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[はじめに

インゲンマメは南米原産で，我国には隠元禅師によ

って1654年中国からもたらされた。その後明治時代に

再び欧米から輸入されている川、 現在は野菜の一種

として旬を問わず年聞を通じて各地で栽培され，季節

によってはハウス栽培などの方法も行われてし、る。市

販されているサヤインゲンは主に収穫直後の生のもの

であるが，冷凍ものも 出まわりそれらを用いた料理も

和，洋，中撃さまざまに広く利用されてL、る。

このように一般化されて用いられるサヤインゲン

は，生食の場合は開花後20日前後の結実した子房であ

る。 品種は多くつる性種とわい性種とがあり，それぞ

れに10品種以上を数える目。

本観察では高知県産新江戸川 (ハウス栽培)と広島

県産黒三度(露地栽培)の 2品種を用いた。いずれも

わい性種である。新江戸川は広島県地方に前年の12月

から 5月初旬まで出まわり，収穫後 2日日 のものが市

販されている。その後5月中旬から 7月頃までは広島

県産の露地ものが出まわり，黒三度はその中の一品種

である。この 2品種の収穫直後のものの組織学的な形

態を光学顕微鏡で観察した。

一般になまもの野菜として消費と生産，貯蔵と輸送

などの問題を適当に調整するために必ず冷蔵，冷凍，

解凍などが必須となり，これらに関連した品質変化が

考えられる。こうした問題をふまえて，まず収穫直後

の新鮮な試料の形態として顕微鏡的組織像を把握して
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おかなければならなし、。それを冷蔵，冷凍，解凍後の

品質変化の論点の基準としたし、。

H 材料および方法

1. 材料

インゲンマメ (Plwseolルu“5 叩 l伝'gariおsL.，)を用いTたこ幻

品種は占わつ引L、性種で新江戸川(高知県産ノハ、ウス栽培) と

黒三度(広島県産露地栽培)の二品種を用いた。

2. 方法

(1) 切片作成:カノレノア氏液で固定。常法によりパ

ラフィン切片を行った。切片の厚さは 5μ である。

(2) 染色次の二方法を用いた。

a サフラニン (safranin) とライトグリーン

(light.green)の二重染色4)

b.ライトグリーンとゲンチャンバイオレット

(gentian violet) とヨ ート・ ヨードカリ (iodian and 

potassium iodate)の三重染色

(3) 検鏡:光学顕微鏡(生物顕微鏡 NikonSF-Ke， 

実体顕微鏡 NikonSMZ-IO) 

(4) L アスコルビン酸の検出 Lーアスコルビン酸

の検出のため硝酸銀処理を行う 5)。

(5) Lーアスコノレピン酸の 定量・インドフェノーノレ

(indophenol)適定法によったヘ試料調整は図 3のよ

うに 5本のサヤインゲンからそれぞれの部位を採取し

5 gとしt.:.。
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でんぷんが存在している円。
E 結果および考察

写真 5は表皮の内側の外果皮である o ライトグリー

図1のサヤインゲンを基部から先端に至る中心軸に ンで細胞質が染められ，核物質が赤くサフラニンで好

対し子葉部を通るように垂直に切る。図2はその横断 染してし、る。核 (N)の周辺にはその他の含有体がみら

面である。今回の観察は写真 2以外全てこの横断面に れる。この中にライトグリーンやサブラニン以外に銀

ついて行った。 反応でやや黒ずんだ粒状物質がみられる。写真 6のよ

1.サヤインゲンの構造の概要 うにヨ ー ドでもこの粒状物質が染められることからで

図2に示すようにサヤインゲンの子房は爽(果皮)， んぶんおよび葉緑体 (chloroplast) であることは明確

珠柄，隣，種子に大別される。 である 8)9)。

爽は外果皮，中果皮，内果皮から構成されてL、る。 写真 6は写真 5と同じく外果皮をライトグリ 一円

中果皮?とは管束がほぼ等間隔に通っている。中果皮の ゲンチャンバイオレット，ヨ ー ド・ヨードカリで三重

背部側と腹部側には管束群がある。果皮から珠柄へ， 染色したものである。細胞質および核 (N)物質はライ

珠柄から臓を経て種子へ栄養分が供給される。 ドグリーンで染まり，その周辺にヨードで染色された

サヤインゲンは無Jff乳種子であって，JI壬手しは発達せ 物質がみられる。

ず子葉に養分を貯える4'九 子葉の周囲は種皮でおお 川上は「デンプン生合成の場の微細構造」イネの果

われ種皮上部には麟との接点にトックリ状組織があ 皮において葉緑体内にで、きた同化テ、ンプンを透過型電

る。 子顕微鏡像で、明かにしているヘすなわち同化デンプ

(以下の写真部位については， 図4の断面図に示し ンは葉緑体の層状構造グラナにおいて光合成され，そ

た。) の形態はレ ンズ形をしているとのべている剖ヘ

2. 爽(果皮) 写真 6のヨ ー ドで染められたて、んぶん粒 (S)もレン

写真 1は爽である。外果皮 (EC)，中果皮 (MC)，内 ズ形をしている O このレンズ形のて、んぶん粒がし、くつ

果皮 (EnC)とからなり，中果皮には管束がみられる。 か寄り合って一つのグノレープを形づくってL、る。写真

写真 2は採取直後のサヤインゲンの表面を薄くそい 5の核の周辺にある粒状物質と同じ位置にあることか

て、表皮を無処理のまま生物顕微鏡 10x 10で撮影した ら，これは葉緑体内で合成された同化で、んぶんである

ものである。このように外果皮の最外層には表皮細胞 と考えられる。中果皮においても同様に同化でんぷん

以外に毛 (H)や気孔 (ST)が無数に存在している O がみられる(写真 8)。

写真 3は毛である。赤くサフラニンに好染した毛と これに対して子葉中のものは貯蔵でんぷんである

その基脚に 2種の副細胞とがある。副細胞には核があ (写真 23)刷、貯蔵でんぷんの形態は同化でんぷんの

りL←アスコノレピン酸など環元性物質に富み，その部分 形態とは異なり，ほぼ球形のものがグノレープとならず

は銀 (Ag)で黒く染色されてL、る。毛の基脚にある副 個々に点在してし、る。(写真 23)。

細胞は毛の増殖を行っている。このように活性の部分 外果皮，中果皮，その他の器官で光合成された同化

の細胞はアスコルビン酸を多く含むのが普通である。 でんぷんは，単糖類などの形で子葉まで送られ子葉細

写真 4は気孔である。気孔は孔辺細胞 (G)と呼吸腔 胞中のアミロプラスト (amyloplast)で再合成され

(R)およびその周辺細胞とで気孔装置を形成している。 る削〉。

爽は葉の相同器官であって葉の裏面が裏返って茨にな 写真7の中央が中果皮である。(左側の楕円に近い

り爽の表面に気子しができているのは当然であろう。 細胞部分が外果皮，右側の不定形な細胞部分が内果皮

このように気孔を有するそ菜類の保存にあた って である。)

は，採取後も 自然環境に近い状態で呼吸が継続できる 中果皮 (MC)は爽の中で最も綴密な層である九写

ことが望ましい。 真 7の中心に管束がみられる。 このような管束 (VB)

孔辺細胞にはLーアスコノレピン酸など環元性物質や が背腹軌を中心に片側に14~16個等間隔に存在してい
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る。管束のうち赤くサフラニンで染まっているものは

導管で主に螺旋紋導管である4)円。 この周辺にライト

グリーンで好染した蔀管など多数集合している叩)。

写真 8は中果皮の管束周辺の組織である。ライトグ

リーンで核物質が好染し，その周辺にヨードで染まっ

た同化でんぷんが多数みられ光合成が行われているこ

とがわかる。

中果皮の背部側と腹部側には管束群がある。写真 9

は背部管束群 (VBd) である。背腹軸を中心に両側に

それぞれ一個づつあり楕円形に近い扇形をしている。

V字形管束が片方に 7個前後集合してL、る。導管はサ

フラニン好染してL、る。珠柄が右下斜に伸びてし、る。

写真10は腹部管束群 (VBv)である。扇形をしてい

る。この中にV字形管束が10個前後集合している。背

部管束群同様に導管がサフラニンに好染してL、る。

これら管束群を含め， 中果皮にはでんぷんやL ア

スコノレビン酸など環元性物質も多い。

写真11は背部管束群の拡大である。導管 (SV)がサ

フラニンで染まり，その上部に前板 (SP)のある細胞

が 2個観察される。

写真12は内果皮と内皮の上皮細胞である。 内果皮

は外果皮に比べ薄膜柔細胞で細胞は大きく細胞物質は

少ない。外果皮や内果皮に比べ葉緑体が見当らず同化

にはあまり関与せず，水分貯溜や種子の保護などに関

与していると考えられる。

内果皮の内側は偏平に近い四角い上皮細胞が裏づけ

てL、るo 横断面では細長い細胞としてあらわれサフラ

ニンに染まった大きな核 (N)が観察される。

写真13は腹部管束群を微分干渉顕微鏡で観察した

ものである。管束群が外果皮と接する部分に多角形の

結品がみられる。この物質について現在追求中である。

背部管束群においても同じ く外果皮と接する部分にこ

の結品がみられた。確認はしていないが恐らく穆酸カ

ノレシューム結品であろ う。

3. 珠柄. JI:脅， トックリ状組織

珠柄は爽から種皮へ燐， トッグリ状組織を介して栄

養分を送る輸送路である。

写真14は珠柄，騎，トックリ状組織と種皮の上部で

ある。珠柄はサフラニンに染まった螺旋紋導管 (SV)

の束を中心に，その周囲をライトグリーン好染の柔組

織がとりかこみ最外層を核物質の多い柵状の上皮組織

がとりかこんでし、る。右側に種子上部と麟およびトッ

クリ状組織 (T)がみられる。

写真15は隣である。珠柄上部の漏斗形をした部分で、

ライトグリーン好染の柔組織と種皮上部と接している

騎側の柵状の組織とからなりたってL、る。 柵状の組織

はサフラニン好染である。成熟して爽から種子が離れ

る時は種子側へこの臓が残る。 L アスコノレピン自主な

ど環元性物質が豊富である。

写真16は写真14の導管部分を拡大したものであ

る。螺旋紋導管(SV)の集合体がみられる。導管周辺

の細胞には黒く銀反応 (Ag)があり. L アスコノレピ

ン酸など環元性物質が存在することを示してL、る。

写真17はトックリ状組織である。この組織についで

は，現在電子顕徴鏡などで追求中であるが，光学顕微

鏡では多孔性の網目状袋の組織がトッタリ内を満たし

ている。この網目状袋の細胞はライトグリーン好染で

各細胞ごとにサフラニンに染まった大きな核がある。

L アスコノレピン酸など環元性物質も多く， 燐につづ

く輸送機能にたずさわっていると思われる。詳しい機

能については現在不明であるが導管と異ることは導管

が木質化して生命を失い核がなく，サフラニン好染で

あるのに対し，その網目袋状の細胞は核をもちライト

グリ ーンに好染する生きた細胞群である。

4. 種子

種子は種皮で囲まれ，その中に二枚の子葉がある。

種皮上部に前記のトッタリ状組織がある。サヤインゲ

ンは無匪乳種子で、怪乳は発達せす'子葉に養分を貯え

る4川
o 

種皮は外側第一層を柵状の上皮組織細胞が並び，そ

の内側に海綿状組織および柔組織などがある。種皮上

部のトックリ状組織周辺は，細胞間隙の多い海綿:伏組

織であり ，それ以外の子葉をとりかこむ部分は柔組織

である。柔組織の聞に管束が通っている。

写真18は種皮上部の柱状の上皮組織である。非常に

細長い柱状の細胞 (10μ xiOμ)が規則正しく配列して

L 、る。それぞれの細胞に核が認められる。 L アスコ

ノレピン君主など環元性物質も多い。

写真19は種皮である 。 柱状の上皮細胞は上部のも

のと同様，細胞毎にサフラニン好染の核 (N)物質が認
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められる O しかしこのあたりの柱状の細胞 (10μ x30μ) ほど多く，成熟するに従って観察されなくなる。珠心

は上部のものに比べ厚さを減じ，切片断面はしT品、に や内珠皮または座乳などが退化しつつあるものと考え

短かくなってしも。種皮全体の厚さも上部の種皮(厚 られるがそのいずれかは現在不明である。

い部分で 130μ) に比べ薄い層 (25~30μ) で子葉をお 写真23はサフラニン，ライトグリーン染色の子葉で

おっている。すなわち上部種皮はトックリ状組織や海 ある。これまでのベてきた試料より，やや成育したも

綿状組織など特異な組織を内蔵し，さまざまな物質代 のであるため，貯蔵でんぷん (S)は大きくサフラニン

謝に関与していると考えられる。これらの種皮の柱状 で好染している。ヨード・ヨードカリで染色した場合

の上皮細胞は種々の実験において最も強靭であり物理 も同じ部分がヨードで染色されることから，でんぷん

的にも子葉を保護する構造となってし、る。 粒であることは確実である。このでんぷん粒は前述の

柱状の上皮細胞の内側は 2~3 層の異った形態の柔 とおり貯蔵でんぷんであって細胞内において酵素的に

組織からなり，ところどころには規則的な間隔をもっ 形成されたものである削}。 このでんぷん形成体がア

て管束が通っている L アスコノレピン酸など環元性 ミロ プラストである。このアミロプラストのでんぷん

物質も多く，光合成された同化で、んぶんも高倍率では の形態は，葉緑体の層状構造の聞にレンズ形に光合成

観察される。 された向化で、んぶんとは異って，球形または楕円形の

写真20は種皮上部トックリ状組織周辺の海綿状組 でんぷんが個々に点在してL、る。

織である。細胞間隙が多く細胞は球形に近いが不定形 子葉中にも銀反応 (Ag)が多く Lーアスコノレビン酸

で大きな核をもち細胞質に富む。この海綿状組織も子 なども豊富である。これは幼若子葉においてのみ認め

葉に近づくに従って密になり柔組織の形態を示す(写 られ，種子が成熟し終るとこの反応、はなくなり，定量

真21)。子葉に接する柔組織がライトグリーンに好染 的にも認められなくなる。豆の種子全般にこれと同じ

であることから，幼若で細胞質が多いと考えられそ。 現象がみられる。

また，海綿状組織で、は細胞内に銀反応 (Ag)によ っ 写真24は子葉中の始原維管束である。子葉の貯蔵細

て黒く染められた大きな穎粒が観察される。 しかし， 胞よりさらに小さな細胞の集合がところどころに観察

子葉に接する幼苦な柔組織では銀反応物質 (Ag)が徴 される。核をもち細胞質に富んで、いる。

細な単体で存在する。海綿状組織中の大きな黒い穎粒 以上種子についてのベてきたが，この種子は左右の

(写真20) もこの単体銀が多数集合したグノレープであ 爽から交互に着生している。爽の腹側を縦に割ってみ

ると考えられる。さらに高倍率で観察してみるとこの ると左右の爽(背部)にひとつ置きに豆(種子)がつ

穎粒は微細な単体銀 (0.1μ)を多数内蔵した球形物質 いて分かれる。それぞれの側の豆を左右それぞれの背

(直径 2~5μ) として観察され， このことから L-ア 部管束群が栄養分を送っているものと考えられる。写

スコノレビン酸などがこの中で合成される一種の細胞内 真25の新江戸川は向って右側の爽へこの種子はっき，

器官であると考えられる。 黒三度は向って左側の爽へ種子がつく 。図2の横断図

海綿状組織ではいずれの細胞もこの銀反応物質が多 では向って左側に種子がつくように描いた。

数存在しているのに対し，子葉近くの柔組織では銀反 5. 新江戸川と黒三度との形態の相違

応物質を持つ細胞と全く持たぬ細胞などがあり，その 新江戸川と黒三度との形態の相違は，特に果皮にみ

細胞機能に選択性が出ている(写真21)。 られる。写真25のように新江戸川が横執より背腹軸の

写真22は子葉である。子葉は左右一文すからなり，そ 長い楕円形であるのに比べて，黒三度は横軸と背腹軸

れぞれの最外層は一層の小さい表皮細胞でおおわれて とがほぼ同じ長さの円形である。また果皮の厚さが新

いる。子葉内部の細胞は比較的大きくここに貯蔵物質 江戸川に対し黒三度はおよそ 2倍の厚さである。それ

が貯えられる。この写真の左右の子葉聞に不規則な形 以外の組織では，両者聞に形態上特に注意すべき差は

の細胞群が(ここでは三角形に集合して)みられる。 認められなかった。

これは種皮と子棄との聞に存在するもので幼若なもの 6. Lーアスコ ノレピン酸について
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これまでのベてきた組織中に単体の銀粒が認められ

るのは L アスコノレビン酸特異的の手法で、あって，

他の環元性物質例えは glucoseなどのようなものは反

応しなし、。これについてのテストは， )11上が確認済み

である。すなわち各組織中に観察された単体の銀反応

部分は， 定性的に L アスコノレピン酸の存在を示して

L 、る。

また，定量的にはインドフェノーノレ法によって，本

観察に用いた材料の Lーアスコノレピン酸量を測定し，

表 1の結果を得た。平均値は新江戸川で 14.7mg (1 

月測定)，黒三度で 17.8mg(6月測定)で、あった。

E結論

収穫直後の生のサヤインゲンを用いて，組織学的な

形態を光学顕微鏡により観察を行った。これは，冷蔵，

冷凍，解凍などによる品質におよぼす影響を究明し，

その論点の基準とするためで、ある。

豆科植物は，乾燥種子を利用する場合と生のまま食

用として用いる場合がある。生の場合は子房すなわち

爽のまま， 野菜の一種として用し、る。 この子房は爽

(果皮)，珠柄， n費，種子とからなる。

1. 爽は外果皮，中果皮，内果皮からなる。外果皮

の最外層には毛や気孔が無数に存在する。

2. 外果皮および中果皮には同化でんぷんや Lーア

スコノレビン酸など環元性物質が多く，光合成が盛んで

ある。内果皮には細胞質やその他の含有体が少なく，

同化にはあまり関与していないと考えられる。

3. 珠柄の中心は螺旋紋導管の集合した太い輸送路

が通り，その周囲には銀反応物質が多L、。 L アスコ

ノレビン酸など環元性物質を大量に含有している。

'1. 種子は種皮と子葉とからなり，種皮上部にはト

ックリ状組織がある。この中は核のある多孔性の網目

状袋の細胞で、満たされている。子葉は養分を貯蔵す

る。貯蔵でんぷんおよび L アスコノレビン酸なども豊

富である。

5. でんぷんは二種類観察される。ひとつは果皮な

どに存在し，葉緑体内で光合成された同化でんぷんで

あり，他は子葉細胞のアミロプラスト中で形成された

貯蔵でんぷんである。二種のでんぷん粒の形態は異っ

ている o しかしこれを詳しくっきとめるためには電子

顕徴鏡観察が必要である。

6. 銀反応物質は微細な単体銀 (0.1μ)でみられる

場合とこれを多数内蔵した細胞内器官として観察され

る場合とがある。 前者の単体銀は L アスコノレピン酸

の存在を示し，後者は，アスコノレビン酸の合成に何ら

か関与している細胞内器官と考えられる。

7. Lーアスコノレピン酸量は成育に従って変化する

が本観察に用いた材料では，新江戸川 14.7mg，黒三

度 17.8mg であっ t~o
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表 L-アスコノレピン酸測定値 (mg) 

新江戸川 黒三度

1 14.9 18.6 

2 15.6 15.2 

3 13.5 20.3 

4 15.9 19.7 

5 13.5 18.1 

6 14.0 20.3 

7 13.8 14.4 

8 14.0 15.9 

9 16.2 図 3 試料調整
10 15.7 

平均 14.7 17.8 
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図4 サヤインゲン断面の写真部位(数字は写真番号〕
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写真説明

写真 1

1.爽(果皮)

2.表皮面の気孔と毛

3.毛

4.気孔

5.外果皮の細胞

6.外果皮の同化でんぷん

7.中果皮とその管束

8.中果皮の同化でんぷん

写真E

9.中果皮の背部管束群

10.中果皮の腹部管束群

11.背部管東群

新江戸川 x 40 

新江戸川 x 100 

黒三度 x400 

黒三度 x400 

新江戸川 x400 

新江戸川 x400 

新江戸川 x 100 

新江戸川 x 400 

新江戸川 x40 

新江戸川 X40 

新江戸川 x400 

12. 内果皮とその上皮細胞 新江戸川 x400 

13.腹部管東群 (微分干渉像) 新江戸川 x 100 

14.珠柄.;r費，種皮上部

15.謄

16.珠柄の螺旋紋導管

写真E

新江戸川 x40 

新江戸川 x 100 

新江戸川 x 400 

17.トックリ状組織 新江戸川 x400

18.種皮上部の柱状の上皮組織新江戸川 x400 

19.種皮下部の柱状の上皮組織と柔組織

20.種皮上部の海綿状組織

21.種皮上部の柔組織

22.子葉

23.子葉の貯蔵でんぷん

24.子棄の始原維管束

新江戸川 x 400 

新江戸川 x 400 

新江戸川 x 400 

新江戸川 x400 

新江戸川 x400 

新江戸川 x400 

記号説明

EC 外果皮

MC 中果皮

EnC 内果皮

ST 気孔

H 毛

Ag 銀(反応)

G 孔辺細胞

R 呼吸腔

N 核

S マんぶん

VBd 背部管束群

VBv 腹部管束群

SP 繭板

SV 燥旋紋導管

T トックリ状組織

eplcarp 

mesocarp 

endocarp 

stoma 

hair 

化学記号

guard cells 

resplratory cavity 

nucleus 

starch 

vascular bumdle 

vascular bumdle 

sieve plate 

spiral vessel 
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写真 II
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新江戸川 x 9 黒三度 x 9 

写真25

Summary 

1) Histological studies were preliminarily performed on young legumes of the kidney beans (Phaseolus 

vulgaris L. ，) to ha ve foundamental data for the further studies on the effects of freezing and thawing on 

the beans目

2) Pod of the young bean consists of three layers， i. e.， epicarp， mesocarp and endocarp， each of which 

consists of multiple layers of cells and contains starch and is rich in as:orbic acid. 

3) Cotyledons stores starch granules， which have been deposited in amyloplasts， and cytochemical test 

for ascro bic acid is positi ve wi th the coty ledons. 

4) Chemical determination of ascorbic acid showed 14.7 mg% to 17.8 mg% in young legumes of the 

kidney beans 


