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I~ao TERUMOTO 1960 Eff巴ctof Protective Agent~ again~t Freezing Injury in Lak巴 Ball

Low Temperature Science， Ser. B， 18. (With English resume p. 49) 

マリモの凍害に対する凍害防止剤の効果について*

照 本 男女

(低温科学研究所生物学部門)

t昭引!35年 7A~J虫3

I.緒 日

植物細胞が凍死をおこす直接的な原岡の一つは，低温それ自身の影響ではなく，細胞内lこ

氷ができることである仏九 ζれを防ぐためには

1) 煤液中の氷の生長速度が小さいこと

2) 原形質表層部が氷の侵入を阻止すること 2)，3)

3) 原形質膜の水に対する透過性が大きいこと的

4) 細胞の渉透濃度が高いこと 5)

などが役だつが，これらがまもられでも更に細胞外凍結による筈がおこる。この細胞外凍結の

害を防ぐには，原形質構造に水を保持するカが強い ζ となどの条件が考えられる。

又，近年，生物一般の細胞が，凍結融解中lこ受ける傷害を防ぐために，糖類，グリセリシ，

エチレシグリゴーノレ等の薬品が凍害防止剤として用いられるようになってきた。 しかしこれら

の凍結防止剤が凍害を防ぐ効果について，まだ卜分な解釈が少なくとも積物細胞については与

えられていないのが現状である。

この論文は， 植物細胞を OOCから・ -38UC付近までの低減で凍結させ， その結果おこる凍

害を，原形質分離法と細胞が凍結した状態での固定{裂からしらべ， ζ の時使用した熊糖やグリ

セ9:;/，エチレシグ日ゴ{ノレなど 6穫の多価アノレコ{ノレの凍害防止剤としての効果を考察した

ものである。

II. 方法

材料としてマリモ Aegagro戸laSauteri (Nees) Kutz.の糸状体を用いたω マリモは， 1直径

40"，80μ，長さ直径の拾数倍という大きな節間細胞をもっ植物で，凍結に対しては強く， -20"C 

で 24時間の凍結にもよく l耐えることができる九マりモは，使用するまで，適宜新らしい水道

水で培養し，室温〈約 200C)に保有ーした。マリモの細胞の渉透価は， 0.84"，0.86 M (NaCl等張)

である。

凍結実験は， 数拾本の糸状体を予め 1 M平衡塩溶液に入れて，原形質分離させ， 10分後

泌紙でよく媒液をふきとってから，所要の各防止剤に入れて，原形質復帰させた細胞を用いた。
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原形質分離剤としての平衡塩溶液は，凍害防止剤の効果のうえにほとんど影響がなかった。乙

の実験では，各防止剤に入れてから，細胞を凍結するまでの時間は 30分以内とした。エチレシ

グPゴ{ノレ溶液の;場合には， この前処濯をはぶいた。全材料とも，スラ fドグラス上l乙防止剤

を媒液として凍結させ，過冷却を防ぐため予め檀氷し，所要時間後室温で融解して，その細胞

の生死を原形質分離法でたしかめた。分離剤として 1M平衡塩溶液を用いたむ凍結温度は， OOC

から -380C付近までを{吏った。

凍結中の細胞の回定は， 前報ηlこしたがったが，囲定温度は各凍結温度と開じ温度を用い

ナこO

111. 結果

1.鷲糖

媒液を庶糖溶液として凍結させた場合，無処理のものにくらべて，非常に抵抗性が低下し

た。煎糖液中での原形質分離の摂界濃度は 1.20-1.22Mである。第 1表は 1M ffi:糖j容液を用

第 1表 1M擦糖溶液を媒j夜とした場合の耐凍性

(各2時間凍結)

処Jllj温度 | ーデC 100C 200C 

融氷後の去三死 50;~主主 死 死

330C 

死

いた場合で， -50Cで約 50%の細胞が凍死し，それより低温では全部の細胞が凍死してしまっ

7こ。

媒液中の庶糖濃度と，寒冷に対する抵抗性との関係は， 15f~ 2表に示した。 j時糖が多い程抵

第2表媒液である熊糖浴液の濃度と耐凍性

(-100C， 2時間凍結)

熊糖濃度 l町 ン 水 0.2M 0.5M 1 M 

M の生死 I10附 100紘一 地死

抗性が失われることが分る。この場合，低温国定保では，原形質の破壊が認められた(間版 1-

1， 2， 3)。

2. グリセリン

グリセリシは， Jt子、糖と同じくマリモの細胞内へ透過しない。グリセリシでの原形質分離の

眼界濃度は1.44-1.46Mである。 1Mグリセリシを媒液として，種々の温度で凍結させた結果

会第 3表にあらわした。

-150C位までの低温に対しては，ほとんど凍害をおこさないが，それより低温では， II耐凍

性が低下した。このマリモは，水道水中で -200C，24 f時間の凍結でほとんど害されないめ。
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第 3表 1Mグワセリンを媒波としTこ場合の耐凍性

(各2時間凍結)

処理温度 -100C 150C -200C -250C 

高血氷後の坐死 100% 80~90J;;生 20~30%生死

第 4表 媒液としてのグリセワンの淡皮と耐E装組i

(-200C， 2時間凍結)

グリセザン濃度 | 脱イオン水 Oo2M Oo5M 100M 

融氷後の':t3iE I 80~9山町叫…μ生一地

次に，グ P セ~ ~の濃度 lこよって，如何に抵抗性が変るかをしらべた。
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第 4表からわかる乙とは，グ Pセリンが媒液中Jこ増加すればするほど，その|耐凍性が低下

してくることである。

この場合の低温固定像は， ほとんど凍筈のおこらない-l1
OCの凍結で，原形質分離1伎

をあらわしており，原形質の脱水による収縮が見られた。然し，凍死をおこした -190C，-38 

OCの低温での国定像の原形質の大きさは， -lrCの凍結の場合よりかなり脱水されている。

脱水の程度が，原形質の凝屈をおこしたものと考えられる(悶版II-4，5， 6)。

3. エチレングリコール

エチレシグリコーノレは，1夜糖やグ Pセリ yと異なり，マ Pモ細胞内~すみやか応透過する。

たとえば，高張エチレシグリコ{ノレの中lこ，マリモ細胞を入れると，一度高張溶液のため原形

質分離をおこすが，数分後エチレシグリコ{ノレは細胞内へ透過し，原形質後帰しもとの状態に

もどる。植物細胞に対して，一般にエチレシグリコ{ノレはl附凍性効果をもつが， この溶液で処

理した場合の，寒冷に対する抵抗性を第 5表にあらわした。

エチレングリ
コール淡皮

融氷後の生死

第5表 媒波としてのエチレングリコーJレの淡l立と耐凍性

(-WC， 2時間凍結)

脱イオン水 1M 2M  3M 4M  5M  

0~10%生 80Jb生 90'}{'生 90~ 100μ生 50，%生 50~40/';生

エチレシグ Pコーノレの最も耐凍性を高めるのに効巣のある濃度は， 2M-3M程度で， 24 

時間凍結も同じ傾向であった(図版 III-7，8， 9}。

次lこ種々の多価アノレコ{ノレで処理した場合の 1<<討凍性の程度を比較した。その結果は，第 6

去にあらわした。

多価アノレコーノレは，種類によって影響も変り，分子量iJ)小さなエナレシグリコー/レ，プロ
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第 6表 種々の多{面アルコーノレの影響

溶 質 分子最 使用濃度 溶る質透に過対性す -33
0

C 2時間
凍結後の生死

エチレングワコール 62 1M + 100?{!i: 

プロピレングリコール 76 1M 十 80-90μ住

ジエテレングりコー Jレ 106 1M + 50-60%生

トリエチレングりコール 150 1M 40-50%生

ポワエチレングリコーJレ 400 0.5M 20-30;;;:;生

京J !夜 (脱イオン水) 。-10%生

Iiレシグリコーノレが最も大きな効果を示した。どちらも，低分子で，原形質-膜を容易に透過す

る性質をもつが， トPエチ VYグリコ{ノレは透過せず，凍害防止力は前者に比較して小さかっ

た。ポリエチレシグ Fゴーノレは，原形質分離のまま凍結したものは全部凍死したが，媒液濃度

0.4-0.5 M のものの耐凍性は，第 6表にあらわされたように 20-30%の生存を示した。

次に， 5Mエデレシグ Pコーノレに入れたマリモの小さな東(直径約 2cm)を -35
Q

C，24時

間凍結融解後， 室温で水道水中[こ培養したが，約1カ月後，約 50%が正常に生存し，凍結直

後にくらべて生存率はすこしも減少しなかった。従って凍害に対する防止剤としてエチレシグ

Pゴーノレを用いても融氷後lこ悪い影響はのこらぬものと思われた。

IV. 考察

生物細胞の凍結融解中にうける傷害は，前処理としてある種の薬品を媒液[こ添加してやる

と，非常に良く防げることが最近わかってきた。とくに糖類，グリセリシ，エチレシグ Pコー

ノレが， これらの目的に用いられてきたへ

例えば， 日前乳動物組織的では，エチレシグリコーノレやグリセリシが良い凍害防止剤として

しられている。 ζの場合，エチレシグリコーノレでは 30%(約 4.8M)，グリセ 9yでは 30-80%

(約3.2M-8.7 M)が最も効果があり，糖は如何なる濃度でも効果がなかったという。又，卵巣

総織にグリセリシを加えてやると， -790Cまで温度が下げられでも移植に好成績を示すことが

でき 10) 血球の場合lこもグりセリシは，同じように保護作用をもったへ又，精子は，グリセジ

シや他の多価アノレコーノレが媒液に含まれない時は，凍結融j憾によって運動力が失われるが， こ

れらの薬品が加えられると，凍害を防ぐことができるようになる1ヘ現在までやられてきた凍

害防止剤についての研究のほとんどは，動j物組織において行なわ札てきた。

植物紹.織を使つての実験は，タマネギの鱗茎表皮細胞12)や，キャベツ，ユキノ νタの一

種13)や，クワ 14)やクチナ Vの枝条15)を使って行なわれたが，これらのものではグリセリシやエ

チレシグリゴ~ノレ溶液が1I1討凍性を増すことが報告されてきた。動物組織と植物組織とは，構造

上の相違のために，凍害防止剤の作用機作も同一なものとは限らない。この実験では， i東害防

止剤として熊糖や， グリセリシ，エデレシグリコ{ノレなど 6種の多仰iアノレゴーノレを使用した。
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第 1 表の結泉より煎糖を媒液l乙添加した場合は，牒糖を加えない対照、が -20~C， 24時間の凍結

で，ほとんど凍死をおこさない6)のに，非常に耐凍性が失われ， -5"C， 2時間の凍結で 50%の

凍死をおこした。媒液中の庶糖濃度が増加すると，その抵抗性も更に小さくなる。すなわち，

この実験で，庶糖は凍害に対して防止作用を現わさなかった。前報12)のタマネギ鱗茎表皮細胞

が，煎糖溶液で耐凍性をあらわしたのは，原形質分離した状態で凍結が進行したためで，この

実験と同じ状態、の凍結ではない。マリモの場合には，煎糖の防止剤としての効果は，少なくと

も低張濃度の場合は，かえって糖が多い場合の方が抵抗性が低められるといえる。耐凍性を

もっタマネギ聞やアカビート町の細胞における斑糖の低張濃度の作用とは一緒に論ぜられな

し、。

i欠lζ グリセリシでは， -10oC，2時間の凍結では 100%の生存率を示すが， -20~C では 20

-30%の生存しかなく，マリモ細胞に対しては，良い凍害防止剤とは考えられない。タマネギ

の表皮細胞で耐凍怯をあらわしたのは12) 煎粉?と同じくグ P セ~ ~も原形質膜を透過しないた

め，高張溶液で原形質分離を起させたためで，マリモでは，等張以下のグリセリシが媒液中に

あっても，抵抗性は増さず，やや低下させるといえる。

著者は先きに，タマネギ鱗茎表皮細胞を用いて，高張溶液中にひたしてエチレシグ Pコー

ノレを細胞内に透過させてやると， n除}凍性が高まり，細胞内凍結を防ぐことを報告した問。エチ

レシグリコ{ノレは， グリセリシと同じ多価アノレコ{ノレであるが，最も耐凍性を高める作用が大

きく， 3Mで処理すると， -350C， 2時間の凍結には優に耐えることが分った。 然し，あまり

低濃度では効果が少ない。又，向じ多価アノレコーノレであるプロピレシグ日コーノレ，ジエチレシ

グリコーノレ， トリエチレシグリコーノレ，ポリエチ V~ グリコーノレを用いて耐凍性を比較すると，

最も分子量の小さなエチレシグリコーノレが最も効果があり，プロピレシグリコ{ノレが次に効果

がある。共!こ細胞内へ容易に透過することができる。

現在まで，グリセリシなどの凍害防止部の効果の機構については，十分に理解されてきた

とはいえない。凍害防止剤については，早くから Luye批tなどlにこよつて研究されてきた1口γη)，18町う，1附9め)，2拘o町〉

とく Iにこ Luye此tとGe出he印niω021)下川lはま，組織に存在する水分がグリセリシと結合して，凍結によってで

きる氷の量をへらす効果があるという。すなわち，この凍結防止作用は細胞からの脱水と関係

しているという。 Lovelock22
) によると，保存血液の凍害防止剤としてのグリセリシの作用は，

凍結の際の電解質濃度の増加によって起される生物細胞への傷害に対して，グジセリシが電jfjlf

質濃度の増大を細胞の内外においておさえて，傷害を減少させることができるからであり，従

って，グリセリシが媒液中に存在すると，細胞内lこ渉透すると否とにかかわらず，細抱の耐凍

性を高める ζ とができるからだという。又， Smith2町達は，凍結融解過程の顕微鏡的観察から，

グリセ ~ ~溶液中に形成された結晶は，食塩水の中にできるような大きな槍型や長釘型の結晶

にくらべると比較にならぬ程の小さな粒状の結晶であることを観察している。つまり，媒液中

の防止剤は，生物細胞の周囲の液に氷晶ができても，その生長を強くおさえ，細抱内への進入

を困難にすることができると考えている。
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以上のベた効果についての怠義は，ニ，三の生物細胞にあてはまっても，すべての生物細

胞の凍害防止を十分に説明するとは思われない。この実験の凍結時の細胞の形態から考察した

凍害妨止剤の効果は，次のように考えられる。煎糖は，原形質分離をおこすような高張溶液を

煤液にした場合にのみ耐凍性があり，抵張溶液の場合は，濃度が増すほど原形質表層部の氷を

限jとする能力を失はせるものと思われる。 JM処漣の対照の細胞では，凍結の際，細胞膜と原形

質とがついたまま脱水収縮するがぺ低張グリセリシ溶液では，凍結に際し低濯のもとで，.渉

透的脱水がおこり，原形質分離をするらしい。乙の脱水の程度が大きくなると，融氷の捺もも

との状態lこ戻らなくなるところの不可逆的な凝闘をおこす結果となる。たとえばマリモ細胞は

2Mのグリセ 9yにつけられると， 最初原形質分離していた全部の細胞も， 3~4 時間で，ほ

とんどの細胞が死んでしまうことが認められた。マリモは，タマネギの細胞の高張洛液の処盟

の場合とはグリセ 9yから受ける影響は異なるといえる。エチレシグりコ~)レは，琉*11[，グリ

セ 9yなどと異なり，容易に細胞内に透過する。 -15
0

C付-近の凍結条件では，細胞内lこ氷品も

できず，細胞からの脱水も明瞭でないが，更に温度が低下すると始めて明瞭に脱水，縮少が始

まる。 すなわち.エチレシグ Pゴーノレの凍害防止剤としての効果は， Luyetや Keane叫，20) な

どが述べているように，最初細胞内へ溶質が透過して，原形質構造に入りこんで水を保持する

能力をもつようになり，その結果凍結による脱水に耐える ζ とができるようになると考えられ

る。

矯 婆

マリモ細胞を使用して，庶糠とグリセリ γ，エチレシグリコーノレなど多イ匝アノレコ~)レ 6 穫

について凍害防止剤としての効果をしらべた。煎糖のイ民張溶液は，防止作用認められず，かえ

って濃度が増すほど凍結に対する抵抗性を失った。グリセリ yのイ氏張務液も，対照、にくらべて

ほとんど防止作用なし凍結に際し脱水がおこり，細胞は原形質分離を示した。更に温度が低

下すると，脱水の程度は大きくなり，終lこ不可逆的な凝闘を原形質がおこすようになる。エチ

レシグリコ{ノレ，プロピレシグリゴーノレなどは容易に細胞内へ透過し，原形質が水を保持する

能力をもつようになり，かなりの低温での凍結によって始めて相当量の水が細胞膜外にとられ

るが， -350Cで 2時間の凍結にも抵抗できるようになる。

終り lこ，本報文を御校閲下さった朝比奈救援，並びlこ実験材料について御配慮下さった理

学部山田教授に深く感謝する。
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Resurne 

1、heprotective action of certain protective agents against frost injury in lake balls， 

AegagroPilla Sauteri (Ness) Kutz.， were examined. The solutes tested were sucrose， 

glycerol， ethylene glycol， propylene glycol， diethylene glycol， triethylene glycol and poly-

ethylene glycol. 

Among the solutes examined sucrose was the least e任ectiveprotective agent. When 

hypotonic solution was used， the higher the concentration of sucrose the greater the 

injury which occured in the cells. Even if the cel1s were frozen at -50C for 2 hours， 

the percentage of survival was one half of the total number. Glycerol in hypotonic 
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solution showed less effect in protecting cells against damage during freezing; the sur-

vival was less than that in the control. Ethylene glycol and propylene glycol are able 

to permeate the cells， and such cells could tolerate freezing at -350C for 2 hours. For 

example in the cells treated with 2 M ethylene glycol no intracellular ice crystals were 

found at -150C at least within 2 hours ¥Plate IJI -7). In this case the pattern fixed 

with a cold fixative suggested that the size of the cells was almost normal. It may， 

therefore， be reasonable to assume that ethylene glycol permeated into the cells indicates 

water司bindingpower. Diethylene glycol， triethylene glycol anrl polyethylene glycol were 

relatively poor protective agents as compared with ethylene glycol and propylene glycol. 

In the cells of this green algae， it is concIuded that protection occurs only when 

solute is able to p巴rmeatethe individual cells. The most e圧ectivesubstance is ethy[ene 

glycol. Such solutes as sucrose or glycerol which can not permeate into the cells， have 

no protective effect. 
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第1図 1M熊糖裕i佼で処哩し， -50Cで2

時間凍結。 50%~o (低温固定)

第2図 同上の細胞の生きてい

るもの。(低温悶定)

x 360 

X 100 

第3図 1M薦縮溶液で処理し， -IIOC で

2時間凍結。細胞は全部凍死。

(低温悶定 x100 

図版 I
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第4図 1Mグワセリン溶液で処理， -IIOC 

で2時間凍結。細胞はほとんど生きてい

るo (低温悶定)

X 100 

第5図 同上の細胞の生きてい

るもの。(低温固定)

x 360 

第6図 1Mグリセリン溶液で

処理， -380Cで2時間凍結

細胞は凍死している。

(低温固定 x360 
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第 7図 2Mェチレングリコー

Jレ溶液で処Jm， -150Cで 2

時間凍結。細胞内に氷もで

きず，脱水もほとんどおき

てない。(低温固定)

x 360 

第8図正常なマリモの細胞。

網:決の架線体が見える。

x 360 

第 9図 2Mエチレングリコー

ノレ溶液で処理， -320Cで 2

時間凍結。 11ld水されたこの

状態で凍結に耐える。(低温

固定)

x 360 

第四図 5Mエチレングリコーノレ溶液で処

恋， -350Cで 24時間凍結後，室温水道

水中に 33日間培養。

1M平衡境溶液 (NaCl等調)で原形質分

離させた状態。 約 50%生砕しているこ

とが分る。

X 100 

図版 III


