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植 物細胞間際にできる水晶について誕

1官 本 動

(低温科学研究所生物学部門)

〈昭和 36年 8月受理)

I.緒 z 
z 
zョ

アカビ{トの根が比較的高い温度 (-40~-50C)で長時間凍結されると，棋の中には大き

く成長した氷ができる。乙の氷は，主lこアカピ{トの根の同心丹的l乙発達した維管束11Rの部分

lこ密にでき，容易に採集することができる。著者はり先lこ，この採集した氷を大量集めて，外

側から}I誤次融解して，その融10/下水の電気伝導度を測定して，その氷の純粋程度と細胞の凍結の

様式とを三考察した。今回は，予めアカビートを温度処思して， m品H束性をもっ hardyなもの，空襲

さに弱い unhardyなもの，および両者の中間のものをつくって，乙の寒さに対して奥なった性

質をもっアカピ戸トの根が，凍結に際しどのような氷晶(単結品)をつくり成長して行くかを比

較検討し，アカビートの耐凍性と原形質膜の水lこ対する透過性との関係について考察した。

II. 方 法

乙の実験lζ使用したアカビート Betavulgaris L. var. RaραDumortはI(Uf凍性をもっ植物

として矢口られている私的。低温および高温処理は次のようにして行なった。鉢植えにしたアカ

ピ戸トを OOC の恒温箱および 200C の恒温箱の中lζ2~3 週間処理する。照明を必要とするとき

(hardyなものと unhardyなものの中間のものをつくる場合)は，業上約 20cmの距離から 20W

棒型蛍光燈 2本で 24時関連続照射をし， 2~3 週間処理した。

凍結は， 葉をつけたままの上述処理のアカピ{トの根をピニ戸/レ布で包み _40~_50C

の低i鼠室 lこ 1~3 カ月にわたって凍結保存した。氷塊の採集は-lOOC の低温室三内で行ない，凍

結したままの根をナイフで浮く横断し，予め冷却した清潔などンセットで，冷却コ Jレペン中に

氷塊を築めた。採集した氷塊は，主誌でコ lレペンを振澄しつつ徐々に氷塊の外部より融解させ

て，融j詳した水は順次 2ccあて分注し，その各々について電気伝導度を測定した。水の電気伝

導度は，コ{ノレラウシュブリッヂを使用して測定した。低温固定は，凍結した組織をlOOC

の冷固定液で 4時間固定する方法によったぺ

氷品の構造は，偏光顕微鏡によって観察した。最初、 -50Cの低温室で，アカピ戸トの根

の凍結組織より数 mmの大きさの氷塊をとりだし，これを -20
0

Cの低温室に移して，スライ
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ドグラス上におき， -lOoC，こ保ったアニリン液で接着させる九次!こ…300Cの低温室でよく

研いだカンナで氷域の表面そできるだけ平滑に削った上で，アニリンをはがして試料を裏かえ

し，再びアニリンで接悲して新しい表面をカンナでけずる。試料の厚さは 0.5mmくらいにす

る。これをlOOCの低温室lこ移し -rcでアニリンをとかすと，氷の郎元、がよく判別できる

ようになる。 このようにして作った切片標本を同じ -lO'Cの低祖室[こ備えつけた偏光顕微鏡

で観察し，カラ{フィルムで撮影した。

なお，凍結組織細胞の生死はラ室温で融解後顕微鏡的にしらべた。

III .実験結果

1. アカピートの根の組織の生死

アカピ戸トの根は，著しく肥大して肉質をなし，形は紡錘状{王Ij円銭形をしている。このア

カピ{トの根は， ーど~-50C という比較的高い氷点下の温度で徐々に凍結させると，板の横

断面では，細胞タいことられた水が大きな氷塊として成長し，管東環に約 1cmの*誌をもった氷

の帯が形成されるヘス，京佐官:束と維管東と lこはさまれた~細胞J留に数 mm おきに上記の氷の

帯lこ直角lこ粒状の氷晶が同時に発達しているのが見られる。低温回定した横断面からわかるこ

とは，長時間にわたり徐々に細胞外に脱水されたため柔細胞層は異常に収縮し，一成長層ごと

に分離されている組機が見られたり。

第 1表 _40~ーデC 長期凍結による組織の主主死と合水量

アカビートの状態 凍結日数 融解後の生死
合水量

(μ) 

33 生 73.6 

hardyなもの 57 生 83.1 

71 死 84.9 

33 70~80.%生 83.6 

57 死 83.9 
中間の性質をもつもの

71 死 84.5 

84 死 85.1 

33 日OF4生 86.4 

unhardyなもの
57 死 82.6 

71 死 83.4 

84 死 80.7 

先ず第一に 3種の異なった'1'主質をもったアカピ戸トの根の _4
0__50

Cでの凍結保存中に

おこる細胞の生死ならびに含水量の変化をしらべた(第 1表)。第 1表からわかるように， hardy 

な状態のアカピ{卜は 57日後も ζ の凍結のままでほとんどの細胞が生きている(図版I-n
unhardyな状態のものは 33日で約50%が凍死をおこし， 57 Fl後では全細胞が凍死した。中間
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の状態のものでは， unhardyなものにくらべて幾分耐凍性が大きい。何れの場合[こも，細胞が

生きている時の低温固定阪は，明らかに細胞外凍結で，凍死をお ζ した時lこは，細胞内凍結保

をあらわした。含水量については， h旦rdyなものの 33口後で 73.6%という非常に小さい値を

とったがフ 3程の聞で比較はできなかった。この場合の含水量は，粒状で容易にとりのぞくこ

とのできる氷品をのぞいたあとの柔組織の含水量で，細胞内にできた小さな氷品は合水量に含

まれる。

2. 融氷水の電気伝導度

管来f'i{にできる氷塊を大量あつめラこの氷塊をコノレペン中でとかしラ初めに融けたものか

ら順次均等にわけで試験管に分注してヲこの各々について電気伝導度を測定した結果を第 2表

にあらわした。 No.lの試料は，氷塊の最も外側の氷の融けた部分の水でアントシアンの渉出

によってし、紅色ぞしている。番号があとになるにつれ，氷塊の中心部，すなわち維管束スは

細胞間関での凍結の初期lこ氷になった部分で，アントシアンの紅色は肉眼ではほとんど認めら

;J1JよL、つ

第 2表 融氷水の比伝若手皮(凍結後 33日の試料)(Mho) 

A: harclyなもの IB:中間の性質をもつもの1C: unharclyなもの

No.l 0.002314 0.002104 0.002571 

No.2 0.001780 0.001653 0.002336 

No.3 0.001157 0.001052 0.002104 

No.4 0.000890 0.000514 0.001925 

No.5 0.000625 0.000437 0.001780 

No.6 0.000437 0.001543 

No.7 0.000289 0.001157 

No.8 0.000193 0.000771 

No.9 0.000625 

融氷水の電気伝導度は，第 2表からわかるように hardyなもの，中閣の性営をもつもの，

unhardyなアカピ{ト間で，最初のとかし始めの試料はほとんど詞じで，上h伝導宣は最も大き

い。すなわち最初の融氷水lこは電解質が多いが，分注がすすむにしたがって hardyなものでは

測定値の差が大きくなってくるが， unhardyなものでは分注がすすんでも，測定値は余り変化

しない。中聞の性質をもつものは両者のほぼ中間の比伝導度を示した(第 1図)。

この結果からわかることは， hardyなものでは氷品のでき始め，又，その発達経過におい

て細胞破壊などの結果によって起る電解質の混入する ζ とが割合に少なかったのに反し， un-

hardyなものでは氷晶のできる最初から電解質の混入が多かった ζ とをあらわしている。
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第 1図 氷塊内部から外部にわたる融解水の

電気伝導度 (凍結 33日後の試料)

A: hardyなもの B:中間の性質をもつもの C: unhardy jよもの

縦軸……笑測した電気伝導度 横純一…氷塊融解水の順序

3. 氷品(単結晶)の大きさ

アカピ戸トのi恨の柔細胞は， 150μx120μイ立の大きさをもっ不規則な立方形をした細胞で，

核は小さく，細胞液はアントシアンを含むために濃紅色をしている。葉柄の柔細胞と同じく

hardeningされると，最終温度 -6
0C程度の凍結でほとんど細抱外凍結をお乙す2)。はじめ細胞

膜の外面に生じた氷は細胞内部から水をうばって氷自身はしだいに発達して大きくなる。その

結果，相当量の水分が細目包外lζ移される。凍結lこ際して，細胞の原形質膜が正常なうちは，細

胞外の氷の成長に伴って水だけが徐々に細胞間隙lζ移って凍結し氷品が成長して行く。この状

態で unhardyのものは，比較的短期間に不可逆的な傷害をうけ，原形質膜の半透性が失われて

電解質の溶出がお ζ り，アントシアンに対する半透性も失われて，細胞外の氷品中l乙現われて

くるようになる。

植物体内にできる氷は，天然の雪や箱などと同じように，できるJ易所は違ってもいずれも

六万品系に属する単結晶の集まりである。つまり，それらの外形の相違は ζ の単結品の大きさ

第 3表 時支給品の大きさ

アカビートの状態

hardyなもの

中間の性震をもつもの

unhardyなもの

単結局の大きさ

19.6 

13.9 

3.1 

や結晶の聞に入っている7;k雑物の違いによるのであ

るo 氷の結晶状態を知るためには，厚さが 1mm以

下の薄片を作って， 11l;i光顕微鏡でみると容易にわか

る。色の同じ所が一つの単結晶で，おのおのの単結

晶の結晶主軸の向きがそれぞれ違うため，色模絞と

なる。これらの写真から，単結品の大きさやラ形や，
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氷の中のすき間や他のV~~\ffi物などの存不正を矢口る ζ とができる。

第3表はアカピ{トのiRの凍結1:1:1にできる氷塊を偏光顕微鏡でみたものであるが，いずれ

の場合も単結晶の集まりであることがわかった。単結晶の大きさは明らかに三者で異なり，

hardyなものは最も大きく，中間の性質をもつものの単結晶は次に大きく， unhardyなもので

は最も小さな単結晶からなっている(図版 I-3，II-4， 5)0 unhardyのものの凍結した場合にみら

れるように，小さな単結晶の集まっているものでは，結晶間に電解質やアントシアンなどの溶

液がはさまりやすい。即ち，J1(塊をとかしていった場合に，氷塊の中心部lと近づいても融j料水

が， hardyなものにくらべて電解質が多い結果となっている(第 1図)。

hardyなもののアカピ F トにできる単結晶が大きく， unhardyなもので小さい単結晶がで

きる ζ とは，植物細胞の水に対する透過性が関係していると考ーえられる。植物細胞の水及び有

筏溶質lこ対する透過性はクその植物を hardenすると強く上昇し，この両者は年経過において

も平行しておこることがみとめられているぺ細胞の水に対する透過性が高ければ一定温度で

凍らせた場合に，細胞表面での氷の生成速度は大きし従って潜熱の放出が多くこの場所の温

度は高められる。この ζ とは必然的lこそこにできる氷晶の大きさを増大する九この実験では，

凍結温度が一定(ーど~_50C) であるので，結晶核の成長 lこは，アカピ戸トの細胞の水に対す

る透過性の大小が関係し， hardyなものでは大きな単結晶， unhardyなものでは小さな単結晶

を細胞閉鎖中に生成したものと考えられる。

矯要

アカピ{トの般を，氷点下の比較的高い温度(-4c~-50C)で凍結すると，根の中には大き

く生成した氷塊が主lこ関心円的lこ発達した維管東王者lこ密にできる。 ζ の氷は容易に採集できる

が，この集めた氷塊を外側から順次とかし分注し，その各々について電気伝導度を測定し，更

に氷塊を形づくっている単結晶の大きさ，形を偏光顕微鏡でしらべた。 hardyなアカピ{ト，

unhardyなもの，その中間の性質をもつものの三者間で，氷塊はいずれも単結品の集まりから

なるが，単結晶の大きさは hardyなものでは最も大きく， unhardyなものでは最も小さい。又

後者は結品聞に相当不純物を含んでいることは，電気伝導度の測定から明らかとなった。 ζれ

らの単結晶の大きさをきめるものは，細胞の水lζ対する透過性であることを考察した。

終りに， ifFn +交問下さった朝比奈英三教授，偏光顕微鏡写真按影lこ御協力願った浅間実氏lこ

感謝する。
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Resume 

When the root of table beet was subjected to freezing at _40~ グC， ice masses ap-

peared between cells， mostly in the concentric spaces in the vascular bundle ring region. 

The ice masses were collected from frozen root sectioned in cold room， and then thawed. 

As the thawing proceeded melted water from the ice masses was collected into test tube 

with ev巴ry2 cc of water. 1n tubes of water melted in this way， the el巴ctricconductivァity

was measured. Single crystals within ice masses were observ巴dwith polarizing microscope 

at -lOoC 

Hardy， unhardy and a medium table beets were used as experimental material. Obser-

vation showed many hexagonal single crystals in ice masses in all three materials， how-

ever， in hardy table beet the size of a single crystal was largest while in unhardy b巴etit 

was the smallest. Besides， melted water from the ice masses in unhardy material contained 

a larger quantity of impurity than that from hardy one. The latter's speci五cconductivity 

remarkably increased successively from the inner part to out巴rsurface of the ice masses， 

but in the former it was almost the same throughout the whole ice mass. 

The difference in size of single crystals constituting the ice mass formed in root tissue 

seems certainly to be caused by the di丘erencein permeability to water of cells in these 

three materials 
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図 版 II

第4図 中I尚の1佐賀をもっアカ

ピートの根の中にできる

氷塊の偏光写真。

第5図 hardyなアカ

ビートの根のFt

にできる氷見の

偏光等氏。
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第 1図 hardyなアカピートの棋を

_40~_50C で 33 日間凍結後

議II解， ~iこきている細胞を 1M

平衡指溶液中で涼]1;:;1'1分離さ

一ぜたところ。 X 110 

第 2図 作D上のアカビートの艇を低

iAU古|定したもの。令部の議J1J泡

;a!tEきてし、る。 x110 

第 3図 unharc1y;sアカビートの以

の中にでちる JJ< fl~ の悩)む写

t~1o 

図版 I


