芽の吸盤附近(ヨード反応がある)

発芽 2日 x 40 

Fig. 8座芽の吸盤附近(座芽に殿粉がある)

発芽 3日 x 10 

Fig与 9匪芽の吸盤附近(I.IE芽IL殿粉が多い)

発芽4日 x 40 
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