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ビーズガラス化法で超低温保存し、加温、

培養中のサツマイモの茎頂

スケールバーは l cm(平井撮影)p.23

ビーズガラス化法で超低温保存し,

加温,培養中のイチゴの茎頂

培養後21日 、スケールバーはl cm

(平井撮影)p.57

ビーズ乾燥法で乾燥中のイテゴ

の茎頂の入つたビーズ

(平井撮影)p.57

培養後の日数
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ガラス化法で液体窒素保存したワサビ茎
頂の再培養21日後(左)と60日 後(右 )

(松本撮影)p.35

ビーズ乾燥法で超低温保存後に再生したヮサビ茎頂
左 (21日 後 ),右 (60日 後 )(松本撮影)p.38

16時間乾燥後,液体窒素保存した
アスパラガス節部切片の芽からの
シユート形成

(浦上撮影)p.42

ガラス化法で液体窒素中に保存した
アスパラガスカルスの再生(2週間後)

(浦上撮影)p.46

ガラス化法で液体窒素保存したキク多
芽体の再生

(甲村撮影)p.71

超低温保存したワケギ茎頂からの植物体再生

A:再生中の茎頂 培養5日 後, B:同再生植物体 培養30日 後 ,

C:培養3日 目の茎頂のFDA,フェノサフラニンニ重染色による蛍光顕微鏡観察 ,

D:セル育首箱で順化養成中の超低温保存首
E:黒ポリ鉢による養成

(甲村撮影)p.50



超低温保存後のBY-2の増殖

超低温保存前(A),再 培養 1日 目 (B),再培養 3日 日(C)の BY-2の 形態 .

エバンスブルー染色によつて,死細胞が黒く染色されている.スケールバーは100μ m

再培養 1日 目 (D),3日 目(E)のビーズおよびビーズ破砕後 4日 目の懸濁培養 (F).

スケールバーは l mm(D,E)および l cm(F).(′卜林撮影)p68

2段階ガラス化法で液体窒素中に保存後、再生育させたブドウ茎頂

(左 30日後,中 60日後,右 100日 後の生育)(松本撮影)p.118

超低温保存したカキ冬芽の茎頂の増養

再培養20日 後(A)と 50日 後(B)(新野撮影)pJ 22
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ガラス化法で液体窒素保存したリンドウ茎頂

再生育20日後,スケールバTは l cm

(田 中撮影)p.32

ビーズ乾燥法で超低温保存したリンゴ培養
茎の再生

(新野撮影)p.112

ガラス化法で液体窒素保存したシラン完熟種子胚の
再培養2週間後(左 )と lヶ月後(右)

(石川撮影)p.87

ビーズガラス化法で液体窒素保存した
リンドウ茎頂
再生育20日後,スケールバーはl cm
(田 中撮影)p.84

緩速予備凍結法で液体窒素保存した茎頂
を融解させ培養後60日 経過したシロクロー
バの植物体

(山 田撮影)p.98



鶴圏

スターチス苗条原基からの再生 (上 ),

と再生シュート(下 )

(松本撮影)p.80

―●― !iti■●熱 ェーュ|

クワの冬芽 (上 )と超低温保存したクワ

冬芽を芽接して再生して2週間後 (下 )

(新野撮影)p133～ 134

シリカゲルに囲まれた乾燥前 (左 )と乾燥後(右 )の

コーヒー体細胞胚を含んだアルギン酸ビーズ

スケールバーはl cm(畠 中撮影)p.138

ビーズ乾燥法で超低温保存したコーヒー体細胞

胚の再生

左50日後,右 5ヶ月後 (畠 中撮影)p.140液体窒素保存して再生育させたクワ培養茎頂

上3日 後,下 2ヶ月後 (新野撮影)p.137



ガラス化法で液体窒素保存したニホンギリ培
養茎頂の再培養lヶ月後
(丸山撮影)p.152

【

ガラス化法で液体窒素保存したシラカンバ培養茎頂
の再培養 lヶ月後(上 )及び得られた植物体(下 )

(丸山撮影)p.154

超低温保存したボライナ外
植体の再生育状況

A:再生育後45日 の根端 ,

B:再生育後15日 の苗条原
基 ,

C:再生育後45日 の首条原
基 ,

D:苗条原基からのシュート
分化

(丸山撮影)p.156



まえがき

昭和 60年に発足した農林水産ジーンバンク事業は,今年,20年 目の大きな節 目を迎え

た。この間,平成 13年度には国立試験研究機関の独立行政法人化に伴つて,農業生物資源

ジーンバンク事業となり,対象を植物,微生物,動物および DNA遺伝資源 とし,それまで

事業の対象 としていた林木 と水産生物遺伝資源を他の独立行政法人に移管した。現在も,

農業生物資源研究所をセンターバンクとし,農業・生物系特定産業技術研究機構等の他法

人をサブバンクとする全国的なネットワーク体制を堅持 して,事業は運営されている.ジ

ーンバンク事業は,5～8年間を区切 りとする中期的な計画と年度毎の実績と計画を評価点

検 しながら進められている。平成 18年度からは,生物研が掲げるミッションの下で中期計

画を担い,第 4期ジーンバンク事業をスター トさせることになる.ポス トゲノム・シーケ

ンス時代 といわれる今 日,ジーンバンク事業とそれを支える遺伝資源研究の真価 と新たな

展開が問われている.

植物ゲノム研究のめざましい進歩により,私たちは遺伝資源に眠る有用変異を効率的に

利用できる術を得た。今や,ゲノム情報の解読が終了したイネ等では,個々の遺伝資源の

染色体全域にわたる真の有用性を理解することも可能である。遺伝資源の研究や事業活動

にとつて,収集 と保存を目標 とする時代は終わり,遺伝子型評価を通 じて遺伝資源に内在

する有用変異を自在に扱えるような高度化が必要である。ポス トゲノム・シーケンス時代

に即した遺伝資源の加工と加工された遺伝資源の提供こそが;遺伝資源の価値や継続的な

事業の意義を社会的に示すことになる。また,文部科学省のナショナルバイオ リツースプ

ロジェク トをはじめ各省庁が所管する生物遺伝資源事業との差別性 と連携が強調されてい

る。ユニークなリツースを開発・提供する一方,生物遺伝資源情報の共有化等の連携施策

も推進されている.科学技術の進歩を支える知的基盤整備の一環 として,今後 とも生物遺

伝資源の体系的な開発 と提供は重要な課題である。

植物遺伝資源をめぐる国際的な動きも活発である.2004年 6月 ,「食料農業植物遺伝資

源に関する国際条約 (植物遺伝資源条約)」 が発効し,イ ネ等の 35作物 と29属の牧草類

の多国間システムによる遺伝資源へのアクセスとその利用から得 られる利益の配分につい

て定められた.現在,多国間システムにおける標準的 MTA(材料移転合意書)作 り等,条約

の運用に関する事項について議論が継続されている。また,植物遺伝資源条約の財務的な

受け皿である世界作物多様性信託基金 (Global Crop Diversity Trust)が 発足 し,生息域外

の長期保存コレクションを対象に,作物種あるいは地域を優先 した保存計画の策定が進め

られている。

以上のような国内外の情勢の中で,農業生物資源ジーンバンクでは国内外の機関や研究

者 との連携協力関係を強化 し,遺伝資源の保存と利用を一層促進 させるための活動を続け

ている。とくに,平成 17年度からは約 4万 5千′点保有する栄養繁殖性作物の超低温保存

の基盤作 りと実用化のための委託事業を開始 した。現在,回場で二重保存されている栄養

繁殖性作物の保存体制を改善し,将来,栄養体の超低温保存体制を整備するための活動で

ある.そ の実現には作物種特有の技術的ブレークスルーが必要であるが,これまでに個別

に体得された経験やノウハウは相互に有効に利用できると期待される。

本書は,植物遺伝資源の長期保存をめざす植物組織細胞培養や超低温保存に関するプロ

トコールをとりまとめたものである。関係各位に供覧し,今後の発展のため忌憚のないご

意見やご助言を賜ることを期待 している。

平成 18年 1月

農業生物資源研究所

ジーンバンク長 奥野員敏



はじめに

9月 の中旬に EUと IPGRIが共同で行っている Crymceptプ ロジェク トのワークシ ョップに

出席する機会があった。このプロジェク トは,精度の高い,信頼性のある,利用者が利用 し

やすい超低温保存法を開発するとともに,そ の物理的,化学的な変化を研究し,最終的に

再生育個体に遺伝的変異が検出されないことを確認する目的で行われている。対象作物は

バナナ,オ リーブ,コ ーヒー, リンゴ,アーモンド,ジャガイモ等で,欧州の数研究所で

実行されている。これらの研究所のうち,ベルギーのルーベンにある INIBAP(国 際バナナ類

改良ネットワーク)では,組織培養を用い,バナナ 1,140点をインビトロ保存 しており,

この維持に莫大な経費と労力を要 しているため,これ らのインビトロ保存茎頂を超低温保

存に切 り替える事業を実行 している。現在までに,370点が液体窒素のタンクに保存されて

いる。また, ドインのガータスレーベンにある植物遺伝作物研究所 (IPK)で は所有してい

るジャガイモ (5,822点 ),ニ ンニク (462点 ), ミン ト (216点 )の遺伝資源を超低温保存

に移す作業が実施されてお り,すでにジャガイモの培養茎頂が約 1,000点液体窒素タンク

で保存されている。一方,米国でもヨロラド州フォー トコリンにある国立遺伝資源保存セン

ターでリンゴの遺伝資源を冬芽を用いた超低温保存法で約 2,000点が液体窒素保存されて

いる。このように,世界各国では確実に植物遺伝資源の超低温保存が進められている。

一方, 日本においては,酒井 (北海道大学名誉教授)が 1990年 にガラス化液 (PVS2液 )

を開発 した以降,多 くの植物種においてガラス化法による超低温保存に成功している。この

PVS2液 を用いたガラス化法による保存法については,フ ランスのエングルマン博士から「多

くの植物の効率的な超低温保存を可能とし,超低温保存研究と世界的な植物遺伝資源保存

研究に大いなる貢献をした」との賛辞が与えられている。また,岡 。新野らによる冬芽を用

いた木本植物の超低温保存法も同時期に開発され,現在,(独)農業生物資源研究所ジーン

バンクにおいて,ク フの冬芽の超低温保存が実施され,すでに約 700′点が液体窒素タンク

に保存されている.ま た,同 ジーンバンクではLttl場保存で二重保存体制の確立していない作

物での超低温保存利用の試験や栄養繁殖性植物の培養茎頂の超低温保存の実用化の検討が

なされている。しかし,すべての植物種の超低温保存を可能とするルーチンワーク的な手法

の開発は未だできていないため,現時点では超低温保存するには作物別に開発 した最適な

手法を用いて行 う必要があるとともに,同一種内における適応試験もする必要がある。今後 ,

ルーチンワークとなる超低温保存法の開発のため,さ らなる研究が必要である事は言 うま

でもない .

超低温保存は生物遺伝資源の長期保存には現時点では最も適 した保存法と考えられてい

る.超低温保存の対象は植物の場合,ジーンバンクの植物遺伝資源,育種家の持つ交雑親 ,

検定中の系統,研究者の持つ実験材料,遺伝子組換え体, ミュータン ト,再生能力を持つ

カルス,二次代謝物を産出する材料,培養細胞等々が考えられる。育種事業や研究の効率化

には,簡単に安全かつ安定的に長期間材料を保持できることがかかせず,超低温保存技術



の利用はこの要望に応える最適な手法と考えられる。

本書は,こ のような現状認識を踏まえ,1990年頃以降に日本で開発された様々な植物種

の超低温保存法を簡潔に紹介するともに,今後,超低温保存を利用 しようとする研究者や

育種家等,新たに保存法を開発 しようとする研究者の参考となるように出版を企画した。

現在,国,地方,民間レベルで様々な生物資源バンクが存在 しているが,こ のような機

関での遺伝資源,育種材料,研究材料等の保存に超低温保存が利用されることを特に期待

している。本書の構成は,酒井先生の序論 「植物細胞・組織・遺伝資源の超低温保存」,超

低温保存の実際「草本類」41編 ,「木本類」26編 ,「その他」3編と付録からなっている。

本書は読者が具体的事例の中から自分の所有している材料に最も適 していると思われる手

法を選んで保存実験ができるように解説 した。また,付録では語句解説,超低温保存・組

織培養に必要な機器類,培地 。ビーズの作成方法等基本的な事例についても解説 した。さ

らに,本書で紹介 した超低温保存事例の植物種とその処理方法の一覧表を掲載 した。

最後に,今回執筆 して頂いた方々には本書の執筆を短時間で仕上げていただき,改めて

お礼を申し上げます。また, 日本には,ま だ多くの超低温保存研究に携わつておられる方々

がいると思います。このマニュアルの出版を機に,超低温保存に関する情報を収集 し,今後

とも皆様に提供できるようにしていきたいと思いますので,ご協力のほどお願い申し上げ

ます。

編者一同 (新野孝男)
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植物超低温保存マニュアル.I.序論

1.序論

(1)植物遺伝資源の保存の必要性

地球上の急激な人 口増加 と開発途上国の経済発展によ

つて,今後 20～30年の間に現在の 1倍半以上の食糧の増

産が必要と言われている。したがつて将来の食糧の増産

と改良のために,現在活用されている栽培植物と在来種 ,

それにごく近縁で,交配などに利用できる関連の野生植

物を確保 し保存 しておくことが必要である.

また熱帯圏では,農地や牧野の拡大,食糧を確保する

ため,ま たは木材利用のために熱帯林が大量に伐採 され

ている。そのために多くの植物が絶滅,ま たはその危機

に瀕 している。 したがって主要な熱帯林を伐採から守る

ために,それを国立公園または保護林 として長 く管理保

存 して,そ こで熱帯林が自ら更新 し,ま たそこにいる生

物に進化の舞台を提供することが必要である。こうして

初めて自然植生のもつ生態的ネ ットワークを維持 しなが

ら,遺伝的多様性を保持するこ≧ができると思 う.それ

とともに,これ らの貴重な遺伝資源 (食用植物,果樹,香

辛, し好植物,薬用植物,熱帯森林樹種,ラ ンなどの観

賞植物,藻類,菌類)が なくなる前に収集,保存 し,将来

の人類に継承することも緊急を要する国際的な重要な問

題である。

熱帯では植物の種類が温帯に比べ圧倒的に多く,未知

の,無限の可能性をもつ遺伝資源が多いのに,熱帯植物

の多くは種子で保存できない。そのため熱帯植物から無

菌培養 した細胞,茎頂 (成長点)や不定胚などを人工条件

下―カ ガ打ο―でイ呆存することが特別に重要となる.現

在,ロ ーマにある国際遺伝資源保存研究所 (IPGRI)が 中心

となって各種の国際研究機関や各国の研究機関と協力 し

て地球上の遺伝資源の収集 と保存に取 り組んでいる。そ

れぞれの国が保有する植物遺伝資源は, 自国の貴重な財

産であって長期保存 し,将来,その利用と開発を計るこ

とが人類にとって極めて重要である。

(2)植物遺伝資源の保存法

植物遺伝資源の保存方法は,つぎの 2つに大別される。

1)rヵ ♂ヵμ保存 :自 然の植生内で,自 然の生態的ネント

ワークを維持 しながら,生物の進化の舞台として, 自

生植物 として伐採が禁 じられた保存林や国立公園内で

管理保存する。特に熱帯林樹種では 力 ♂力μ保存が必

要である。

2)ど,rd」i ttμ 保存 :重要な栽培値物,希少植物や絶滅に瀕

している植物を自然植生から切 り離 して保存する方法

は,さ らに次のように分類される.

i)種子バンク (貯蔵可能な乾燥耐性種子を 5～ -20℃

で保存 )

五)野外ジーンバンク (栄養繁殖植物を野外に植えて

保存,図 1)

逝)培養植物バンク (試験管内で培養植物を継代培養

して保存,図 2)

市)超低温保存 (培養細胞,茎頂,体細胞不定胚などを

150℃ 以下の超低温で 2mlの クライオチューブ内に

保存,図 3)

穀類やその他の乾燥に耐える種子は比較的簡単に種子

バンクで長期に保存できる。しかし乾燥や低温に耐えら

れない種子,ま たは種子ができないか,種子が保存に利

用できない果樹やイモ類などは,これ らを野外に植えて

保存 している。

図 1はアメリカのジーンバンクで,世界中のリンゴや

ブ ドウの野生種と栽培種 (約 1,500系統)を野外で栽培 し

て維持 している。しかしこうした野外ジーンバンクを長

年維持するためには莫大な経費,労力,土地を必要とす

るほか,長年の保存中には異常気象や病害のため枯死す

る植物も少なくない。そのため,こ うした野外ジーンバ

ンクと併用 して,栄養繁殖植物の保存には,茎の先端の

分裂組織 (成長点)の培養によって得 られた試験管内培養

植物 (図 2)を一定期間ごとに植え継いで保存する培養

植物バンクがある。

1



図 1.ブドウ,リンゴの野外ジーンバンク

(ニューヨーク州,ジェネバ,酒井撮影)

図 2 熱帯植物の培養植物バンク

(タイ国立バイオテクノロジー研究所,酒井撮影)

超低温保存できない,熱帯性木本類,ショウガ,ラン等

図 3液体窒素タンクでの超低温保存
上 :American Type Cuiture CoHection,Washington,USA

下 :バイオテクノロジー研究所 (タイ)

序論.植物細胞・組織・遺伝資源の超低温保存

この培養植物は無菌培養 されているし,茎頂を使い遺

伝的に同じ植物を大量増殖 (ク ローン増殖)できるために ,

遺伝資源の国際的交流にも利用されている。しかし,こ

の保存方法では,多量の植物を定期的に植え継 ぐ労力の

ほか,保管する広いスペース,維持する経費が必要とな

る。したがつてこれらの保存方法は 1～ 5年間 の短期か

中期的な保存にした野外ジーンバンクと併用 して,栄養

繁殖植物の保存には,茎の先端の分裂組織 (成長点)の培

養によつて得 られた試験管内培養植物 (図 2)を一定期間

ごとに植え継いで保存する培養植物バンクがある.こ の

培養植物は無菌培養 されているし,茎頂を使い遺伝的に

同じ植物を大量増殖 (ク ローン増殖)で きるために,遺伝

資源の国際的交流にも利用されている。しかし,こ の保

存方法では,多量の植物を定期的に植え継 ぐ労力のほか ,

保管する広いスペース,維持する経費が必要となる。し

たがってこれらの保存方法は 1～ 5年間 の短期か中期的

な保存にしか利用できない .

5年以上の長期保存には,培養植物から切 り取つた茎

頂 (1■lm)を 2 mlの小さいプラスチックの容器に入れ ,

低温やその他の抑制条件下で保存するか,ま たは液体窒

素で 150℃以下の超低温で保存するのが理想的である.

この超低温保存法では,広い面積をとらず,低コス トで

安全に保存できる利点がある。なお 150℃以下の温度で

は,分子運動はほとんど抑えられ,物質代謝や遺伝的変

化が起こらず,生物細胞や組織をガラス状態で半永久的

に貯蔵できる.

すでに説明したようにリンゴ,ク フなどの耐凍性の高

い冬芽は, 30℃以下にも耐えられるので,-30℃か 40℃

まで凍結脱水後,液体窒素に冷却 し,加温後に台木に芽

つざするか,芽の茎頂を培養 して個体に再生させ られる.

アメリカでは約 2,500種類のリンゴの芽がこの方法です

でに約-150℃ で長期保存 されてお り, リンゴ以外にナシ

などの耐凍性の高い他の冬芽でも保存が進められている
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2.超低温保存の原理 (ガラス化 とは)

(1)水溶液の凍結

水の凍結は氷核の形成 と,それの成長する現象である

から,凍結現象は核の生成 とその成長速度に姑する温度

依存性が重要な問題になる。まず,水溶液の凍結の道筋

を知るために凍結曲線 (図 4)を 見てみよう.

凍結曲線は縦軸に温度,横軸に時間を取 り,冷却中の

水溶液の温度変化を記録 したものである.水溶液は普通 ,

その氷点以下まで冷却されても凍結 しないで, しばらく

冷却を続けた後に凍 り始める そして凍結と同時に潜熱

(約 80カ ロリー/g)が放出され,温度が氷点まで急に上昇

する 従つて凍結曲線を見れば,いつ凍結が起きたかを

正確に捉えられる。水溶液がその氷点以下まで冷却され

ることを過冷却と言い,過冷去口された水溶液が凍結を始

める温度を過冷却点と呼ぶ (図 4,S).水 は氷点下の温度

になっても氷核がないとなかなか凍結 (水分子の結晶化 )

を始めないで過冷却を保つ ことに不純物を含まない水

は約-40℃ まで過冷去口できる.こ の温度付近になると水分

子自体がある大きさに集合 (ク ラスター状)し ,こ れが氷

核 となり結晶が成長 してゆく。こうした核の形成を同質

核生成 と呼ぶ。しかし,私たちが見たり扱ったりする普

通の水は純水ではなく,塵や埃や微結晶などの異物を含

んでいる。これ ら異物が,そ の表面に水分子を吸着 して

氷核の形成を助けているので比較的高い温度で凍結が起

こる。こうした核の形成を異質核形成 と呼ぶ .

O℃
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図 4.溶液の凍結曲線
S:過冷却点,SC:過 冷却度,F:氷 点,

△ :氷点降下度 (Sak封 &Larcher,1987)

自然界における水の凍結現象はこうした異物による場

合が多い しかし,塵や埃の氷核形成能力 (1～ -10℃ )は

あまり高くない。また,氷核剤 として有名なヨウ化水銀

は 8℃程度で凍結を引き起こす.1972年に発見された氷

核活性細菌 (Schnell and Valh,1972)は 1～ 3℃で水を

凍結させる高い氷核形成能力を持っている。氷核活性細

菌の外膜の表層に氷核タンパク質が存在 し,こ れが小さ

な氷のタネ結晶を集める鋳型の役割をしている。図 5(上 )

は 35%ア ルブミン水溶液を 3℃で凍結 した時の結晶であ

る。中心に核が形成され,それから結晶が成長 している.

なお,結晶成長速度 (図 5下 ,GR)は氷点近くの温度で既

に大きい。しかし,氷核が形成されやすい温度 (NR)はそ

れよりもかなり低いところにある。
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図 5上 :35%アルブミン水溶液を-3℃で凍結した六

方晶形の結晶

中心に核が形成され,そこから結晶が成長する

下 :50%ポ リビニールピロリドン(PVP)水 溶液の結晶

成長速度(GR)と結晶核生成速度(NR)の 温度変化

(上下ともLuyet,1966)
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水溶液の凍結開始後は温度の降下に伴い水の凍結が進

み,溶液は次第に濃縮 され,氷点が下がる。また,氷点

以下の温度では過冷去「している水や溶液は同じ温度の氷

よりも蒸気圧が高い (図 6).そ のため両者の蒸気圧の差に

よって水の移動が起こる。後述する細胞外凍結では,細

胞内に過冷却 している細胞液があり,細胞壁の外側に氷

が存在する。そこで両者の蒸気圧の差 (化学的ポテンシャ

ル)に よつて細胞内から外の氷に向かつて水の移車力が起

こる(凍結脱水).
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図 6温度低下に伴う氷の蒸気圧の著しい減少

氷点以下の温度では過冷却している水や溶液は同じ温度の氷

よりも高い蒸気圧を持つている Po:氷 点(アの1こ おける水の蒸

気圧,P':ア における過冷却水の蒸気圧,P:溶液の氷点(アοlに

おける蒸気圧 (Getman&Danttls,1937)

結晶の成長を抑制するタンパク質が極地に生活する魚

の血液に存在することが発見された。この糖タンパク質

は氷核の形成を抑えるのではなく,形成 された氷の微結

晶の表面に吸着 して結晶の成長を物理的に抑えている.

従来,氷核の形成や抑制現象は物理現象 として捉えら

れてきた。しかし自然界で越冬する生物の体内に氷核形

成細菌やその活性物質,凍結抑制タンパク質などがあり,

必要な時に必要な場所で凍結を引き起こした り,過冷却

させた りして凍結現象を自主的にコン トロール している

(2)水溶液のガラス化

普通のガラスは複雑な組成をしている。その主成分は

酸化珪素で,珪酸塩を多く合み,その代表的なものが伝

統的なノーダ石灰ガラスである。ガラスは 500℃以上にな

ると柔らかくなり始め,流動性が増し,成形ができるよ
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うになる.ガ ラスが他の物質と異なる点は,一定の温度

(ガ ラス転移温度)で液体から非結晶質の回体 (ガラス)に

変わることである。その原子の並び方は液体と同じよう

に無秩序であるが,硬さや疑集力等は固体 と同程度であ

る。普通のガラスはガラス転移温度である約 500℃以上の

温度で液体にし,それを室温でガラス転移温度以下に急

冷するため,液体の無秩序な原子の並び方のまま固化す

る。なお,火 山の噴火の際にも高温の噴火物が急速に冷

却 され,多 くのガラスが形成 される。

水の場合も液イ本から固体への相変化は水から氷 (結晶)

への変化 (凍結)と ,水からガラス (非結晶質の氷)への 2

通 りがある。しかし水はツーダ石灰ガラスと比べ凝固点

が 0℃ と非常に低く,しかも 0℃直下の結晶形成速度が非

常に大きい。そのため水を凍 らせることなく急冷 してガ

ラスに固化 させ るこ とは非 常 に難 しい 。 ところが

McMillanと Loss(1965)は 液体窒素で冷やされた鋼板の上

に水蒸気を急速に疑集 させて水をガラス化 させることに

成功 した。そして彼 らは,そのガラス転移温度が 134℃

であることを明らかにした。

ショ糖やグリセ リン等の濃厚な水溶液は粘度が高いた

め水分子が動きづらい。こうした溶液では氷核ができに

くく,非常に低い温度まで過冷却する。そのために比較

的早くる却すれば,グ リセ リンの 60%水溶液は約 110℃

まで過冷去口した後に非結晶質のガラスに固化する(Tg).

図 7は PVS2液 (ガラス化液,7.8M)を 100℃ /分で冷却

した場合の示差熱熱量計 (DSC)の記録で,約 -115℃ まで過

冷却 した後に非結の際,比熱の変化が起きる。このガラ

スを緩速 (10℃ /分 )に 温めると約 75℃ で脱ガラス化に

続いて急に凍結が起こり,潜熱の放出が見 られる.さ ら

に温度が上昇すると融解が始まり,融点 (約 36℃ )で融解

する。この PVS2液をさらに濃縮するとガラス転移点 (Tg)

は高くなり,逆に融点 (Tm)は低 くなる.そ して Tm=Tgの

濃度が平衡ガラス濃度 (T'g)で ある.

図 8の右はPVS2を 室温から液体窒素中に急冷 してガラ

スに固化 したもので透明である。これを緩速に温めると

約-75℃ で脱ガラス化 し,PVS2液に含まれる水が凍結 し,

自濁する (図 8.左 ).
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図9.グリセリン水溶液の相変化のダイアグラム.

Tm:融点;Th:同質核形成温度;Tg:ガラス転移温度;Td:脱ガ
ラス化温度 (Rasmussen and Luyet,1969)
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図 10。 ショ糖溶液の相変化のダイアグラム

Ts:融解曲線;Tm:融 点;Tg:ガラス転移温度;Te:共 融

点 (MacKenガe,1977)

50%の ショ糖溶液を室温からその氷点まで冷却 し,Tm曲

線に沿つてゆつくりと冷却すると水を析出しながら濃度

は次第に濃縮 されるが,共局虫点 (Te,シ ョ糖の結晶と氷が

同時に析出)に なってもショ糖は析出しないで溶液はさ

らに濃縮され,約 -40℃でガラス化する。その際の濃度は

約 80%で ある。それ以下の温度では相変化も濃縮も起き

ない.実際にはこの濃度まで濃縮することは困難で,約

65%程度まで濃縮されていれば,急速冷却中にガラス化

する。また,30℃で 90%程度に濃縮されたショ糖溶液を

5℃ まで冷却するとガラス化する.細菌,乾燥耐性の種子

-30

図 7.PVS2液の示差熱熱量計による熱の出入りの記録
冷却速度 100℃/分 ;昇温速度 10℃ /分 ;Tg:ガラス転移温度 ;Td
脱ガラス化温度(凍結開始),Tm:融点(Sak封 ら,1990)

図 8.急速冷却,緩速昇温させた PVS2液
右:PVS2を室温から液体窒素中に急冷してガラスに固化
させたもの(透明),左 :緩速昇温中,約-75℃で脱ガラス化
し,凍結(白濁)(松本撮影)

図 9はグリセ リン水溶液の相変化のダイアグラムであ

る.20～ 40%の グリセ リンの希薄な溶液は室温から急速

冷却するとTh線の温度以下で必ず凍結 し,その際に温度

は Tm曲線まで上昇する。しかし,Th曲線 とガラス転移温

度曲線の接点,すなわち 60%以 上のグリセ リン濃度では

室温から-140℃ 以下に冷却 しても凍結 しないでガラス転

移温度でガラス化する。ガラス転移温度はグリセ リン濃

度が高まるにつれ高くなる。しかし,約 40～60%の グリ

セ リン濃度では昇温中に Td温度で脱ガラス化が起こる .

図 10は ショ糖溶液の相変化ダイアグラムである.約
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は室温でガラス状態にあることが示された。こうした種

子の胚は多量のショ糖やラフィノースを含んでお り,ラ

フィノースはシヨ糖の結晶化を抑える作用を持っている

ガラス転移温度は溶質の種類で異なり,同一物質では

濃度が高いほどガラス転移温度は高くなる。溶液がガラ

ス化する場合は液体のランダムな原子配列のまま非結晶

質の固体 (ガ ラス)に なる。この場合には氷の結晶は形成

されないので,細胞のガラス化は細胞を液体窒素温度で

生かす有力な方法になる。なお,ガ ラス状態では粘性が

非常に高いので分子の拡散を伴 う全ての化学反応が停止

するし,その表面での水の蒸気圧が非常に小さいため脱

水濃縮や収縮は起こりづらく,生物細胞や組織を液体窒

素中で非常に安定した状態で保存できる(Burke,1986).

(3)細胞の凍結とガラス化

植物細胞の凍結を説明する前に動物と植物の細胞の違

いについて説明しておきたい。動物 と異なり陸上植物で

は組織の細胞間隙は,普通は空気で満たされ体液がない。

それは植物ではガス交換がなによりも必要であるからで

ある.動物細胞 と植物細胞 とのもう一つの大きな違いは ,

動物細胞は裸の細胞だが,植物細胞には細胞膜の外側に

細胞壁を持っている。

小さい植物組織片をゆっくり冷却すると細胞壁の外側

に最初の氷ができる.こ の時,細胞外に氷が成長 しても

細胞内が凍ることは滅多にない。これは細胞を取 り囲む

細胞膜が,水は通すが氷は通 しにくい為と考えられる.

ことに耐凍性の高い冬の細胞ではこの性質が発達 してい

る.次に細胞の外側が氷に接触 したままで次第に温度を

下げていくと細胞内部の水が細胞膜や細胞壁から外側に

出て氷の表面に達し,こ こで凍る。その結果,細胞は徐々

に脱水 されて収縮 し,外側にある氷晶は成長する。この

ような凍 り方を細胞外凍結 と呼ぶ .

Asahina(1978)は タバコ培養細胞の細胞外凍結の実験

で、培地を除き,シ リコンオイルに浸 し約-5℃まで過冷

去口させた後,細胞の表面に氷を接触 させて細胞外凍結を

起こさせた時,細胞内の水が細胞外に霜柱のような氷 と

して析出することを観察 している。細胞外凍結が起こる

序論.植物細胞・組織・遺伝資源の超低温保存

と温度が下がるにつれて細胞の脱水 と収縮が進み,細胞

内の濃度が高まる。その為,細胞は凍 りづ らくなる.し

か し細胞外凍結でもある限界を超えて脱水や,それに伴

う細胞内収縮が進むと凍結障害が起こる。この障害の発

生する温度は植物の種類や季節によつて著 しく異なる。

植物がこうした凍結脱水に耐える限界の温度を耐凍度 と

呼ぶ (酒井,2003).な お,細胞外凍結が起こるためには

細胞内の水が細胞膜や細胞壁を透過 し,その外側の氷に

持続的に供給されることが必要である。その為には細胞

外で最初に凍結が起こること,水が細胞膜を通過するこ

と,その氷を収容する細胞間隙の存在が必要である。

一方,細胞が急速に冷却される時には細胞 自体も十分

に過冷却 した後に凍結が始まるので,細胞を取 り巻 く溶

液が凍結 し,細胞内に進行する。この凍 り方が細胞内凍

結である。細胞内が凍結すると細胞膜や細胞内の微細構

造が破壊されるため, どんな生物細胞もこれに耐えるこ

とはできない。

液体窒素温度で生物細胞や組織を生存させるためには

細胞をガラス化 させることが必要である 細胞をガラス

化させる方法として次の方法が考えられる。

1)超急速冷却法

2)予備凍結法信Б分的凍結脱水 )

3)乾燥法

4)浸透脱水法 (ガラス化法)

5)浸透脱水 と乾燥法の併用

3.超低温保存法

(1)従来の超低温保存法

1)超急速冷却法

Mazur(1963)は異なる速度で冷却 した酵母細胞内の残

存水分量を温度の関数 として計算から求めた (図 11)。 こ

の図に説明したように,細胞を水に浮遊させて凍結する

と細胞液 と細胞壁の外側にできる氷 との蒸気圧がほぼ平

衡に達するまで脱水が進む。図 11の ど(7曲 線はこうした

蒸気圧平衡を保ちながら細胞が冷却 される場合の細胞内

残存水分の割合を温度の関数 として求めたものである。
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1℃/分の速さでる去「する場合には約 4℃ ,10℃ /分では約

-10℃でそれぞれ平衡に達する。すなわち平衡曲線からの

ずれがその温度で過冷却 している細胞内の水の量に相当

する。冷却速度が 10℃ /分以上になると細胞内の過冷去日は

著 しく高まるので,これ らの細胞内に残存 している水は

細胞内凍結を引き起こす。したがって冷却速度が大きく

なるほど細胞の生存率は低下する。なお,細胞内残存水

量の割合を示す曲線は細胞の特性,すなわち細胞の水に

対する透過性,透過性の温度特性,細胞容積当た りの表

面積,細胞液の濃度によって異なる また,水に浮遊さ

せた酵母では冷却速度が 10℃ /分を越えると,た とえ急速

に昇温 しても生存率は 10%を 越えなかった。このことは,

急速ハ却の場合には媒液の凍結に続いて細胞内凍結を起

こす細胞が多いことを示 している。また,図 11か ら緩速

に冷却する場合には 5℃ から 15℃ の温度範囲で細胞外

凍結による脱水が最も進むことが分かる.

10

1000℃ /分

100℃ /分

10℃ /分

温めた場合の生存率を示す.こ の皮層細胞は 75℃までの

緩速な細胞外凍結に耐えるが,急速冷去Pすれば細胞内凍

結を起こす.したがって生存率の低下から細胞内凍結を

起こした細胞数の割合が分かる。10℃/分以上の速さで冷

却 された組織では冷去口速度の増大につれて生存率が急速

に減少する。また,こ の冷却条件下では生存率は昇温条

急速加温80

ざ

絲
60

惟 40

部

20

(30。 C)

＼

0

0     -4    -3   -12   ‐16   -20   -24   -2

105 10。

冷却速度  (OC/分 )

図 12冷却速度と生存率の関係

横軸上に示された冷却速度で-75℃まで冷却し,ついで 0℃の
空中で緩速,または30℃の水中で急速加温 材料 :冬のクワの
枝の皮層組織切片 (Sakj&Yoshtta,1967)

件によつてあまり変わらない.すなわち,細胞の運命は

冷却中に決まることになる。しかし 10,000℃/分以上の

速さで冷去口された組織では生存率は昇温条件により著 し

く異なってくる.すなわち,急速に温められた細胞は大

部分が生存 しているが,0℃ の空中で緩速に温められた細

胞は凍死する。このことから,急速に冷却された組織は

冷去「中にガラス化 したと考えられる.Fujikawa(1992)は

フリーズエッチング電顕像から細胞がガラス化 し,細胞

内に氷晶が認められないことを確認 している.

前述 した通 り,液体窒素中に超急速に冷却後,0℃ の空

中で緩速に温めた組織では全ての細胞が死んでいたが ,

緩速な昇温過程のどの温度で細胞が死ぬかを確認するた

め,2枚 のカバーグラスの間に水で挟んだ組織切片を

-10℃で予備凍結後,液体窒素中で急冷し,次いで 0℃ の

空中での昇温過程の各温度から組織切片を 35℃の温水中

で急速に温めて生存率を調査 した結果を図 13に示した。

-196℃ から 40℃ までの昇温過程では全ての細胞が生存

1      101     102

f9

5

4

（ゞ

）
硼
＜
悼
燻
＜
翼
景

温  度 (°C)

図 11.異なる温度で冷却された酵母細胞内の残存水量
曲線f91よ細胞液と細胞外の氷との蒸気圧に差が生じないよう
にゆっくり冷却された場合 縦軸は最初の細胞含水量に対する
残存水量の百分率 (Mazur,1967)

図 12は耐凍性の高いクフの枝の皮層組織切片を媒液

につけないで 0℃から 75℃ まで異なる速度で冷却 し,つ

いで 30℃の温水中で急速に,ま たは 0℃の空中で緩速に

7

緩速力口温

(0。 C空中)
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していたが,-40か ら-30℃までの昇温過程 (約 10秒 )で生

存率は急速に減少 し,短時間で細胞が死んだ。このこと

はこの温度で脱ガラス化 し,細胞内凍結が起こつたもの

と考えられる.

序論.植物細胞・組織・遺伝資源の超低温保存

織等を液体窒素中にわ却 し,生存 させるためには二つの

方法が考えられる。すなわち,-30～ 40℃ まで冷去口して

細胞内の水を十分に凍結脱水 してから液体窒素に急わ し

てガラス化させた後,急速力日温 して生かすか,ま たは約

-15℃ か 20℃ まで冷却 して不十分な凍結脱水のまま液体

窒素で急冷後に 35℃の温水で急速に加温するかである.

80

緩 速 加 温

-7(

予 備 凍 結 温 度 (℃ )

図 14.異なる温度で予備凍結後,液体窒素に急冷され

た細胞の生存率に及ぼす加温速度の影響

急速加温:35℃の水中:緩速加温:0℃の空中 (Sak封,1966)

島田・朝比奈 (1973)は ,-27℃で急速冷去llし てガラス化

させたガン細胞を, 27℃ から 20℃ まで緩速に加温 した

時,細胞内に微結晶が形成 されていることを確認 してい

る。

ロシアでヤナギやシラカバなど,-70℃以下までの緩速

凍結に耐える耐凍度の高い冬の枝を凍結脱水 した時の細

胞内の残存水分量が精密な熱量計で測定されている.そ

れによると,生重量当たりの残存水分量は, 10℃ で凍結

脱水された枝では約 24%,15℃で約 20%,30℃で約 15%,

-70℃で約 8%であつた。

(2)新 しい超低温保存法

1980年代前半まで培養細胞や茎頂の液体窒素保存は ,

-40℃ まで冷去日して十分に凍結脱水 して液体窒素に冷去「

する緩速凍結法で行われていた.こ の方法では一定速度

で冷却 して凍結脱水するため高価なプログラムフリーザ

ーを必要とし,操作が面倒で, しかも操作に数時間を必

要 とした。その上,耐凍性のない材料に使用することが

難 しかつた。そのため,今後益々重要になる熱帯植物の
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図 13.液体窒素中に急冷されたクワの組織切片の緩速昇

温過程での生存率の低下

0℃の空中で昇温中に各温度に到達後,35℃の水中で急速加温

オシログラフで温度自記 (Sakai&Yoshtta,1967)

2)緩速凍結法

ゆっくり凍結すれば-70℃ 以下の凍結に耐えるクワの

皮層組織切片を水に浸して 2枚のカバーグラスに挟み ,

異なる温度まで予備凍結 し,2時間後に液体窒素中に急ハ

した。その後,0℃の空中で緩速または 35℃の温水中で急

速に温めた場合の生存率を図 14に示す。 20℃以下まで

凍結 して十分に凍結脱水 された細胞の生存率は加温速度

によつてほとんど差はなかった。しかし,-5～ 15℃の温

度で凍結脱水が不十分な細胞では加温速度によつて生存

率が著しく異なつた.こ のことは 20℃ まで凍結脱水され

た細胞内には凍結水がほとんどないが, 5～ 15℃で予備

凍結された細胞内にはある程度の凍結水があるため,前

述 したように液体窒素中に急冷されガラス化 した細胞は

緩速加温中に脱ガラス化 し,続いて細胞内凍結を起こし

たと考えられる。

こうした結果から,緩速凍結法により植物の細胞や組

8
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図 15プログラムフリーザーを使用した従来の緩速凍結脱水法と新しい超低温保存法
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遺伝資源保存では特殊な設備を必要としない,簡単で経

済的,効率的な方法の開発が求められていた。

1990年頃から茎頂を利用 したガラス化に基づく,新 し

い超 低 温 保 存 法 が 相 次 い で 発 表 され た 。 Langis

&Steponkus(1990)と Sakai et al.(1990)の ガラス化法と,

茎頂をアルギン酸ナ トリウムのビーズで包埋する,Fabre

&Dereuddre(1990)の ビーズ乾燥法である。これらの新 し

い方法は従来の方法と異なり室温で浸透的に,ま たは浸

透 と乾燥を併用 して凍結水を除き,液体窒素に急冷する

方法で,凍結脱水に耐えない熱帯植物にも適用できる可

能性がある (図 15).

1)ガラス化法

図 16に培養茎頂のガラス化法の操作手順を示す。実生

から切 り出された約 l Hlmの大きさの茎頂を 2 mlの クラ

イオチューブに入れ,2Mグ リセ リンと 04Mシ ョ糖溶

液 (LS液)で浸透脱水耐性を付与し,LS液を廃棄後に PVS2

液を加えて 25℃ または 0℃で適正な時間脱水 してから液

体窒素に入れて急速に冷却 してガラス化させる。その後 ,

約 40℃の温水で急速に温め,1.2Mシ ョ糖液で洗浄 し,

寒天培地で培養すると約 1週間で茎葉が伸長 してくる。

なお,PVS2液は濃厚なガラス化液であり,その浸透脱水

序論.植物細胞・組織・遺伝資源の超低温保存

の時間は植物の種類 と大きさ,処理の温度によつてかな

り異なるため,厳密に適正化するための予備実験が必要

である。

2)ビーズガラス化法

ガラス化法は多くの温帯や熱帯植物に利用できる 1つ

の有効で簡便な方法であるが,浸透脱水耐性付与等の処

理中に LS液や PVS2液 中に浮遊する小さい茎頂をピンセ

ットや ピペットで素早く取 り扱 うにはかなりの熟練を必

要 とする。このため,茎頂をアルギン酸ナ トリウムのビ

ーズに包埋 し,そ の後はガラス化法 と同じ処理を行 う方

法がビーズガラスイ監法である (図 17)。 この方法では同時

に多くの茎頂や体細胞不定胚を容易に扱 うことができ,

茎葉形成が早く,再成長率も高い。また,Hirai&Sakai

(2003)は 摘出した茎頂をす ぐにビーズ化 し,前培養 もビ

ーズに包埋 した状態で行 う簡易ビーズガラス化法を報告

している.

3)ビーズ乾燥法

ビーズ乾燥法は操作が容易で (図 18),同 時に大量の茎

頂を取 り扱 うことができ,糖以外の特殊な試薬を使わな

いため利用者も多いが,こ の方法では 4～ 5日 かけて糖濃

度を順次高める操作 (0.3M,0.5M,0.75M),シ リカゲ

漫週批水耐性付与
P',S2

浸透脱水

―

全
茎頂

ア ル

ビーズ化
2-3%(w/v)
ギン酸ナトリウム
+0,4Mシ ョ積

＼

2Mグ リセリン十

0,4Mシ ョ糖 (LS液 )

10～20分
25℃

25℃ か 0°C
適正時間

急速昇温

急速冷却
300°C/分

―
上
▼

前培養

―

LN2

12100前に

懸
一

PVS2の希釈
1.2Mシ ョ糖溶液

図 17.ビーズガラス化法(Encapsuttdon― Vたrncadon)の 操作手順

培養
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ビーズ化
2-3%(w/v)

アルギン酸ナトリウム
+0,4Mシ ョ糖

漫透脱水耐性付与

+

0。 5Mシ ョ糖
1日

18時間

ル上で茎頂の含水量を約 20%ま で乾燥後,液体窒素に冷

却する(Bachiri,2001)た め処理期間が長く,ま た培養に

際 してビーズから茎頂を敢 り出す必要がある。また,現

状では個体再生率がガラス化法よりかな り低い ビーズ

乾燥法は茎頂の浸透脱水耐性を高める方法の改良 (Sakai

ら,2000)に よつて,ガラス化法, ビーズガラス化法と共

に簡便で有力な超低温保存法となるであろう.

いずれの手法を用いるにせよ,統計処理するためには

少なくとも 1処理に 10個の茎頂を 3反復以上の実験が必

要である。また,超低温保存に成功するためには高い脱

水耐性を付与でき,保存後に個体に再生する能力の高い ,

比較的均一な茎頂を多量に作 り出す培養技術が必要であ

る。平井 (Hirai&Sakai,1999a,b,2003)は 1つの簡便

な大量増殖法をハ ッカ等を使つて発表 した.維持培養 し

ているハッカなどの節を 5～ 10 Hlmの長さに切 り,直径 9 cm,

高さ2 cmのプラスティックシャー レの培地に50～60個
,

高密度に植え込んだ。そして 3～ 5日 後に現れた腋芽から

約 l mmの茎頂を切 り出し,実験に使用 した。

超低温保存試験に万能の処方
~妾

はない 切 り出す茎頂

の部位,大 きさ,構造,切 り出す時期の決定,さ らに培

シリカゲル上
で乾燥 (5-6時間〕

養茎頂の浸透脱水耐′性を向上させるためそれぞれの最適

条件,前培養の時間,糖の濃度,種類や低温順化処理な

ど,保存操作の各段階についての最適条件を検討 して決

めることが必要である。さらに液体窒素保存後の茎頂を

培養する培地条件の検討も必要となる。このように植物

培養茎頂や体細胞不定胚を用いた超低温保存実験では各

植物に操作の各段階を微調整 して最適条件を経験的に決

めるほかない。

(3)耐凍性の高い木本植物の冬芽を使用 した超低温保存

法

酒井 。西山 (1978)は 耐凍性の高い リンゴの越冬芽を厳

冬期に採集 し, 40℃ まで緩速に予備凍結 してから液体窒

素に冷却 して 1年間貯蔵後,台木に芽接ざして植物に再

生させた (図 19)。 なお,リ ンゴの芽は液体窒素中に 23ヶ

月間貯蔵 しても生きていた。この実験ではリンゴ6品種 ,

耐凍性の高い 2種類のナシ,ラ ズベ リー,カ ラン トの冬

芽でも同様に液体窒素貯蔵後の生存を確認 した。

耐凍性の高い果樹の冬芽は超低温保存の試料として多

くの利点を持っている。すなわち,

① 耐凍性が高いため, 40℃まで予備凍結後,容易に液

0。 3Mシ ョ梧
1日

糖ョ
山
口冊２．４

100■M  CaC12

十
― 一

培養 40°C

図 18ビーズ乾燥法(Encapsulajon― DehydradOn)の操作手順

LN2

ン ョ
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体窒素で保存できる.

② 均質な耐凍性の高い冬芽が大量に得られる。

③ 採集 した冬芽は 3～ 5℃で,あ る程度の期間は貯蔵で

き,輸送もできる。

④ 芽接ぎで容易に個体に再生できるため,遺伝的に安定

である.

⑤ 冬芽は培養植物と異なり,各処理に対して品種聞差が

少ない。

したがって耐凍性の高い冬芽を使った超低温保存法は

安定,簡単,確実で, しかも低コス トの極めて有力な長

期保存法である。

:
図 191年間超低温保存したリンゴ冬芽からの新梢の伸

長
-30℃まで予備凍結後,液体窒素中で 1年間貯蔵されたリンゴ

冬芽を台木に芽接ぎし,3ヶ月後の新梢の伸長 S:接ぎ芽から

伸長した新梢 ;R:台 木 (Sakai&Nにhwama,1978)

1)芽の器官外凍結

植物の組織や器官はそれぞれの機能や構造に応 じて細

胞外凍結か,過冷却か,器官外凍結のいずれかの方法に

よって危険な細胞内凍結を防いでいる。広葉樹の花芽は

外気温が氷点下数度に下がると小花の水を維管束を通 じ

て花芽の外側を取 り巻く鱗片に運び,そ こで氷になる。

そのため,気温の低下につれて小花の脱水が進み,小花

は過冷去P状態で越冬し,鱗片に多量の氷が蓄積される.

こうした小花の脱水が起こるためには,最初に鱗片内

に凍結が起こることが必要である.石川 ら(1981,2001)

序論.植物細胞 。組織・遺伝資源の超低温保存

は鱗片内に氷核活性物質が存在 し,氷点下の高い温度で

鱗片が最初に凍結することを明らかにした こうした凍

結脱水で小花は強く脱水され,例えばサンシュの小花は

約 25℃ まで耐えることができる。なお,小花は細胞 と比

較すると非常に大きいため,脱水に長い時間がかかる。

そのため,花芽を早く冷却すると,冷却の速さに小花の

脱水がついていかないため,高い温度で小花の中の水が

凍 り,凍死する。このため,花芽の凍死温度は冷去「速度

によつて著 しく異なる。この脱水を伴 う過冷去「現象は広

葉樹の花芽,栄養芽,針葉樹の芽で見られる.こ うした

重要な器官では複雑に組織が分化 し,細胞が高密度に充

填 されてお り,脱水を伴 う過冷却現象はこうした器官内

の凍結を避け, 20℃ 以下まで生き抜く植物の巧妙なメカ

ニズムであり,我々は器官外凍結と名付けた (酒井・石川 ,

2003).

従来,細胞外凍結で凍結に耐える細胞や組織を耐凍性

のある細胞や組織 と呼び,他方,細胞外凍結に融えない

で,過冷却で氷点下の温度を生きる細胞や組織を凍結回

避 して生きていると呼んできた 過冷却 している細胞や

組織では細胞外への水の移動はない.も し,細胞外への

水の移動が起これば,こ れは細胞外凍結になる。しかし,

前に説明した花芽や針葉樹の芽は,あたかも細胞外凍結

図 20クワの冬芽の器官外凍結

クワの冬芽を1日 に 5℃ずつ温度を下げ,-30℃まで冷却後,横断

面の切片を取り, 20℃ の低温室において偏光顕微鏡で観察 鱗

片に多量の氷晶が認められる(酒井,未発表)

12
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のように器官内の水を器官外に凍結脱水させ, 自らは過

冷却状態で-30℃以下までの凍結脱水に耐えている。そし

てその器官がどの程度まで器官外凍結で生きられるかは,

細胞外凍結と同じように,そ の器官の凍結脱水に耐える

能力によって決まる。冬のクフの芽を 1日 5℃ずつ 30℃

まで冷却 し,-20℃ でその横断面を偏光顕微鏡で荏兄察 した

ところ,枝条原基を取 り巻 く鱗片に多量の氷晶が認めら

れた (図 20).こ のこ≧は,枝条原器の水が維管束を通 り,

鱗片に凍結脱水されていることを示 している。このため ,

細胞外凍結する枝の革刃皮組織と異なり, リンゴやクワの

芽の凍結脱水では,非常に緩速に冷去日する必要がある。

2)ア メリカにおけるリンゴ冬芽の超低温保存

Forsline ら(1988)1ま リシ/ゴ (滋′ydメ て/0′″θdぢ′θρミD

′/と,′を′♂spp)の冬芽を用いた 50年間の長期保存計画を実施

するために,64種類のリンゴを用いて 1年間の貯蔵実験

を行つた。平均気温が 0℃以下になる 12月 から2月 のUSDA

Clonal Germplasm Repository(Ceneva,NY)の 野外ジーン

バンクに植えられている 3～ 6年生のリンゴの木から直径

3～ 8 mmの枝を 100～ 150本採集 し, 3～ 5℃に 4～ 6週間

おいて耐凍性を高めた後,こ れ らの枝を 7～ 10 cmの長さ,

2芽を付けた接ぎ穂にし,-4℃ のフリーザー中で 28～32%

含水量まで乾燥させた。これらの接ぎ穂をThe National

Seed Storage Laboratory(Fort Collins,CO)に 輸送 し,

ステンレス容器 (100x41■ lm,一方はゴム栓)に入れ,1℃

/時で 30℃まで冷却 し, さらに 30℃に 1日 おいた後に

液体窒素の気層 (-165℃)で 1年間貯蔵した。貯蔵後, 4℃

のフリーザーに移 し,湿った水苔中に 1日 間おいて吸水

させ,Clonal Germplasm Repositoryで 芽接ぎされた。芽

接ぎ後の回復率は採集時期とリンゴの耐凍度によって異

なった。耐凍度の高いリンゴの回復率は 76%,中程度の

耐凍度のものは 66%,低い耐凍度のものは 24%で あつた

また,耐凍度が中以上の平均回復率は約 70%であった。

この結果から, 30℃以下の耐凍度を持つ多くのリンゴ品

種では冬芽を使つた超低温保存後に個体に再生できるこ

とが明らかになった。さらに 4年間液体窒素に保存され

たが,芽の再生率はほとんど低下しなかった (表 1).

表 可.USDA Cbnal Germttasm Reposたoryにおける冬芽貯

蔵期間が再生 ぼす影響

処理区 再生率 (%)

nc Z

LNO.1(lヶ 月貯蔵 )

LNl(1カ 年貯蔵 )

とN2(2カ 年貯蔵 )

LN4(4カ 年貝宇蔵 )

85 3 ay

63.O b

64 2 b

66.5 b

68.6 b

注.DCZ:乾燥後,液体窒素未処理の比較,y,1%誤差で有意

に異なる

こうした結果に基づき,上記の方法で 2,300ク ローン

のリンゴの芽が 5年計画で 50年間保存 (Base Collection)

するプロジェク トが始められた。なお,こ の USDA Clonal

Cermplasm Repositoryで は, リンゴの野生種は種子,実

生で保存 し,品種,地域種,交配親は 2～ 3株ずつ野外ジ

ーンバンクで保存されている.

3)日 本におけるクフの冬芽の超低温保存

i)凍結脱水法

リンゴの冬芽の超低温保存の場合 と同じく,ク フの冬

芽の凍結脱水法による超低温保存でも,冬芽を採集する

時期,採集年度によって超低温保存後の再生率は,同一

品種を用いてもかなり異なった,採集時期によって芽の

低温順化の程度や細胞の生理条件が異なっている。特に

芽の含水量が季節によつて異なっている 20℃で予備凍

結後に液体窒素に急わする凍結脱水法を用いて新野 ら

(1991)は芽の含水量と超低温保存後の再生率を調べた結

果,含水率が約 38%の 芽で最高の再生率が得 られた (図

21).も う1つの超低温保存法として新野ら(1991)は ,梢

皮組織を付けた芽をキャニスターに入れ,-5℃ から 20℃

まで,1日 に 5℃ずつ温度を下げて凍結脱水 し,-20℃か

ら液体窒素に冷却することで保存 した 7品種の平均再生

率は約 60%で あった.なお,超低温保存した芽は液体窒

素から 37℃ の温水中にキャニスターを移 して急速に加温

し,茎頂 (長 さ 2～ 3 nlm,幅 1 llm)を 無菌的に取 り出し,

茎頂培養 して再生率を調査した。
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図 2125℃乾燥過程での各含水率でのクワの冬芽の超

低温保存後の再生率
12月 と1月 に採集したクワの冬芽を25℃強制送風循環式の低

温庫で数時間乾燥後,-20℃で予備凍結して液体窒素に冷却

超低温保存後に茎頂培養を行い,再生した個体数を調査 (新

野ら,1991)

乾燥後の予備凍結法は 1月 以前に採集 した冬芽に,段

階的に温度を下げる予備凍結法は 2月 以降に採集 した冬

芽に有効であつた。この 2つの方法を併用することで ,

クフの冬芽の採集時期に関わらず超低温保存することが

可能で,用いた 7品種のクフの平均再生率は約 60%であ

った。また,4カ年の保存後も再生率は低下せず,約 400

品種が超低温保存された (新野ら,1993).

五)乾燥法

クフの冬芽を超低温保存する方法の 1つ として,まず

冬芽から茎頂を取 り出し,乾燥後に液体窒素に急冷する

方法がある。保存後は茎頂を培養 し,茎葉を形成させる.

超低温保存後に生存 し,茎葉を形成する限界の含水量

を知るために摘出した茎頂を 25gの 乾燥 したシリカグル

を含む直径 9cmの シャーレの中で異なる時間乾燥 し,2ml

のクライオチューブに入れて液体窒素中に急冷した。図

22に示すように 30%(生重比)以上の水分を持つ茎頂は液

体窒素処理に生存できなかったが,含水率が 20%に低下

するにつれて茎葉形成率は急激に高まり,含水率 20%の

茎頂では約 80%と ,最高の茎葉形成率を示 した。しかし,

さらに含水率が 20%よ り低下すると茎葉形成率は急速に

低下した。

序論.植物細胞・組織 。遺伝資源の超低温保存

100

液 体 窒 素

液 体 窒素 処 理 後

＼

40

含水率 (%生 重比 )

図 22.乾燥法において,各含水率でのクワの冬芽から

摘出した茎頂の超低温保存後の再生率

冬芽から茎頂を摘出し,乾燥したシリカゲルで異なる時間乾燥

させ,クライオチユーブに入れて液体窒素に冷却 加温は 37℃

の温水で行い,培養 (Niino,1992)

浦上 。酒井 (1991)は アスパラガスの節でも同様の傾向

を報告 している。なお,アスパラガスの節では 0.5Mシ ョ

糖溶液で 2日 間処理することで乾燥耐性を著しく高めて

いる。この乾燥法では用いた 7品種のクワの平均茎葉形

成率は約 73%であつた .

五)冬芽茎頂のビーズ乾燥法

茎頂の取扱いを容易にするため,摘出した茎頂 0.5M

ショ糖を含む 3%アルギン酸ナ トリウムのビーズ中に包

埋 し,lMシ ョ糖溶液中に 5℃ ,16時間処理 して乾燥耐

性を高めた。この茎頂を含むビーズを 40gの シリカグル

を入れたシャー レ中で異なる時間乾燥 した後,液体窒素

中に急冷 した。ビーズに包埋された茎頂では含水率 25%

(5時間乾燥)～22%(8時間乾燥)で最も高い茎葉形成率を

示 した (図 23)。 この方法は茎頂が取 り扱いやすいので同

時に大量の茎頂を処理でき,約 70%と 高い茎葉形成率を

得られることから,凍結脱水法と共に有効な超低温保存

法である.

□ 1月 採取、比寧Jた      ○

B二 月採取、液体室柔処理  ●
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図 23ビーズに包埋されたクワの冬芽茎頂の含水量と液

体窒素処理後の茎葉形成率の関係
冬芽から摘出した茎頂を30/oアルギン酸ナトリウムのビーズに包埋
し,5℃で lMショ糖溶液中で 16時間前培養後,乾燥したシリカゲ
ルで異なる時間乾燥した後,液体窒素中に急冷 (Nihoら ,1992)

4)カ キの冬芽の超低温保存

カキの冬芽はリンゴやクフほどの耐凍性を持たないの

で, 20℃以下に凍結脱水することはできない.松本 ら

(2003)は カキの越冬芽の腋芽を無菌的に取 り出し,ク ラ

イオチューブに入れ,ガ ラス化液 (PVS2液 )に より25分間,

室温で浸透脱水 した後,液体窒素に冷却 した 液体窒素

から取 り出し,40℃の温水で温めた後,1.2Mシ ョ糖液で

洗浄 し,培養 した (図 24,図 25).

温帯性のカキ 16品種の平均茎葉形成率は約 90%を示

した。亜熱帯性のカキ品種では 0.3Mシ ョ糖を含む培地で

16時間前培養 し,2Mグ リセ リンと0.4Mシ ョ糖溶液 (LS

液)で 20分問処理後,PVS2で脱水 してから液体窒素に冷

却すると約 90%の高い茎葉形成率を示した。なお,LS液

中で茎頂をビーズ化 し,シ リカグルで乾燥させた腋芽の

茎頂は液体窒素に冷却後 76%が生存していた。このガラ

ス化法は耐凍性の低い休眠芽の超低温保存法として極め

て有望である.

(酒井 昭)

図 24.超低温保存したカキの冬芽
カキの冬芽の腋芽をPVS2で 25℃,20分間浸透脱水し,液体窒
素に急冷後,伸長した植物体 培養 3ヶ月後 (松本ら,2003)

100

20

20

PVS2の脱 水 日寺間 (分 )

図 25カキの冬芽の腋芽の茎頂の PVS2液処理時間と

茎葉形成の関係

茎頂をPVS2に より25℃で異なる時間浸透脱水し,クライオチュ

ーブに入れ,液体窒素に急冷 急速加温後に培養 (松本ら,

2003)
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)序論

バ レイショの超低温保存は ドロップレット法を始め ,

多くの手法での報告があるが,こ こでは多くの遺伝資源

に適用が可能であり,操作が簡便で,特殊な機器が不要

なビーズガラス化法及びショ糖以外に特殊な試薬を使わ

ない方法として多くの植物に応用されているビーズ乾燥

法による超低温保存方法 を紹介す る (Hirai&Sakai,

1999)。

(2)供試材料

学名・品種名

バレイショ(鈴′効を′l″ 渉と/bθFOdとど′″L.)の `男爵薯 '(Irish

cobbler)の 他,品種比較のために 13点 を使用 した。

培養条件

特記 しない限り,培養条件は 23℃ 。16時間日長 (光強

度 50 μ mol正 2s■ )と した。

継代培養,増殖 と茎頂摘出

継代培養は頂芽節を用い,MS固 形培地 (30g/Lシ ョ糖 ,

0.5g/Lカ サミノ酸,2.5g/Lグルライ ト)で 10日 毎に行

つた。残った下位部分の節 (1枚の葉と茎)を プラスチッ

クシャーレ(90 Hlm x 20 Hlm)に 密に植え (図 1左,30～ 50

節),2～ 7日 間同じ条件で培養 (低温未処理),ま たは 1

日培養後に 4℃ ,12時間日長,光強度 20 μ molば2s■ で

3週間低温処理 した。誘導 した腋芽 (図 1-右 )か ら実体顕

微鏡下で茎頂を摘出する。その大きさは腋芽から展開し

た葉を除く程度で,約 l mmで ある.

図 1節培養と誘導された腋芽
左は節培養開始時,右は誘導した腋芽の状態
スケールバーは cヽm(平井撮影)

(3)超低温保存法と結果

1)ビーズガラス化法

摘出した茎頂は 0.3Mシ ョ糖,l mg/L GA3'0・ 01 mg/L BA,

l μg/L NAAを含むMS固形培地に置床 して 16時間前培養

した,ビーズ化液 (カ ルシウムを含まないMS無機成分,0.4

Mシ ョ糖,20g/Lアルギン酸ナ トリウム[loo～ 150 cp,和

光])に茎頂を入れ,2 mlピ ペ ットで 1つの茎頂とビーズ

液を吸い上げ,ビーズ化液 (MS液体培地,30g/Lシ ョ糖 ,

0.lM塩化カルシウム)に滴下し,30分間放置 してビーズ

化 した。これらのビーズを 2Mま たは OMグ リセ リン+0.4

～1.6Mシ ョ糖,前培養 と同様の植物成長調節物質を含む

MS液体培地で 90分間脱水耐性向上処理 (25℃ ,60 rpm)後 ,

この液体培地をPVS2液に置換 し,0℃で 0～ 6時間脱水 し

た (20 rpm).そ の後,2 mlク ライオチューブにビーズと

PVS2液を移 し,液体窒素中に急速冷却 した。

液体窒素中に保存 したクライオチューブを 38℃ の温水

中で約 2分問,軽 く振とうしながら急速加温 した。その

表 1.脱水耐性向上処理と再成長率

―

0.4Mシ ョ糖 0.0± o.O o.o± o.o
O.6Mシ ョ糖 2.8± 2.8  0.0± o.0

0.8Mシ ョ糖 5.6± 5.6 0.0± o.0

1.OMシ ョ糖 0.0± o.O o.o± o.o
l.2Mシ ョ糖 0.0± 0.0 0.0± 0.o

l.6Mシ ョ糖 3.0± 3.0 5.6± 5.6

2Mグ リセ リン 十

0.4Mシ ョ糖
2Mグ リセ リン十

0.6Mシ ョ糖
2Mグ リセ リン十

0.8Mシ ョ糖
2Mグ リセ リン十

1.OMシ ョ糖
2Mグ リセ リン十

1.2Mシ ョ糖
2Mグ リセ リン+

1,6Mシ ョ糖

32.9

62.8

57.4

29.9

27.6

29,3

8.9

4.9

4.9

4.4

3.2

13.2

+

+

+

+

+

+

41,1 ± 39

70.0  ±  6.9

57.9  ±  4.1

26.7  ±  9.8

18.3 ±  6.3

26.6  ±  8.3

‐17-

前培養後に90分間脱水耐性向上処理し,0℃,3時間脱水



Od

一3d

図 2.ビーズガラス化法により超低温保存後,加温,培

養中の茎頂

写真中の日数は培養後日数,スケールバーはlmm,S:茎葉,L

葉原基 (平井撮影)

後,前培養 と同じ植物調節物質,30g/Lシ ョ糖を含む MS

国形培地にビーズを置床 して 16時間培養後,0.5 μg/L

GA3を含むMS固形培地に移植 した.1週間後に必要に応 じ

て植物成長調節物質を含まないMS固 形培地に移植 し,2

週間 (再成長 3週間)後 に再成長率と植物体の生重を調査

した なお,1処理につき 10～ 15個のビーズを用いた。

1.バ レイショ培養茎頂 (ビーズガラス化法・ ビーズ乾燥法)

ii)ビーズガラス化法の結果

ビーズガラス化法では PVS2液による脱水前に 2Mグ リ

セ リン,0.6Mシ ョ糖,前培養 と同じ植物成長調節物質を

含む MS液体培地で 90分間処理することで再成長率は高

くなり(表 1),PVS2液による脱水時間は 3時間が適 して

いた (図 3).本方法で超低温保存 したバ レイショ茎頂は

カルス化することなく分裂組織から直接,茎葉を伸長 し

た (図 2)。 また,他の品種でも高い再成長率を得ることが

できた (表 2).

液体窒素処理 と無処理の植物体の圃場での生育や RAPD

分析の結果,両者に差は認められず (Hirai,2001,Hirai

&Sakai,2001),超 低温保存後に変異が発生する確率は

極めて低い.6品種系統を用いた長期保存試験 (1年間)で

も再成長率に変化は認められないことから(図 4),本手

法はバ レイショの長期安定保存に適 している。
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図 3 PVS2液 による脱水時間と再成長率

前培養後,2Mグリセリン+06Mショ糖で90分間

脱水耐性向上処理
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再成長率 (%)

図 4長期保存試験 白:1時間,黒:1年間保存
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

競i)ビーズ乾燥法

ビーズガラス化法と同様に茎頂を摘出,前培養,ビー

ズ化 した。その後,ビーズを 0。75Mシ ョ糖を含む MS液

体培地に移 して 48時間振 とう培養(23℃ ,60 rpm)し ,1～

6時間乾燥 した。乾燥は 50gの シリカグル,折 り目(山 が

3,谷が 2)を付けたろ紙 (9011m)を入れたペ トリ皿 (90 nlm)

を 135℃ ,3時間乾熱滅菌後に室温まで冷去口した後,ろ紙

上にビーズを置いてペ トリ皿をシール し,25℃で行つた。

乾燥 したビーズは2 mlク ライオチューブに移 し,液体窒

素中に急速冷却 した .

液体窒素中に保存 したクライオチューブを 38℃の温水

中で約 2分間,軽 く振 とうしながら急速加温 した。その

後,前培養 と同じ植物成長調節物質,30g/Lシ ョ糖を含

表 2.再成長率の品種間差

10 20 30
1個体当たり生重 (mg)

図 6.加温 3週間後の幼植物体の生重

■:ビーズガラス化法,回 :ビーズ乾燥法

むMS固形培地にビーズを置床 して 7日 間培養後,0.5g/L

GA3を含むMS固形培地に移植 した.1週間後に必要に応 じ

て植物成長調節物質を含まないMS固 形培地に移植 し,1

週間 (再成長 3週間)後に再成長率と植物体の生重を調査

した。培養条件などはビーズガラス化法と同様である.

ビーズの各段階での含水率の測定は,30個以上のビー

ズを 135℃ ,3時間乾燥させ,(生重―乾燥重)/生重×100

で算出した ,

iv)ビーズ乾燥法の結果

ビーズ乾燥法では前培養 したビーズを 3時間 30分 ,乾

燥することで最も高い再成長率を示 し(データ未掲載),

この際のビーズの含水率は約 23%で あった (図 5)ビー

ズ乾燥法では,前培養中にビーズ内に取 り込まれたショ

糖の濃度が乾燥中に上昇 し,茎頂が浸透脱水され,液体

窒素中に急冷することでガラス化すると考えられている

(序論を参照)。 このため茎頂の浸透脱水に対する耐性を

十分に向上させる必要があるが,前培養中のショ糖濃度

の段階的な上昇や,前培養期間の延長では,耐性を向上

させることはできなかった (データ未掲載).

ビーズガラス化法とビーズ乾燥法の再成長率の品種間

差を比較,調査 したところ, ビーズガラス化法では41～

71%と 高く,汎用性は高いと考えられたが, ビーズ乾燥
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法は 0～ 35%に留まつた (表 2).ま た,ビーズ乾燥法で超

低温保存した茎頂の再成長も遅くなった (図 6).

(4)留意点

①ビーズガラス化法による遺伝資源保存の際には, ビー

ズ化液をMS液体培地に2Mグ リセリン,0.6Mシ ョ糖 ,

0.lM塩化カルシウムを加えたものとし,90分問処理

することでビーズ化と脱水耐性向上処理を同時に行い,

操作を簡略化できる.

②同じく,ビーズガラス化法において,低温処理をしな

い材料の場合,再成長率がやや不安定になるが同様の

方法で超低温保存は可能である。また,加温後の培地

条件には品種間差がある。

③ビーズ乾燥法では乾燥に姑する耐性をさらに向上させ

る必要がある。フサビのガラス化法でグリセリンを前

1.パ レイショ培養茎頂 (ビーズガラス化法・ビーズ乾燥法 )

培養培地に加えることで脱水耐性が向上することが報告

されているので (MatsumOto et al.1998),ノ ミレイショに

応用できる可能性はあるが,未検討である。

(平井 泰)
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)序論

サ ツマイモは PVS2液 による脱水への耐性 が低 く

(Takagiら ,1998),低 温処理も困難であることから,そ

の超低温保存は超急速ハ却によるガラス化法だけが成功

していた (Pennycooke&Towill,2000,2001).こ こでは

PVS2液 に姑する脱水耐性向上処理を改良し,これまでよ

り簡易なビーズガラス化法 (Hirai&Sakai,2003)を 紹介

する。

(2)材料と方法

学名・品種名

サツマイモ (わ9″οθβ ttιθιρ∂ (L。 )Lam。 )の `ベニア

ズマ'の他,品種比較として 2点 を使用 した。

培養条件

特記 しない限 り,培養条件は 25℃ 。16時間日長 (光強

度 50 μmol m2s■ )と した .

継代培養 と茎頂摘出

継代培養は頂芽節 (頂芽のみ,ま たは展開した葉を持つ

節と頂芽)を用い,MS固形培地 (30g/Lシ ョ糖,0.5g/L

カサミノ酸,2.5g/Lグルライ ト)で 2週間毎に行つた。

継代培養に用いなかった下位部分の節から葉を切除して

継代培地に 0.5 mg/L BAを 加えた培地に密に植え (図 1左
,

40～50節),10～ 14日 間培養 して腋芽を誘導 した。それ

ら誘導 した腋芽から実体顕微鏡下で茎頂を摘出するが ,

その大きさは腋芽から展開した葉を除く程度で,約 l nlm

である。

超低温保存

摘出した茎頂をビーズ液 (カ ルシウムを含まない MS無

機成分,30g/Lシ ョ糖,20g/Lアルギン酸ナ トリウム [10o

～150 cp,和光])に入れ,2 mlピペットで 1っの茎頂と

ビーズ液を吸い上げ, ビーズ化液 (MS液体培地,30g/L

ショ糖 ,0。 lM塩化カルシウム)に滴下し,30分間放置 し

てビーズ化 した。

MS液体培地 (30g/Lシ ョ糖,lg/Lカ サミノ酸)で 24

時間振 とう培養 (60 rpm,前処理)後 ,シ ョ糖濃度を 0.3M

とした同じ液体培地で同様に 16時間培養 した (前培養).

図 1.腋芽誘導

左は節培養開始時,右は 14口 後の腋芽の状態
スケールバーは l cm.(平井撮影)

その後,2Mま たは OMグ リセ リン+0,4～ 1.8Mシ ョ

糖を含む MS液体培地で同様に 1～6時間培養 して茎頂の

PVS2液に姑する脱水耐性を向上させた。液体培地を廃棄

し,PVS2液に置換 して 25℃,0～ loo分 間同じ条件で脱水

した。これらの処理では 1処理につき 10～ 15個 のビーズ

を用い, ビーズ 1個につき l ml以上の液体培地,PVS2

液を使用 した.そ の後,2 mlク ライオチューブにビーズ

とPVS2液 (ビーズが浸る程度)を移 し,液体窒素中に急

速冷却 した。

急速加温,洗浄,培養

液体窒素中に保存 したクライオチューブを 38℃の温水

中で約 2分間,軽 く振とうしながら加温した。チューブ

から直ちに PVS2液を取 り除き,1.2Mシ ョ糖を含む MS

液体培地を加え 10分間,2回洗浄 した。ビーズを 0.5

mg/L BA,l mg/L CA3を 含む MS固形培地に置床 して 1週

間培養後,0.5 mg/1 GA3を 含む MS固形培地に移植 し,2

週間 (力日温 3週間)後 に再成長率を調査 した .

(3)結果

ビーズ化 した茎頂は前培養の前に 30g/Lシ ョ糖を含

む MS液体培地で培養する必要があつた (表 1)。 「治癒効

果」と言われている現象であるが,筆者が経験 した作物

の中ではサツマイモのみでこの処理が必要であつた。

PVS2液に対する脱水耐性向上処理はショ糖のみでは効

果はなく(図 4-h),グ リセリンと高濃度ショ糖の双方が

脱水耐性向上に必要で,特に 2Mグ リセ リン,1.6Mシ ョ
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表1.前処理,前培養が再成長率に与える効果

前処理 再成長率

(%± S,E。 )(30g/Lシ ョ糖)(0.3Mシ ョ糖 )

十

十

前処理 :ビーズ化後に 30g/Lショ糖を含む MS液体培地

で24時間培養 前培養 :ビーズ化後直接もしくは前処理後に

0.3Mショ糖を含む MS液体培地で 16時間培養

糖を含む MS液体培地が優れていた (表 2)。 また,脱水耐

性向上処理に最適な時間は 4時間であつた (図 2).こ の

ようにPVS2液 による脱水への而ヽ子J陛が低いサツマイモでは ,

他の作物と比較 して高濃度のショ糖 と長い処理期間が必

要であつた。PVS2液による脱水時間は50～60分間が適 し

ていた (図 3)。

本方法で超低温保存した茎頂はカルス化することなく

分裂組織から直接,茎葉を伸長 したため (図 4),超低温保

存後に変異が発生する確率は極めて低いと考えられた。

また,`ベニアズマ'以外の品種でも高い再成長が得 られ

たことから(表 3),本手法の汎用性は高いと考えられた .

表 2.脱水耐性向上処理と再成長率

脱水耐性向上処理 再成長率

(%± S.E。 )

2.サツマイモ培養腋芽 (ビーズガラス化法)
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図2.脱水耐性向上処理時間と再成長率

前処理,前培養後に2Mグリセリン +16Mショ糖を含

む MS液体培地で 0～ 6時間振とう培養し,PVS2液で

25℃,60分間脱水.縦パーは標準誤差

0 40 50   60   70

脱水時間 (分 )

80   100

図3.PVS2液 による脱水時間と再成長率

前処理,前培養後に 2Mグリセリン +1.6Mショ糖を含む

MS液体培地で 4時間脱水耐性向上処理し,25℃で PVS2

液により脱水.+LNの縦バーは標準誤差,一LNは 1反復

表 3.再成長率の品種間差

品種名 再成長率

(%± S.E。 )

Ｎ

Ｎ

Ｌ

Ｌ

＋

　

一

2M クドリセ リン+

2M クドリセ リン+

2M グリセ リン+

2M グリセ リン+

2M グリセ リン十

2M グリセ リン+

2M クドリセ ツン十

2M グリセ リン十

0.4M

O.6M

O.8M

l.OM

l。 2M

l.4M

l.6M

l.8M

O.4M

O.6M

O.8M

l,OM

l.2M

l.4M

l.6M

l.8M

ショ糖

ショ糖

ショ糖

ショ糖

ショ糖

ショ糖

ショ糖

ショ糖

ショ糖

ショ糖

ショ糖

ショ糖

ショ糖

ショ糖

ショ糖

ショ糖

0.0 ±

0.0 ±

4.2 ±

18.6 ±

14。 4 ±

13.3 ±

6.1±
0.0 ±

0.0 ±

13.7 ±

7.8 ±

23.8 ±

8.9 ±

62.8  ±

82.5  ±

43.2 ±

0.0

0.0

4.2

10.8

7.5

7.9

6.1

0,0

0,0

10.1

0.6

6.9

1.2

7.8

6.7

11.7

ベニアズマ

コガネセンガン

知 高 1号

82.5 ± 6。 7

82.0 ± 5,3

95.2 ± 4.8

前処理,前培養後に2Mグリセリン +1.6Mショ糖を含

む MS液体培地で 4時間脱水耐性向上処理し,25℃

で PVS2液 により60分問脱水

前処理,前培養後に 4時間脱水耐性向上処理し,25℃で

PVS2液 により60分間脱水
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

図 4.超低温保存し,培養中の茎頂
a,b,c,d,e,igは 各 ,々培養後 2,4,7,10,14,21,28日 ,hは 1.6Mショ糖で脱水耐性向上処理を行つた際の枯死した茎頂,

iは培養 23日後の個体(発根が確認できる)スケールバーはlcm(平 井撮影)

(4)留意点

①サツマイモの節培養では節の位置による腋芽の生育差

が大きいため,培養開始前に葉を除去して腋芽の生育

を一定にしたが,遺伝資源の保存では不要である。

②バレイショと異なり,前培養,脱水耐性向上処理中の

植物成長調節物質は不要である.

③加温,培養中の植物成長調節物質量は,バ レイショほ

ど品種間差は認められないが,供試品種数が少なかっ

たため,更に確認が必要であろう。

参考文献

Hirai D&Sakai A (2003)Simplified cryopreservation of sweet

potato (rρ O″。θセ, bセユオ老た,s (L。 ) Lam.) by optimizing the

conditions for osmoprotection. Plant Cell Rep 21:961-966.

Pennycooke 」C&TOwill LE (2000) Cryopreservation of shoot

tips from in vitro plants of sweet potato [′ F'0″Oθ2 bセユなっι老,ど,

(L.) Lam.] by vitrification  Plant Cell Rep 19:733-737

Pennycooke」 C, Towill LE (2001)Medium alternatiOns improve

regrowth of sveet potato (rpο ッ″。θρうゼユどと,ヶβd[L.]Lam )shoot
tips cryopreserved by vitrification and

encapsulation― dehydration  Cryo―Lett 22:381-389

Takagi et al. (1998) Cryopreservation of vegetatively

propagated tropical crops by vitrification. Acta Hort 461:

485-495.
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2.サツマイモ培養腋芽 (ビーズガラスイ監法)
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

ヤムイモはヤマノイモ (力ο♂θοrθ2)属 のうち,い も (担

根体ともいう)ま たはむかごを利用する作物の総称である

ヤマノイモ属に属する植物は 600種あると推定されてい

るが,食用または薬用 として利用されている主なものは

約 18種である。世界の食用ヤムイモ生産量は,年間,約

250万 トンであり,そのうち 95%は 西アフリカで栽培さ

れ,地域にとって非常に重要な作物である.ヤムイモの

遺伝資源は栄養体で保存され,通常,圃場コレクション

および培養植物体の形で維持されている。これ らを補い

さらに安定 した状態で保存するために,長期保存法の開

発および実用化が求められている。

(2)材料及び方法

材料

ア フ リカで最 も重要なヤムイモであるギニアヤム

(力οどοοrθρ rο ととF′夕
`〆

ゼュι,POir;ホ ワイ トヤムとも言 う)品

種 `TDr743'の培養茎頂を用いた.また,設定した条件の

汎用性を調査するため,表 3に示 した 6品種を供試 した

培養方法

培養植物体の育成には,0.lMシ ョ糖,03%グ ランガ

ムを含む MS基本培地を用い,25℃ 。16時間日長 (光強度

90μ m。 lm 2s l)で培養 した.培養植物体から 5～ 10■lmの

一節苗を切 り出し上記の基本培地に植え付け,1～2週間

後に伸長 してきた腋芽の茎頂を切 り出して,材料とした。

切 り出した茎頂は異なった濃度のショ糖を含む基本培地

で一定時間,前培養 した。

超低温保存法

前培養 した茎頂を小片のテイッシュペーパーで包み ,

小さなシャーレにいれた PVS2液 5 mlに浸漬 し,25℃下で

の処理時間を検討 した.0.5 mlの 新 しい PVS2液を入れた

0。 7 ml容量のクライオチューブに,包んだ茎頂をそのま

ま移 し入れ,液体窒素に浸漬 した .

再生育方法                。

液体窒素中に保存 したクライオチューブは 38℃ の湯水

に直接浸漬 し,約 1分間軽く振盪 しながら加温 した.直

ちに PVS2液を取 り除き,包んだ茎頂を小さなシャーレに

移 し,1.2Mシ ョ糖 5 mlを 添力日し20分間浸漬 した。途中,

10分後に新 しい液に交換 した。濾紙を載せた 0.lMシ ョ

糖,0.l M BAP,0.3%グランガムを含む培地に,茎頂のみ

を取 り出して置床 した。暗黒下に 48時間置いた後,0.lM

ショ糖,0.l M BAP,0.5M卜 AA,0。 3 M GA3'。・3%グラン

ガムを含む培地に移 し, さらに暗黒下で培養 した.48時

間つ盗, 0.lMラ /ョ 鶏き, 0.l M BAP, 0.l M NAA, 0,4 M GA3' 0・ 3%

グランガムを含む培地に植え替えて,16時間日長で再生

育させ,21日 後に,正常に茎葉を形成 した個体を生存と

判定した。培養温度は,いずれも25℃ とした。

(3)結果

1)一節苗を培地に植え,伸長 した腋芽の茎頂を切 り出

すと,5～ 7日 間生育させた腋芽からは通常 0.5～ 1■lm

の茎頂が,12～ 14日 間生育させた腋芽からは 1～ 2■lm

の茎頂が得られる.茎頂の大きさは 5～7日 の方が 12～

14日 より高い生存率を示 した (表 1)

表 1茎頂の大きさおよび PVS2処理時間が液体窒素保存後

の生存率に及ぼす影響

1)7茎頂,4反復の平均値 ± SE
茎頂は03Mショ糖を加えた基本国形培地上で72時間,25℃・16時

間日長条件下で前培養した後,PVS2液で処理した

2)切 り出した茎頂を,0.3Mシ ョ糖を含む基本培地で前

培養 した場合,処理時間 72時間が 24及び 48時間より

高い生存率を示 した。また,25℃ 下で PVS2液処理をし

た場合,30分が最も効果的であった (表 2).

3)品種 `TDr743'を 用いて設定した条件 (図 1)をギニ

アヤムの他の5品種に適用 したところ,43～ 75%の生存

率を示 した。

370± 36605 ± 6720′刀
｀

398± 33465± 8810分

12～ 14日 の腋芽5～ 7日 の腋芽

PVS2)夜

処理時間

液体窒素保存後の生存率 (%)1)
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表2前処理および PVS2液処理の時間がギニアヤム茎頂の

液体窒素保存後の生存率に及ぼす影響

1)7 4反復の平均値+SE
LSD:Least signiFcant difFerence

茎頂は 03Mショ糖を含む基本国形培地上で前培養した PVS2液
処理温度は 25℃

表 3.ガラス化法のギニアヤム他品種への適用

430TDr 131

535TDr 747

643NDR/BD

738TDr 179

753TDr 608

675TDr 743

液体窒素保存後の生存率

(%)1)

品種名

1)8茎頂,4反復の平均値

LSD(Least signilcant direrence)三1289

CV(Coemcient of vanation)=1542%

(4)留意点

供試 したギニアヤムの品種は,PVS2液処理に比較的耐

性で, ローディング処理なしで,25℃ 下で 30分間 PVS2

液処理をしても,43～ 75%の生存率を得ることができた

このプロトコールを 力ο♂θοrθ,β′ρ ιβ (ダイジョ)に適用

したところ,PVS2液処理への感受性が強く生存率が低く

なり,0℃で PVS2液処理をすることが適切 と判断された

(Takagtt θオガ.1998)。 同じヤムイモでも,種によつて

諸処理に対する反応が大きく異なることに留意する必要

がある。

(高木洋子)

ここに述べた結果は,国際農林水産業研究センター沖縄招へい研究プログラムにお

いて,P M Kyesmu(Dept Of Botany and Microbiology,University of JOS,JOs,

Nigeria)と の共同研究で得 られたものである。

3.ヤムイモ培養茎頂 (ガ ラス化法 )

参考文献

Kyesmu PM θな と,7.(1997) Cryopreservation of shoot apices of

vhite yams (つユο♂θοrθβ rOι rF′lυ♭ιβ Poir)by vitrification.

Abstract of the 15th Meeting of the 」apanese Society for

Plant Cell Molecular Biology  162.

Kyesmu PM and Takagi H (2000)Cryopreservation of shoot apices

of yams (Diο dθοrθ, species) by vitrification  Pp 411-413

in Engelmann F and Takagi H (eds ) CryOpreservation of

tropical plant germplasm ―Current research progress and

application― ,」 IRCAS/Tsukuba, Japan and IPGRI,Rome.

Takagi H (1998)Cryopreservation of vegetatively propagated

tropical  crops  by  vitrification,  Proc.   Int,  Symp

Biotechnology  Tropical  &  Subtropical  Species  (Ed.

R A.Drev). Acta Hort  461:485-494.

暗養植物の育成
01Mシ ョ糖,0.3%ゲランガムを加えた MS基本培

地で育成した培養植物から,5～ 10 mlnの 一節苗を切

り出し,上記の培地に植え付ける.5～ 7日 後に伸

長 した腋芽から茎頂を切 り出す 切 り出した茎頂

を,03Mシ ョ糖を含む培地上で,72時間,25℃下

で前培養する.前培養 した茎頂をティッシュペー

パーの小片で包む

小さなシャーレに入れた PVS2液 5 mlに包んだ茎頂

をいれ,25℃下で 30分問処理 0,7 ml容 量のクラ

イオチューブに新 しい PVS2液 0 5mlを 入れ,包ん

だ茎頂を移 し入れる

夜体窒素タンク

液体窒素中に直接浸漬する

38℃の温水中で約 1分間加温,直ちに PVS2液 を取

り除き,小 さなシャーレに 1.2Mシ ョ糖液 5 mlを

入れ,室温で包んだ茎頂を20分間浸漬する 途中,

10分後に新しい液と交換する

濾紙を載せた 0,lMシ ョ糖,0 1 M BAP,0.3%ゲラ

ンガムを含む培地に,茎頂のみを移 し,暗黒下・

2ドCに 48日寺間晋Lく  0.lMシ ョ糖, 0.l M BAP, 0.5

M NAA,0 3 M CA3,03%グ ランガムを含む培地に

移 し替え,暗黒下 。25℃でさらに 48時間培養 した

り盗, 0.lMラ/ョ

"き

, 0.l M BAP, 0.l M NAA, 0 4 M GA3,

0.3%グランガムを含む基本培地上で,再生育させ

る (25℃ , 16時間日長).

図 1ギニアヤム培養茎頂のガラス化法による超低温保

存法の手順.

↓
甲
―
↓
□

4425a2716b2355b平均値

(LSDE13 9)

942c143=L5970=L4070=L4050分

178」L38105=L3540′刀
｀ 20 25 bc325=L35

30分 5933a675=L35535=L35570=L57

4175a605=L67430=L00218± 7320分

465=L89143=L59125± 4310分 2742b

前処理

72時間

前処理
48時間

前処理

24時間

PVS2液 処

理時間(分 )

平均値

(LSDE10 7)

液体窒素保存後の生存率(が )

2液処
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

タロイモは,単子葉植物で,サ トイモ科 (И rβθθβうに属

し,球茎 (い も)あるいは葉,茎を食用とする栄養繁殖性

作物をさす。遺伝資源の保存は圃場での栄養体保存が主

流であり,他の栄養繁殖性作物 と同様に,効率良く安定

した長期保存法の開発が強く求められている。

(2)材料及び方法

材料

温帯性タロであるサ トイモ (鈴′οθθ♂ゴβ θsθ [′′θ′?才β var.

2,ガ ?μόとィ′〃lの  品種 `エ グイモ'の培養茎頂を用いた。

また, サ トイモの品種 `ド ダ レ', 熱帯性 タロ (a

θdθと/7θ,彦ρ var.θ♂θと′ゼθ,力)の 品種 `ギ ノワン'及び `カ

ビラ'を用いて設定した条件の汎用性を試 した。

培養方法

培養植物体の育成には,MS基本培地に3%シ ョ糖および

0.2%の グランガムを加えた固形培地用い,継代培養は約

2ヶ 月毎に行つた.培養条件は 25℃,16時間日長 (光強

度 92 μ mol√
2s■)と した.培養体から切 り出した茎頂は ,

異なった濃度のショ糖を加えた MS固形培地に置床 し,暗

黒下,25℃ で 16時間,前培養 した。

超低温保存法

前培養 した茎頂 を異なった組成のローデ ィング液に

25℃下で浸漬 した後,0 5 ml容 量のクライオチューブに

10茎頂を入れ,0.5 mlのガラス化液 (PVS2液 )を添力日し,

25℃下で処理 した。処理直後,新しい PVS2液 0.5 mlと

交換 し,直ちに液体窒素に浸漬 した。

再生育方法

液体窒素中に 1時間保存 したクライオチューブを 40℃

のう水に直接浸漬 し,約 1分間軽く振盪 しながら加温し

た。加温後,直ちに PVS2液 を取 り除き,1.2Mシ ョ糖液

と交換 し,25℃ で 10分間浸漬 した。その後,濾紙二枚を

載せた 03Mシ ョ糖を含む MS基本国形培地に移 し,25℃・

暗黒下で培養 した。2日 後に茎頂を 01Mシ ョ糖を含む MS

基本国形培地に移 し,25℃ 下で培養 した。はじめの 10日

間は弱光下に置 き,そ の後 16時 間 日長 (光 強度 92

μm。 lm 2s■ で再生育させ,20日 後に,正常な生育を示す

個体を生存と判定した。

(3)結果

茎頂の大きさ 培養体から切 り出した茎頂は長さ 1■lm弱

で 1～2の葉原基を持つものが適当であった。これより大

きく 2～ 3枚の葉原基と共に切 り出した場合には生存率が

低く,安定 しなかった。これは発達 した幼葉が生長点部

位を包み込んでいるため,処理液が組織の内部まで浸透

し難く,脱水等の効果があがり難 くいためと考えられる。

ガラス化法の処理条件 ①PVS2液によるガラス化処理の

時間は 10分間が最適であった (表 1).

表 l PVS2液処理時間が超低温保存後のタロ茎頂の

存率に及ぼす影響

00 ±  0060

447  ±  3740

430  ±  1530

676  ±  2020

772  ±  1510

00  ±  002)0

超低温保存後の生存率(%)PVS2液処理時間(分)1)

1)ローディング処理は 15Mグリセリン+04Mショ糖
+5%DMSOで 20分行つた

2)4反復の平均 ± SE,各反復に約 10の茎頂を供試した

②ローディング処理は有効で,特に2Mグ リセリン+0.4

Mシ ョ糖 (Ll)が効果的であった (表 2).

表 2.ローディング処理液の種類が超低温保存後の生存率

に及ぼす影響

1)Ll,L2,L31ま 20分処理 L4は各濃度 5

も25℃下で行つたPVS2処理は 10分

325」
= 14

PVS2  20%―→40%―→60%―→80%(L4)

400± 00PVS2 20%(L3)

633+ 1315Mグ リセリン+04Mシ ョ糖 +5%DMSO(L2)

695± 202Mグリセリン+04Mショ糖(Ll)

233」
= 152)

なし

生存率(%)ローディング液1)
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2)3反復の平均±SE,各反復に約 10茎超を供試した



③ローディング処理(Ll)20分 とPVS2液処理 10分の組合

わせで最も高い生存率が得られた (表 3).

表3ローデイング処理時間が超低温保存後の生存率に及ぼ

す影響

1) は2Mグリセリン+04Mショ糖 PVS2 は

10分間行つた

2)3反復の平均土SE,各反復に約 10の茎頂を供試した

培養植物の育成期間 茎頂を切 り出す植物体の育成期間

は長いほど生存率が高く,lヶ月では 45%で あるのに対 し

て 3ヶ 月では 75%の 生存率を示した

切 り出した茎頂の前培養 異なったショ糖を含む MS基本

培地で,茎頂を前培養 した結果,0.3Mシ ョ糖区で 80%を

越える生存率が得られた (表 4).

表 4茎頂の前培養のショ糖濃度が超低温保存後の生存率

に及ぼす影響

1) ショ糖を含む培地上

2)LN(―〉超低温処理なしの対照区の生存率,LN(,液体窒素保存

後の生存率
3)3反復の平均±SE,1反復に約 10の茎頂を供試した

前処理上1で 20分,PVS2液処理:10分

異なった品種への適用 上記で選定した条件を他の 3品

種 `ドタレ',`ギ ノワン'お よび `カ ビラ'に適用 した

結果,それぞれ 67,70お よび 90%の 生存率が得 られた。

(4)留意点

1)培養植物体の継代培地のショ糖濃度を 6～ 12%ま で

上げて生育させると生存率が高く,安定した。適性濃

度は品種によつて検討する必要がある.

2)マ ニュアルに従つて試験をしても,実行者により生

存率に差がでる。

4.タ ロイモ培養茎頂 (ガラス化法)

3)本プロトコールを Regional Germplasm Center(フ ィ

ジー)で熱帯性タロ遺伝資源に試用 したが,生存率は

30%程度 に留 まつた このプ ロ トコール を改変 した

“Droplet vitrification法 "で ,よ り高い生存率が

得 られ,現在手法の確立を目指 しているとい う(Talor

M;personal collimuniCation).      (高 木洋子 )

ここに述べた結果は、国際農林水産業研究センター沖縄招べい研究プログラムにお

いて、Nguyen Tien Thinh(Lab oF Plant Tissue Culture and /1n vitrO/Mutation

8reeding,Nuclear Research lnstitute, Dalat,Viet Nam)と の共同研究で得られた

ものである。
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vitrification, Plant Cell Reports, 16: 594-599.

Thinh NT (1997)Cryopreservation of germplasm of vegetatively

propagated tropical monocots by vitrification  Doctoral
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9%シ ョ糖 を加 えた MS基本国形培地で育成

(25℃ ■6時間日長,60日 間隔で継代)茎頂 (長

さ l mln程度)を切り出す.

03Mシ ョ糖を含むMS基本国形培地上で,暗黒

下 25℃で 16時間

ローディング処理

2Mグ リセ ツン+0.4Mシ ョ糖で 20分問処理 .

PVS2液処理

クライオチューブ (0.5 ml)に 10茎頂,PVS2
液 0.5 mlを 加 え ,25℃ 20分 間 処 理 .

処理後に,新 しい PVS2液に取 り替える

液体窒素タンク

液体窒素中に直接浸漬する

40℃の温水中で約 1分間加温,直ちに PVS2液

を取り除き,1.2Mシ ョ糖液を添力日し,25℃ 10

分間浸漬した

濾紙 2枚を載せた 03Mシ ョ糖を含む MS基本国

形培地に移し,暗黒化に置く 2日 後に 01M
ショ糖を含む MS培地に移し再生育させる(は じ

め 10日 間は弱光下,その後 16時間日長).いず

れも 25℃条件下

Ｉ
Ｉ
▼

Ｉ
Ｉ
▼

Ｉ

ｌ

ｌ

ヤ

ｌ
ｌ
▼

30 367 ± 34

20 700± 34

10 550± 43

0 175± 092)

前処理時間(分 )1) 超低温保存後の生存率(%)

950せ= 1407 00± 00

05 133 」L 091000± 00

03 833± 231000± 00

1000± 000)0 666 ± 23

LN(―)2) LN(十 )

ショ糖濃度
1)

(M)

生存率(%)
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図 1.タロ培養茎頂のガラス化法による超低温保存法の手順



植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)序論

キャッサバの超低温保存はガラス化法などの手法が報

告されているが,こ こでは多くの遺伝資源に適用が可能

であり,再成長率が高く,特殊な機器が不要なビーズガ

ラス化法 (Charoensub et al.2004)を 紹介する。

(2)材料 と方法

学名・品種名

キャッサバ (〃と,ヵ力οすθ∂θを′′
"物

Crantz)の `AMM22'の

他,品種比較のために 3点 を使用 した。

培養条件

特記 しない限り,培養条件は 25℃ 。16時間日長 (光強

度 50 μ molば 2s■)と した .

継代培養 と茎頂摘出

糸匹代培養は 0。 lg/L myo― イノシ トール,l mg/Lチアミ

シ/―HCL, 0.02 mg/L BA, 0.l mg/L GA3' 0'01 mg/L NAA,

30g/Lシ ョ糖,2.5g/Lゲルライ トを加えた Ms固形培地

(Charoensub et al.1999)で 3週間毎に行った。節培養

は生育を揃えるために葉柄 と葉を削除後に同じ条件で 1

～4週間実施 し(図 1),誘導 した腋芽の頂芽から約 l nlm

の茎頂を摘出した。

超低温保存

茎頂は継代培地のショ糖濃度を 0.3Mと した培地に移

植 し,16時間前培養 した。ビーズ液 (カ ルシウムを含ま

ない Ms無機成分,0.4Mシ ョ糖,20g/Lアルギン酸ナ ト

リウム [loo～ 150 cp,和光])に茎頂を入れ,2 mlピペッ

トで 1つの茎頂とビーズ液を吸い上げ,ビーズ化液 (MS

液体培地,30g/Lショ糖,0.lM塩化カルシウム)に滴下

し,30分間放置 してビーズ化 した。その後,2Mまたは 0

Mグ リセ リン+0～ 1,oMシ ョ糖を含む MS液体培地で 90

分間培養 して (25℃ ,60 rpm)茎 頂の PVS2液に紺する脱水

耐性を向上させた。この液体培地を PVS2液 に置換 して

0℃ または 25℃で 0～ 5時間脱水 した。これらの処理では

1処理につき 10～ 15個 のビーズを用い,ビーズ 1個につ

き l ml以上の液体培地,PVS2液 を使用 した。その後,2 ml

クライオチューブにビーズとPVS2液 (ビーズが浸る程度)

図 1.節培養の期間と腋芽(矢印)の状態
スケールバーはlcm,数字は培養期間(週 )

(平井撮影)

を移 し,液体窒素中に急速冷却 した。

急速加温,洗浄,培養

液体窒素中に保存 したクライオチューブを 38℃の温水

中で約 2分間,軽 く振とうしながら力日温した。チューブ

から直ちに PVS2液を取り除き,1.2Mシ ョ糖を含む MS

液体培地を加え 10分間,2回洗浄 した。その後,継代培

地と同じ培地にビーズを置床 し,3週間後に再成長率を調

査 した。

(3)結果

バナナを用いたガラス化法では,ノ刀
ヽ
裂組織を覆 う葉原

基の状態によ り使用す る茎頂 を選別す る必要がある

(Thinh et al.1999)。 キャッサバでも同様に茎頂を摘出

する腋芽は,節培養開始 3週間後が適 していた (図 1,表

1)。 キャッサバの腋芽生育を顕微鏡観察すると,生育の

程度により葉原基や幼葉が分裂組織の覆い方に差があり,

PVS2液による脱水が必要かつ十分に行われる時期が節培

養開始 3週間後であつたためと考えられた。

PVS2液による脱水而ヽす′性向上処理は 2Mグ リセリン,0.6M

ショ糖を含む MS液体培地で 90分間処理することが有効

で,再成長率は高くなった (表 2).

曰

四

■
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表1.節培養の期間と茎葉形成率

節培養期間 再成長率

±S.E

1       37.8 ± 5。 3

2       44.4 ± 5.6

3       82.0 」二 2.6

4       64.0 ± 3 4

表 2脱水耐性向上処理と再成長率

5.キャッサバ培養茎頂 (ビーズガラス化法 )

25℃での PVS2液 による脱水時間は 2時間と短いが再成

長率は不安定になり,0℃では 4時間が最適であつた。こ

のように低温で緩速に脱水する方がキャッサバには適 し

ていると考えられた (データ未掲載).

以上の条件で超低温保存 したキャッサバ茎頂はカルス

化することなく分裂組織から直接,茎葉を伸長 し,他の

キヤンサバ品種も高い再成長率を示 した (表 3)こ とから,

超低温保存後に変異が発生する危険性は極めて低いと考

えられた。

(4)留意点

① キヤンサバの分裂組織を覆 う小葉の先端は糸状に細

く 3つ に分岐している。このために気泡が付着 しやす

く,ビーズ化に際 してはビーズ液に十分なじませ,気

泡を除いておく必要がある。

(平井 泰)

参考文献

Charoensub et al. (1999) CryOpreservation of cassava in

vitro― grown shoot tips cooled to-196° C by vitrification.
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(週 )

脱水耐性向上処理 再成長率

(%± S.E。 )

OM

O.4M

O.6M

O.8M

l.OM

2M クドリセ リ ン +   OM

2M クドリセ リ ン + 0 4M

2M クドリセ リ ン + 0 6M

2M グリセ リ ン + 0 8M

2M グリセ リ ン + 1.OM

シ ョ糖

シ ョ糖

シ ョ糖

ショ糖

ショ糖

ショ糖

シ ョ糖

シ ョ糖

シ ョ糖

ショ糖

0.0 ±

0.0 ±

88 ±

30±

3.0 ±

0.0 ±

65,7 ±

74.5 ±

63.3 ±

38.3 ±

00

00

5.3

3.0

3.0

表 3.再成長率の品種間差

品種名     再成長率

(%± SE.)
AヽlⅢ122   82.7  ±=   5.5

CM-3281-4   84.1  」=  11.6
MCOL2215   57.1  ユ=   5,0
SG104-264   85,7  ±   0.6

Basal medium(MS,
30 gtt sucrose,019洲 myolnoshol,

_Exc sion of rips

l mgtt Thiamine― HCと,0 02mgtt BA,
0 1 mgtt GA3,0 01 mgtt NAA)

、   250C,1 6h photoperiod,3 weeks

,― ― Precukure ― ―

ヽ

B
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図 2.キヤッサバの超低温保存法

Basal medium,0 3 M sucrose

(250C,16h)
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

インナラはスリランカで栽培されている,シ ツ科の植物

でジャガイモのような塊茎をつくる。この作物は日本では

なかなか手に入 りにくく,一度失つてしまうと手に入れる

のは非常に困難 となる。一方,こ れを毎年圃場で栽培 して

あるいは培養茎頂で保存することは多くの労力を要する。

そのために,簡単にかつ長期に保存できる超低温保存法の

開発を行つた。

(2)材料及び方法

材料

インナラ (」οノθノ20Sttθ″0,FOι′力″f6と主お)の ボラ系統

を用いた。

培養方法

培養は MS基本培地に O.2 mg/L BAと 2.5%シ ョ糖を添

加 し,8,Og/Lの 寒天で,pH5.8に 調整 した固形培地で行

つた。継代培養は約 60日 おきに行い,培養条件は 25℃・

16時間日長 (光強度 40 μ molm 2sl)と した。材料に用い

た腋芽は先ず,葉腋部を持つた茎を 2～ 411mの大きさで切

り,01Mシ ョ糖を添力日した MS培地 (9 cmの ペ トリ皿を

使用)で 25℃ ,3週間培養 した。培養条件は継代培養 と同

様。この培養で腋芽は長さ 1～ 1.5 cmの頂芽と二枚の葉を

持った茎頂に成長 し,こ こからの保存材料の腋芽を得た。

しかし,こ れらの腋芽においても,様々な生育段階が見ら

れたので表 1に示 したように生育段階を三段階にわけ,最

適な生育段階を検討 した。

超低温保存法

茎頂から葉を切 り落とし,腋芽を左右に 2つ持った葉腋

部の茎 (厚 さ0.5～ 1 0 nlm)を 切 り出し,脱水耐J性 を付与

するため,腋芽を 0.3Mの ショ糖を添力日した培地で 1～ 5

日間 25℃で前培養 した。次ぎに腋芽を 0.lM塩化カルシ

ウムを添力日した LS液で 25℃ ,20分問処理 し,さ らに 0.1

M塩化カルシウムを添力日した PVS2液 l mlで 25℃ ,16～ 20

分間処理 した。この間 PVS2液は 1回交換するとともに ,

液体窒素に浸漬する直前に PVS2液を 0.5 mlと して液体窒

素に浸漬 した。

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,急速力日温す

るため 35℃ のウォーターバスに直接入れ,手で 1分攪拌

した。その後、PVS2液を速やかに取 り除き,1.OMシ ョ糖

添加 MS液体培地溶液で置換 し,室温で 20分置いた。腋芽

は,前記継代培地に置床 し,通常の条件で培養 した。

(3)結果

● 腋芽の大きさが 0.02,0.1,1 0 nlmの 生育段階の異な

つた腋芽を比較検討 した.その結果は,表 1に示 したよ

うに液体窒素に浸漬 しない区はすべての成育段階で

90%以上の生存率があった。しかし,液体窒素に浸漬 し

た区では,0.l Hlmの大きさで茎頂 ドームが完全に覆わ

れているものが最も高い生存率 85%を示 し,他のもの

は 30%台 の生存率にとどまった なお,頂芽について

は高い生存率はこの条件では得 られなかった

0 前培養 日数が生存率に及ぼす影響について検討 した

結果,液体窒素に浸漬 しない区では, 前培養の影響は

表1 腋芽の生育段階が生存率に及ぼす影響

前培養 2日 ,PVS2液 18分で処理

生育段階

腋芽の大きさ

生存率(%± SE)

LN処理無し LN処理有り
002 mm,非 常に小さい

01 mm,球 形、茎頂ドームが完
全に覆われている

10 mm,燕 口、茎頂ドームが部
分的に覆われている

頂芽茎頂

90±  4

94±  4

97 ± 4

93ユ= 4

32■
= 8

85±  4

35 ±= 4

15± 7

表 2.0.3Mショ糖添加培地での前培養日

数が生存率に及ぼす影響

前培養

期間

生存率(%± SE)

LN処理無し LN処理有り

無し

0 3 M sucrose, 1 日

0 3 M sucrOse,2日

0 3 M sucrOse, 3日

0 3 M sucrOse,4日

0 3 M sucrose, 5日

831= 2

95±  4

97±  4

95±  4

73 ± 7

63±  4

0± 0

33■
= 5

78±= 2
40 ± 4

8± 5

0± 0
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4日 日以降から現れることが示された。液体窒素に浸漬

した区では 2日 の前培養が最も効果的で,その生存率は

78%を示した .

O PVS2液 の処理時間は予め 20分前後であることが確か

められていたため, さらに詳細な処理時間を検討 した .

表 3に示 したように,16～20分までは液体窒素に浸漬

しない区において生存率の低下は見られないことから,

それ以上の浸漬時間で処理の影響が出ることが示 され

た。一方,液体窒素に浸漬 した区においても,16～ 20

分処理で高い生存率が示され,最高値は 18分間処理の

82%で あつた。

表 3.PVS2液処理時間と生存率

PVS2液浸漬時間

(分 )

(%士 SE)

LN処理無し LN処理有り

6.イ ンナラ培養茎頂 (ガラス化法)

培養茎頂 25℃ 。16時間日長,60日 間隔で継代

葉腋部を持った茎を 2～ 4ェlmの大きさで切 り,

0。 lMショ糖を添加 した MS培地 で 25℃,3

週間培養 .

茎頂から葉を切 り落とし,腋芽を左右に 2

つ持つた葉腋部の茎 (厚 さ0.5～ 1,O mlla)を

切 り出し

1前培養処到 0.3Mシ ョ糖添加 MS培地,25℃ 。16時

|

|

間日長,2日 間

クライオチューブ (2 ml)に 10茎頂

(4)留意点

1)ガ ラス化法では高い生存率を得るためには,均―な

材料を用意する事が最も重要である.均―な材料を使

うことによりPVS2液処理等で均質な脱水処理等が期待

できる。

2)PVS2液処理時間は数分の差で生存率が大きく変わる

可能性が示されたので,処理作業は手際よく時間を守

つて行 う必要がある。

3)扱 う植物により,どの部位を利用するのが最も簡単

かつ生存率の高い保存法になるかを予め検討すること

が必要である。

(新野孝男)

参考文献
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「 S液処理 0。 lM塩化カルシウム添加 LS液 l mlで

25℃,20分問処理

PVS2液処到 0.lM塩 化カル シウム添加 PVS2液

l mlで 25℃,18分問処理

処理途中に 1回 l ml PVS2液 と取 り替え

浸漬直前に O.5 ml PVS2液 と取 り替え

夜体窒素タンク 液体窒素中に直接浸漬

35℃の温水中で約 1分間加温,直ちに PVS2

液を取 り除き,1,O M sucrose添 力日MS液体

培地溶液で洗浄,20分放置

継代培地に置床

図 1.インナラ培養腋芽のガラス化法での超低温保存

法の手順

16

18

20

22

95」= 4
93 」= 4
93 」= 4
88ユ= 2

70±= 4
82■= 2
67±  5

50±  7
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(1)意義

ワサビの種子は,乾燥すると不稔になる recalcitrant

種子と呼ばれ,長期貯蔵が困難である。したがって,フ サ

ビも品種 。系統等の遺伝資源保存には栄養体を用いる.な

お,ワ サビについても種子を用いた超低温保存の報告もあ

るが,他の多くの作物と同じく実生では形質がばらつくこ

とから,栄養体保存が望ましい。

我が国における植物栄養体の超低温保存の研究が盛ん

になったのは,平成 2～6年度の農水省研究補助事業であ

る「地域バイテク」で課題化されてからであり,筆書はフ

サビを対象として取 り組んだ。それ以来,ワ サビをモデル

植物として特にガラス化法の改良に取 り組んできたので ,

ここで若千詳 しく述べる.

(2)材料及び方法

材料

供試材料 として,ワ サビ(胎♂β″ ヵ″ヵ′θβ Maysumura)

`島根 3号 'を主として用いた。 BA O.l mg/Lと 0.2%ゲ

ランガムを添加 した 1/2 MS固形培地に滅菌した腋芽を置

床 した。培養条件は,20℃ ,60μ mol m 2s l,16時間日長

とし,35～ 40日 間隔で継代培養を行つた.草丈が 30～ 50■ lm

に生長 したワサビのシュー トから,葉原基 1～3枚を付け

た頂芽の茎頂近傍組織を直径約 l nlm,高 さ約 1 llmの大き

さに摘出して超低温保存に供試 した (図 1).

超低温保存法

(ガラス化法)

1)ガラス化法の基本的手順

茎頂を 0.3Mシ ョ糖培地で 1日 間前培養 し,ク ライオチ

ューブに茎頂を 10個入れ,2Mグ リセ リン +0.4Mシ ョ

糖液中で 25℃,20分間の LS液処理後,25℃,20分間の

PVS2液処理 した .

2)茎頂への脱水耐性付与

前培養条件の検討 として,茎頂に脱水耐性を付与する

ため 0.1～ 0.7Mの ショ糖を含む 1/2 MS培地で 1日 間培養

し最適ショ糖濃度を決定した。また,最適濃度 (0.3M)

のショ糖培地で 0～ 3日 間の前培養 し,25℃,20分間の 2M

グリセ リンと 0.4Mシ ョ糖液処理 (LS液処理)の有無に

よる液体窒素冷却後の生存率を比較した。なお,PVS2液

処理条件は,0℃,50分間とした .

3)PVS2液処理条件の検討

植物組織・細胞の脱水がゆっくり行える 0℃ と短時間で

行える 25℃で最適な PVS2液処理条件を検討 した,0℃ で

行 う場合は,あ らかじめクラッシュアイス等で 0℃ に冷却

した PVS2液を用いることが重要である.処理は全てクラ

ッシュアイス中で行い,液交換時以外にも 2,3回 クライ

オチューブを撹拌 して脱水を促進する.25℃処理の場合は ,

室温 25℃に設定したクリーンルーム内で行 う。

4)前培養培地へのグリセ リン添力日効果

0.3Mシ ョ糖と 0.1,0.3,0.5,1.OMの異なる濃度の

グリセ リンを添力日した固形培地でワサビ茎頂を 20℃で約

16時間前培養 し,ガラス化法で液体窒素冷却後のシュー

ト形成率を比較 した。なお,LS液処理は行わず,PVS2液

処理条件は,25℃で 10分間とした。

5)品種比較

ガラス化法の品種間差を検討するため,`島根 3号 'の

他に `さ んべ',`いわみ',`羅漢 2号'について,得られ

た最適処理条件でガラス化法による超低温保存を行つた。

L L
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図1.超低温保存に用いるワサビ茎頂の摘出

M(茎頂ドーム),LP(葉原基 )
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(ビーズガラス化法 )

1)ビーズガラス化法の基本的手順

ビーズガラス化法の手順は,基本的にガラス化法に準 じ

るが,アルギン酸ビーズに茎頂を包埋する操作を行 う際に

用いる 2%アルギン酸ナ トリウム液 と 100mヽ1塩化カルシ

ウム液に 2Mグ リセ リンと 0.4Mシ ョ糖を添力日した。アル

ギン酸ナ トリウム液を l ml容 シリンジに入れ,そ の針か

ら液が塩化カルシウム液に滴下する寸前にピンセ ントで

茎頂を封入 して,そのまま 30分間反応させて直径 3 Hlm

のビーズを作成 した .

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,急速加温す

るため 40℃の温水中に直接入れて 1分間程度手で攪拌 し

た。その後,PVS2液 を除去し,ガ ラス化法では 1.2Mシ

ョ糖液 1.8 mlで 20分洗浄,希釈 した。ビーズガラス化法

でも同様 1.2Mシ ョ糖液 (1ビーズあたり l ml以 上の液

量)で 30分洗浄,希釈 した。

洗浄 した茎頂は,材料育成用培地と同じ成分の再培養用

培地に置床 し,上記の条件で生育させたところ,約 30日

後に草丈 5～ 10 Hlm,展葉が 2枚程度のシュー トに再生 し

た。これらのシュー トは仲長を促進させるため,さ らに約

30日 間,上記条件で継代培養 した。草丈が 20 Hlm程 度に

なったシュー トは,ホルモンフリーの 1/2 MS固形培地を

70 ml入れた 200 ml容 メリクロンフラスコに移植 して ,

継代培養 と同一条件で 30～ 40日 間培養 した。フサビはこ

の処理で容易に発根でき,十分な根量になつた幼植物体は ,

バー ミキュライ トを入れた育百箱に植 えて湿度 70%で

22℃ ,60μ mol m 2s lの 12時間日長,暗黒下で 17℃の条

件で順化させた.フ サビ培養苗の順化は比較的容易で,ほ

ぼ全てが活着できる。約 30日 間の順化が終了したワサビ

苗はガラス温室内に移 し,直射 日光が当たらないよう遮光

して 25～ 15℃で栽培 した .

(3)結果

0 ショ糖濃度 0.3Mで前培養 した区で最も高い生存率

の約 95%と なった.ま た,前培養期間が 3日 間になる

と生存率がかなり低下した (図 2).

0 0。 3Mシ ョ糖の前培養区,ま たは 2Mグ リセ リンと0.4

7.フサビ培養茎頂 (ガラス化法 。ビーズガラス化法)

Mシ ョ糖の混合液による LS処理区ではシュー ト形成率

は 60～70%で あつたが,これら 2つの処理を併用する

と 100%と なつた (表 1).

0 25℃および 0℃ での PVS2液最適処理時間は,25℃ で

は 10分問,0℃では 30～60分間で 90%以 上の高いシュ

ー ト形成率が得られた (図 3).

● 液体窒素に冷却後,再培養 した茎頂はほぼ全体が緑色

を維持してお り,速やかに生育をはじめた。再培養 21

日後には展葉が 2枚程度見られ,60日 後には完全な植

物体に再生した (図 4)。 これらは正常に生育し,形態的

変異は観察されなかつた。

● 異なる品種の培養茎頂を用いてそれ らのシュー ト形

成率を比較 したところ,若千の品種による差は認められ

たものの,いずれも約 80%以 上であつた (表 2)。

● グリセ リンとショ糖を含む培地での前培養について

検討 したところ,0.3Mシ ョ糖培地に 0.5Mま たは lM

のグリセ リン添力日培地区で,80%以 上の生存率を示 した

(表 3).

0 ビーズガラス化法では,PVS2液処理において 25℃で

は 30分間,0℃では 80～ 100分間で 90%以 上の生存率

となり,ガ ラス化法より処理時間が長くなった (図 4).

0 フサビ培養茎頂を用いたガラス化法,ビーズガラス化

法,ビーズ乾燥法及び改良ビーズ乾燥法で超低温保存後

の生存率,再生したシュー トの草丈及び各手順でサンプ

ルの脱水処理に要する時間を比較 した。その結果,ガラ

ス化法が最も効果的、効率的であることが明らかとなつ

た (表 4).

(4)留意点

1)フ サビは茎頂が地際部にあるため無菌化が極めて困

難である。したがつて,雑菌汚染の少ない抽台時の花茎

の腋芽を利用すると効率的に無菌材料が得 られる (図

5).雑菌汚染を最小限にするため,少 なくとも抽台時期

前にはワサビを植えている鉢をハウスに移 し,潅水時も

水が跳ねないように注意する。

2)茎頂の無菌化は,ガ ラス温室内で育成中の株より発生

した花茎の腋芽を用い,花茎の一部を付けた腋芽を十分

水洗後,定法で表面殺菌を行 う.
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3)ビーズガラス化法で超低温保存後に温湯中で加温す

る際にビーズ内部で凍結により白濁する。直径 31111■ のビ

ーズなら凍結箇所は小さく茎頂に影響 しないが,それ以

上の大きさのビーズだと茎頂の一部も凍結するので生

存率が低下する.

4)ビーズガラス化法は,ビーズ乾燥法と比べると処理時

間が比較的短く,毛状根やカルス等を材料とする場合 ,

ガラス化法より取扱いが容易となる。フサビではガラス

化法と同程度であったが,更に高い生存率と迅速で)贋調

な生育が期待できる。また,ガラス化法より同時に大量

の処理が可能であることから,材料によっては効率的で

有効な超低温保存法である.

(松本敏―)

100 100

嬰

図 3.ガラス化法で液体窒素保存したワサビ茎頂

の再培養 21日 後(左 )と 60日 後(右 )

Bar=10mm(松本撮影 )

表2.ワ サビ茎頂におけるガラス化法

で超低温保存における品種間差

品不重 生存率 (%± sE)
島根3号

いわみ

さんベ

羅漢2号

922=生 17

785=L29

81 8=L27

849=L26
・。 ―とN

2
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譲
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〓
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，
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０
４
∽

十LN

―LN
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4

2

25℃ 0℃
表3 ワサビ茎頂のガラス化法による超低温保存
における前培養に添加するグリセリン

+LN グリセリン濃度(M) 生存率 (%± SE)

0

0

01

03

05

1

550=L50

650=L65

767=L67

883± 48
Time(min)       Time(min)

図 2ガラス化法におけるPVS2液処理条件

とワサビ茎頂の生存率

前培養:03Mショ糖で司日間

825± 75

表刊 ワサビ茎頂のガラス化法による超低温

保存における前培養及びLS処 理の影響 100   TC(~LN) TC(― LN)

LN

前培養期間*

(日 間 )

LSttl]塁 ** 生存率

(%± SE)
（
譲

）
●
ｏ

一
や
ｏ
β
【
０
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拌
０
０
Ｅ
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100± 14

733=L24

612± 27

100

250=L27

25℃ 0℃

十

1

1

3

3

L 40

+ ±27 20
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Time(苗 in)          Tim。 (m itl)

図 4.ビーズガラス化法における PVS2液 処理条件

とワサビ茎頂の生存率

*03Mしょ糖を含む1/2MS国形培地
**2Mグリセリン+04Mしょ糖液で20分間 0

35



渉

図 5ワサビの花茎図 (左 )と培養材料 (右 )

(松本撮影 )

表4ワサゼ墓罪護湘凱翻尉尉η≧貶領駐点朗輩険

7.ワ サ ビ培養茎頂 (ガラス化法・ ビーズガラス化法 )

Matsumoto T. (2002) Cryopreservation of ゴプ? /′ tr"grown

apical shoot tips of wasabi (ア タβ,2″と, 」apOカゴCa by

different procedures, Ini Towill, と,E &Bajaji, Y P,S,

(eds.),    Agriculture    and    Biotechnology    50,

Cryopreservation of Plant Cermplasm II, Springer― Verlag,

Berlin Germany, pp 180-195,

茎頂の切 り出し (直径 1れlm)

二S液処理

0.3Mシ ョ糖添力日1/2 MS培地 ,

25℃ 。16時間日長, 1日 間

クライオチューブ (2 ml)に 10茎頂

LS液 2 mlで 25℃,20分間処理

PVS2液 2 mlで 25℃ ,15分間処理 ,

または 0℃ ,50分問処理

10分後に液交換 し,浸漬直前に l ml PVS2

液と取 り替え

液体窒素タンク 液体窒素中に直接浸漬
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再生育

40℃ の温水中で約 1分 間加温,直ちに

PVS2液 を取 り除き,1.2Mシ ョ糖添加

1/2 MS液 体培地溶液 2 mlで 20分間洗

浄

濾紙を敷いた 0.l mg/L BA添 力日した 1/2

MS固形培地に置床.翌 日,新 しい培地に

交換

図 6.ワサビ培養茎頂のガラス化法での超低温保存法

の手順
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

ビーズ乾燥法は,ガ ラス化法より処理に要する時間はか

かるが,操作が比較的単純で,変異物質として危険性があ

る DMSOを用いないことから外国,特にヨーロッパで広く

用いられている手法である。そこで,ワ サビ培養茎頂のビ

ーズ乾燥法による超低温保存法を検討 した .

(2)材料及び方法

材料,培養方法

供試材料 として,ワ サビ `島根 3号 'を主として用いた。

0.l mg/L BAと 0.2%グランガムを添力日した 1/2 MS固形

培地に滅菌 した腋芽を置床 した。培養条件は,20℃ ,60

μm。 l m 2s-116時 間日長とし,35～40日 間隔で継代培養

を行つた。草丈が 30～ 50■lmに生長 したワサビのシュー ト

から,葉原基 1～ 3枚を付けた頂芽の茎頂近傍組織を直径

約 l mm,高 さ約 1 llmの 大きさに摘出して供試 した。

超低温保存法

1)ビーズ乾燥法

0.3Mシ ョ糖培地で 1日 間,前培養 した茎頂は,1/2 MS

培地 (Caを除去)及び 0,4Mシ ョ糖を入れた 2%アルギン

酸ナ トリウム液に入れ,1/2 MS培地及び 0.4Mシ ョ糖を

入れた 100 mM塩化カルシウム液に滴下して 30分間反応さ

せて, 1つ の茎頂を封入 した直径 5“lmの アルギン酸ビー

ズを作成 した。次に,1/2 MS培 地に溶かした 0.6～ 1.OM

ショ糖液により20℃で 16時間処理することで,茎頂を浸

透脱水 した。その後,シャーレに入れた 50gの 乾燥 した

シリカゲルにろ紙をおいてその上に 30個程度のビーズを

のせて各時間乾燥させた。10個 の乾燥 したビーズをクラ

イオチューブに入れて液体窒素で急速冷却 した。

2)改良ビーズ乾燥法

上記のビーズ乾燥法の手順のうち,0,8Mシ ョ糖液処理

において 0～ 1.5Mグ リセ リンを添加 して液体窒素冷却後

の生存率を比較 した .

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,急速力日温す

るため 40℃のウォーターバスに直接入れて 1分間程度手

で攪拌 して,0.l mg/L BA添力日の 1/2 MS固 形培地にビー

ズを置床 してシュー トを形成させた。

(3)結果

0 ビーズ乾燥法における最適含水量を決定するため,ビ

ーズを 11～ 31%(新鮮比)の範囲に乾燥 し,液体窒素温度

に急速冷却後のシュー ト形成率を求めた。液体窒素浸漬

区 (十 LN)で はビーズの合水率 18～ 20%の茎頂で最も高

い生存率,約 65%を 示 した (図 1)。 一方,液イ本窒素未浸

漬区 (― LN)で は含水率約 22%以下で生存率が低下した .

0 ビーズ中に包埋後に行 う約 16時間の前処理における

ショ糖濃度を 0.6,0.8,1.OMで 比較 した。その結果 ,

液体窒素保存後の最も高い生存率 (約 68%)は,0.8Mシ

ョ糖で処理 した茎頂で得られた.しかし,こ の濃度以外

では極めて低いシュー ト形成率しか得 られなかった (表

1).

0 フサビ `島根 3号 'における培養茎頂のアルギン酸ビ

ーズ乾燥法の液体窒素保存での最適処理条件は,茎頂を

ショ糖濃度 0.3Mで前培養,ビーズ包埋した茎頂を 0.8

Mシ ョ糖で 16時間の前処理,ビーズの含水率を 18～ 20%

まで乾燥 (約 7時間)が適することが明らかとなった .

● 液体窒素で冷却後,再培養 した茎頂は,2～3日 後に

はその基部が自変 し茎頂 ドームのみが緑色を残すが,21

日後には展葉 したシュー トが得 られ,60日後には発根

した植物体に再生した (図 2).

● 0.8Mシ ョ糖液処理に添力日するグリセ リン濃度は lM

が最も適 し,こ の時のシュー ト形成率は約 80%と なり,

0.8Mシ ョ糖の単独処理の場合と比べると約 15%高 くな

つた (表 2)。

(4)留意点

1)アルギン酸ナ トリウム液を針なしの l ml容 シリンジ

に入れ,押 し出して液が滴下する寸前にその中にピン

セットで茎頂を入れると塩化カルシウム液中できれい

な球形のビーズを作ることができる。

2)9 cmガ ラスシャーレにシリカグルを入れてその上に
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ろ紙を敷いて乾熱滅菌するが,予めろ紙の縁を折つてお

くとビーズがろ紙の外に出にくい。

3)シ リカグルは,新品の場合には乾燥速度が速すぎる

ことがある.

4)ビーズの乾燥中,ろ紙に張 り付くので 2時間後くら

いにピンセットで剥がし,さ らに吸水しているろ紙の下

のシリカゲルをかきまぜる。

(松本敏―)
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/7hr

LN

0
Water content of beads (% ,7)

図 1.ビーズ乾爆法によるビーズ含水率と生存率

図 2.ビーズ乾燥法で超低温保存後に再生したワサビシュ

ート 左 (21 日後 BaF5 mm),右 (60日 後 BaF10 mm)

(松本撮影 )

8.フ サビ培養茎頂 (ビーズ乾燥法)

表1.ワ サビ茎頂のビーズ乾燥法による

ショ糖液処理の影響

ショ糖濃度(M)  生存率 (%士 SE)

無処理
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前培養処理 0.3Mシ ョ糖添加 1/2 MS培地,20℃ 。16

ビーズ乾燥法   改良ビーズ乾燥法

↓   20℃ , 16時間

時間日長, 1日 間

クライオチューブ (2 ml)に 10茎頂

ビーズ包遅

2%アルギン酸ナ トリウム液に茎頂を入れて

100 mM CaC12液 に滴下して 20℃,20分間

D.8Mシ ョ糖液処理 lMグ リセロール +0.8Mシ ョ
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シリカグル上で 20℃ , 7時 間

夜体窒素タンク 液体窒素中に直接浸漬

40℃の温水中で約 1分間加温

再生育 濾紙 を敷いた 0,l mg/L BA添 力日した 1/2 MS

固形培地に置床

図3ワサビ培養茎頂のビーズ乾燥法および改良ビーズ乾

燥法での超低温保存法の手順
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植物超低温保存マニュアル Ⅱ.草本類

(1)意義

ニンニクは種子が得られる品種・系統が少なく,増殖と

保存は,も つぱら,栄養繁殖によって行われるため,貯蔵

期間は短く,長期間の保存ができない作物の一つであった .

一方,青森県では,茎頂培養によリウイルスフリー株を作

出・増殖 し,農業生産に用いていたが,再びウイルスに感

染する事故に備えた,ウ イルスフリー株の長期保存が求め

られていた .

このため,長期保存法としての超低温保存方法を確立し,

ウイルスフリー株のス トックとすることとした。以下,手

法確立のための主な実験には品種 `福地ホワイ ト'を用い

たが,そ の他の品種・系統においても同様の実験を行い、

多くの品種で高率に超低温保存できることを確認 してい

る.

(2)材料及び方法

材料

ニンニク (Иガゴ切 Jと7″ ′Dワ″ L.)`福地ホフイ ト'の夏

季休眠後の側球 (バルブ)の茎頂を無菌的に取 り出して用

いた。材料を冷蔵するとその後の常温で茎頂が生殖生長

するか,球形成するため,超低温保存する材料には低温を

遭遇させないよう注意 した。また,汎用性を調査するため

に,他の 28系統及び品種も供試 した.`福地ホワイ ト
)

以外の系統は農林水産省野菜茶業試験場から分譲され、青

森県で栽培により保存 してきたものである。

培養方法

1個の側球に普通 1個の茎頂が存在する。栄養生長期の

茎頂はつねに茎盤部の上中央に乗る形で存在 し,新 しい葉

原基を作 り出している。茎葉を取 り出すには,ば らした側

球から保護葉を除去後,中性洗剤で土や汚れをよく洗い落

して表面殺菌 し,無菌的に茎盤部を 0.5■lm,葉原基を 3

～4枚付けて (1.5～ 2 Hlm角 程度の大きさ)に分離 し,MS

基本培地に 3%sucroseを 添力日,pH5,8に調整 し、寒天 7

～7.5g/Lか gellan gum 2 g/Lの 固形培地で数 日間培養

して供試 した。培養条件は 20℃・12時間日長 (光強度 40

μm。 lm 2s-1)と した。

一般の栽培株は、既にウイルスに感染 しているものが多

いので,ウ イルス除去を兼ねる場合は茎盤部をつけず葉原

基を 1～2枚 とし、同じ培地で培養期間を長めとする.

超低温保存法

ニンニクの場合,栄養生長期の材料を用いれば、低温順

化処理は必要としない。分離 し数 日培養 した茎頂を,2 ml

容量のクライオチューブに 10個入れ,ガラス化液 (PVS2

液)を 0.5 ml添力日して 25℃ で 5～ 20分間で浸透させ,処

理を行い,液体窒素に浸漬 した。

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは 35℃ の湯水

に直接浸漬 し,約 1分間軽く振盪しながら加温 し,室温ま

で戻 した。加温 した茎頂は,MS培地で徐々に希釈後,茎

頂を上記の MS継代培地に gibberelhc acidを 0.5g/L添

加 した再生培地の表面に少 し埋め込みように置床 し,再生

育を促 した。培養条件は前述のとお りである。 .

後に,PVS2液 の希釈法として、直ちに PVS2液を取 り除

き,1.O M sucrose添 力日MS液体培地溶液 l mlで 10分ご

とに 2回洗浄する方法でも生存率に差がないことを認め

ている。

(3)結果

0 `福 地ホワイ ト'では,前培養は 2日 以上で、PVS2

液に 25℃ 7～20分処理することで,全ての実験におい

て 80%以上の高い生存率が得られた。

● PVS2液は 2/3濃度でも,0.5 mlに 10及び 20個処理

しても、生存率に差がなかった。

表1.ニンニク茎頂の前培養日数がガラス化法に

_ 登遼堡窒素保f後の生存率に及ぼす影響

前培養  PVS2液処理  液体窒素保存後
(日 ) のみの生存率 の生存率(%± S.E..)

０

　
１

　
２

　
３

　

５

　
８

100

100

100

100

100

100

30

80

100

100

100

100

±6.1

+106
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-196°C

保存後

PVS2処 理

ヨントロール

0
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PVS2処 理時間 (分 )

図1.エンニク茎頂の PVS2液処理時間がガラス化法によ

る液体窒素保存後の生存率に及ぼす影響

表 2.エンニク茎頂のガラス化液濃度と浸漬供試数

が生存率に及ぼす影響

PVS2液濃度  05 mI中 の 液体窒素保存後

(%)   茎頂浸漬数  の生存率 (%± S.E.)

100

92.5  ± 10,6

100

85.0  ±106
Fオ料の準備

浸漬処理時間 :25℃ ,20分間

茎頂の分副

表 3.ガラス化法のニンニク他品種への適用

品種・系統  前培養 PVS2 理  液体窒素保存後

(日 )のみの生存率(%)の生存率 (%士 S.E.)
茎頂の培養

9.ニンニクバルブ茎頂 (ガ ラス化法 )

(4)留意点

問題点は以下のとお り,

1)生存率に品種間差がある。

2)生存率が低かつた系統に対 しては,茎頂の前培養や

ガラス化液の処理時間を再検討する必要がある。

3)培 養茎頂でも栄養生長 している材料では同様の結

果が得られると思われるが,実験例がない .

(庭田英子 )
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夏期休眠後栄養成長中の側球を供試 .

低温に当てない

茎頂の切 り出し (長 さ。直径 1.5～ 2 mm)

MS培地で、20℃ 。12時間 日長,2日 間

以上培養

2 mlク ライオチューブに 10茎頂 を

入れる
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辟
伴
¶

100

100

66.7

50

10

20

10

10

↓

Ｂ
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鹿児島在来

喜界系
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台湾軟骨
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100

92.3 ±2.3

PVS2液 処理時間 :25℃ ,7～ 20分間

0 供試 した 28系統及び品種は、全てが超低温で保存で

き,そのうち 23品種で 50%以上の生存率を示 した,表 3

は抜粋.品種により茎頂の大きさが異なるので,シュー

ト径が 1.5 mm程度になるまで培養 した後に供試 した。

PVS2液処剃 0.5 ml PVS2液で,25℃ ,10～ 20分間

↓    処理
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液体窒素タンク 液体窒素中に直接浸漬

加温・ガラス化液の希承 35℃ の温水中で約 1分

再生育

間加温,直ちに PVS2液を取 り除き,1.OM

sucrose添 力日MS液体培地 l mlで 10分ご

とに 2回洗浄
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

茎頂は培養により親植物と同じ遺伝子型の植物体を大

量増殖できる.そのため,茎頂は栄養繁殖植物の遺伝資源

保存に欠かせない材料である.液 体窒素温度で茎頂を生

かす方法として,胚形成カルスや体細胞胚と同様に高濃度

のショ糖を含む培地で前培養することにより芽の乾燥耐

性を誘導 してから,空気中で乾燥 し,凍結水を除いてから

液体窒素中にわ却するとい う手法がある。ここでは液体窒

素中での保存について述べるが,乾燥によって凍結水が除

かれているため,ディープフリーザー中でも同様に保存で

きるものと考えられる。

(2)材料および方法

材料

アスパラガス (И dF'老7rゼ7ξと′
`デ

ο々 ′θカガゴβL.)系統 `873'

からの注抜雌株 No.32の 培養シュー トの腋芽を用いた。

培養方法

MS'著地に 0.l mg/L NAAと 0.l mg/L BAを添力日した固形

培地にアスパラガスの若茎の茎頂を置床 しシュー トを形

成させた.6～8週間培養 して得 られた約 10 cmの シュー

トから中央部に腋芽を一つ持つ長さ約 5 Hlmの節部切片を

切 り取つた。培養条件は,25℃・全 日長 (光強度 48 μ mol

ば23~1)と した。

超低温保存方法

この節部切片を 0,7Mの ショ糖を含む MS培地で 2日 間

前培養 して乾燥耐′性を誘導した .

前処理 した 10個の節部切片を直径 3 cmの プラスチック

シャー レ内に敷いたナイロンメッシュ上に載せ,そ のシャ

ーレを 15gの乾燥 したシリカゲルを入れた直径 6 cmの

シャー レ内に置き,周 りをパラフィルムで密封 し,節部切

片を 16時間乾燥 させた。乾燥 した切片は l ml容量のクラ

イオチューブに 15個入れ,室温から液体窒素中に投入 し,

保存 した。

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,室温中に放

置 して暖めた後,切片を取 り出し,0 1 mg/L NAAと 0,1

mg/L BAを 添力日した MS固形培地に置床 した。

(3)結果

2日 間の前培養中に節部切片の含水量 (生重量当た り)

は約 17%減少 し,乾物量は約 2.7倍増加 した (表 1).こ の

乾物量の増加は,主に糖の増加によるものであった (表 2)

表1.前培養が節部切片の含水率,乾物重お

7

乾物重
(mg/切 片)

牛 存 茎 rい 67

嘉 , 前 培 飾部 t,1片 中の増 潟 変 化

濃度(%FW)

無処理 前培養

グルコース

フラクトース

シュークロース

マルトース

036=上 007

017=L004

3.89=LO.48

046=上 009

126=L022

104」L003
7.30± 0,19

0.66=LO.03

図 1に示すように,含水量が減少するにつれ,液体窒素

処理後の生存率が高まり,約 19%の合水量 (約 16時間乾燥)

を持つ節部切片では,芽の 63%(無処理姑比で約 71%)が

生存 してお り,その後シュー トを形成 し個体が再生 した。

再生した 20個体の染色体数を調査 した結果,すべて 20

本の染色体を持つ 2倍体であった。

しかし,含水量が約 13%以下まで乾燥された切片の芽

の生存率は急速に低下した。従つて,20～ 16%の含水量ま

で乾燥 (約 16時間)した後,液体窒素中に冷却することが

必要である。この程度まで乾燥 した芽は凍結水を含まな

いので,液体窒素温度まで冷却 しても生存 しているもの

と考えられる。前処理 しなかった節部切片の芽は乾燥而ヽl

性が小さく,16時間の乾燥に約 10%の芽が生存 したに過

ぎなかった。

乾燥後,液体窒素保存 した節部切片の芽からは直接シ

ュー トが伸長 し,カルス形成は認められなかった (図 2).

10」LO.34 2,7=L049

632
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生存 した腋芽から個体が再生した (図 3)

100

LSD o5

60       40      20       0

WATER CONTENT(%FW)

図 1.節部切片の合水量 (生重当たり%)と腋芽の生存率

O:乾燥のみ 0:乾燥後液体窒素処理

図2.16時間乾燥後,液体窒素保存した節部切片の

芽からのシュート形成 [浦上敦子 撮影]

図3.液体窒素処理後個体再生したアスパラガス

(10週間後)[浦上敦子 撮影]

10.ア スパラガス側芽 (乾燥法)

(4)留意点

1.材料 となる節部切片は,擬葉の展開 していないものを

用いる。

2.節 都切片の最適乾燥時間は,切片の大きさによつて異

なる可能性があるので,乾燥後の含水率を確認 した方が

よヤヽ .

(浦上敦子 )
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

アスパラガスの多芽集塊は,茎頂の液体回転培養によ

り誘導される多数の芽の集免状組織である。約 lヶ 月毎

の継代培養により長期にわたって苗条形成能を維持でき,

再生植物にも遺伝的な変異が認められていない。また ,

不定胚を形成する embryogenic caHus誘 導素材 として

も最適な特性を備えている.

培養組織から完全な植物体が再生することは,組織培

養を遺伝資源保存技術 として育種や種苗の大量増殖等に

活用するために不可欠の現象であり,分子・細胞遺伝学

研究への応用にも利用が期待できる。

(2)材料および方法

材料および培養方法

アスパラガス (Иψaragus式ミミθカガる L.)の三倍体品

種 `ヒ ロシマグリーン'(2n=30)の若茎を殺菌処理後,茎

頂組織 (1～ 2 Hlm長 )を摘出した。これを 10 mg/Lの アンシ

ミドール,3%(w/v)シ ョ糖を添加 した MS液体培地 (径 30

mm× 200■lmの試験管)に移植 し,22℃ ,80 μ mol√2s l.

24時間連続照明下で回転培養 した.数回の分割による継

代培養後,径 5～8 nlmの コンパク トな多芽集塊を形成 し

た (図 1)。 多芽集塊は lヶ 月毎に同組成の培地で継代培養

し,培養 lヶ 月目の多芽集塊を供試材料とした .

超低温保存方法

多芽集塊は,芽の集塊部分を含む 1辺約 2 nlmの 小切片

に分割 し,超低温保存実験に使用 した。ガラス化法では,

PVS2液に小切片を直接浸漬する処理を行った.PVS2液は,

MS 嘴争ナ也イこ 30%(w/v)グ リセ リン, 15%(v/v)EC, 15%(w/v)

DMSOと 0.4Mシ ョ糖を添力日し,pH5.8に調整 した.lo個

の小切片を容量 2 mlの凍結チューブに入れ,1.8 mlの

PVS2液を加えた。これを25℃,ま たは 0℃で異なる時間

浸漬する処理を行つた。PVS2液は液体窒素に保存する前

にピペ ントを用いて l mlの 新 しい PVS2液 に交換 した。一

定時間処理後,凍結チューブを液体窒素に直接投入 し,1

時間保存 した。冷去口速度は約 170℃ /分であった (図 4参

照).緩速予備凍結法では,小切片をス トロー容器に入

れ,8%ま たは 16%DMSOと 0.2Mツ ルビトール溶液に約

60分間浸漬後,プログラムフリーザーを用いて 0.5℃ /

分の速度で-40℃ まで予備凍結 し液体窒素に投入 した。簡

易凍結法では,小切片は 1.8 mlの凍結チューブに入れ,2

Mま たは 3Mグ リセ リンと0.4Mシ ョ糖を添力日した培地に

25℃あるいは 0℃で異なる時間で浸漬 した後,-30℃ フリ

ーザーで 60分間予備凍結 し液体窒素に投入 した。

生存率調査 と再生育方法

液体窒素中に保存 した凍結チューブは,38℃ 温水で急

速に加温 (昇温速度約 160℃ /分)した.各種保存用溶液は

凍結チューブから排出し,1.2Mショ糖を含む MS液体培

地に 10分間浸漬 した (途中で液を 1回交換 )。 その後,小

切片を苗条伸長培地に移植 した。苗条伸長培地は,MS培

地に 0,02 mg/Lの BA,3%(w/v)シ ョ糖,0.8%(v/v)寒 天

を添加 し,pH 5,81こ調整 した.培養は25℃,60 μ mol m 2s■ ,

16時間の蛍光灯照明下で行つた。苗条仲長後の発根には,

0.5 mg/Lイ ン ドール酪酸,0.8%(w/v)寒天と 3%(w/v)シ

ョ糖を添加 した 1/2 MS培地を用いた。

(3)結果

ガラス化法による最適 PVS2液処理時間は 25℃では 45

分,0℃では 120分であり,その生存率は約 90%であった

(図 1).PVS2液 浸漬処理のみの Treated cOntrolの 小切

片は,25℃では 60分まで,0℃では 120分 まで 90～ 100%

の高い苗条形成率を維持 した。しかし,浸漬時間がそれ

以上長くなると苗条形成率は低下した (図 2).多芽集塊

小切片当りの正常に伸長 した苗条形成数は,無処理区の

400″ m

Δ
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図 1.アスパラガス多芽集塊と培養方法
A:多芽集塊,B:組織切片 (甲 村撮影)
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11.ア スパラガス多芽集塊 (ガラス化法 )
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図 3.ガラス化法による超低温保存後の苗条形成率

(4)留意点

1.多芽集塊の最適な PVS2液浸漬処理時間は25℃・45分

または 0℃・120分で,超低温保存後の苗条形成率は約

85～95%と 極めて高いが, 保存には継代培養 lヶ月後

の球状でコンパクトな材料を選ぶことが重要である.

(甲村浩之)
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図2.PVS2液浸漬時間が超低温保存後の苗条形成率

に及ぼす影響

平均 5。 2本に対 し,超低温保存区では,0℃ 。120分処理

で 3.5本であつた (図 3).保存後の小切片は,苗条仲長培

地に移植後 3日 内に緑色に戻 り,生長を開始 し,約 2週間

後には無処理区とほぼ同程度の草丈となった。FIIA染色

による茎頂組織縦断面の蛍光顕微鏡観察により,正常な

ガラス化保存では,培養 2日 後に小切片の多くの茎頂 ド

ーム組織が生存 していることが観察され,仲長 した苗条

は,発根培地に移植後植物体に再生し,再生植物の形態

的な異常も観察されなかった。

0℃で 120分間 PVS2液 に浸漬 した多芽集塊の温度に対

する反応を DSCで示差熱分析 した結果,ガラス転移点

(Tg)が約 100℃,脱ガラス化点 (氷晶生成開始温度 )

(Td)約-52℃,氷の融点 (Tm)約 32℃ と観察された。

3つの異なる超低温保存法では,ガラス化法でのみ高

い苗条形成率が認められた (表 1)。

表1 超低温保存の種類と処方が液体窒素保存後の多芽集

+

簡易凍結法

ガラス化法

lA)8%DMSO+0.2Mノルビトール,(B)16%DMSO+02Mカ レビトール

2M(Alまたは 3M(B)グリセリンと0.4Mショ糖 に25℃・1時間

浸漬後,30℃冷凍庫に1時間置き,液体窒素LN保存

MIIItiple Bud   cutting    PVS2 trentment
Clusters

→ け
ぽ
◎ け

‐
¶
働
脚
愉
辺

β
″
／
け

爾
趨↓

▲→▲
Hot、 vnter

at 38HC

Exhanst PVS2

1.2M sucrose sol.

Transpinnt and

curure at 2S℃

Consewe nt■ 96℃

Shoot rOrmatiOm
a■er 30 dnys

〆
→

図 4.アスパラガス多芽集塊のガラス化法による

超低温保存法1

2

3

1

2

＋
一
＋
一　
　
十
一分

動
ｎ
動

‐２℃
十
一

25kD

O

OqC

44



植物超低温保存マニュアル Ⅱ.草本類

(1)意義

雌雄具株植物のアスパラガスは種子によって繁殖 され

るが,現在の品種は組織培養により増殖された親株間の交

配によるFl品種がほとんどである.こ の選抜された親株

は種子で維持できないため,通常圃場で維持される。しか

し,圃場での長期間の株の維持には労力や広い圃場面積が

必要になり,問題も多い。そのため,選抜株の培養体での

保存が必要になる。ここでは植物体再生能力の高い胚形成

カルスを材料 とした。

(2)材料および方法

材料

アスパラガス (И♂pβ′‐を
'ps″

々ε力と,′ん L.)系 統 `KBF

×3-9'を用いた .

培養方法

初代培養 :擬葉から機械的に単離 した細胞を MS改変培

地 (NH4N03お よびKN03濃度が 1/2,有機物はNitch and Nitch,

1969) 1こ  10~5M NAA, 10~6M BAお よ〔バ500 mg/LL―glutamine

を添力日し,3× 105 cel1/mLで 培養 した。培養条件は 25℃
,

全 日長 (光強度 37 μ mol m2s■ )と した。形成 された体細

胞胚をホルモンフリーの MS固形培地に移植 し,球状胚の

コロニーを得た。

継代培養 :上述のコロニーを 5× 10~5M NAA,10~6M BAを

加えた Ms固形培地に移植 して得られた胚形成カルスを,4

週間ごとに 5× 10~6M2,4Dを 含む MS固形培地に継代し,

試験材料 とした。培養条件は 25℃,暗黒とした。

超低温保存方法

継代後 2週間生育させた胚形成カルス約 0.lg(生体重)

を 10 ml容量の遠沈管に入れ,図 1の結果から 25℃ の 5 ml

PVSl液 (19%グ リセロール,13%エ チレングリコール,13%

プロピレングリコール,7%DMSOを 0.5Mソル ビトールを

含む MS培地に加えたもの)を添加 して4分間前処理 した。

前処理後 100× gで 2分間遠心して上清をのぞき,沈殿 し

たカルスに新たに 30μ lの PVSl液を加えたけん濁液を,

0.5 ml容 量のプラスチックス トローに入れた。ス トロー

はヒー トシーラーで端をシール し,液体窒素中に投入 した

再生育方法

液体窒素中に保存 したス トローは,取 り出した後,直 ち

に 25℃の水に浸漬 して,軽く振盪 しながら加温した。加

温 したス トローは,端を切断して 1.2 M sucrose含 有の

MS液体培地中に中身を投入 した。その後上清を捨て,残

つたカルスをホルモンフリーの MS固形培地上に置床 し

た。再生育は,25℃ ,全 日長 (光強度 37 μmol m2s■ )下

で行つた .
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図 1 25℃ ,PVSl液による前処理時間が胚形成カル

スの生存率に与える影響

○ :液体窒素保存したカルス,● :PVSl液 処理のみ

(3)結果

ガラス化法により液体窒素温度に冷却されたカルスを

氷品が形成 される 80℃～ 40℃間の昇温速度を変えて加

温 した。この結果,100℃/min以上の速度で昇温した場

合は 50～ 70%と 高い生存率が得られたが,60℃/耐 n以下

のゆっくりとした昇温では非常に低い生存率 しか得 られ

なかった (図 2).これはゆっくりとした昇温により,細

胞内に大きな氷晶が形成されたためと考えられた。この結

果から,ス トロー中での保存では 25℃水中での加温が適

当であった。

胚形成カルスをガラス化法により液体窒素中で 6ヶ 月

にわたり保存 した結果,保存後の生存率は 61.5%と 1時
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間の保存に比べ明らかな低下は認められなかった (表 1).

ガラス化法による液体窒素処理後の胚形成カルスは培地

への置床後 3日 目から生育を再開し (図 3,4),胚形成を

経て植物体を再生 した。

(浦上敦子)

参考文献
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Agric  Exp. Stn , 156:1-37.
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図 2カルスの生存率に及ぼす液体窒素処理後

の昇温速度の影響

2∞

図4.ガラス化法で液体窒素中に保存したカルスの

再生 (2週間後)[浦 上敦子 撮影 ]

12.ア スパラガス胚形成カルス (ガラス化法)

表1.ガラス化法で液体窒素中に

異なる期間保存した胚形成カルス

の生存率

保存期間 生存率 (%)

60分

1日

8週間

6ヶ月

と  遠心分離

69.2=L9.7

66.2± 10.5

57.9=L4.6

61.5± 42
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図 3.液体窒素中に8週間ガラス化法で保存さ

れたカルスの再増殖

○ :ガラス化保存したカルス,● :無処理
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

高濃度のショ糖を含む培地で前培養することにより培

養体の乾燥耐性を誘導 してから,空気中で乾燥 し,凍結水

を除いてから液体窒素温度に冷却するという手法がある .

乾燥法ではガラス化法とは異なり,昇温過程での細胞内

氷晶形成および再結晶が通常の加温速度では問題になら

ず,室温空気中でのゆっくりとした加温後の生存が可能と

なる。ここでは液体窒素中での保存について述べるが,乾

燥によつて凍結水が除かれているため,デ ィープフリーザ

ー中でも同様に保存できるものと考えられる。

(2)材料および方法

材料

アスパラガス (И dρθrを,すコdミミミθ力β′ん L.)系統 `KBF

×3-9'を用いた。

培養方法

初代培養 :擬葉から機械的に単離 した細胞を MS改変培

地 (NH4N03お よび KN03濃度が 1/2,有機物は Nitch and

Nitch,1969) 1こ  10~5M NAA, 106M BA および 500 mg/L

L―glutamineを 添加 し,3× 105 cel1/mLで 培養 した。培養

条件は25℃。全 日長 (光強度 37 μ molば
2s■)と した。形

成 された体細胞胚をホルモンフリーの MS固形培地に移植

し,球状胚のコロニーを得た .

継代培養 :上記のコロニーを 5× 105M NAA,106M BA

を加えた MS固形培地に移植 して得られた月不ヽ形成カルスを,

4週間ごとに 5× 10~6M2,4Dを 含む MS固形培地に継代 し,

材料 とした。培養条件は 25℃ ,暗黒とした。

超低温保存方法

継代後 23週間生育させたカルスを 5× 10~6M2,4Dを

含む MS固形培地にショ糖と 10 5 M ABAを添加,ま たは無

添力日の培地で 25℃,暗黒下の培養条件で前培養 した。前

培養後,約 25 mg(生体重)のカルスを 2枚の 500 μm

ナイロンメッシュ (7× 7 nlm)で はさみ,1.Ogの 乾燥 し

たシリカグルを入れた 2 ml容量のクライオチューブに入

れ,25℃で 4時間置き,チ ューブ内のカルスを乾燥させた。

その後,ク ライオチューブをそのまま液体窒素に投入した .

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは室温に 10分

間放置して 室温まで戻した。その後,カルスをナイロン

メッシュごとホルモンフリーの MS固形培地上に置床した。

(3)結果

10-5M ABA(7日 間)と 0,7Mシ ョ糖 (1日 間)の組み

合わせで胚形成カルスを前培養 し,4時間乾燥後液体窒素

処理 した結果,ABAの みの前培養区では生存せず,シ ョ糖

のみ,あ るいは ABAと ショ糖を組み合わせた場合に比較的

高い生存率が得られた (図 1).
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図 1.カルスの前培養が乾燥法による液体窒素

処理後の生存率に与える影響
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図 2.前培養培地の種類と前培養期間が液体

窒素処理後の生存率に与える影響

○ :10-5M ABA+06Mショ糖 ,

● :10-5M ABA+07Mシ ョ糖
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13.ア スパラガス胚形成カルス (乾燥法)

続いて前培養培地のショ糖濃度 と前培養期間が液体窒

素処理後のカルス生存率に与える影響について調査 した。

10-5M ABA+0.6Mシ ョ糖および 105M ABA+0。 7Mシ ョ

糖で 1～4日 間前培養 した結果,10 5M ABA+0.7Mシ ョ糖

で 3日 間前培養 した場合に最も高い生存率 (79,7%)が 得

られた (図 2).

無処理区のカルスは置床後 2日 目から生育を再開した

が,乾燥処理後あるいは液体窒素処理後のカルスはそれぞ

れ 2,3日 後および 4日 後から生育を開始 した (図 3).カ

ルスからは胚経由で植物体が再生された (図 4).

(浦上敦子 )

参考文献

Uragami, A。  (1991)。  Cryopreservation of asparagus(И dPと ,r,F[′ど,

οttCiθィヵと,どゴδL.)culturedゴヵ 7′ trO. Res. Bull. Hokkaido Natl.

Agric. Exp. Stn,, 156:1-37.
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図30.7Mショ糖添加培地で1日 間前培養し,乾燥法

により液体窒素処理したカルスの再増殖

0 :無処理,△ :前培養+乾燥 ,

O:前培養+乾燥十液体窒素処理

4時 間後

液体窒素に投入
チ ュー ブ 内

シ リカ グル

で乾燥

図 4.乾燥法により液体窒素中で保存したカルス

の再生  [浦上敦子 撮影]
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

ワケギは りん片繁殖により栄養的に増殖 されるユ リ科

ネギ属の野菜である。原産地は不明だが,世界の複数地

域でネギとシャロッ トの交雑により成立 したと考えられ

ている。国内では広島県東部沿岸部や長崎県など西南暖

地で主に栽培 されている。種子ができないため,保存 と

いえば休眠期の夏季に吊り玉貯蔵がされる程度である。

近年, ウイルス病汚染により収量・品質の低下が顕在化

し,現在, ウイルスフリー苗の利用が一般化 している。

原種。原々種は数年毎に茎頂培養で更新 し, ウイルスを媒

介するアブラムシを隔離網室内で的確に防除 しながら栽

培 されている。このように,再汚染を避けて安全に保存

するには,多大な時間・労力を必要とする。そこで,簡易

な長期保存技術の確立が必要とされていた.

(2)材料および方法

材料

フケギ (Иガゴ効 ァ′ρ力θガ Arakiを用いてきたが近年 И,

pFο力F9rtt Moenchが正しいとされている)の主要系統で

ある `木原晩生 1号 'の他 6系統を供試 した。5月 に農業

技術センター圃場から掘 り上げ, 日の当らない室内で吊

り玉とし,3～6ヶ 月貯蔵 した種球を用いた。

培養方法

種球を分割 し,表面殺菌後,無菌条件下で茎頂組織 (1

mm長 )を採取 し,0.H× 106M NAAと 2%(w/v)シ ョ糖を添力日

したMS固形培地に移植 し,18℃ ,光合成有効光量子束密

度 30μ mol m 2s l.16時 間日長で培養 した。

超低温保存方法

培養 5日 後の茎頂を,4℃で 7日 間,同 じ照明条件下で

低温処理 した。低温処理 した茎頂は,0.4Mシ ョ糖を添力日

したMS液体培地に移 し,4℃・1日 間前培養 した。

低温処理および前培養を行つた茎頂は凍結チューブ (2

ml)に 5個ずつ入れ,1.8 mlの PVS2液を加えた,PVS2

液の組成は,30%(w/v)グ リセ リン,15%(w/v)EC,15%

(w/v)DMSOと 0.4Mシ ョ糖を MS培地 (pH 5.8)に 力日えたも

のである。茎頂を入れた凍結チューブは,PVS2液に一定

時間浸漬 し,処理時間中に新 しい液 l mlに 1回交換 した .

その後,液体窒素または 152℃超低温フリーザーに投入

し,超低温下に最低 1時間保存 した (図 3参照).液体窒素

での冷去口速度は,180℃ /分である.緩 速予備凍結法や

簡易凍結法とも苗条形成率を比較 した。

イ呆存茎頂の生長回復方法

保存 した凍結チューブは,40℃温水に浸漬 し,軽く振

盪 しながら加温 した。加温速度は,約 160℃ /分であつ

た。直後に PVS2液を排出し,1.2Mのショ糖を含む MS培

地を l ml加 え,25℃ ,10分間浸漬 した。茎頂は 0.11× 106

M NAA,0.89× 106M BAと 3%シ ョ糖を含む MS固形培地

(苗条形成培地)上 に移植 し,白 色蛍光灯 (30 μ molm 2s l)下

で,25℃ ,16時間日長で培養 した。茎頂からの苗条形成

率は,処理 した茎頂のうち,移植 30日 後に苗条を 1011m

以上伸長 しているものから算出 した。伸長 した茎頂は ,

植物生長調節物質無添加のMS培 地に移植 し,植物体に

再生させた。

100

20      40      50

PVS2液処理時間(mh)

90

図1,PVS2液処理時間の首条形成率への影響
25℃処理,Oは treated contrd

(3)結果

茎頂は,超低温保存前に 5日 間,18℃ で培養 し,生長 し

た茎頂の幼葉長により分類 し,生育ステージが保存後の

苗条形成に及ぼす影響について検討 した結果,葉長 2■lm

の茎頂で苗条形成率が最も高く,以後の試験では 2 mmの

茎頂のみを供試 した。
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表1低温順化処理および前培養が超低温保存したワケ
ギ茎頂からの首条形成率に及ぼす影響

低温順化  前培養  苗条形成率 (%士 SE)

10 ± 5

15 ± 6

87 」=5

14.フ ケギ培養茎頂 (ガ ラス化法)

高い苗条形成率を得るには,培養茎頂を4℃ で 7日 間低

温馴化処理することが重要である。

2.ガ ラス化法により保存したワケギ茎頂を加温後に蛍光

顕微鏡観察した結果, 茎頂分裂組織内の傷害は殆ど認

められず,ガ ラス化法が保存に適することが示された.

(甲村浩之)

参考文献

Kohmura H et al (1994)Cryopreservation of apicaX meristems

of 」apanese shallot by vitrification and subsequent high

pttant regeneration. CryoLetters, 15,289-294

甲村浩之 (2002)栄養繁殖性作物の組織培養による種苗生産

システムの開発―アスパラガス,ヤマノイモ,フ ケギを例にし

て,広 島農技セ研報,71■-74

図2 超低温保存したワケギ茎頂からの植物体再生

A:再生中の茎頂 培養5日 後
B:同再生植物体 培養30日 後
C:培養3日 目の茎頂のFDA,フェノサフラニンニ重染

色による蛍光顕微鏡観察
D:セル育苗箱で順化養成中の超低温保存苗
E:黒ポリ鉢による養成          [甲 村浩之撮影]
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18℃・5日 間培養後の茎頂を供試
PVS2液浸漬時間 25℃・45分

次に 4℃で 7日 間低温順化または 0.4Mシ ョ糖培地での

前培養が保存後の茎頂からの苗条形成に及ぼす影響では,

低温順化区で苗条形成率が頭著に高かつた。前培養の効

果は有意差が認められなかった (表 1).

茎頂の25℃常温での PVS2液への最適な浸漬時間は,30

～60分であり,苗条形成率は85～ 100%で あつた (図 1).

超低温保存 しない区 (treated cOntrols)で は,PVS2液浸

漬時間が60分以上と長 くなると苗条形成率が急激に低下

した。ガラス化保存および力田温が適切で正常に生育 した

茎頂は培養 2日 目には緑色を呈 し,1週 間以内にカルスを

形成することなく苗条を形成 した。また,こ れ らの90%

以上は発根 し,植物体に再生した (図2).超低温保存後の

培養3日 目の茎頂を蛍光顕微鏡観察 した結果,茎頂 ドーム

の細胞は殆 ど生存 し,茎頂組織の基部および葉原基の細

胞が枯死していた (図2).再生植物は,セル成型育苗箱で

順化養成後,黒ポ リ鉢に移植 した。同個体は,無処理個

体と比較 して形態的な異常は観察されなかった (図 2).

他のフケギ 6系統 (ウイルスフリー含む)について超低

温保存後の苗条形成について本技術の適用を検討 した結

果,いずれも 50%以 上の苗条形成が観察された。これ ら

は, 152℃冷凍庫で3ヶ 月間保存後も同程度の苗条形成率

を示 した。木原晩生系統では,1年間保存 しても約 70%の

茎頂から苗条を形成 した。超低温保存 した茎頂を多芽体

形成培地に移植 した場合もカルス形成をすることなく多

芽体を形成 した。

なお,異なる 3種類の超低温保存法の比較では,ガ ラス

化法でのみ高率の苗条形成率が認められた。

(4)留意点

1,PVS2液処理時間は 25℃,45分で苗条形成率は約 90%

と高い。 しかしながら,低温馴化処理を行わないで保

存 した場合,苗条形成率は極めて低い。 したがって ,
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

ネギニラは栃木県でネギとニラの種聞雑種 として開発

され,平成 5年ニラ新品種として許可されたものである.

このネギニラは種子稔性がないため,増殖は栄養繁殖で行

わざるを得ないため,維持のために毎年栽培を繰 り返す必

要があつた。そのため,超低温保存技術がこの作物に適用

できないか検討 した。

(2)材料及び方法

材料

ネギニラ `なかみどり'の培養茎頂を用いた .

培養方法

継代培地イま, MS基本培ナ也1こ 0.2 mg/L BAと  2.5%sucrose

を添加 し,8g/Lの寒天で,pH 5.6に 調整 した固形培地で

ある.継代培養は約 40日 おきに行い,培養条件は 25℃・

16時間日長 (光強度 52 μ molm~2s-1)と した。

ガラス化法の手順

継代後 20日 間生育させた培養茎頂を 5℃・8時間日長 (光

強度 26 μ molば 2s■)で低温順化処理を 14日 聞行つた.茎

頂は基本的には,長 さ l llull,直径 1,0～ 1.5 11ullの 茎頂を切

り出して用いた。この茎頂は 2枚の葉 しょうの基部,幼葉 ,

茎頂 ドーム都,茎盤部からなっている なお,茎頂の大き

さに関わる実験 (表 1)では高さが l llull,直 径がそれぞれ

0.5～ 1.O llull,1.0～ 1.5 11ul,1.5～ 2.5 11ullの 3種の大きさの

茎頂を用いた .

前培養は 0.3 M sucroseを 添力日した MS培地上で 5℃ ,1

日間行つた。前培養 した茎頂は 2 ml容量のクライオチュ

ーブに 10茎頂入れ,LS液によつて 20分聞,25℃で脱水

耐性付与処理を行つた。次に,LS液を除去し,引 き続き

PSV2液 を l ml添力日し,25℃で 40分間ガラス化液処理を

行つた。なお,処理の途中で新 しい PSV2液 と交換すると

ともに,液体窒素に浸漬する直前に,新 しい PSV2液 0.5 ml

と交換 し,液体窒素に浸漬 した .

ビーズガラス化法での保存手順

ガラス化法の場合 と同様に低温順化処理,前培養 した茎

頂をアルギニン酸ゲル液 (0.4Mシ ョ糖,2Mグ リセロール

と3%ア ルギニン酸ナ トリウムを添力日したMS液 (カ ルシウ

ムフリー))にいれ,茎頂とともにピンセットでグル固化と

脱水耐性賦与の効果のある液 (LS液に O.lM塩化カルシ

ウムを添加 した液)に滴下して直径 41ェullの ビーズを作成

した。ビーズは,同液中に 25℃で 90分問保持した。その

後,PVS2液 で 25℃,120分間ガラス化液処理を行い,最

終的にクライオチューブにビーズとPVS2液を入れ,液体

窒素に保存した。

再生育方法

液体窒素中に保存したクライオチューブは 40℃の温水

中に直接浸漬 し,約 1分間 (ガ ラス化法)あ るいは約 2

分間 (ビーズガラス化法)軽く振盪 しながら加温 し,室温

まで戻 した。加温した茎頂は,直 ちに PVS2液を取 り除き,

1.O M sucrose添 加 MS液体培地溶液 l mlで 10分 ごとに 2

回洗浄 した。その後,茎頂あるいはビーズを上記の MS継

代培地に置床 し,培養 した。ビーズの場合は翌日ビーズか

ら茎頂を取 り出して培養を続けた。

(3)結果

0 低温順化処理 日数は 14日 以上で,前培養条件は 0.3M

sucrose添加培地で 1日 あるいは2日 間前培養 した場合

に高い生存率が得られた。

0 最適 PVS2液処理時間は茎頂の直径が大きければ大き

いほど長くなった (表 1).最高生存率は茎頂の大きさ

が高さ l mm,直 径 1.0～ 1,5 mmで ,PVS2液処理が 40

分間の場合で,85%が得られた。

表1茎頂の大きさとPVS2液処理時間が生存率に及ぼ

す影響

茎頂の直径(以上～未満)mm, 高さはl mm

PVS2液処理時間   0.5～ 1,O mm  l.0～ 1.5 mm  l.5～ 2.5 mm

● 茎頂分裂組織が葉 しょうに覆われているかどうかに

より最適 PVS2液処理時間は 40分 と20分 となり,茎頂

分

分

分

５

２５

３５
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図 1.ガラス化法によるPVS2液処理時間と茎頂の形態が

生存率に及ぼす影響

A:葉しょうを取り除き茎頂分裂組織がむき出しの場合

B:茎頂分裂組織が 2枚の葉しょうに覆われている場合

100

一 A

―
B

b
ab

b

40    60    80    100   120   140

PVS2液 による処理時間 (分 )

図 2ビーズガラス化法によるPVS2液処理時間

と茎頂の形態が生存率に及ぼす影響

ABについては図1と同様の茎頂

の形態が処理時間に大きく影響することが明らかにな

った (図 1).

● ビーズガラス化法で葉 しょうのある茎頂,ない茎頂を

ビーズで包埋 した場合の最適 PVS2液処理時間はそれぞ

れ 60分,120分で,ビーズに包埋 しても茎頂の形態が

処理時間,生存率に影響を及ぼすことが明らかとなつた

(4)留意点

1)ネ ギニラは,茎頂分裂組織が茎盤部上にあり,葉 しょ

うを取 り除くことに時間がかかるため,葉 しようを残 し

15.ネギニラ培養茎頂(ガラス化法)

たまま輪切 りにす る形で使 う方が,保存処理作業が短 く

てすむ。また,培養 したネギニラの基部の太 さは一定で

ないため,太 さを整 える必要がある。形態的に画一な材

料 を用意す ることが超低温保存法で高い生存率を得 るた

めに重要である。

(新野孝男 )
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培養茎頂 25℃ 。16時間日長,40日 間隔で継代

↓  継代培養後20日後
低温順化処理 5℃ 。8時間日長,14日 間

茎頂の切 り出し

(長 さ 1■lm,直径 1.5～ 2.O mm)

前培 養 処 理 0.3 M sucrose添 加 MS培 地 ,

5℃・8時間日長,1日 間

クライオチューブ (2 ml)に 10茎頂

しS液処理 LS液 l mlで 25℃,20分問処理

PVS2液処理 PVS2液 l mlで 25℃,40分問処理 ,

処理開始 20分後に,PVS2液を取 り替え,さ

らに浸漬直前に 0.5 ml PVS2液 と取 り替え

液体窒素タンク 液体窒素中に直接浸漬
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▼

l

40℃の温水中で約 1分問加温,直ちに PVS2

液を取 り除き,1.O M sucrose添 力日MS液体

培地溶液 l mlで 10分ごとに 2回洗浄

再生育 MS継代培地に置床

図3.ネギニラ培養茎頂のガラス化法での超低温保存法

の手順
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植物超低温保存マニュアル Ⅱ.草本類

(1)意義

農業生物資源ジーンバンク事業におぃてイチゴの遺伝

資源は約 700点保存されている。これ らの遺伝資源は原

則,圃場で保存されてお り,長期間の保存においては病害

虫により滅失する危険性があり,安全な保存のために新た

な手法の開発が求められていた.ま た,ジーンバンク事業

として,二重保存の一翼を担 う実用的な保存システムの確

立が求められていた。

(2)材料及び方法

材料

イチゴ (勝agaria× βヵと7ノ7β♂影 Duch.)`ド ナー'の培

養茎頂を主に用いた。また, 汎用性を調査するために,

`女蜂 ',`宝交早生',`さ ちのか',`と ちゆたか',`と よ

のか', `シ ラノ', `VC 10'の 7品種も供試 した。

培養方法

継代培地は,MS基本培地に 0.2 mg/L BAと 2.5%sucrose

を添力日し,8g/Lの寒天で,pH5,8に 調整 した固形培地で

ある。継代培養は約 50日 おきに行い,培養条件は 25℃・

16時間日長 (光強度 52 μ molm~2s■)と した

超低温保存法

継代後 2週間生育させた培養茎頂を 5℃・8時間日長 (光

強度 26 μ molm~2s■ )で低温順化処理を 20日 間行った.こ

の培養茎頂から葉を切 り取 り,長 さ 1.5～ 2.O mm,直 径 1 llm

の茎頂を切 り出した。茎頂は分裂細胞 ドーム,1～2枚の

葉原器,幼葉の基部,茎部からなっている 前培養は 0.3

M sucrOseと glycerol(lMと 2M)を組み合せて添力日した

MS固形培地に 1～ 5日 間,置床 して行つた (表 1の条件).

前培養条件は低温順化処理と同様に行つた

前培養 した茎頂は 2 ml容量のクライオチューブに 10

茎頂入れ,LS液によって 20分間,25℃ で脱水耐性付与処

理を行つた。次に,LS液を除去 し, 51き 続き PSV2液を 1

ml添力日し,25℃ で 50分ガラス化液処理を行った。なお ,

処理の途中で新 しい PSV2液を l mlと 交換するとともに,

液体窒素に浸漬する直前に,再び新 しい PSV2液 0 5 ml

と交換 し,液体窒素に浸漬 した .

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは 35℃ の湯水

に直接浸漬 し,約 1分間軽く振盪 しながら加温し,室温ま

で戻した。加温した茎頂は,直ちに PVS2液を取り除き,

1.O M sucrose添 力日MS液体培地溶液 l mlで 10分 ごとに 2

回洗浄 した。その後 ,茎頂 を上記 の MS継代培地に

Polyvinyl pyrrolidone(PVP)を 0～2g/L添加 した再生

培地に置床 し,再生育は前述の培養条件下で行つた。

(3)結果

0 低温順化処理 日数は 10日 以上で生存率向上に効果が

あり,最適 日数は 20日 であつた。

● 前培養条件は 0.3 M sucrose+2 M glycerol添 加培地

で 1日 あるいは 2日 間,前培養 した場合に高い生存率が

得 られた (表 1)。 また,0,3 M sucrOse+l M glycerol

添加培地では前培養 日数は 2日 間で,0,3 M sucroseの

みの培地では 5日 間で最も高い生存率を示 した。この

ことから glycerOl添 加が前培養 日数を短縮できる可能

性が示された。

表 可前培養条件がガラス化法で液体窒素保存したイチゴ培

養茎頂の生存率に及ぼす影響

前培養条件 生存率 (%± SE)
0 3M sucrose

0 3M sucrose

0 3M sucrose

0 3M sucrose

0 3M sucrose― 卜l M glycerol

0 3M sucrOse―Ⅲ l M glycerol

0 3M sucrOse―卜l M glyceroi

0 3M sucrOse―■l M glycerol

0 3M sucrOse―■2M glycerol

0 3M sucrose+2M glycerol

0 3M sucrOse― 1 2M glycerol

0 3M sucrOse―卜2M glycerol

1日

2日

3日

5日

1日

2日

3日

5日

1日

2日

3日

5日

533
667
600
800
700
800
533

200
933
867
200
233

+

十

+

+

十

■

+

+

十

十

十

■

33
33
58
58
100

00
33

58
33
33
58
67

0 ガラス化法で保存 した茎頂を加温 して再生育させる

場合,再生培地に PVPを lg/L添加 した場合と添加 し

ない場合,約 2倍の生存率の差が得られた (図 1).同

様に BAの添加 (0.2 mg/L以 上)も 添加 しない場合に比べ

て約 2倍以上の高い牛存率が得 られ′た
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図 1.液体窒素中に保存後,再生育させた茎頂の生存

率と再生育培地に含まれる PVP濃度との関係

● `ドナー'の培養茎頂の最大生存率は図 2に示 したガ

ラス化法の手順で 93.3%であつた。他の 7品種でも 50

～80%の比較的高い生存率が得 られた (表 2).

表 2.ガラス化法のイチゴ他品種への適用

品種名   生存率 (%± SE)

女蜂      300± 100

宝交早生    70.0± 00

さちのか     550± 50
とちゆたか    600± 100

とよのか     600± 10.0

シラノ      500± 00
VC-10        755±  50

(4)留意点

イチゴ 100品種の超低温保存のパイロット試験を行つ

たが,問題点は以下のとお りである。

1)圃場保存 している材料を培養系に移す と,すでにウ

イルスに感染 している場合がある。

2)増殖の悪い,培養の難 しい品種があり,培地等の組成

の検討が必要となる。

3)1品 種の最小保存茎頂数を生存率にあわせて計算す

る必要があるか,モニター リングをどのようにするのか

を検討する必要がある。

4)保 存するための大量の茎頂を一回で準備するのは困

難 .

5)マニュアルに従つて試験 しても,実行者により生存率

に差がでる場合がしばしば見られる。

(新野孝男)

16.イ チゴ培養茎頂 (ガラス化法 )
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培養茎頂 25℃ 。16時間日長,50日 間隔で継代

↓  継代培養後 2週間後

医温順化処到  5℃ 。8時間日長,20日 間

茎頂の切 り出し

(長 さ 1.5～ 2.O Hlm,直 径 1 llm)

1前培養処到 Oi3 M sucrose+2 M glycerol添 加 MS

培地,5℃ 。8時間日長,1日 間

クライオチューブ (2 ml)に 10茎頂

にS液処理l LS液 l mlで 25℃,20分間処理

↓
PVS2液処理I PVS2液 l mlで 25℃,50分問処理 ,

処理開始 20分後に,PVS2液を取 り替え,

浸漬直前に O.5 ml PVS2液 と取 り替え

夜体窒素タンク 液体窒素中に直接浸漬

l

|

|

|

Ｉ
Ｉ
▼

35℃ の温水中で約 1分間加温,直ち PVS2液

を取 り除き,1.O M sucrose添 力日MS液体培

地溶液 l mlで 10分 ごとに 2回洗浄

再生育 MS継代培地に PVPを lg/L添加 した培地に

置床

図2.イチゴ培養茎頂のガラス化法での超低温保存の手

‖贋

図 3.再生育を

開始 した超 低

温 保 存 茎 頂

(新野撮影 )

J 正
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植物超低温保存マニュアル.コ .草本類

(1)序論

イチゴの超低温保存法として,操作が簡便で,特殊な

機器が不要なビーズガラス化法及びショ糖以外に特殊な

試薬を使わない方法として多くの植物に応用されている

ビーズ乾燥法 (Hirai et al,1998)を 紹介する.

(2)材料と方法

学名・品種名

イチゴ(抒agariβ メコ/,ρ′,つづM Duch.)の で
きたえくば '

の他,品種比較のために 4点 を使用 した。

培養条件

特記 しない限り,培養条件は 23℃ 。16時間日長 (光強

度 50 μmol m2sl)と した

継代培養 と茎頂摘出, ビーズ化

継代培養は 1/2MS固形培地 (30g/Lシ ョ糖,0.5g/Lカ

サ ミノ酸,2.5g/Lグルライ ト)で 4～ 8週間毎に行った。

小植物体を上記培地に 2 mg/L BAを 加えた培地に移 し,4

～6週間培養 して多芽体を誘導し(図 1),4℃,12時間日

長,光強度 20 μ mol m2s■ で 0～ 2週間低温処理 した。

多芽体から約 l Hlmの 茎頂を摘出し,継代培養 と同じ培

地もしくはそのショ糖濃度を 0.3Mと した培地に置床 し,

16時間前培養 した .

前培養 した茎頂をビーズ液 (カ ルシウムを含まない MS

無機成分,0.4Mシ ョ糖,20g/Lアルギン酸ナ トリウム

[100～ 150 cp,和光])に入れ,2 mlピペットで 1つ の茎

頂 とビーズ液を吸い上げ, ビーズ化液 (MS液体培地,30

g/Lシ ョ糖,0.lM塩化カルシウム)に滴下し,30分間放

置 してビーズ化 した。

(3)超低温保存法と結果

i)ビーズガラス化法

2Mま たは OMグ リセ リン+0.4Mシ ョ糖を含む MS液

体培地でビーズを 60分間培養 し(25℃ ,60 rpm),茎頂の

PVS2液に対する脱水耐性を向上させた。その後,こ の液

体培地を PVS2液に置換 して 0℃ ,20 rpmで 0～6時間脱

図 1 多芽体の誘導(平井撮影)

水 した。脱水耐性向上処理をしない場合はビーズを直接

脱水 した。これらの処理では 1処理につき 10～ 15個のビ

ーズを用い,ビーズ 1個 につき l ml以 上の液体培地,PVS2

液を使用 した。その後,2 mlク ライオチューブにビーズ

とPVS2液 (ビーズが浸る程度)を移 し,液体窒素中に急

速冷去口した。

液体窒素中に保存 したクライオチューブを 38℃ の温水

中で約 2分間,軽 く振とうしながら加温した。チューブ

から直ちに PVS2液を取 り除き,1.2Mシ ョ糖を含む MS

液体培地を加え 10分間,2回洗浄 した。その後,継代培

養 と同じ培地にビーズを置床 して培養 し,3週間後に再成

長率を調査 した。

ii)ビーズガラス化法の結果

イチゴの茎頂は高濃度のショ糖を含む培地での前培養

により,PVS2液 に対する脱水耐′性が向上することはなく,

逆に再成長率は低くなった (表 1).

低温処理の期間は 1～ 2週間で十分であると考えられた。

この低温処理によリイチゴ茎頂のPVS2液に対する脱水耐

性は十分に向上したが,脱水前に 0,4Mシ ョ糖または 0.4

Mシ ョ糖 と2Mグ リセ リンを含む MS培地で処理すること

でさらに再成長率は上昇 した 低温処理しない茎頂は,

表 ヽ前培養のショ糖濃度と再成長率

前培養の

ショ糖濃度

再成長率

(%± SE)
30g/L ＋

一　
キ
一

３

　

０

56
11503M

低温処理し2Mグリセリン+04Mショ糖により
60分間脱水耐性向上処理,脱水は2時間
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無 処 理

0.4Mショ糖

2Mグリセリン+

0.4Mショ糖

69.5 ±  6.4

80.3 ±  65

表 2低温処理,脱水耐性向上処理と再成長率

処 理 名   再成長率(%士 S.E.)

低温処理   低温未処理

17.イ チゴ培養茎頂 (ビーズガラス化・ビーズ乾燥法 )

100

1時間  1年   2年

保存期間

図 4.液体窒素中での保存期間と再成長率

低温処理し 前培養は30g/L sucrose,脱水耐性向上

は2 M ttycerOl+0.4 M sucrose,脱水は2時間

0.4Mシ ョ糖 と2Mグ リセ リンで処理することが必要であ

つた (図 2,表 2).

低温処理,脱水耐性向上処理 (0.4Mシ ョ糖+2Mグ リ

セ リン)後の PVS2液による脱水時間は 2時間で十分であ

ると考えられた (図 3)。 また同じ条件で超低温保存 した他

のイチゴ品種でも高い再成長率が得 られ,本手法の汎用

性は高いと考えられた (表 3).

液体窒素中で実験 レベルの保存時間 (1時間)と 1,2年

間保存 した茎頂の再成長率に差はなく,イ チゴの茎頂は

液体窒素中で安定して保存できることが明らかになつた

(図 4)。

圃場から採取 したランナー先端部 とランナー中間部の

節 (共に低温未処理)か ら茎頂を摘出し,脱水耐性向上処

理 (0.4Mシ ョ糖 +2Mグ ジセ リン)後 に PVS2液により 2時

間脱水 して超低温保存 した際の再成長率は,同 じ条件の

多芽体のそれと差は無かつた (先端部,中 間部の節の茎頂

を用いた再成長率 の平均 ±標 準誤差は,各々70,3±

10.3%,67.2± 4.3%)。 このことから圃場や隔離温室で

保存 している遺伝資源を超低温朱存する際には,無菌植

物を誘導する必要はないことが明らかになつた。

本方法で超低温保存 したイチゴ茎頂はカルス化するこ

となく分裂組織から直接,茎葉を伸長 した (図 5).ま た ,

液体窒素処理と無処理の植物体の圃場での成育を比較 し

た結果,両者に差は認められていない (Hirai,2001,Hirai

&Sakai,2001)こ とから,超低温保存後に変異が発生す

る確率は極めて低いと考えられた。
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図 2.低温処理期間と再成長率
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低温処理し 前培養は30g/L sucЮ se,脱水耐性向
上は 2 M glycerol+0 4 M sucroseに より60分間

表 3.再成長率の品種系統間差

品種・

系統名

再成長率

(0/o士 S.E.)

Aiko

盛岡16号

きたえくぼ

とよのか

女J蔭

70,3 ±

76.8 ±

900 ±

75.4 ±

756 ±

1■8

■0

i3

5.2

6_2
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

図 5.超低温保存後 ,加温 ,培養中の茎頂
写真中の日数は培養後日数,スケールバーは 0～ 7日
は lmm,21日 は l cm(平 井撮影)

主i主 )ビーズ乾燥法

ビーズガラス化法と同様に茎頂を摘出し直接 ビーズ化

した。その後,乾燥耐性を向上させるためにビーズを±1

Mグ リセ リン,0.8Mシ ョ糖を含む MS液体培地に移 して

16時間振とう培養 (23℃ ,60 rpm)し ,1～6時間乾燥 した

(Fabre&Dereuddre,1990).乾 燥は 50gのシリカグル
,

折 り目(山 が 3,谷が 2)を付けたろ紙 (90■lm)を 入れたペ

トリ皿 (90 Hlm)を 135℃ ,3時間乾熱滅菌後に室温まで冷

却した後,ろ紙上にビーズを置いてペ トリ皿をシールし,

25℃で行つた(図 6).乾燥したビーズは2 mlク ライオチ

ューブに移 し,液体窒素中に急速冷却 した。

液体窒素中に保存したクライオチューブを 38℃ の温水

中で約 2分間,軽 く振とうしながら急速加温 した。その

後,継代培養 と同じ培地にビーズを置床 し,3週間後に再

成長率,個体当た りの生重を調査 した。培養条件などは

ビーズガラス化法と同様である。

iv)ビーズ乾燥法の結果

バレイショを用いたビーズ乾燥法 (Fabre&Dereuddre,

1990)や , ワサビを用いたビーズガラス化法 (MatsumOtO

et al.,1994)では, ビーズ液に 3%のアルギン酸ナ トリ

ウムを使用 している.特に前者ではグリセ リンを使用 し

ないため乾燥後のビーズが硬 くなり過ぎ,培地に置床 し

た後に茎頂を取 り出して培養する必要があった。このた

め,アルギン酸濃度 (2,3%)と 茎頂の取り出しの有無に

よる再成長率,1個 体生重を比較 したところ,高濃度

(3%)のアルギン酸ナ トリウムを使用 し茎頂を取 り出さ

ない場合の再成長率は,取 り出した場合に比較 して低 く

なった。しかし,低濃度 (2%)では茎頂を取り出す効果は

認められなかった (データ未掲載).

低温処理 しない材料では再成長する個体は認められず ,

また低温処理 した場合でもその再成長率,再生個体の生

重はビーズガラス化法に劣る結果となった (表 4).乾燥

に姑する耐性の向上が不十分であるためと考えられる。

乾燥時間を検討 した結果,前培養 したビーズを 3時間乾

燥することで最も高い再成長率を示 し,こ の際のビーズ

の含水率は約 24%で あった (データ未掲載).

この手法を他の品種に応用 した結果を表 5に示 した .

表 3と 比較 して分かるように, ビーズ乾燥法とビーズガ

ラス化法の間で差がない品種は `Attko'の みで,他の品

種ではビーズ乾燥法の再成長率は劣る結果となつた。

乾燥耐′性をさらに向上させるため,ワサビ(Matsumoto

et al.1999)を 参考にして前培養条件を検討 した結果 ,

ショ糖のみでの前培養では再成長率は 45。 3± 4.2%に留

まったが,lMグ リセ リン+0.3Mシ ョ糖で前培養するこ

とで再成長率は 71.6± 10.2%と ,著 しく向上したが (材料

はともに低温処理 した多芽体),`き たえくば'以外の品

種では未確認である.

ｄ

与

中

蜘

図 6.乾燥中のビーズ (平井撮影)
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表 4各超低温保存法における再成長率,1個体生重

~超
低温  低温 再成長率   1個 体生重

保存方法 処理 (%士 S.E) (mg± SE)
ビーズ  + 900± i3 5.3± 09

ガラス化法 678 ±= 71    4.8 」L 15
ビーズ

転倶法

+   219 」= 61   04 」= 00
00 ■= 00   00 ■= 00

表 5ビーズ乾燥法による再成長率の品種間差

17.イ チゴ培養茎頂 (ビーズガラス化・ビーズ乾燥法)

③圃場のランナー由来の茎頂を使用する場合は低温処理

しないため,ビーズガラス化法を用いる。その際には

前培養の期間をやや延長 し(1～ 2日 ),雑菌の未混入を

確認 してから超低温保存する(再成長率は若干落ちる)

④ ビーズ乾燥法の前培養ではショ糖だけではなくグリセ

リンを加えることで乾燥耐性を著 しく向上させること

ができ,有効な手法と考えられる.しかし,き たえく

ぼ以外の品種では未確認である.

(平井 泰)

参考文献

Fabre & Dereuddre (1990) Encapsulation dehydration: a new

approach to cryopreservation of SOFセ ,′,と′〃 shoot tips.
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Hirai D et al. (1998) Cryopreservation of in―  vitro grown

meristems of strawberry (F′ θξpr,2x と,ヵと,カセ2,1,,Duch.)by

encapsulation vitrification. Euphytica 101:109-115。

Hirai D & Sakai A (2001) Recovery growth of plants

cryopreserved by encapsulation vitrification. Bul
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propagated crops by encapsulation vitrification method.
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Matsumoto et al. (1995)Cryopreservation of in vitro一 grown

apical meristems of wasabi (Wasabia japonica) by
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′ _ OsmopЮtection ___、 貯騨鯉

品種・

系統名

再成長率

(0/OttS E)

Aiko

盛岡16号

きたえくば

とよのか

女 隆

+  298
±  6.1
±  7.3
±  5.3
± 14.7

59.6

6.1

30.6

35.1

R59

(4)留意点

①遺伝資源の保存に際して無菌植物体を使用する場合は

超低温保存法に関わらず低温処理した方が良い .

②ビーズガラス化法による遺伝資源保存の際は,ビーズ

化液を脱水耐J性向上処理に用いる培地(MS液体培地,±

2Mグ リセリン,0,4Mシ ョ糖)1こ 0.lM塩イ監カルシウ

ムを加えたものとし,60分間処理してビーズ化と脱水

耐性向上処理を同時に行 うことで操作を簡田各化できる
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困
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)序論

ニンジン等の培養細胞は緩速予備凍結法による超低温

保存が進められてきているが,こ こでは遠心分離器の使

用回数が少なく,操作が簡便なビーズガラス化法 (Hirai,

2001)を紹介する。

(2)材料 と方法

学名・品種名

ニンジン (勿′θぉ θβrοヵ L。 )の `工寸 '.

培養条件

特記 しない限り,培養条件は 25℃・24時間日長 (光強

度 50 μmol m~2s■)と した。

継代培養 と小細胞塊の選別

滅菌 した種子から発芽 した植物体の胚軸から誘導 した

カルスを,30g/Lシ ョ糖,0.2 mg/L2,4-Dを 含む MC液

体培地 (Masuda et al.1980)に 移 し, 90 rpmで 振とう培

養 した。継代培養は 2週間毎に 0,3■ ll■ の舗を通る細胞を

集め,PCV(Packed Cell VOlume)0.02m1/mlと なるよう

に同じ新鮮培地を加えて行つた。

超低温保存

一定期間継代培養 した細胞を 500,75,45μ  mの舗を通

して,直径が 45～ 75μ mの単細胞または小さい細胞
'鬼

1/1ヽ

細胞塊)を遠心し(図 1),沈殿にビーズ液を加えて PCVを

0.02m1/mlと した。パスツールピペット(l ml)で ビーズ

液と共に小細胞塊を吸い上げ, ビーズ化液 (0.lM塩化カ

ルシウムを含む MC液体培地)に滴下して 30分間放置 し,

ビーズ化 した。これ らのビーズ (直径 3 nlm)を 0。 3Mシ ョ

糖,0.2 mg/L2,4Dを加えた MC液体培地を移 し,同 じ条

件で 0～ 48時間振とう培養 した (前培養).

前培養 したビーズを 2Mま たは OMグ リセ リン+0.4M

ショ糖を含む MC液体培地に移 して,25℃ ,30分間培養 (60

rpm)し て脱水耐性を向上させた。この液体培地を PVS2液

に置換 して 0℃ ,20 rpmで 0～90分間脱水 した。これ ら

の処理では 1処理につき 10～ 15個 のビーズを用い,ビー

ズ 1個 につき l ml以 上の液体培地,PVS2液を使用 した。

図 1小細胞塊 (平井撮影)

その後, 2 mlク ライオチューブにビーズとPVS2液 (ビ

ーズが浸る程度)を移 し,液体窒素中に急速冷却 した。

液体窒素中に保存 したクライオチューブを 38℃ の温水

中で約 2分聞,軽 く振とうしながら加温した。チューブ

から直ちに PVS2液を取 り除き,1.2Mシ ョ糖を含む MC

液体培地を加え 10分問, 2回洗浄 した。洗浄後は 0.2

mg/L2,4-D,2.3g/Lジ ェランガムを加えた MC固形培地

に置床 して同じ条件下で 1日 間培養 し,FDA染色を行つた

(Widholm,1972).1処理につき 400個以上の細胞につい

て生存細胞数を蛍光顕微鏡で調査 し,全体の細胞数に対

する生存細胞の割合 (%)を 生存率とした.比較として同

じ小細胞塊をビーズ化 し,液体窒素処理以外は無処理の

細胞の生存率を調査 した .

(3)結果

0,3Mシ ョ糖を含む MC液体培地で 24時間,前培養する

ことで明らかに生存率は高くなった (図 2).脱水耐性向上

処理はショ糖のみでは効果は低く,2Mグ リセ リンを加え

ることで生存率が著 しく向上 した (表 1).

0℃での PVS2液による脱水は,60分間で生存率が最も

高くなった (図 3).脱水を 25℃で行つた場合,30分間の

処理で生存率は最も高くなったが,0℃処理に比較 してそ

の生存率は低くなった (データ未掲載 )。

継代培養後の日数と生存率の関係を調査 したところ,

細胞が指数増殖期に当たる 10日 目の細胞で生存率は高く,

培養期間が長 くなるにつれ生存率は低下した (表 2)。
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18.ニ ンジン培養細胞 (ビーズガラス化法 )

表 103Mシ ョ糖の前培養期間と生存率

（ゞ

）
雑
悼
割

04Mショ糖
2Mグリセリン+04Mショ糖

トヒ童本

128 ±

303 士

304 ±

475 +

０

９

６

７

２

３

３

４

10

0

表 2細胞の継代培養日数と生存率

継代培養後 日数 (日 ) 生存壬坐生劃聖
16     24     48 5

10

15

169  」L    2.6
285 ±   53
9ク  +  41

前培養期間 (時間)

図 2.0.3Mショ糖の前培養期間と生存率

50

15 30   45   60   75   90

脱水時間 (分 )

図 3.0℃での PVS2液による脱水時間と生存率

液体窒素処理後の細胞はビーズ内で順調に生育 し,

2,4Dを含んだ MC液体培地で培養することで容易に増殖

した。これ ら増殖 した細胞からも不定胚が誘導されたこ

とから,液体窒素処理 した細胞の胚形成能力は維持 され

ていたことが明らかになつた (データ未掲載).

(4)留意点

①無処理の小細胞塊でも生存率は 50%未満であつたので,

保存材料の選別にさらに検討が必要であろう。

②ビーズ化液をMC液体培地に2Mグ リセリン,0,4Mシ

ョ糖,01M塩 化カルシウムを加えたものとし,30分

間処理することでビーズ化と脱水耐性向上処理を同時

に行い,操作を簡略化できる。

(平井 泰)

参考文献
Bachiri Y.et al. (1995) Successful cryopreservation of

suspension cells by encapsulation― dehydration Plant Cell

Tiss. Org. Cult, 43:241-248.

Hirai D (2001)Studies on cryopreservation of vegetatively

propagated crops by encapsulation vitrification method

Rep Hokkaido Pref Agri Exp Sta 99:1-58.

Masuda K. et al. (1981)A revision of the medium for somatic

embryogenesis in carrot suspension culture J. Fac. Agr.

Hokkaido Univ. 60:183-193

Widholm 」, M  (1972) The use Of fluorescein diacetate and

phenosafranine for determining viability of cultured

plant cell Stain Technol. 471189-194.
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植物超低温保存マニュアル Ⅱ.草本類

(1)序論

ニンジンの不定胚の超低温保存法はビーズ乾燥法,緩

速予備凍結法,ABAを用いた簡易法などが報告されている

が,こ こでは操作が簡便で,特殊な機器や試薬が不要な

ビーズガラス化法 (Hirai,2001)を 紹介する。

(2)材料と方法

学名・品種名

ニンジン (つと7μθβd θρ″0オβL.)の `五寸生

培養条件

特記 しない限 り,培養条件は 23℃・24時間日長 (光強

度 50 μmol m2sl)と した。

継代培養 と小細胞塊の選別

7～ 10日 間継代培養 した細胞から 100 μ mの舗を通る細

胞を集め,2,4D.を 含まない MC液体培地 (Masuda et al.

1980)で 3回洗浄後に同じ培地,同 じ条件で培養 して不定

胚を誘導 した.誘導された不定胚は実体顕微鏡下でステ

ージ別に選別 した (図 1)

超低温保存

ステージ別 (球状胚,心臓型胚,魚雷型胚)に選別 した

不定胚にビーズ液を加え,パスツールピペ ット(l ml)で

ビーズ液と共に 1～ 2個の不定胚を吸い上げ,ビーズ化液

(01M塩化カルシウムを含む MC液体培地)1こ滴下してビ

ーズ化 した (図 2)

これらのビーズ (直径 3 Hlm)を 2Mまたは OMグ リセ リ

ン+0.4Mシ ョ糖を含む MC液体培地に移 して,25℃ ,30

分間培養 (60 rpm,脱水耐性向上処理)した。

この液体培地を PVS2液に置換,も しくはビーズに直接

Torpedo― shaped embryos  Heart‐ shapeS embFy6゛―

図 2ビーズ化した魚雷型胚(右 )と心臓型胚(左 )

(平井撮影)

PVS2液を加えて (表 1,無処理),25℃ ,20 rpmで 0～ 120

分間脱水 した。これ らの処理では 1処理につき 10～ 15個

のビーズを用い,ビーパ1個 につき l ml以上の液体培地 ,

PVS2液を使用 した。その後,2 mlク ライオチューブにビ

ーズとPVS2液 (ビーズが浸る程度)を移 し,液体窒素中

に急速冷却 した。

液体窒素中に保存 したクライオチューブを 38℃ の温水

中で約 2分間,軽 く振 とうしながら加温した。チューブ

から直ちに PVS2液を取 り除き,1.2Mシ ョ糖を含む MC

液体培地を加え 10分間,2回洗浄 した。洗浄後, ビーズ

はプラスチックシャーレの 2.3g/Lジェランガムを含み

2,4-D.を含まない MC固形培地に置床 して培養 した。1週

間後に正常に成長 した不定胚数を調査 し,全体の不定胚

数に対する比率 (%)で生存率を表 した。

(3)結果

不定胚は PVS2液による脱水に極めて強く,0.4Mシ ョ

糖や 0.4Mシ ョ糖 +2Mグ リセ リンによる脱水耐性向上の

効果はなく,かえって生存率が低下した (表 1).

PVS2液による最適な脱水時間を 25℃で検討 した結果 ,

生存率には差があるものの,不定胚の全てのステージで

表 1脱水耐性向上処理が生存率に及ぼす効果

SE)

無処理  04Mショ糖
2Mク Iリセ リン

+04Mショ糖
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図 1選別した魚雷型胚(左 )と fい臓型胚(右 )
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図 3脱水時間と生存率
ビーズ化後に PVS2液 により25℃で
60分間脱水 縦バーは標準誤差

60分間が適 していた (図 3)。

超低温保存 した各ステージの不定胚は順調に生育 し,1

週間で魚雷型胚,心臓型胚は幼植物に,ま た球状胚は魚

雷型胚～幼植物に成長 した (図 4)。

(4)留意点

①超低温保存条件は各ステージでほぼ同様であるため ,

実際の保存に当たつて不定胚をステージ別に選別する

必要はない。

②細胞,不定胚は粘性の高い PVS2液中では遠心分離は困

難であることから, ビーズ化に利点がある。

(平井 泰)

,― induction of embryos― ‐
、

19.ニ ンジン不定胚 (ビーズガラス化法 )

図 4超低温保存し,7日 間培養した魚雷型胚

(平井撮影)
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)序論

ハッカの超低温保存は 3段階で脱水し超急速冷却する

方法が報告されているが,再成長率は 32～75%と 不安定

で,一部カルス化が確認されていた (Towill,1990)。 こ

こでは操作が簡便で,特殊な機器が不要なビーズガラス

化法 (Hirai&Sakai,1999)を紹介する。

(2)材料 と方法

学名・品種名

ハッカ (〃θρttβ 弓9ゴθβ力 L。 )の `Spearmint covlmon'の

他,`し ゅうび',`え ぞはっか',`ヒ ツップ'の 3点 を使

用 した。

培養条件

特記 しない限り,培養条件は 23℃・16時間日長 (光強

度 96 μmol m2s■ )と した。

継代培養 と茎頂摘出

継代培養は頂芽節を用い,MS固形培地 (30g/Lシ ョ糖 ,

0.5g/Lカ サ ミノ酸,2.5g/Lゲルライ ト)で 3週間毎に

行い,残った下位部分の節 (1枚の葉 と茎)を プラスチン

クシャーレ(90 mlm x 20 11m)に 密に植え (図 1-左 ,50～ 80

節),同 じ条件で 3～ 7日 間培養 した (低温無処理).低温

処理する場合は同じ条件で 1日 培養後に 4℃ ,12時間日

長,光強度 20 μmol m~2s lに 移 して 3週間実施 した。誘

導 した腋芽 (図 1-右 )か ら実体顕微鏡下で茎頂を摘出する

が,展開した葉を除く程度で,大きさは約 l mmで ある。

超低温保存

摘出した茎頂はビーズ液 (カ ルシウムを含まない MS無

機成分,0.4Mシ ョ糖,20g/Lアルギン酸ナ トリウム [loo

～150 cp,和光])に移 し,2 mlピペ ットで茎頂とビーズ

液を吸い上げ,o.lM塩化カルシウム,o.4Mシ ョ糖を加

えた MS液体培地に滴下し,30分間ビーズ化 した。

2Mまたは OMグ リセリン+0.4～ 1.2Mシ ョ糖を含む

MS液体培地で 60分間培養 し(25℃,60 rpm),PVS2液 に

対する脱水耐性を向上させた。この液体培地を廃棄 し,

PVS2液に置換 して 0℃で 0～ 6時間脱水 した。これらの処

理では 1処理につき 10～ 15個 のビーズを用い, ビーズ 1

図 1.節培養と誘導された腋芽
左は節培養開始時,右は3日 後の腋芽の状態
スケールバーはlcm(平井撮影)

個につき l ml以 上の液体培地,PVS2液 を使用 した。その

後,2 mlク ライオチューブにビーズとPVS2液 (ビーズが

浸る程度)を移 し,液体窒素中に急速冷去口した。

急速加温,洗浄,培養

液体窒素中に保存したクライオチュープを 38℃の温水

中で約 2分間,軽 く振とうしながら加温した。チューブ

から直ちに PVS2液を取 り除き,1.2Mシ ョ糖を含む MS

液体培地を加え 10分間,2回洗浄した。MS固形培地にビ

ーズを移植 し,3週間後に再成長率を調査 した。

(3)結果

3週間低温処理 し,2Mグ リセ リン+0.4Mシ ョ糖を含

むMS液体培地で脱水耐性付与した茎頂は高い再成長率を

示 した。低温処理 しない場合,2Mグ リセ リン,0.8Mシ

ョ糖を含むMS液体培地で脱水耐性向上させるこ≧で再成

長率は向上した (図 2,表 1)。 このことはイチゴと同様に,

脱水耐性付与条件は低温処理と同じ効果があることを示

唆している。

表1.各濃度のショ糖,グリセリンの脱水耐性向上
処理と再成長率

脱 水 長率 (%± SE)
低温処理 低温未処理

無処理

0.4Mショ糖

0.8Mショ糖

12Mショ糖
2Mグリセリン+0,4

Mショ糖
2Mグリセリン+08

Mショ糖
2Mグリセリン+12

M'ノ コ賂

00±
19.0±

91±
295 ±

87.0 ±

0.0

190
91

5.8

89

00±
16.7と

56±
11.1 =±

17.6±

00
167

5.6

77

136

483 」=  130   630 ±  85

63

65,0 ±  3.5   37.2 」L  3ヽ1
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図 2低温処理期間と再成長率

表 2.再成長率の種問差

品種名    再成長率(%± S EI

20,ハ ッカ培養茎頂 (ビーズガラス化法)

ld 3d

5d

図 3超低温保存後 ,加温 ,培養中の茎頂 .

写真中の日数は培養後日数,スケールバーは lmm

(平井撮影)

同様にビーズ化液を MS液体培地,2Mグ リセ リン,0.8

Mシ ョ糖,0.lM塩化カルシウムとして保存する。

(平井 泰)
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870 ±
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89
11_3
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以上の条件で超低温保存 したハ ンカ茎頂はカルス化す

ることなく分裂組織から直接,茎葉を伸長 し(図 3),他の

ハッカも高い再成長率を示 したことから(表 2),超低温保

存後に変異が発生する確率は極めて低いと考えられた。

(4)留意点

①遺伝資源保存の際には低温処理し, ビーズ化液を MS

液体培地,2Mグ リセリン,0.4Mシ ョ糖,0.lM塩化

カルシウムとし,60分間処理することによリビーズ化

と脱水耐性付与処理を同時に行うこ≧が可能で,操作

を簡略化できる

②低温処理をしない場合,再成長率がやや低くなるが ,
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)序論

ハッカの超低温保存法としてビーズガラス化法は前述

したが,他の方法として再成長率はやや低いが,処理時

間の短いガラス化法,DMSO等の特殊な試薬を用いないビ

ーズ乾燥法及びビーズ乾燥法とビーズガラス化法を組み

合わせた新ビーズ乾燥法を紹介する。

(2)材料 と方法

学名・品種名

ハツカ (豚θノ2励つEρ力βιβ L.)の `Spearmint collmon'.

培養条件,継代培養 と茎頂摘出

ビーズガラス化法 と同様に増殖 し,低温処理 した節か

ら茎頂を摘出した。

(3)超低温保存法と結果

i)ガラス化法

茎頂摘出に際して,継代培地上に滅菌 した約 2 cm× 4 cm

のティッシュペーパーを置いて湿 らせ,その上に茎頂を

置くとその後の扱いが容易である (図 1)。 なお,こ のティ

ッシュペーパーを用いた手法は Thinhら が開発 し, 口頭

で報告 した手法である。このティッシュペーパーを折 り

畳んで茎頂を包み込み,ク ライオチューブに移す.こ こ

に 2Mグ リセ リン,0.4Mシ ョ糖を含む MS液体培地を入

れ 25℃ で時折上下反転 しながら脱水耐性向上処理 した

(図 2).20分後にその培地を 0℃ に冷却した PVS2液 と置

換 し,0～ 120分 間,0℃ で同様に脱水 し,液体窒素中に冷

却 した。1処理につき 10～ 15個の茎頂を使用 した。

ビーズガラス化法 (p.63に 記述)と 同様に加温,洗浄 し,

茎頂をティンシユペ~パーから取 り出してMS固形培地に

移植 し,3週間後に再成長率を調査 した .

ii)ガ ラス化法の結果

3週 間低温処理 し,2Mグ リセ リン+0.4Mシ ョ糖を含

む MS液体培地で 20分間脱水耐性向上処理 し,PVS2液で

100分 間脱水することにより比較的高い再成長率を示 し

た (図 3).

図 1.ティッシュペー′一上のハッカ茎頂
撮影のため茎頂を離して配置(平井撮影)

図 2ガラス化法での脱水耐性向上処理(平井撮影)
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図 3ガラス化法における脱水時間と再成長率
2Mグリセリン,04Mショ糖で20分間脱水耐性向上処理

i主 主)ビーズ乾燥法,新ビーズ乾燥法

ビーズ乾燥法は, ビーズガラス化法と同様にビーズ化

した茎頂を 0,75Mシ ョ糖±lMグ リセ リンを含む MS液体

培地で 16時間前培養 し,3時間乾燥後に液体窒素中に,

急速ハ却 した。Sakaiら が報告 した新ビーズ乾燥法は,ビ

ーズ化 した茎頂を 0.4Mシ ョ糖±2Mグ リセ リンを含む

MS液体培地で 1時間振とう培養 (60 rpm)後 に同様に乾燥 ,

急速ハ去口した。乾燥は前出のイチゴと同様に実施 した。

加温,培養は両方法とも 38℃ で 2分間,急速加温 して

継代培地にビーズを置床 した。

呻

＼

―LNガ
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iv)ビーズ乾燥法,新 ビーズ乾燥法の結果

ビーズ乾燥法による超低温保存では,従来報告されて

きたショ糖のみの前培養より,培地に lMグ リセ リンを

加えることで再成長率は向上した (表 1)。 しかしながら再

成長率はガラス化法,ビーズガラス化法に比較 して低く

なつた。

新 ビーズ乾燥法はビーズガラス化法の脱水耐′性向上処

理とビーズ乾燥法を組み合わせた手法であるが,こ の方

法でも脱水耐性向上処理にグリセ リンは有効でガラス化

法程度の再成長率であつたがビーズガラス化法には及ば

なかった (表 2).

(4)留意点

①ガラス化法において,テ ィッシュペ~パ~で茎頂を包

む事で培地等の交換に要する時間は短くなるので多く

の遺伝資源を同時に扱いやすくなる.

②新ビーズ乾燥法の再成長率は高いが,乾燥方法,乾燥

耐J性の向上など解決すべき点は多い.

(平井 泰)

′
'―  Cold Treatment― ―、
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___ OsmopЮ tediorゝ _、

ガラス化法

2 M Glycerol十

0 4M Sucrose

250C,20 min

21 ハッカ培養茎頂 (ガラス化法・ ビーズ乾燥法・新ビーズ乾燥法)

表 1 ビーズ乾燥法における前培養の効果

S

075Mショ 141 ±

301 ±

7.1

163lMゲリセリン+075Mショ糖

表 2新ビーズ乾燥法における乾燥耐性処理の効果

04M
2Mゲ IJセ :Jン +04Mショ糖
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

タバコ BY-2は世界で最も広く基礎研究に用いられてい

る懸濁培養細胞株である。BY-2の特徴の一つは増殖が非

常に速いことであるが,その一方で頻繁に継代を行 うこと

が要求される.ま た,長期間継代を繰 り返すことによつて

細胞株の形質が変化する危険性もある。超低温保存はこれ

らの問題を解決 し,BY 2の長期保存を可能にするだけで

なく,多数の形質転換細胞株を作出する際の一時的な保存

にも有用な手段となる。

(2)材料および方法

材料

タバコ BY 2懸濁培養細胞 (肪θοガθノ2,拷腸θtt L.cv.

Bright Vellow-2)。

培養方法

0。 2 mg/L2,4-ジ クロロフェノキシ酢酸,30g/Lシ ョ糖

を含む改変 LS培地を用いて,27℃ ,暗所で旋回培養を行

つた。継代は 1週間毎に行つた。

超低温保存方法

継代 3日 目 (図 1)の BY 2を遠心して集め,2%(w/v)

アルギン酸ナ トリウムを添加 した培地に 0.2 ml packed

cell volume/mlの 密度で懸濁 した.その細胞懸濁液を 0。 1

M塩化カルシウムを含む培地に滴下してビーズを作成 し

た。BY-2を包埋 したビーズを凍害防御剤液 (2Mグ リセ

ロール,0.4Mシ ョ糖を含む培地)で 25℃,1時間処理 し

た。そのビーズ 3個を 300ュ 1の凍害防御剤液 と共にクラ

イオバイアル (丸底,2.O ml)に 入れた。クライオバイア

ルを-30℃ のフリーザーに入れ,2時間予備凍結を行つた .

その際,試料の入つている部分が気相に曝されるようにし

た。最後に,ク ライオバイアルを液体窒素に浸漬 した。

再培養方法

液体窒素中に保存 したクライオバイアルを 40℃の温水

で加温した.ビーズを 1.2Mシ ョ糖を含む培地に移植 し,

25℃,15分間振とうした。培地を 0.5Mシ ョ糖を含む培

地に交換 して 15分問,さ らに通常の培地で 15分 間振 と

うし,凍害防御剤液を徐々に希釈 した。3個のビーズを 3 ml

の培地に移植 し,旋回培養を行つた。3日 後にビーズを破

砕 し,さ らに 4日 間培養 した。

(3)結果

再培養 1日 後の細胞生存率は 66.7%で あった.BY 2は ビ

ーズ内で急速に増殖 し,再培養 1週間後には継代が可能に

なった (図 2).33バ イアルを用いた試験では,すべての

バイアルから懸濁培養を確立することができた。超低温保

存後の BY-2の形態および細胞増殖能に影響はなかった .

A
107

106

105

104
0 2345

培養日数

翠
曽

ａ
ｇ

＼
黙
製
軍

1 6   7

7

B

1 3 5

培養日数

図 1.BY-2の 増殖曲線 (A)と形態 (B)

スケールバーは 50 μm[小 林俊弘 撮影]

(4)留意点

1,本方法は簡易化 した緩速予備凍結法であり,プログラ

ムフリーザーを必要 としない (Sakai et al.1991;サ II

原・秋田 1996)。 また,BY-2をアルギン酸ビーズに包埋

することによって凍害防御剤液処理,その希釈および懸濁

培養の確立が容易になった。
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2.超低温保存の成功には B卜2の生理的状態が重要であ

り,対数増殖期の細胞が最適である (図 1).ま た,細胞

生存率が高く活発に増殖 している懸濁培養を用いる必要

がある。

3 懸濁培養の確立に要する時間は超低温保存後の細胞生

存率に依存し,生存率が低い場合 1週間以上かかる.BY-2

が増殖能を回復するまでビーズのまま培養 し,ビーズ破砕

後もBY 2が 十分増殖 してから新鮮培地に継代する.

4.超低温保存後の選抜によつて培養細胞株の形質が変化

する危険性はあるが,高い細胞生存率を維持することによ

つて回避できると考えられる。しかし、継代によつて維持

している培養細胞における geneticoepigeneticな 変異の

解析さえ行われていないのが現状である。従つて,継代培

養または超低温保存を行つた場合における形質の安定性

の評価は今後の口果題である。

5 本方法はシロイヌナズナ T87懸濁培養細胞に適用でき

ることがわかつている。しかし,すべての懸濁培養細胞株

に同一のプロ トコールが適用できるわけではないので ,

あらかじめ条件検討が必要である。

(小林俊弘 )
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図 2超低温保存後の BY-2の増殖

A―C:超低温保存前 (A),再培養 1

日日 (B)および 3日 日 (C)の B卜2

の形態 エバンスブルー染色によっ
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スケールバーは 100 μm

D―F:再培養 1日 目 (D),3日 目 (E)

のビーズおよびビーズ破砕後 4日 目

の懸濁培養 (F)スケールバーは 1

mm(D,E)および l cm(F)

[小林俊弘 撮影]
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

キクは世界で最も重要な切 り花および鉢物花きの 1つ

である。キクは,い くつかの異なる野生ギクを起源とし,

かつ長い育種の歴史を持つため,遺伝的に極めて雑駁で

ある。このためすべてのキク品種は栄養系で維持されて

いる。多数の系統の維持保存は,病害虫による逸失およ

び瀧持管理労力の点から困難である。また,わが国にキ

クと交配可能な狭義のキク属植物が多数生育 している。

これらは本来種子繁殖性の植物であるため,種の保存自

体は種子での保存が有効である。しかし,耐病性など特

定の遺伝子型を持った野生ギクの系統保存は,栄養繁殖

による必要がある.

(2)材料および方法

材料

栽培ギクの `秀芳の力'ほか数系統およびキク属植物

15種ほかを用いた,光 中断下で栄養成長を維持 した母

株より適宜シュー トを採取した。

培養方法

常法に従い葉原基 2枚程度を含む茎頂を切 り出し,茎

頂培養を行つた。培地はMS培地に 0.l mg/L BA,1.O mg/L

NAA,20g/Lシ ョ糖,8g/L寒天を含むものを基本とし,

必要に応 じて 5%DMSOを 添力日した。培養はすべて 25℃
,

約 20,mo1/sec/m2, 16時間日長下で行つた。

● 超低温保存方法

前培養 した茎頂を,0.5 ml(直径 3■lm)の精液ス トロ

ー管に 10%DMSOと 3%グルコースを含む溶液と共に

封入 した。ただちにプログラムフリーザー (FFP-190,大

阪酸素工業または ET-1,富士平工業)に より,室温から

様々な冷却速度で所定の温度までる却 し,そ の後液体窒

素に浸漬 した.ス トローの植氷は -3.5℃で行つた .

● 加温・洗浄 。再成育方法

融解は 25～ 30℃の温水に浸漬 して行い,取 り出した茎

頂は,CPW溶液で 3回すすぎ,上述の基本培地に置床 し

た。3ヶ 月後に再生シュー トは,3%ハ イポネックス (粉

末ハイポネックス),20g/Lシ ョ糖,8g/L寒天を含む

培地に移植 し,更に 2ヶ 月後 カ ガケrο のシュー トの先

端を約 2～ 3cm切 り取 り,メ トロミックスに直接挿 して

順化,発根を同時に行つた。

(3)結果

前培養せずに超低温保存 した茎頂はまったく生存で

きないが,2～ 14日 間の前培養の後は,-40℃ までの緩速

冷却およびそれに続 く液体窒素浸漬後も高い生存率を

示 した。 40℃までの緩速冷却速度は,0.2℃/minが 最

適であった。また緩速冷却終了温度が 10～ 20℃ では液

体窒素浸漬後に生存が得 られないが,-25℃以下-40℃ま

で緩速冷去口終了温度が低いほど生存率は高まった。融解

方法は,温水による急速融解が必須で,室温下放置によ

り緩速融解すると生存率,シュー ト形成率共に大幅に低

下した。

以上の結果,キクの茎頂は 5%DMSO含む茎頂培養用

の培地で 2日 間前培養 し,10%DMSOと 3%グルコース

の溶液とともに 0.2℃ /minで -40℃まで緩速冷却 し,そ

の後液体窒素に浸漬すれば高い生存が得 られることが

図 1.超低温保存・融解したキク茎頂からのシュート再
生の様相 (深井撮影)

A:茎頂の一部が表層構造を保つたまま肥大を開始
B:茎頂が全面的にカルス化

C:培養期間を経ると表層構造を保つた部分とカル

ス化した部分がモザイク状に発達

D:再生の様相は個々の茎頂で大きく異なる

鱒
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明らかとなった .

超低温保存・融解 した秀芳の力の茎頂のシュー ト再生

の様相は,茎頂培養だけを行つた茎頂と異なリカルス形

成を伴 うものであつた。走査型電子顕微鏡観察によると,

再生シュー トはもとの茎頂の一部の表層構造を保つた

まま再生するものと,カ ルスを経由するものが観察され

た。これらの実態を確認するため,周縁キメラを有する

キク品種アプリコン トマーブルを用いて実験 したとこ

ろ,普通の茎頂培養では 98%以 上がもとのアプリコン

ト色の花を咲かせたのに対 し,超低温保存・融解 した茎

頂由来の 68%が ピンク色の花を咲かせた。このことは

超低温保存・融解 した茎頂の約 2/3が 元の茎頂のキメラ

構造が破壊 されたこと,ま た再生 した植物の大部分は,

表皮第 1層 由来の植物であることを示 した。

表 1.キ ク属植物の茎頂の超低温保存

(「 茎頂培養のみ」は液体窒素に浸漬 していない区)

キクの種類   超低温保存した茎頂 茎頂培養のみ

生存 (%)シ ュー ト生存 (%)シ ュー ト

再生(%)    再生 (%)

23.キ ク培養茎頂 (緩速予備凍結法)

の結果は,基本的にキクおよび近縁種の超低温保存が 1

つの方法で可能であることを示 したが,種によつては茎

頂培養培地の最適化が必要であつた。

(4)留意点

1.茎頂培養がこの技術の基本 となるが, キクの茎

頂は褐変化 しやすいので注意が必要であり,低温期

の方が,結果が安定する.

2.再生の様相から,保存 した植物におけるソマクロ

ーナル変異の危険性は否定できないので注意が必

要である。

(深井誠一)
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先に示 した方法で,キク属 15種 ,2種間交雑種,3キ

ク品種の茎頂を超低温保存 したところ,生存率は超低温

保存 していない茎頂培養の 50～ 100%,シュー ト再生率

は 20～ 100%で,大 きな種間差が認められた (表 1)。 こ
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

キクの品種・系統保存では,維持管理と挿 し芽繁殖によ

る更新に多くの場所 と労力を必要とする。 また,栄養繁

殖性作物のためウイルスによる汚染や芽条変異等による

品質低下が起こる可能性がある。これ らの問題を解決する

ために茎頂を材料 とした以下の長期保存法が報告されて

いる。低温による試験管内保存,予備凍結法やガラス化法

による超低温保存である。また,培養組織では大量増殖や

遺伝資源の保存に有効な苗条原基の予備凍結法も報告さ

れている。キクでは放射線や培養変具を利用 した突然変異

育種が盛んに行われているが,部分的に生 じた有用な変

具体を有効に生かす方法として舌状花弁からの多芽体の

誘導が報告されている (古谷,1992).今 後の育種素材の簡

易な保存法 として,誘導も容易な多芽体の超低温保存は

大きな意義がある。

(2)材料および方法

材料および培養方法

スプレーギク品種 `マ ~ガ レットマム'(び力F/どデβF,オノ79ノ′を′J′

moriFο力μ′′ Ram,cv margarett manlm)の 花弁を多芽体誘

導材料 として用い,他に放射線照射により突然変異を起

こした花弁から誘導 した 2系統を用いた。花弁の初代培養

イま, 10 mg/L BA, 10 mg/L NAA, 30g/Lシ ョ務雪を添力日し, pH

5.8に調整 した MS固形培地で行つた。誘導 した多芽体 (図

1)は培養 60日 後に,0.2 mg/L NAAを 添力日した MS培地に

移植 し,以後は約 30日 毎に同培地で継代維持 した。超低

温保存材料には,継代培養 30日 目の緑色でコンパク トな

多芽体を用いた。なお,培養は 25℃,30μ mol m2s■ .16

時間照明下を基本 とした。

超低温保存方法

超低温保存の前に多芽体を低温または前培養処理 した。

低温処理は継代 30日 目の多芽体を試験管のまま 4℃ 。20

μ molば 2s■ .12時間照明下に移動 し,2週間行つた。前

培養は,多芽体を径約 3■lmの集塊に分割後,ろ紙を敷いた

9 cmシ ャー レに 20個ずつ入れ,0.4Mシ ョ糖の MS培地

10 ml添力日して, 4℃ ,20μ mol m~2s-1照 明下で 1日 処理 し

た。ガラス化法による超低温保存では,前処理後の多芽体

切片をPVS2液に直接浸漬した.PVS2液 は,MS培地に30%

(w/v)グ リセロール, 15。/O(w/v)EG, 15% (w/v)DMSOと 0.4

Mシ ョ糖を添加し,pH 5.8に調整した。5個の切片を容量

図1 キク多芽体の増殖(A,B)と 超低温保存後の再生 (C,D)

A・ C:bar10 mm,B:bar5 mm,D:bar2 mm(甲 村撮影 )

2mlの凍結チューブに入れ,1.3 mlの PVS2液 を加えた。こ

れを 25℃で異なる時間浸漬する処理を行つた (PVS2液は

1回交換)。 一定時間処理後,凍結チューブを液体窒素ま

たは-152℃フリーザーに直接投入 し,1時間以上保存した.

緩速予備凍結法では,凍結チューブを用いて,10%DMSO

と0.4Mシ ョ糖溶液に 25℃・20分処理後,プログラムフ

リーザーを用いて 0.5℃/分の速度で冷却し, 9℃ で植氷

後,-40℃まで予備凍結 し,液体窒素に浸漬 した。簡易凍

結法では,2Mグ リセ リンと0.4Mシ ョ糖液を用い,25℃

で 20分処理 し, 30℃ フリーザーで 60分間予備凍結後 ,

液体窒素に投入 した。

生存率調査 と再生育方法

超低温保存 した容器は,40℃温水で急速に加温した後 ,

保存溶液を排出し,1.2Mシ ョ糖液に 10分間浸漬 した (途

中 1回 交換 )。 その後,切片を 0.2 mg/L BA,0.2 mg/L

NAA,3%(w/v)シ ョ糖,0.8%(w/v)寒 天を添加 した多芽体

再生培地に移植 し培養 した 多芽体からの植物体再生は

MS培地 (3%シ ョ糖)を用い,約 30日 後にバーミキュライ ト
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に移植 して順化後鉢上げし,ガラス室内で養成 した。そ

の後,挿 し芽繁殖 し,生育 。開花特性を調査 した。

(3)結果

ガラス化法による超低温保存後の多芽体は,通常の継代

培地では再生率が低 く (約 15%),0.2 mg/L BAを 添力日す

ることで再生率が高まった (60%)。 低温と前培養処理は ,

いずれも多芽体再生率の向上に効果が認められ,両処理で

さらに再生率が高まった (表 1)。 最も効率的に多芽体が再

生する PVS2浸漬処理時間は 30分で,15～ 90分では再生

率はいずれも 60%以 上であった (図 2,-152℃ 保存)。

保存後の多芽体は移植 10～ 14日 目頃から部分的に緑化

し始め,多芽体を再生 した.再生中のカルス形成は殆 ど

認められなかつた。再生培地移植 3日 目の多芽体を薄片

とし,FDA染色により蛍光顕微鏡観察すると茎頂組織の多

くの細胞が生存 していることを確認 した (図 3)。 これ らの

多芽体は,容易に植物体に再生 し,鉢上げできた。また ,

同様な方法で-152℃ フリーザーに 6ヶ 月間保存 したが,再

生率は低下しなかつた.ガ ラス化法と他の凍結保存法を比

較した結果,予備凍結法,簡易凍結法いずれも低温,前培

養等の前処理を行 うことで 92%,79%の 高い再生率が得

られた。突然変具体 2系統の多芽体は若干水浸状だつた

が,約 60%の再生率が認められた。保存後の再生植物 と

元株の比較では,生育及び葉の形態に差は認められなかつ

た。また,開花時期も 9月 上旬で差が無く,花色,花径

等の形質についても殆ど差は認められなかつた .

(4)留意点

1.緑 の濃い多芽体を選び,2週間の低温処理と前培養を

両方行 うことで超低温保存の再生率が高まる。

2.キ ク多芽体では継代培養での変異発生が知 られてお

り,超低温保存での検討が必要だが,利便性で本法は有

100

0   10   15   20   30   40   50   60   90  120

PVS2液処理口寺間 (min)

図2 PVS2液処理時間の多芽体再生率への影響

25℃ 処理 , ()lよ Treated control

24.キ ク多芽体 (ガラス化法 )

効 と考えられ る。           (甲 村浩之 )

参考文献

甲村浩之他。(1993)キク多芽体の超低温保存.第 13日 本植物

組織培養学会要旨,13:61

古谷博.(1992)キ ク花弁培養による多芽体形成と植物体再生.

広島農技セ研報,55■ 33143

表 1低温処理および前培養がガラス化法における超

低温保存後の多芽体再生率に及ぼす影響

イ氏温処理  前婿覆 多芽体再生率
。
/。 ± SE

多芽体径

(mm)

十

+

PVS2液 25℃ 。30分処理,4反復。45日 後調査

図3.キクの多芽体切片・植物体再生と生育開花

巨次々に形成する茎頂ドーム (矢印)bar lmm

F再生中の茎頂ドームの FDA染色切片 bar l mm

G:多 芽体からの再生植物 bar lomm

H:再生植物の挿し芽繁殖後の生育(1辺 25cm鉢 )

と再生植物からの開花      (甲 村撮影 )

+
十

0.3

1,7

2.8

4_5

8± 3
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

栄養繁殖性植物の遺伝資源の保存は,現在圃場保存が中

心で,一部インビトロ保存がなされているに過ぎない。食

用ギクの系統は岩手大学農学部で収集保存されているが ,

圃場保存以外の方法で保存されてはいない。キク類につい

ては,深井が中心となって従来の緩速予備凍結法等を用い

て超低温保存が可能であることを示したが,キ クの培養茎

頂を用いて,よ り高い生存率を得るための超低温保存法を

検討 した .

(2)材料及び方法

材料

キ ク   (Dendranthema × grandiflorum(Ram。 ) Kitam.)

`秋芳の力'の培養茎頂を用いた。また,食用ギクヘの汎

用性を調査するために, `早生もつてのほか',`も つての

ほか',`白根 ',`弁天',`寿 ',`黄金 ',`岩風 ',`山形 4

号'を供試 した。

培養方法

継代培地イま, MS基本培地イこ0 2mg/L BAと 2.5%sucrose

を添力日し,8g/と の寒天で,pH 5.6に調整 した固形培地で

ある。継代培養は約 50日 おきに行い,培養条件は 25℃・

16時間日長 (光強度 52 μ molm~2s■ )と した。

ガラス化法の手順

超低温保存に用いた茎頂は,1つの側芽をつけた 3～ 4 Hlm

のシュー トを 0.lMシ ョ糖添力日固形 MS培地で 5℃,8時間

日長 (光強度 26 μ molだ 2s■),約 30日 間培養 し,葉が 2

～3枚展開したものを用いた。そのシュー トから1～ 1.5 Hlm

の茎端を切 り,0.3Mシ ョ糖添加固体 MS培地で 5℃ ,3日

間前培養 した。その後,2 mlの クライオチューブにいれ ,

l mlの LS液で 25℃ ,20分間処理 した.さ らに,l mlの

PVS2液で 25℃,20分間脱水処理をし,液体窒素中に直接

保存 した。その間,少なくても 1回新 しい PVS2液 と取 り

替えた。

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは 30℃ の湯水

に直接浸漬 し,約 1分間軽く振盪 しながら加温し,室温ま

で戻 した。加温 した茎頂は,直ちに PVS2液 を取 り除き,

1,O M sucrose添 力日MS液体培地溶液 l mlで 10分 ごとに 2

回洗浄 した。その後,茎頂を上記の MS継代培地に置床 し,

培養 した。

(3)結果

O LS液処理をしない場合の生存率は 30%と 低く,処理

をした場合は 80%を示 し,脱水耐′性向上処理が必要で

あった

0 最適 PVS2液処理時間は 20分 ±5分で 70%以上の生存

率が得られた。しかし,こ の高い生存率を得るためには ,

茎頂の発育ステージを整える必要があつた。表 1に 5℃

で側芽を発育させ,各発育時期に保存実験を行つた結果

を示 した。各発育時期に達 した日数も同時に示した。そ

の結果,第 2葉が展葉 した時の茎頂を用いた場合に最も

高い生存率が得 られ,第 1葉展葉期でも 80%以上の生

存率が得 られた。

表 1.茎頂の発育ステージが液体窒素保存 した茎頂の生

存率に及ぼす影響

茎頂の発育ステージ  5℃での日数  生存率 (%士 SE)

側芽

膨らんだ側芽

第1葉展葉期

第2葉展葉期

第3葉展葉期

第 4 以

0

12

24

30

36

42

25 」L  1 3

588±  37
825±  28
950±  18
65,0±  56
38.8±  2.1

表 2.0.3 M sucrose添 加培地での前培養 日数と側芽

培養温度が生存率に及ぼす影ン響

前培養日数

(日 )

生存率(0/o± SE)

培養温度 5℃     15℃ 25℃

0

1

2

3

5

325± 25

60.0±  5,0

82.5± 75

925± 50

45,0± 50

25,5± 50

650± 5,0

77.5± 2.5

82.5± 25

35,0± 50

0,0± 0.0

7.5± 00

175± 2.5

55.0± 5,0

100± 0.0
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0 側芽を培養する温度が 5℃及び 15℃では全般的に高

い生存率が得 られたが,25℃ で発育させたものは全体的

に低い生存率 しか得られなかつた。一方,前培養 日数は

培養温度にかかわらず 3日 で高い生存率が得 られた。最

も高い生存率は 5℃培養 した茎頂を前培養 3日 で処理 し

た場合で,93%であつた。

表 3.ガラス化法の食用ギクの品種・系統への適用

品種 名 生 存率 (%± SE)

25.キ ク・食用ギク培養茎頂 (ガラス化法)

培養茎頂 25℃・ 16時間日長,50日 間隔で継代

5℃・8時間日長 ,

前培養 処 理 0.3 M sucrose添 加 MS〕著地 ,

↓

十

+

十

+

+

+

+

十

2.5

2.5

2.5

0.0

12.5

5,0

00
50

0 食用ギク 8品種・系統の培養茎頂を図 1に示 したガラ

ス化法の手順で実験 した結果,すべての品種・系統で

70%以上の生存率が得られた (表 3).

(4)留意点

1)超低温保存 した茎頂の生存率を高くするには,ガ ラス

化法の手順を検討するだけではなく,保存する材料の均

一性,健全性の確保が必要である。とくに,発育ステー

ジを整えることにより,PVS2液 による脱水に対 して各

茎頂が同質の反応ができるようになる。

(新野孝男)

参考文献

新野孝男ら(2000)キ ク培養茎頂のビトリフィケイション法によ

る液体窒素保存 園学要旨.平 12東北支部 :7778.

Niino T et al. (2000) CryOpreservation of vegetatively
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Engelmann F and H Takagi (eds.).  Cryopreservation of

tropical plant germplasm.  」IRCAS Int,  Agri,  Series 8,

Tsukuba

|  チを朗 fjl;尋)に 10茎頂
LS液処珂 LS液 l mlで 25℃,20分問処理

↓

早生もつてのほか

もっての「まか

白根

弁天

山形 4号

黄金

岩風

寿

82.5

72.5

82.5

750
775
850
75.0

90.0

Ｉ
Ｉ
▼

PVS2液処理 PVS2液 l mlで 25℃ ,20分間処理 ,

処理開始 10分後に,PVS2液を取 り替え,

浸漬直前に O.5 ml PVS2液 と取 り替え

液体窒素タンク 液体窒素中に直接浸漬

30℃ の温水中で約 1分間加温,直ちに PVS2

液を取 り除き,1.O M sucrose添 力日MS液体

培地溶液 l mlで 10分 ごとに 2回洗浄

再生育 MS継代培地に置床

図 1.キ ク・食用ギク培養茎頂のガラス化法での超低

温保存法の手順
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植物超低温イ呆存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

ナデシヨ科には, 多くの観賞植物がある。その中でカ

ーネーション, 宿根カスミツウおよびいくつかのダイア

ンサス交配種は栄養系で品種化され, 一方, セキチク,

ナデシヨ類は種子系として品種が成立している。また近

年カーネーションの育種にダイアンサス属の原種が再び

使われるようにな り,原種および過去に作 り出された交

配種も重要な遺伝資源 として認識されるようになった。

(2)材料および方法

材料

ミカ ドナデシヨ系品種 `サ クラナデシヨ'(栄養系品種 )

を基本 とし,ナデシヨ科の観賞植物のいくつかを材料 と

した。植物は温室で栽培 した母株または茎頂培養由来の

カ ガιrο植物とした。

培養方法

茎頂培養用の培地は,MS培地に 0.l mg/L BA,1.O mg/L

NAA,20g/Lシ ョ糖, 8g/L寒天を含むものを基本とした。

培養はすべて 25℃,約 20 μmo1/sec/m2, 16時間日長下で

行つた。再生植物を含む 力 産ぢrο の植物は,3%ハイポネ

ックス (粉末ハイポネ ックス),20g/Lシ ョ糖,8g/L

寒天を含む培地で育成 した。

超低温保存方法

1.緩速予備凍結法

切 り出した茎頂を 10%DMSO+3%グ ルコース溶液 と

共に 0.5 mlの 精液ス トロー管に封入 し,ただちにプログ

ラムフリーザー (ET-1,富士平工業)により,0.5℃ /min.

で-40℃ までの種々の温度まで冷却 し,そのまま一定時間

その温度に保つた後,液体窒素に浸漬 した。

2.ガ ラス化法

切 り出した茎頂を0.5Mシ ョ糖を含む茎頂培養用の培地

で 1日 前培黄 し,l mlの PV82液 と共に 1.5 mlの クライ

オチューブに封入 し,室温下で 3～ 10分置いた。この間一

度 PVS2液 を交換 した。その後液体窒素に直接浸漬 した。

温水による急速力日温の後は,1.2 Mシ ョ糖液で 2回洗っ

た .

3.ビーズ乾燥法

/″ ガιrο の植物を用い,その節組織を長さ 2 Hlmに 切 り

出し,3%アルギン酸グルでカプセル化 し,0～ 1.OMシ ョ

糖を含む培地で 2日 間前培養 した。このビーズをクリーン

ベンチ内のシャー レの上に置いて乾燥させ,種々の合水

量になった時点でビーズを 1.5 mlの クライオチューブに

入れて,直接液体窒素に浸漬 した。

加温・洗浄 。再成育方法

加温した茎頂は, CPW溶液で 3回すすぎ,上述の基本

培地に置床 した。また,加温したビーズは,そのまま基本

培地に置床 した。

(3)結果

カーネーションは茎頂の超低温保存が始めて報告され

た植物であり,超低温保存が極めて容易な植物の 1つで

ある。

緩速予備凍結法では,緩速冷却終了温度が低くなるほ

ど,液体窒素浸漬後の生存率,シュー ト再生率は高くなつ

た (図 1)。 また, 20℃以下の温度で一定時間保つこと

によっても生存率は高くなった。超低温保存・融解後の茎

頂は,外部の葉原基は肥大が抑制されるが,内部の ドーム

は保持されていた (図 2)。 以上の結果,茎頂を 10%DMSO

+3%グルコース溶液とともに 0.5℃/minで-40℃まで冷

却 し,その後液体窒素に浸漬すれば高い生存率が得 られ

ることが明らかとなつた。この方法により,ナデシヨ科 5

属 38種・品種の茎頂の超低温保存が可能であつた .

ガラス化法では,PVS2液で 5～ 10分間処理した場合に

60～71%が生存 し,約 40%が シュー トを再生したが,緩

速予備凍結法に比べ,生存率は低かった。

ビーズ乾燥法では, ビーズ化するだけでは乾燥抵抗を

賦与できないが,シ ョ糖を 0.lM以上添力日した培地で前培

養することにより,含水率を 20%付近まで減 らしても,

節組織の腋芽の茎頂は再生可能となった。ビーズを 12時

間以上乾燥 して,含水量が 20%程度になると保存・加温

後のシュー ト再生率が高くなり,24時間乾燥 してもシュ

ー ト再生率に変化はなかった (図 3).

75



＼

＼

＼

＼

26.カ ーネーション培養茎頂 (緩速予備凍結法・ガラス化法・ビーズガラス化法)

０

お

却

・・５

冽

・２５

却

事

・４。

ｒ
“
ヽ
コ

弾
Ｓ
〓
ｏ
ｏ
ｏ

】
０

０
時
″
”
゛
】
υ
盛

日

ω
↑

つ0そ m血ェ翠
どC aOにD駕♂
‐30°C 2orェη

‐1,ST

図 1.緩速予備凍結終了温度がナデシコ茎頂の生

存とシュート再生におよぼす影響 (シュード再生率

(%)/生存率 (%))

図 2.超 低温保存・加温したナデシヨの茎頂

(深井撮影 )

左 :保存前の茎頂 (250倍 )

右 :加温後培養 1週間の茎頂 (120倍 )

(4)留意点

1.カ ーネーションは茎頂培養自体が容易であるが,種

によつては茎が細く,切 り出した小さな茎頂は作業

途中に見失いやすいので注意が必要である.

2.カーネーション類はウイルス汚染の問題から茎頂培

養をして 力 産ぢrο で品種を維持されている場合が多

い。カ ガぢrο の植物から茎頂を取り出すのは手間が

かかり,汚染の問題もあることから,上記のように節

組織を使 うのが簡便である

(深井誠―)
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .車本類

(1)意義

スターチス (Lttοヵゴをメ″Mill.)は ,ヘテロカラー等の嗜

好に伴い,遺伝的固定を経ない組織培養による苗生産が

広が りつつある。しかし,これによる種の保存には,多

大な労力とコス トを必要とすることから,それらの系統

保存には超低温保存が有効である。そこで,ス ターチス

培養茎頂のガラス化法及びビーズガラス化法による超低

温保存法を検討 した。

(2)材料及び方法

材料

ハイブ リッ ドスターチスの `ブルーシンフォネ ッ ト
)

(`アルタイカ'× `カ スピアリ を供試品種 とし,その

無菌植物の茎頂を約 l mmの 大きさで摘出して供試 した .

これ以外の 4品種についてもガラス化法による超低温

保存後の生存率を比較 した。

培養方法

シュー トの継代培地は,1/2 MS基本培地に 0。 l mg/L BA

及び 0.01 mg/L NAAと 3%シ ョ糖を添力日し,0.8%の寒天

で,pH 5。 81こ 調整 した固形培地で,約 30日 おきに行つた。

培養条件は 25℃ 。16時間日長 (光強度 50 μ molm 2s■ )

とした。

超低温保存法 (ガラス化法)

0.3Mシ ョ糖培地で 1日 間,前培養 した茎頂は,LS液

で 20分問処理 し,25℃または 0℃で PVS2液による脱水を

行つた後,液体窒素中に浸漬 した。

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,急速力日温

するため 40℃のウォこターバスに直接入れ,手で攪拌 し

て中の PVS2液が完全に溶けたら速やかに 1.2Mシ ョ糖添

加の 1/2 MS液体培地で置換 した.室温で 20分後,茎頂

は,2枚敷いたホルモンフリーの 1/2 MS回形培地に置床

し,通常の条件で培養 した。翌 日新 しい培地に移植 し,

再成育は前述の培養条件下で行つた。

(3)結果

● 0.3Mシ ョ糖による 1日 間の前培養及び LS液処理を

行つた後,PVS2液 による 25℃で 15分間,又は 0℃で

50分間の浸透脱水により,70～80%の生存率が得 られた

(図 1).

0 前培養 とLS液処理は,高い生存成率を得るために必

要であつたが,ドナー植物の 0℃での低温馴化を組み合

わせるとさらに効果的であつた (表 1).

0 ドナー植物の低温馴化は,10～ 30日 間で生存率が90%

以上と無処理より約 20%高 くなった (表 2).

0 この方法を用いて,4品種のスターチス培養茎頂で液

イ本窒素保存を行い,それぞれの生存率を比較 したとこ

ろ,高い品種間差がみられた (表 3).

0 再生した植物体を温室で栽培 して生育調査をしたと

ころ,通常の培養苗とほぼ同じ生育をした。

(4)留意点

1)生存率で大きな品種聞差があつたが,低温馴化や処

理条件等を個別に検討する必要がある。

2)ド ナー植物の培養条件でも超低温保存後の生存率に

大きく影響するので,その検討も必要 .

(松本敏―)

A B

ハい
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」
０
卜

，
Ｏ
ｏ
〓
∽

Expo6ure time to PVS2 (min)

図 1.25℃ (A)及びO℃ (B)での PVS2液処理

時間とスターチス培養茎頂の生存率
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27.ス ターチス培養茎頂 (ガラス化法 )

表1.スタ手 ス
'縛

l監用し琉功ラスイ囲 お I)割蠅 ‖

a3±a3

725」コ15

728」 J“7

929当 6

*ドサL帯直似魃てRス 30日謄引罰轟

表2ドナー植物の低温馴化期間とガラス化法での

超低温保存後の生存率

低温罰‖化期間 (日 間 ) 生存率 (%士 SE)

低温馴化

↓   0℃・10日間
培養茎頂

↓  茎頂の切り出し(直径l mm)

前培養処理 0.3Mシ ョ糖と2Mグ リセ リン添加 1/2

1  ザ号髯鷲

'ュ

空二

°

ど 冨FE弓 ≧督

間 ,

LS液処理
|

↓   LS液 2 mlで 25℃,20分問処理
PVS2液処理 PVS2液 2 mlで 25℃で 15分 間 ,

または 0℃で 50分間処理 ,

浸漬直前に l mlの PVS2液 と交換

夜体窒素タンク

液体窒素中に直接浸漬

40℃の温水中で約 1分間加温,直 ちにPVS2

液を取 り除き,1.2Mシ ョ糖添力日1/2 MS

液体培地溶液 2 mlで 20分間洗浄

ろ紙を敷いた l mg/L BAを添力日した 1/2

MS固形培地に置床

翌 日,新 しい培地に交換

図 2.スターチス培養茎頂のガラス化法での超低温保

存法の手順

一　
キ
　
一　
＋

一　

一　
十

■

0

10

20

30

71.9± 40
900」L38
909=L31
900」L3.8

|

表3スターチス培養茎頂におけるガラス

化法での品種間差

品種 生存率 (%± SE)

Ｉ
Ｉ
▼

！
！
！
！
▼

シヌアータ

ラテイフオリア

スウォロウィ

カスピア

960± 24

300=L5.5

20.0± 10.8

533±  7.1

再生育

低温馴化、前培養、LS液処理
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

苗条原基は茎頂分裂組織から液体回転培養で得 られる

高密度多芽集鬼様組織であり,遺伝的に安定で大量増殖に

適 していると言われる。そこで,ス ターチス (万胞万とと,″

Mill.)を 用いて苗条原基を誘導 し,ガラス化法による超

低温保存法を試みた .

(2)材料及び方法

材料

ハイブ リッ ドスターチスの `ブルーシンフォネ ット'

(`アルタイカ'× `カ スピアリ を供試品種とし,そ の無

菌植物から成長点を露出させて葉原基 2～ 3個含む茎頂を

約 1 llmの 大きさで摘出して苗条原基の誘導に供試 した。

苗条原基の誘導 と再生方法

苗条原基誘導のため,茎頂を 0～ 5 mg/L BA及び 0～ 5

mg/L lNAAと 3%シ ョ糖を添加 した 1/2 MS液体培地に入れ ,

毎分 2回転の回転培養器で 30日 間培養 した。培養条件は

25℃,回転培養器の上部で 10,000 1uxの全 日長とした。

苗条原基の再生は,0～5 mg/L BA及 びショ糖 1～ 3%添

加 した 1/2 MS固形培地で試みた。

超低温保存法 (ガラス化法)

苗条原基を直径 2 nlmの大きさに調整 し,4℃で 10日 間

の低温順化 した後,0.3Mシ ョ糖培地で 1日 間,前培養 と

20分間の LS液処理 した。次に,0℃で PVS2液による脱水

を行つた後,液体窒素中に浸漬 した .

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,急速加温す

るため 40℃のウォーターバスに直接入れ,手で攪拌 して

中の PVS2液が完全に溶けたら速やかに 1.2Mシ ョ糖添加

の 1/2 MS液体培地で置換 した。室温で 20分後,茎頂は,

ろ紙 2枚敷いた培地 鯨睦代培養 と同じ)に置床 し,通常の

条件で培養 した。翌 日新 しい培地に移植 し,再成育は前述

の培養条件下で行つた。なお,ビーズガラス化法では濾紙

は必要でない。

(3)結果

● 0。 lmg/L BAと 0～ 0.lmg/L NAAの組み合わせで苗条原

基が誘導できた (表 1).

● 誘導された苗条原基は, 0.l mg/L BAと ショ糖 1%の

条件で効率にシュー ト再生した (表 2).

O PVS2液処理条件は,0℃で 60分問処理で高い再生率

が得られた (図 1).

● ガラス化法で超低温保存後のスターチス苗条原基は ,

再生培地で多芽体となり,芽 を分割するとシュー トに生

育した (図 2)。

(4)留意点

1)茎頂を液体回転培養中に茎葉が伸長するものがある

が,それらを除去しないと苗条原基となりにくい。

2)苗条原基は 2週間ごとに培地を交換する。

3)再培養直後に苗条原基はほぼ全体が黒変するが,数 日

間で再び苗条原基が増殖する.

4)表面が再生した苗条原基で覆われたら,液体回転培養

することで,苗条原基増殖できる。

5)液体窒素保存後の苗条原基の再生は,通常の苗条原

基再生と同じ手順である。

(松本敏―)

表1 スターチスの苗条原基誘導に及ぼすBA
とNAAの組み合わせ

BA(mg/L)

NAA(mg/L)  0  001  01  1.o  50
0

001

01

■0

50

SP
SP
SP
C

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

一

ＢＣ

ＢＣ

ＢＣ

Ｃ

一

C
C
C

B:早生分枝 SP:苗 条原基 BC:多芽体
C:カルス ー :4古死または変化なし
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表2.BAとショ糖濃度が苗条原基の再生

シュート数(本士S.E..)に 及ぼす影響

ショ糖濃度

BA(mg/L)    1% 3%

28.ス ターチス苗条原基 (ガラス化法 )

Matsumoto, T , θ汐セ,7. (1997) Induction of in′ ′ιrο cultured

masses of shoot primordia of hybrid statice and its

cryopreservation by vitrification, HortScience 32, 309-311

苗条原基 液体回転培養で誘導

1月 間継代

直径 211mに 調整

1前培養処到 0.3Mシ ョ糖添加 1/2 MS培地 ,

25℃ 。16時間日長,1日 間

クライオチューブ (2 ml)に 10茎頂

LS液処理

LS液 2 mlで 25℃,20分問処理

PVS2液処理I PVS2液 2 mlで 0℃ ,60分聞処理 ,

浸漬直前に l mlの PVS2液 と交換

液体窒素中に直接浸漬

0

0.1

1

5

76」ヒ0.7

180± 2.5

59± 06
2.9± 05

4.0=LO.5

78± 0.9

28=LO.6

33± 0.3

y=1盟 2-0,42x

と 0.805

50

PVS2液処理時間 (分聞 )

図1.スターチス苗条原基のガラス化法による超低温保存

のおけるPVS2液処理条件

図 2.スターチス苗条原基 (A),再生時 (B),

再生シュート(C)(松本撮影 )

参考文献

Tanaka, R。 , &H. Ikeda(1983)Perennial maintenance of annual

〃セユr,7ορ♂pp′d ξrβθ′7ゴす (2n = 4)by shoot tip cloningo Jpn

」. Genet. 58:65-70

田中隆荘 。谷口研至 (1986)生長点培養,植物バイオテクノロジ

ー,山 田康之・岡田吉美編,東京科学同人,東京,1624.

40℃の温水中で約 1分間加温,直ちにPVS2

液を取 り除き,1.2Mシ ョ糖添力日1/2 MS液

体培地溶液 2 mlで 20分間洗浄

ろ紙を敷いた l mg/L BA添力日した 1/2 MS

固形培地に置床.翌 日,新 しい培地に交

換 .
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率
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再生育

図 3スターテス苗条原基のガラス化法での超低温保存

法の手順

体窒素タンク
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

リン ドウは一般に実生によって繁殖されているが,一

般に純系の親株の自殖を繰 り返すと株 自身の弱勢が顕著

に発現するため,育種母本 となる親株 自身の遺伝的特性

を維持することは難 しい.交雑 して育成 した系統の特質

を育種面から評価するまでには,播種後 3～4年かかるた

め,育種母本 (Fl育種用親株)を少なくともその期間は,

維持・保存 しておく必要がある。

(2)材料および方法

● 材料

ササ リン ドウ 鱈ηガβックp dθβ″β Bunge)`山形 302'

系統の培養茎頂を用いた。また,汎用性を調査するため

ィこ,  a `ダ。βゎFと,1 2 系統, a trittor老
': 5 

系統, α

ρθを′″0カ
'力

筋θ:1系統,お よび,,♂θβbrと,xα 崩 河鋸が

2系統を供試 した。

● 培養方法

継代培地は,1/2 MS固形培地に O.2 mg/L BAと 2.5%

(w/v)sucrOseを 添力日し,pHを 5.8に調整 した固形培地

である。継代培養は,約 4週間おきに継代 し,培養条件

は,25℃ 。16時間日長 (光強度 52 μ molば 2s■)と した.

● 超低温保存方法

継代後 3週間生育させた植物体を 5℃ に設定されたイ

ンキュベーター内に移 して, 8時 間 日長 (光強度 26

μ mol√
2s■)で,低温馴1化処理を行つた。

植物体から2～ 3枚の葉原基を持つ茎頂 (高 さ2 nlHl,直

径 1■lm:図 1)を切 り出し, 0.3 M sucrOseを 含有する

1/2 MS固形培地に茎頂を置床 して前培養処理を 1日 行つ

た。培養条件は,低温馴化処理 と同様に行つた.そ の茎

頂を 2 ml容量のクライオチューブ (Wheaton)に 10茎頂

入れ, LS液によって 20分間,25℃ で,脱水而ヽす′性付与処

理を行つた。次に,LS液を除去し,引 き続きPVS2液を 1

ml添加 し,25℃で 0～ 60分間ガラス化液処理を行つた。

なお処理時間の途中で新 しいガラス化液 l mlと 置換す

るとともに,液体窒素に浸漬する直前に,再び新 しい

PVS2液 0.5 mlと 置換 し,液体窒素に浸漬 した。

● 加温・洗浄・再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,37℃ の湯

水にそのまま浸漬 し,軽 く振盪 しながら加温 して約 1分

間保持 し,室温まで戻した .

加温したサンプルは,直ちに PVS2液を取 り除き,lM

sucrose含有のMS液体基本培地溶液で 20分間浸漬 して洗

浄 した。その後,1/2 MS固 形培地上に置床 した。再生育

は,前述の培養条件下で行つた。

図 1.摘出したリンドウ茎頂組織

上部を撮影,スケールバーは l mm[田中大介 撮影]

100

Z

0   10  20   30  40  50   60
PVS2液処理時間 (分 )

図 2.PVS2液処理時間の生存率への影響

PVS2液処理以外は最適処理条件下

■:液体窒素無処理区,◆ :液体窒素処理区

bc
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０

０

０
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(3)結果

最適 PVS2液処理は 30分でその生存率は 83.3%で あつ

た (図 2)。 また,多様なリン ドウ遺伝資源への汎用性を

調べた結果, `シ ャインブルー'(a ttrF′οF2)の 73.3%

から `工藤白'(a″ /乃ralの 16.7%の生存率が得 ら

れた (表 1).こ のように,ガ ラス化法での超低温保存では

生存率のばらつきが認められ,その生存率の平均値は

49.0%で あつた。再培養を行つた リン ドウ茎頂は,再培

養 10日 後に緑化の開始が観察され,再培養 20日 後には,

展開はしていないものの新たな葉を形成 しているのが確

認された (図 3).

表 1.ガラス化法のリンドウ近縁種への適用

品 種 /系 統 生 存 率 %

29.リ ン ドウ培養茎頂 (ガ ラス化法)

(4)留意点

*l PVS2液処理時間は 30～40分で生存率は約 80%と 有意

に高い。しかしながら,低温馴化処理を行わないで保存

した場合,生存率は非常に低い。したがって,70～ 80%と

高い生存率を得るには,植物体を 10～ 50日 間低温馴化処

理することが重要である。

*2ガ ラス化法による処理後の リン ドウ茎頂を超低温下ま

で急速ハ却 した細胞内微細構造および細胞内の水の挙動

を筆者が観察 した結果,最適処理 した組織細胞内には氷

晶形成は認められず,ガラス化 していることが示された

(田 中大介 )
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図 3再生育 20日 後のリンドウ茎頂

スケールバーは l cm[田 中大介 撮影]

継代培養
(25° C)

液体窒素浸演処理
(-196° C)

低温馴化処理 20日 間
(5° C)

前培養処理 24時間
(5° C: 0,3 M sucroseシ 力ヽ口嘴ヨ』生)
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

リン ドウの超低温保存はガラス化法によって比較的 ,

高い生存率を得ることに成功 している (前項 )。 しかし,

実験室レベルから実用段階に超低温保存法を普及 させる

ためには,大量の試料を容易に扱える方法の開発が望ま

れる。

(2)材料および方法

● 材料

ササ リン ドウ (てデθβぢゴβヵっdθ,わra.Bunge)`山 形 302'

系統の培養茎頂を用いた。また,汎用性を調査するため

に,  a dθabra: 2 系統, a とr=河。Fと,: 5 系統, a

Pθと′″0′タセ
'力

筋θ: 1系統, および,,dθβbrβ x α ιrゴ F′οrβ :

2系統を供試 した .

● 培養方法

継代培士也は, 1/2 MS 固形培士也に 0.2 mg/L BA と 2.5%

(w/v)sucrOseを 添力日し,pHを 5.8に調整 した固形培地

である。継代培養は,約 4週間おきに継代 し,培養条件

は,25℃・16時間日長 (光強度 52 μmol m~2s■)と した。

● 超低温保存方法

継代後 3週間生育させた植物体を 5℃ に設定されたイ

ンキュベーター内に移 して, 8時 間 日長 (光強度 26

μ mol√
2s■)で,低温馴化処理を行つた。

植物体から2～ 3枚の葉原基を持つ茎頂 (長 さ2■lm,直

径 l mlm:図 1)を切 り出し,0.3 M sucroseを 含有する

1/2 MS固形培地に茎頂を置床 して前培養処理を 1日 行つ

た。培養条件は,低温馴化処理と同様に行つた。ついで,

前処理を行つた茎頂を 1個含んだアルギン酸グル液 (2M

glycerol,0.4 M sucrose,お よび,3%(v/v)ア ルギン酸

ナ トリウムを添加 した 1/2 MS培地溶液 {塩化カルシウム

を除く))を 1滴ずつ,2 M glycerol,0.4 M sucroseお

よび 100 mM塩化カルシウムを含んだ 1/2M8培地液に滴

下して,直径約 3■lmの ビーズを作成する (図 1)。 この塩

化カルシウムを含んだ溶液は,通常,100 mlビーカーの

中に半分 くらい入れ, ビーズ作成作業が終わつてからも

ビーズの疑固および茎頂の脱水耐性付与処理のため,シ

ェイカー上で 90分問振とうし続ける.

ビーズ作成に用いた塩化カルシウム等を含んだ 1/2 MS

培地溶液を除去 した後,茎頂を含むビーズをガラス化液

(PVS2液 )の中に入れ 25℃でロータリーシェーカー (100

rpm)で 0～ 160分 間振遂して脱水処理を行 う。

各処理区は処理時間が来る直前に, ビーカーからビーズ

を 10個ずつ取 り出し,2 ml容量のポリプロピレン製クラ

イオチューブ (Wheaton)1こ移 し,新しい PVS2液 1.O ml

を入れた。その後,所定の処理時間時にクライオチュー

ブに蓋をして液体窒素に浸漬する。

図 1アルギン酸ゲルに包埋されたリンドウ茎頂

スケールバーは 15 mm[田中大介 撮影]

。 加温・洗浄 。再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,37℃ の温

水にそのまま浸漬 し,軽 く振盪 しながら加温して約 1分

間保持 し,室温まで戻 した。

加温 したサンプルは,直ちに PVS2液を取 り除き,lM

sucrose含有のMS液体基本培地溶液で 20分問浸漬 して洗

浄 した。その後,1/2 MS固 形培地上に置床 した。再生育

は,前述の培養条件下で行ψッた。

(3)結果

最適 PVS2液処理は 120分でその生存率は93.3%で あっ

た (図 2)。 また,80～ 140分 の処理時間ではいずれも 80

～90%と 高い生存率が得 られた。多様なリン ドウ遺伝資
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源への汎用性を調べた結果, `シャインブルー
)(a

材ゴ河οFβ)の 86.7%か ら `工藤 白'(a ″ゴガ。r老7)の

43.3%ま で比較的高い生存率が認められた (表 1).ビーズ

ガラス化法では `工藤白'の 43.3%を 除いてすべての品種

/系統で60%以上の生存率が得 られた (表 1).再培養直後

から生育を開始 し,再培養 10日 後には多くの茎頂から小

さな葉が展開を開始 した (図 3).ま た,再培養 20日 後に

も,ビーズガラス化法では葉の展開が引き続き起こつて

お り,さ らに新たな葉が形成 されていた。再生育はガラ

ス化法で再生 した場合に比べかなり早かつた.再培養を

行つたリン ドウ茎頂は,再培養 10日 後に緑化の開始が観

察され,再培養 20日 後には,展開はしていないものの新

たな葉を形成 しているのが確認 された (図 3)。

0

0  20  40  60  80 100 120 140 160
PVS2液処理時間 (分 )

図 2 PVS2液処理時間の生存率への影響

PVS2液処理以外は最適処理条件下

■:液体窒素無処理区,◆ :液体窒素処理区

表 1.ガラス化法のリンドウ近縁種への適用

品 種 /系統 生 存 率

G scabra(Yamagata302)

G r″″0′っx G scaX,ra(Shineblue)

G l″,ora(Kudoshiro2)

G ρnev胸o′,a,と′,o(G448)

G scabra(8-203)

Gr″〃o「っχ G scabra(MarChen)

G rr′′′Ora(9-99)

G rr′′′。′。(Inasu2)

G fr′ Fr。′。(N38)

G r汀″0′,(Kudoshiro)

平 均 737■ 30

30.リ ンドウ培養茎頂 (ビーズガラス化法 )

図 3.再生育 20日 後のリンドウ茎頂

スケールバーは l cm[田 中大介 撮影]

(4)留意点

ビーズガラス化法は,①ガラス化液処理時間を厳密に

決定する必要がないなど操作を簡便にできる,②非常に

高い生存率が得られる,③加温後に生存している茎頂は

非常に早い時期から再生を開始する,さ らに④茎頂をピ

ンセットで取り扱 う際の操作上の物理的問題から起こる

傷害の危 ll父 性も軽減できること,⑤大量の茎頂を同時に

扱 うことが容易になる,な どの利点がある。

(田 中大介)

参考文献

Tanaka et al , (2004) Cryopreservation of shoot apices of

′ヵ ′どなrO grown Centiana plantsi a comparison of

vitrification and encapsulation― vitrification

protocols,Cryoしetters, 25:167-176
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800± 71
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600± 71

433■ 82

V →

茎頂摘出

→

継代培養 低温馴化処理 20日 間

(5。 C)

ィロ＼

前培養処理 24時間

(5° C:0.3 M sucrose添 加培地)

一

液体窒素浸漬処理   PVS2液処理 120分間 アルギン酸 ビーズ包埋 90分間

(-196。 Cl        (25。 C)     (25° C:2M glycero1/
0 4M sucrose添 加グル )

図 4ビーズガラス化法によるリンドウ培養茎頂

の超低温保存

a

XX   X   X

最適処理 (PVS2液 処理 120分 )による保存後の生存率
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

ユ リは栄養体繁殖で増殖されてお り,それら品種・系統

を回場で保存するには労力やコス トがかか りすぎること

から,超低温下で安定的に保存することが有効である。

(2)材料及び方法

材料

ユ リの茎頂は,球根の内部に 1つ しかないため,実験材

料としては効率が悪い。そこで,鱗片培養による不定芽の

誘導を試みた.約 5■lm角 に調整 したユ リの鱗片をホルモ

ンフリーの MS培地で培養 し,約 30日 後に不定芽を形成 し

た鱗片を用いた。2～ 3枚展葉 した不定芽から約 l Hlm角 に

茎頂を摘出し,超低温保存実験に用いた。供試材料は,無

菌培養中のササユ リ(Lガゴ[ザ″ジヵοヵゴθコ″Thunb.)を 主とし

て用い,品種比較のため, `サクユ リ', `ス ターグザー ',

`サマー ドレス',`カ ノコユ リ',`峰の雪'の 5種類のユ

リも用いた。

培養方法

3%シ ョ糖を添加 したホルモンフリーの MS培地に 0.2%の

ジェランガムで,pH 5.8に調整 した固形培地で継代培養

を行つた。継代培養は約 30日 おきに行い,培養条件は

25℃ 。16時間日長 (光強度 50 μmolば 2s■)と した。

超低温保存法 (ガラス化法 )

不定芽が発生した鱗片に 0℃で 7～ 30日 間,12時間日長

で低温馴化 し,効果を検討 した.摘出した茎頂を 0.3M

ショ糖を含む 1/2 MS固 形培地で 1日 間前培養,2Mグ リ

セ リンと0.4Mシ ョ糖液 (LS液)での 25℃ ,20分間の LS

液処理効果を検討 した。PVS2液処理は,ク ライオチュー

ブに 10個 の三頂を入れて 0℃または 25℃ で行い,液体空

素投入前に l mlの新 しい PVS2液に入れ替えた。

再生育方法

液体窒素中に保存したクライオチューブは,急速加温す

るため 40℃のウォーターバスに直接入れ,手で攪拌 して

中の PVS2液が完全に液化 したら速やかに 1.2Mシ ョ糖添

加 1/2 MS液体培地で置換 した。室温で 20分後,茎頂は ,

ろ紙 2枚敷いた 3%シ ョ糖を含むホルモンフリーの MS固

形培地に置床 し,通常の条件で培養 し,翌 日新 しい培地に

移植 し,再生育させた。

(3)結果

● 0℃での低温馴化は,7日 間で無処理区より生存率が

30%以上高くなったが,それ以上の期間でも効果は変わ

らなかった (表 1)。

● 前培養 とLS液処理の効果は,無処理では 5%であった

のが両方することで 80%以上になった (表 2).

● PVS2液処理条件は,25℃では 20分問,0℃では 110

分間が最も高い生存率となった (図 1).

0 5品 種のユ リについてササユ リで適 した条件でガラ

ス化法による超低温保存を行つたところ,40～ 85%と 品

種間差がみられ,低温馴化の効果についても差があつた

(表 3).

(4)留意点

1)形 成 して間もない不定芽やステージが進みすぎて小

球根になったものを用いると生存率が低い .

2)生 存率が低い品種については,低温馴化の期間や温

度,PVS2液処理時間等をそれぞれ検討する必要がある.

(松本敏す)

表1.ササユリ培養茎頂のガラス化法における

ドナー植物の低温馴化の効果

低温馴化期間(日 間)   生存率(%± SE)

400± 31

725±28

74.0± 3可

77.3±30

767=L2.3

０

７

招

別

３０
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31.ユ リ培養茎頂 (ガ ラス化法 )

表2.ササユリ培養茎頂を用いたガラス化法におけ

る前培養及びLS処理の効果

前培養   LS液 処理  生存率 (%± SE)

50± 1.4

282=L2.8

500=L32
82.5±24

O℃、7日 間の低温馴化、

O℃ 60分間のPVS2液処理

100 100 Treated control

低温馴化

↓   郁C。 12日寺間 日長 , 7日 間

培養茎頂

↓  茎頂の切り出し(直径1 llm)

前培養処理 0.3Mシ ョ糖添加 MS培地 ,

I菊テ学デ百ピ写
'ど二FImO茎頂

LS液処理

I   LS液

2 mlで 25℃,20分問処理

+
+

一　
＋
　
一一　
＋

0℃

（
誤

）
Ｅ
Ｏ

一
｝

ｏ
Ｅ

】
ｏ
こ
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Ｏ

Ｏ

Ｅ
∽

25℃

LN

Time(nin) Time(顧 in)

図 1,ユリ茎頂の PVS2液処理条件と生存率

表3.ガラス化法によるユリ培養茎頂の生存率

における品種間差

生存率 (%± SE)

(品 )種名 低温団1化   無処理

PVS2液処理 PVS2液 2 mlで 0℃ ,110分 間

または 25℃ ,20分間処理

浸漬直前に l mlの PVS2液 と交換

腹体窒素タンク 液体窒素中に直接浸漬

40℃ の温水中で約 1分問加温,直ちに

PVS2液を取 り除き,1.2Mシ ョ糖添力日MS

液体培地 2 mlで 20分間洗浄

ろ紙を敷いたホルモンフリーMS固形培

地に置床.翌 日,新 しい培地に交換

図 2.ユリ培養茎頂のガラス化法での超低温保存法の

手順

LN

ｌ

ｌ

ｌ

ｉ

▼

↓
甲
―
↓
圏

サクユリ

スターゲザー

サマードレス

カノコユリ

峰の雪

850とL2.3

52.5=L3.2

73.3=L2.8

45.0=L3.1

40,0」L31

35.0=L2.3

59.0=L3.1

550」L3.1

200=L2.5

40.0=L3.1

参考文献

Matsumoto T.et al. (1995)Cryopreservation of ′′, ラ′′ケrO grown

apical meristems of lily by vitrification,  Plant Cell,

Tissue and Organ Culture, 41: 237-241,

松 本 敏 一 ら (1996)ビ ー ズ ガ ラ ス 化 法

(Encapsulation― Vitrification法 )に よるユリ培養茎頂の超

低温保存,植物組織培養,13:2934
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植物超低温保存マニュアル.コ .草本類

(1)意義

ラン科植物は一般に開花まで 3～4年を要し,交配後代

の評価が終わるまで,無菌播種後の胚を簡便に長期保存

する技術が必要であった。そこで我々は無菌培養が容易

であるシランをモデァレ植物とし,完熟種子胚を材料とし

てガラス化法を試みた。

(2)材料および方法

材料

シラン (2θ 歩ガ′θ♂打力ぢβ Rchb.f.)種 子は,富山県

中央植物園 神戸氏より分譲 された 開花後授粉 し,6

ヶ月のものを完熟種子として用いた .

培養方法

0さ や全体を次亜塩素酸ナ トリウム

溶液で表面殺菌 し,ND培地 (2%シ ョ糖 ,

2%グ ランガム)に 無菌的に播種 し,

25℃,終 日暗期で 10日 間培養 した。

管瓶で培養

無菌播種及び前培養 の培養器は ,

左写真のように管瓶でも,シ ャー レ

でも良い。

シャーレ培養

超低温保存方法

0播種 10日 後の種子胚 (左写真,bar

こl mm)を 前培養培地 (0.3Mシ ョ糖 ,

0.2%グ ランガムを添加 した ND培地)

に移 し,25℃ で 3日 間培養 した .

種子胚

0前培養後,種子胚 (0.2 ml)を 2 ml

クライオバイアル (ナルゲン社製,ア

ウターキャップ,左写真)に移 し,LS

液を加え,室温で 15分間静置 した.

OLS液 をパスツール ピペットで吸い

だし,氷わ した PVS2液を 2 ml加え,

氷上に静置 した。

液の吸いだし

窒素タンクヘ

再生 2週間後

再生 lヶ月後

[原田和明撮影 ]

マヨネーズ瓶

0シラン種子はパスツール ピペ

ッ トの口より小 さいが,バイア

ル内壁に口を押 しつければ,溶

液の交換は可能である。約 15分

後,PVS2液を入れ替えた .

03時間後,PVS2液を吸い出し,

バイアル を液体窒素に投入 し

た.投入には,2 mlク ライオバ

イアル用クライオケーンに園芸

用支柱を取 り付けた手製品を用

いた (左写真).

再生育方法

030分後,チューブを取 り出して,

37℃ の温水に投入 し,室温にもど

した後,す ぐにクリーンベンチで

蓋を開け,1.2Mシ ョ糖を添加 した

液体 ND培地 (洗浄液)を l ml静か

に加えた。lo分後洗浄液 0.5 mlを

吸いだし,ND培地 (2%シ ョ糖)を

0.5 ml加 えた。この操作を 5回繰

り返 した。

0その後,卜lD培地 (2%シ ョ糖,0.2%

グランガム)上に置床 し,25℃,終

日明期で培養 して再生育させた .

●培養器は,シャーレ,管瓶,マ

ヨネーズ瓶などを用いた.

●順化する際には,培地を取 り除

き,水苔で根を包んで鉢植 えに し

た .

[脚注のない写真,撮影 石川恵子 ]
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32.シ ラン完熟種子胚 (ガラス化法)

(3)結果

前培養は,0.3Mシ ョ糖添力日NIl培 地 (0.2%グ ランガム)

で終 日暗期,25℃ ,3日 間行 うのが最適であつた。

PVS2液の浸漬時間は,3時間が最適であつた。

追 記 :溶 液 の組 成 ,調 製 法

００

８０
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公
ぷ
彰
】ヽ
＞
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の

20

0

2345

ExPosure dme to PVS2(1)

図 1 超低温保存後の生存率(TTC染色率)に対する

前培養の糖濃度と PVS2溶液浸漬時間の影響

(4)留意点

ラン科植物では,種子が成熟すると無菌発芽 しにくく

なる種がある.開花援粉後 3ヶ月後の未熟種子の超低温

保存を試みたところ, さやを表面殺菌 した後,LS液処理

室温で 15分,次いで PVS2液 処理 2時間,液体窒素投入 ,

室温に戻 し洗浄することにより,超低温保存処理を行わ

ない場合と同程度の発芽率が得 られた。アワチ ドリ,カ

クチ ョウラン種子などでも超低温保存が有効であると確

認 している。

(石川恵子 )
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4) PVS2液

組成 ;グ リセ ロール 30%(w/v),エチ レングリコール

15%,DMS0 15%,0.4Mシ ョ糖 を含む ND液体培地

調整法 ;グ リセ ロール 60g,エチ レング リコール 30g,

DMS0 30 g, ラ/ョ カき13.68 gに , 0.4 Mラ /ョ カき添力日ND液

体培地を加 えて 200 mlに メスア ップ し,pH5.4に再調整 .

3)LS液

組成 ;2Mグ リセロールおよび 0.4Mシ ョ糖を含む ND

液体培地

調整法 ;シ ョ糖 0.4Mを 添加 した ND液体培地をあらか

じめ作る。別容器に, グリセロール 18.42g,シ ヨ糖

2.Ogを入れ,先に作つた 0.4Mシ ョ糖 を含む ND液体

培地を加えて,100 mlに メスアンプし,pH5.4に 再調整 .

2)TTC溶液

塩化 2,3,5ト リフェニルテ トラブリウム 併田菌発育阻止

物質検出用 和光純薬) 1.Ogに 滅菌水を加えて 100ml

とし,滅菌された容器に入れる。冷蔵,速光保存する.

1)ND培地成分 (各 mg/培地 lL)

Macro elements

NH4N03          480

KN03            200

Ca(N03)2・  4H20  470

KCl            150

MgS04・ 7H20     250

KH2P04          550

Micro elements

MnS04・ 4H20

ZnS04・ 7H2°

H3B03

CuS04・ 5H20

NaMo04・ 2H20

COC12・ 6H20

COnC・ H2S04

3.0

0.5

0.5

0.025

0,025

0,025

0.5 ml

Organlc compounds

myo― Inositol     100

Niacin            l.0

Pyridoxine hydrochloride

l.0

Thiamine hydrochloride

l.0

Calcium pantothenate

l.0

Adenie               l.0

し―Cysteine          l.0

D―Biotin            O.1

Fe―EDTA

pH  5,4

21

88



植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

ラン科における植物体再生能を有するカルスは,プロ

トプラス ト培養や遺伝子導入などのため有用であるが ,

誘導は困難である。良いカルスが得 られた際,長期保存

して多くの研究者が実験に用いることができるように ,

超低温保存法を確立 した。主な操作手順,溶液組成は ,

先述のシラン完熟種子に従つた。

(2)材料および方法

材料

ドリテ ノプシス (Doriす老,θヵοpすd cv. New Toyohashi

strain 643)の 花茎の側芽から,茎頂分裂組織 (l mm×

0.5‖ lm,葉原基を 1,2枚有する)を無菌的に切 り出し,

0,lmg/L NAA,1.O mg/L BA,0.056Mシ ョ糖,8g/L寒天

を含む ND培地 (pH5.4)に 置床 し,14時間明期 (33 μ mol

m2s翠 ),23℃で培養 し,3～5ヶ 月後カルスを得た .

培養方法

カルスは,誘導時と同組成の液体培地に移 し,終 日明

期 (光強度 36 μ molだ
2s■),25℃で振とう培養 した。カ

ルスは 40 μmのナイロンメッシュで濾過 して集め,新

鮮重で約 3gをはかり取 り,液体 ND培地 40 mlが 入つ

た 100 ml三角フラスコに入れ,2週間毎に継代 した.細

胞塊の大きさは,1～ 211mで あった。

図 1.DoriねθJ,ορs府

(ρ力β′βθ′,3psts× Do成,S

cv. `New Toyohashr

カルス

100 mI三 角フラスコで液体

振とう培養しているもの

[塚崎 光 撮影]

超低温保存方法

継代 2週 間後のカルスを,前培養に供 した。前培養

では,培養 日数 (0～ 14日 間), ショ糖濃度 (0.056～ 0.4

M),ABA濃度 (0,1.0,5,O mg/L)を 検討 した。培養は,25℃ ,

終 日明期で行つた .

前培養後,カルスは 40μ mナイロンメッシュで濾過 し

て集め,新鮮重で 0.2gを 2 mlク ライオバイアル (ナル

ゲン社)に入れ,LS液を入れた。

室温で 15分間静置 した後,LS液をパスツールピペット

で吸い出し,氷冷した PVS2液 1.5 mlを加え,氷上に静

置 し,30分後 PVS2液を交換 した。 0～ 3時間浸漬 し,TTC

染色率を調査 した。

液体窒素に投入する際は,PVS2液 を吸い出してから,

カルスの入つたクライオバイアルの蓋をしっか りと閉め

クライオケーンに固定した。液体窒素には 15分以上浸漬

した。

液イ本窒素から取 り出し,す ぐ35℃の温水につけて室温

にもどし,ク リーンベンチ内でクライオバイアルの蓋を

開け,室温で,1.2Mシ ョ糖を添加 した ND液体培地を加

えた。 1～2時間後,カルスがクライオバイアァレの底に沈

んでから,これ らのカルスを 40μ mナイロンメッシュで

濾過 して集めた。

再生育方法

洗浄後のカルスは,まず,0。 2Mシ ョ糖,2g/Lグラン

ガムを含む ND培地にて,25℃ ,終 日暗期で 2日 間培養 し

た。 次に,0.056Mシ ョ糖, 2g/Lグ ランガム,0。 l mg/L

NAA,1.O mg/L BAを 添加 した培地で,25℃ ,終 日明期で

培養 し,細胞増殖を促 した。

lヶ 月後,カルス塊を 1%マル トース,3g/Lグランガム

を含む 1/2濃度の ND培地に移 し,PLB(プ ロトコーム様

球体)を誘導した。

(3)結果

前培養 日数は,0.lMシ ョ糖を含む lWD培地
‐
C終 日明期 ,

25℃ で培養 した場合は,7日 が最適であった (図 2).前培

養のショ糖濃度は 0.lMが最適であった (図 3)。 また,

PVS2液への浸漬時間は,1～3時間ではあまり変わらず ,

1時間が適当であると判断した (図 3)。 前培養培地への
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薗 2.前培養の必要性と前培養日数の検討

01Mショ糖を添加した ND培地を用いた。溶液処

理後,TTC染色した.

33.ド リテノプシスカルス (ガラス化法)

ABA添力日は 1.O mg/Lで効果があつた (図 4)。

O。 lMシ ョ糖 ,1.O mg/L ABAを添力日した ND培地で 1週

間前培養 した後,LS液に 15分, PVS2液 に 1時間,液体

窒素に 30分浸漬後,洗浄 し,0.056Mシ ョ糖,2g/Lゲ

ランガム,0.l mg/L NAA,1.O mg/L BAを 添加 した培地で ,

25℃,終 日明期で培養 し,約 lヶ 月後カルスを得た.超

低温保存 よ り 3ヶ 月後 PLBが誘導 された (図 5).

図 5.超低温保存より3ヶ月後の得られた PLB

(BaF3 mm)[塚崎 光 撮影]

(4)留意点

1.TTC染 色率と細胞増殖率は相関があつた (r=0。 79).

TTC染色率はエタノール抽出した後,530 nmの吸光度

をみるとより正確であつた。

2.LS液,PVS2液それぞれ単独処理では生存率が低かつ

た。

3.条件検討の際,各種溶液にカルスが沈まない場合が

あったが,そのような場合は生存率が低かつた。

(石川恵子)

参考文献

Ishikawa K et al。 (1997)Cryopreservation of zygotic embryos

of a 」apanese terrestrial orchid (β ′つガF′と, striaとか by

vitrification. Plant Cell Reports, 16:754-757

Tsukazaki H et al。  (2000)CryOpreservation of νοrz ιρθ′夕Oρd′♂

suspension culture by vitrification, Plant Cell Reports,

19:1160-1164
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異なるショ糖濃度の ND培地で 1週間培養し,溶液処理 ,

液体窒素投入後,TTC染色した.
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図 4.前培養の ABA濃度の検討

0.lMショ糖を添加した ND培地を用い 1週間培養した。溶

液処理後,TTC染色した.
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植物超低温保存マニュアル.コ .草本類

(1)意義

ハヤチネウスユキツウは,キ ク科ウスユキソウ属の多

年草 (小野・林,1987)で岩手県早池峰山上部のみに生え

る固有種 (日 本植物分類学会,1993)である。この早池

峰山高山植物帯は昭和 32年から国の特別天然記念物に指

定されている (沼日,1984)。 しかしながら,登山者によ

る踏みつけや近年の山野草ブームによる盗掘の被害が絶

えず,現在では絶滅寸前に至ってお り,環境省が監修す

るレンドデ~タ ブックにおいて絶滅危惧 IB類 (EN)とこ指

定されている。従つて,ハヤチネウスユキノウを後世に

残すことは,貴重な植物種を保存するという意味で非常

に有意義なことであると考えられる.

(2)材料および方法

● 材料

ハヤチネウスユキツウ(Lθο′,どοp餌後肱 力β/βθカカθヵdθ

(Takeda) Hara et Kitam.)

● 培養方法

井 ′

i:チ

ネウスユキツウから,腋芽を摘出

洋

与P′
再得監 の生長点を摘出

>ヽ

‐写憲 Ms培地に生長点を置床

洋 糸

Υ 孫 培養 弼 日後に継代培地にて継代

図 1.ハヤチネウスユキンウ遺伝資源の組織培養法

継代培地イま, 1/2 MS 固形培 l也 に 0.2 mg/L BA と 2.5%

(w/v)sucrOseを 転化 し,pHを 5.8に調整 した固形培地

である.継代培養は,約 4週間おきに継代 し,培養条件

は,25℃ 。16時間日長 (光強度 52 μ molば2s l)と した

● 超低温保存方法

①低温馴化処理

継代後 3週間生育させた植物体を 5℃に設定されたイ

ンキュベーター内に移 して 8時間日長 (光強度 26 μ mol

ば2s■)で,20日 間低温馴化処理を行 う。

②前培養処理

低温馴化処理を行つた植物体から,茎頂 (高 さ 2■lm,

直径 1■lm)を メスによって摘出し,0.3 M sucroseを 含

有する 1/2 MS固形培地に茎頂を置床 し,低温馴化処理と

同様の培養条件で,前培養処理を 1日 間おこなう(5℃ に

設定されたインキュベーター内において 8時間日長 )。

③脱水耐性向上処理およびガラス化液処理

低温馴化および前培養処理を行つた茎頂は,2 ml容量

のポリプロピレン製クライオチューブ (Wheaton)1こ 10

茎頂入れ,2 M glycerolと 0.4 M sucroseを含有するLS

液で 20分間,25℃で,脱水耐性向上処理した。その後 ,

LS液を除去し,引 き続き PVS2液をクライオチューブ内

に l ml添加 し,25℃ で 120分間ガラス化液処理を行つた .

なお,途中で 1回新 しい PVS2液 l mlと 交換 し,液体窒

素に浸漬する直前に再び 0.5 mlの PVS2液 と交換 し,ク

ライオチューブに蓋をして液体窒素に浸漬する。

● 加温・洗浄 。再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,37℃ の温

水にそのまま浸漬 し,軽 く振盪 しながら加温 して約 1分

間保持し,室温まで戻 した。

加温したサンプルは,直ちに PVS2液を取 り除き,lM

sucrose含有のMS液体基本培地で 30分間浸漬 して洗浄 し

た。その後,1/2 MS固 形培地上に置床 した。再生育は,

Polyvinyl pyrrolidone(PVP)を lg/Lと BAを 0.2 mg/

L添力日した培地で培養する。最初の 3日 間は暗黒下で培

養 し,そ の後は,継代培養と同様の条件 ё再生育・,る 。

(3)結果

ガラス化法によるハヤチネウスユキノウ茎頂の超低温

保存法は,継代後 20日 目の植物体を用いて,低温馴化処

理 20日 間,0.3 M sucrose含有培地による前培養処理 1日
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問,LS液で 20分間浸透脱水耐性処理,そ して,PVS2液

処理を 2時間行つた後に液体窒素に浸漬 した場合,高い

生存率 (63.3%)が 得 られる。また、この方法で超低温保

存 した後に再培養を行い,生育の観察を行つた.その結

果、再生育させた茎頂は,再培養 10日 後に緑化の開始が

観察され,その後順調に生育し, 図 1(2ヵ 月後および 5

ヵ月後)に示 したように,LN区 (保存後に培養)は TC

区 (ガ ラス化液処理後,液体窒素に浸漬することなく培

養)と 比較 しても同程度の生育が観察された。本研究で

得 られた結果は,最小限の労力で苗から組織培養の系に

移 し,超低温保存までを簡単に行えることを示 してお り,

ハヤチネウスユキツウ以外の希少植物,植物絶滅危惧種

についても,超低温保存が可能であると考えられる。

34.ハヤチネウスユキソウ培養茎頂 (ガラス化法)

(4)留意点

ハヤチネウスユキツウのように茎頂付近に細かい毛が

生えている植物種では,毛が気泡を含んでしまいガラス

化液等で処理 した際に溶液表面に浮いてしまう。すなわ

ち,茎頂の周 りの毛の生えている状態によつてガラス化

液処理の効果が影響 されてしまう可能性がある 最適処

理時間の設定は,植物種の組織構造によつて左右 され ,

ハヤチネウスユキツクのように処理液が茎頂分裂細胞に

十分触れるのが困難な場合,短時間の処理を特徴 として

いるガラス化法においても通常の処理時間よりもかなり

長めに処理時間を設定することが必要である.ま た,茎

頂周辺の状態, さらには,茎頂を取 り巻く環境をなるべ

く均―な物 ≧し,処理が効果的に現れるようにすること

が重要である。

(田 中大介 )

参考文献

日本植物分類学会 (1993)レ ッドデータブック.農村文化社,

東京, pp l-141

沼田員 (1984)日 本の天然記念物 3;植物 I.講談社,東京,pp

12-27

田中大介 ら (2005)ハヤチネウスユキノウのガラス化法による

超低温保存法の確立 園学要旨.春季大会報,平成 17年度研

究発表要旨, 740町 1),204
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低温馴化処理 20日 間
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前培養処理 24時間
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LS液処理 20分間
PVS2液処理 120分 間

(25CC)

液体窒素浸漬処理

(-196° C)

LN I・

図 1再生育 2ヵ月後(上段)および 5カ 月後(下段)のハヤチ

ネウスユキツウ.LN:液体窒素浸漬処理区,TCI PVS2液処

理後,液体窒素浸漬処理なし [田 中大介 撮影]
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図 2.ガラス化法による培養茎頂の超低温保存
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

ナタネでは小胞子培養技術が確立されている。小胞子か

ら半数体を作出し,染色体数を倍加すれば遺伝的にホモ

の 2倍体が得 られ,育種における固定の操作が短時間で

すむことが期待される.ナ タネの育種材料として,ま た短

期間で均―な胚を大量に得ることが可能なため,人工種

子の材料 としても利用価値が高い。

ここで述べるナタネ胚の直接乾燥法は,アスパラガス

の節部切片で用いられた高濃度ショ糖による前処理後の

直接乾燥による保存法の応用である。ここでは液体窒素

中での保存について述べるが,乾燥によって凍結水が除

かれているため,ディープフリーザー中でも同様に保存

できるものと考えられる.

(2)材料および方法

材料

ナタネ ●ねdすθβ瑠,p[rd L.)品 種 `ト パーズ'の小胞

子由来胚を用いた .

培養方法

吉から採取した小胞子をNLN固形培地で 14日 間,30℃ ,

暗黒下で培養 し,1～ 3 mlmのハー ト期～初期魚雷型期の胚

を得た.NLN培地は Nitsch and Nitsch改変培地で,植物

生長調節物質フリーで 0.38Mシ ョ糖を含む .

超低温保存方法

小胞子由来胚は表 1の結果から 1.OMシ ョ糖を含む NLN

液体培地で 1日 間振とう培養 した後,1.5Mシ ョ糖を含む

NLN培地で 120分 間前培養を行つた。前培養後,約 150 mg

(生重)の胚を 35 mm2のナイロンメッシュ 2枚の間には

さみ,lgの乾燥 したシリカゲルを入れた 2 ml容量のクラ

イオチューブに入れて 23℃ で 60分間乾燥させた。その後 ,

クライオチューブを液体窒素中に浸漬 した。

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,室温中に

5分間放置 して室温まで戻 した後,中の胚を取 り出して

NLN固形培地上に置床 した。再生育は,23℃ 。16時間日長

(光強度 30 μ molだ
2s l)の

培養条件下で行つた。1週 間後 ,

生存 していた胚は 2,4Dを含まず 0。 l mg/L GA3を含む B5

培地で 1週間,4℃,16時間日長で培養 した後,25℃で 3

週間培養 して,根と本葉を分化 したものを再生植物体 と

した .

(3)結果

1,OMおよび 1.5Mシ ョ糖 を含む NLN液体培地でそれぞ

れ 1日 ,120分問前培養 した結果 ,直接乾燥法で高い生存

率が得 られ,植物体の再生 も半数の胚で認め られた (表 1,

図 1)。

表1前培養が液体室素処理後の胚の生存率および植物体再生率
に与える影響

前培養ショ糖濃度 処理   生存率  植物体再生
(前始 碁 障 F日耳) Σ

“

 (0/6)

試験lZ

lM(1日 )+15M(60′分) 乾爆のみ

液体窒素

乾燥のみ

液体窒素

lM(1日 )+15M(120′分)

試験2X

lM(1日 )

lM(1日 )+15M(60′刀` )

lM(1日 )+15M(120′′))

2:各処理約150個の胚を使用した
y:試験なし

x:各処理約60個の歴を使用した

図1.液体窒素処理後の胚からの植物体再生

[浦上敦子 撮影]
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小胞子由来胚を 1.OMシ ョ糖を含む NLN液体培地で前培

養 し,乾燥させると乾燥中の胚の合水率は 1.5Mシ ョ糖培

地で前培養 したものに比べ,高 く推移 した。一方,1.5M

ショ糖培地で前培養 した胚は,1.OM前培養に比べ含水率

が安定して低く推移 した (図 2).

35.ナ タネ小胞子由来胚 (直接乾燥法)

参考文献

Uragami, A  et al.(1993). Cryopreservation of microspore

embryos of oilseed rape(′Fβど
''ゴ

て,と,″と,p′ど,L.)by dehydrataiOn

in air with or without alginate encapsulation, Cryo Letters,

14:83-90

1日 後

小胞子培養

（＞
∩
ぐ
ｏ
Ｎ■
Ｊ
雑
く
印

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0。 6

0。 4

0。 2

0

-1・ OM
―◆-1.5M

45   60   75

時間 (分 )

90

図 2 直接乾燥法による乾燥中の胚の含水率経時変化

1.OMおよび 1.5Mショ糖を含む NLN培地で前培養した

胚を直接乾燥法で乾燥させた,

液体窒素処理後再生 した植物体の染色体数を調べた結

果,半数体と2倍体の割合は無処理とはぼ同じで,液体窒

素中での保存の影響は認められなかつた (表 2).

表2.液体窒素処理後の再生植物体

の倍数性

処理 半数体   2倍 体

0
ω分後

12()分後↓
陣

前 培 養

(1.0｀り

前 培 養

(1.5斡

ナ イ ロ ン メ

ッシ ュ 間 に

は さみ

液 体 窒 素 中

に投入

チ ューブ内

シ リカグル

で乾燥

無処理

液体窒素

10(18%)

8(22%)

47

28

(4)留意点

1.小胞子由来胚の最適乾燥時間は,胚の大きさや室温

によつて異なる可能性があるので,乾燥後の含水率を

確認 した方がよい。

(浦上敦子)

LN2
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

胚をアルギン酸 ビーズで包埋 して乾燥することにより,

ビーズが乾燥や吸水などの環境の変化に対 しバ ンフア~

として働 く。また,ビーズの形が均―なことから材料の形

を均―にする事ができ,最終的な含水率を均―にするこ

とが可能になり,乾燥法による液体窒素保存後の高い生

存率・植物体再生率が期待できる.

直接乾燥法と同様に,ディープフリーザー中での保存

も可能だと考えられる。

(2)材料および方法

材料

ナタネ は力Jsゴθβヵβρtt L。 )品種 `ト パーズ'の小胞

子由来胚を用いた。

培養方法

苦から採取した小胞子をNLN固 形培地で 14日 間,30℃ ,

暗黒下で培養 し,1～ 3■lmのハー ト期～初期魚雷型期の胚

を得た。 NLN培地は Nitsch and Nitsch改 変培地で,植

物生長調節物質フリーで 0.38Mシ ョ糖を含む.得 られた

胚を表 1の結果から,新 しい NLN液体培地で 2日 間,23℃・

16時間日長 (光強度 30 μmol m2s■ )の培養条件で継代振

とう培養 した。

表1.継代培養期間が液体窒素

処理後の生存率に及ぼす影響

継代培養期間 (日 ) 生存率 (0/o)

60± 14Z

96=L2

97=L2

59=L22

留0個体2反復の標準偏差

超低温保存方法

小胞子由来胚は継代培黄後,カルシウい1を 除き 3%アル

ギン酸ナ トリウムを加えた NLN培地に懸濁 し,これを 100

mM塩化カルシウムを添力日した別の NLN培地中に滴下して

アルギン酸ビーズ内に包埋 した。

カプセル化 した胚は,表 2の結果から 0。 75Mシ ョ糖を

含む NLN液体培地で 1日 間振とう培養 し,ク リーンベンチ

内で 3.5時 間風乾 した.含水量が 18～ 20%と なった胚を

含むアルギン酸ビーズを 2 ml容量のクライオチューブに

入れ,液体窒素中に浸漬 した .

表2.前 培養培地のショ糖濃度が液体

窒素処理後の生存率に及ぼす影響

ショ糖濃度(M) 生存率 (%)
0

97E上 3Z

91■ 4
Z25個

体3反復の標準偏差

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,室温中に

10分間放置 した.室温まで戻 した後,中のビーズを取り

出して N酬 固形培地上に置床 した。再生育は,23℃ 。16

時間日長 (光強度 30 μ molば
2s■

)の培養条件下で行つた。

1週間後,生存していた胚は 2,4-Dを含まず 0.l mg/L CA3

を含む B5培地で 1週間,4℃ ,16時間日長で培養 した後 ,

25℃で 3週間培養 して,根 と本葉を分化 したものを再生

植物体とした。

(3)結果

液体窒素処理後アルギン酸 ビーズにコー トされている

期間が 7日 間と長い場合,1日 後にビーズから胚を摘出し

た場合に比べ,胚の生存率はやや低く,植物体再生率は著

しく減少 した。 (表 3).

表3.ビーズコート期間が植物体再生率に与える影響

0.38

075
150

0

1

2

3

処 理 ビーズコート

期間

生存率

(%)

植物体再生率

(%)
無処理

乾燥

液体窒素

100

99± 1

78=L28

98■
= 1

84± 8

94■
= lZ

95ユ
= 1

67=L17

83± 5

55± 8

刊日

7日

1日

7日

95

Z50個
体2反復の標準偏差



これは,シ ヨ糖 0.38Mで作成 したアルギン酸ビーズの

貫入抵抗が 650g± 40gと 既報のショ糖濃度 0.09Mの

抵抗値 480g± 50gに 比べ高く,高濃度のショ糖により

ビーズが固くなつたことが原因と考えられた。

液体窒素処理後再生した植物体 (図 1)の染色体数を調

べた結果,半数体と 2倍体の割合は無処理とほぼ同じで ,

液体窒素中での保存の影響は認められなかつた (表 4).

図1.液体窒素処理後の再生植物体

[浦上敦子 撮影]

表4.液体窒素処理後の再生植物体の

倍数性

処 理 半数体   2倍 体

36.ナタネ小胞子由来胚 (ビーズ乾燥法)

参考文献

Uragani, A. et al.(1993). Cryopreservation of microspore

embryos of ollseed rape(Brass′て,と
'力

と
'pr,L。

)by dehydrataion

in air with or vithout alginate encapsulation. Cryo Letters,

14:83-90.

2日 後

小胞子培養

液体窒素中

に投入

新 しい 培 地

に継代

ク ラ イ オ

チ ュ ー ブ

に入れて

ビー ズ に包 埋

して前培養

1日 後

空気中で乾燥

|

圏 IQ⑤⑪ l

無処理

液体窒素

10(18%)

9(18%)

47

41

(4)留意点

1.小胞子由来胚を含むビーズの最適乾燥時間は,胚や

ビーズの大きさ,室温によつて異なる可能性があるので ,

乾燥後の含水率を確認 した方がよい .

(浦上敦子)

LN2
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

シ ロク ローバや アカ ク ローバ な どの ク ローバ類

律万Fο力と′〃属)は種子で品種が流通 してお り,遺伝資源の

保存形態はほとんどが種子である。しかし,ク ローバ類の

多くは自家不和合性の他殖性植物で,遺伝的にはヘテロ

なため,育成品種の合成母本やエ リー トクローンなどの

優良な遺伝子型は栄養体で保存する必要がある。これま

で圃場やポットで栄養体を植え継いで保存 してきている

が,モザイク病などの病害やアブラムシやグニなどの虫

害などの被害により,栄養体の維持が困難になり, しば

しば,有用な遺伝資源の消失がみられた。茎頂組織はウ

イルスフリーで,親植物と同じ遺伝子型を大量に保存す

ることができるため,茎頂組織の超低温保存は優良な栄

養系保存には欠かせない技術である。ここでは,ク ロー

バ類におけるプログラムフリーザーを使用 した緩速予備

凍結保存法について概説する

(2)材料および方法

材料

シロクローバ 律万Fο力勁 rc,Pθ/2♂ L,)品種 「キタオオ

ハ」と「Crasslands Huia」 の茎頂を用いた。また,汎用

性を調査するために,シ ロクローバの他 4品種とアカク

ローバ徹万Fο力とと″Fクrθ ιθ,sθ  L。 )お よびエジプシアンクロ

ーバ は″デο力と/〃 ,7θメβ′″置id′′″L.)の各 1品種を供試 した。

種子を表面滅菌 し,0.8%寒天上で発芽させ,その後植物

ホルモン無添加 B5培地に置床 した。発芽後 15～20日 目

の茎頂を摘出して供試 した .

超低温保存方法

DMSOと グルコースおよびツルビトールを加えた植物ホ

ルモン無添加 B5の寒天培地に茎頂を置床 し,25℃ もしく

は 4℃ で、連続照明 (15μ mol m~2s■ )下で,前処理を 2

も 1/く l☆ 5日 間行った 20%(v/v)DMSOと 20%グ′1/コ ーヌ、

を含んだ 0.2 mlの B5液体培地を氷槽中にある茎頂の入

つた l mlの クライオチューブヘマイクロピペットを用い

て,数回に分けて約 2時間かけて添加 し,最終的に濃度

を 10%|こ した。その後,ク ライオチューブを 25℃で 1時

間放置 して組織へ DMSOを 十分浸透させた。さらに 4℃で

1時間放置 した後に予備凍結を行った。予備凍結はプログ

ラムフリーザーを用い,-0.5℃ /分で -7℃まで冷去日した

7℃で液体窒素に浸 した金属鋏で凍害防御剤液を植氷 さ

せ,その後, 0.3℃ /分の冷却速度で -40℃まで予備凍結

した後に,ク ライオチューブを液体窒素中に浸積 した。

再生育方法

液体窒素中で保存 したクライオチューブを,40℃ の温

水にそのまま浸漬 し,軽 く振盪 しながら加温して約 1分

間保持 し,室温まで戻 した。

加温後,直ちにクライオチューブを氷槽に入れた後 ,

茎頂を取 り出し培養を行つた.液体培地で洗浄せずに,

9.5mgん BAPを含む 0.8%寒天 B5培地に敷いた濾紙上に

茎頂を直接置き,1日 後に新 しい濾紙と交換 した。培養 し

て約 1か月後に茎頂からのシュー ト形成を確認 した。そ

の後,形成されたシュー トを植物ホルモン無添加の B5培

地で発根させ,ポ ットヘ移植 した。

(3)結果

シロクローバの茎頂は前培養処理をすることによリシ

ュー ト形成率が向上した 5%DMSOと 5%グルコースを含む

培地および 0.5Mソルビトールを含む培地で,連続照明

下で 2日 間前培養 したときに, ともに脱水、低温耐性が

向上し, さらに低温下での前処理でシュー ト形成率が向

上 した (表 1).特に,5%DMSOと 5%グルコースを含む培

地で低温条件で前培養 した場合,シロクローバ両品種 と

もに高いシュー ト形成率を示 した

融解後の茎頂処理については,液体培地で洗浄せず ,

寒天培地に敷いた濾紙に直接置床 した場合,カルス化が

ほとんどみられず高いシュー ト形成を示 した。なお,茎

頂を液体窒素中で 10か月間保存 したが,シュー ト形成率

の低下はυ7ノ・られなか った。

緩速予備凍結法の汎用性を調査するために,シ ロクロ

ーバ教品種を供試 したところ,耐寒性の強弱に関係なく,

高いシュー ト形成率が得られた.ま た,シ ロクローバょ

り耐寒性に劣るアカクローバおよびェジプシアンクロー
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37.ク ローバ類茎頂 (緩速予備凍結法)

バでは,生存率がシロクローバよりは劣るが,50%以上

の茎頂からシュー トが形成された。

表1.シ ロクローバ茎頂の緩速予備凍結法において前培養がシュート形成率(%士 S.E.)に

に及ぼす効果

前培養の条件        期間  処理温度       シュート形成率

(日 )  (℃ )    キタオオハ   GrassLnds Hu愴

前培養なし

B5培地のみ

2.5%DMSO+2.5%ク
Ⅲ
ルコース

5%DMSO+5%ク
°
ルコース

10%DMSO+10%クコレヨース

0.5Mツルビトール

2

2

2

２

　

２

　

５

　

２

2

2

5

25

4

25

25

4

4

25

20」L4

50± 5

83=L5

0

0

43± 10

40± 17

0

0

0

17± 11

8± 10

40± 13

63± 12

0

0

43± 11

78」L2

0

０

〇

　

一

２５

４

４

表2.緩速予備凍結法によるクローバ類品種のシュート形成率

±S.

品種名 耐寒性
1)

シュート形成率

(%士 SE)

シロクローバ

キタオオハ

Nora

Kent W‖d

Grassiands Huia

Haifa

No‖n's lmproved

アカクローバ

サッポロ

エジプシアンクローバ

Camel

64± 10

1)9:強～1:弱

前培養は5%DMSO+5%グ ルコースを含むB5培地で連続

照明下,4℃,2日 間行つた

(4)留意点

1.超低温保存を行 う前に茎頂を低温下で数 日前培養す

ることによリシュー ト形成率が向上する.

2.融解後の処理は液体培地で洗浄せず,濾紙上で培養す

ることにより,カルス化はほとんどみられない

(山 田敏彦 )

図1.緩速予備凍結法で液体窒素保存した茎頂を融

解させ培養後 60日 経過したシロクローパの植物

体 (山田撮影)

参考文献

Yamada T. et al.(1991)Cryopreservation of apical meristems

of white clover (T´ rFοノゴv″ rθρθヵ,L.). Plant science,

73:111-116.
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86」L4

92とし2

82」L4
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

シロクローバやアカクローバなどのクローバ類では育

成品種の合成母本やエ リー トクローンなどの優良な遺伝

子型を栄養体で保存する必要がある。前項では,ク ローバ

類の茎頂を用いた緩速予備凍結法を概説 した。近年,プロ

グラムフリーザーを使用 しないガラス化法による超低温

保存の試みが多くの植物の茎頂で検討されている.こ こで

は,PVS2液 を用いたガラス化法が開発された当時に実験

を行つたクローバ類茎頂のガラス化法による超低温保存

法について解説する。

(2)材料および方法

材料

シロクローバ (Zゴ Fοカゼ/″ rθpθヵdLす )品種「キタオオハ」

の茎頂を用いた。また,汎用性を調査するために,アカク

ローバ υ″Fο力と′′″prθιθヵ∂θL.)お よびエジプシアンクロ

ーバ (rr」 iFο力を′″ゼ2′θ〆セ,ヵ差inと′〃L.)の各 1品種を供試 した。

種子を表面滅菌 し,0.8%寒天上で発芽させ,そ の後植物

ホルモン無添力日B5培地に置床 した。発芽後 15～ 20日 目の

茎頂を摘出して供試 した。

超低温保存方法

DMSOと グルコースおよびツルビトールを加えた植物ホ

ルモン無添加の寒天 B5培地に茎頂を置床 し,4℃ (連続照

明下,15 μ mol√2s l)で,前処理を 2日 間行つた。前培

養 した茎頂をクライオチューブに入れ,25℃または 0℃で ,

ガラス化液 (PVS2液 )で一定時間処理 して細胞内濃度をガ

ラス化 し得る濃度に高めた,PVS2液は B5培地に 30%(w/v)

グリセ リン,15%(w/v)EG,15%(w/v)DMSOと 0.4Mシ ョ

糖を含む。その後,直ちにクライオチューブを液体窒素中

へ入れてガラス化させた。

再生育方法

液体空兼からタライオチューブをЯ文り出し,25℃ の温水

中で力日温 した後,1.2Mシ ョ糖を含む液体培地で希釈 した。

その後,BAP O.5 mg/Lを 含む 0.8%寒天 B5培地に敷いた

濾紙上に茎頂を直接置き,1日 後に新 しい濾紙と交換 した .

培養 して約 lヶ 月後に茎頂のシュー ト形成を確認 した。そ

の後,再生 したシュー トを植物ホルモン無添加の寒天 B5

培地で発根させ,ポ ットヘ移植 した .

(3)結果

1.2Mツ ルビトールを含む寒天培地に 4℃ ,2日 間茎頂

を前培養 した場合にシュー ト形成率が最も高かつた (表

1).0.5～ 1.0■ lmの大きさのシロクローバ茎頂では PVS2

液の最適処理時間は 25℃では 5分間,0℃では 15分間で

あり(図 1),それ以上処理時間が長くなると薬害により茎

頂のシュー ト形成率が低下した。茎頂を前培養 して,PVS2

液の最適処理を行えば,約 80%以上のシロクローバ茎頂か

ら正常なシュー トの形成がみられた。培養 4日 目の茎頂の

断面を FDA染色法で観察したところ,大部分の ドーム組織

は生存 していたことから(図 2),培養過程でのカルス化な

どによる体細胞変異が起きる可能性は少ないと考えられ

る.茎頂から形成されたシュー ト(図 3)か ら養成 された植

物体は形態的には正常であった。

シロクローバより耐寒性に劣るアカクローバおよびエ

ジプシアンクローバでも約 50%の茎頂からシュー ト形成

が得られた (表 2).

表1.シロクローバ茎頂のガラス化法における前培養

のシュート形成率(%)に及ぼす効果

前培養の条件 シュート形成率

(%士 SE)
前培養なし

B5培地のみ

5%DMSO+5%ク
｀
ルヨース

0.6Mツルビトール

08Mツルビトール

10Mツルビトール

12Mツルビトール

茎頂の前培養は4℃,2日 間行い,PVS2液処理は25℃

5分間行つた `キタオオハ'を供試した

(4)留意点

1.茎頂は 1.2 Mツルビトールを含む培地で,2日 間,

低温下で前培養することによリシュー ト形成率が向上

する。

9± 5

32」L4

69=L3

42± 2

43二L6

74とL4

85」L4
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表2ガラス法により超低温保存したクローバ類品種茎頂からの

シュート形成率 (%± SE)

草種・品種 耐寒性

シュート形成率

(0/o± SE)

100

38.ク ローバ類茎頂 (ガ ラス化法 )
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・・・・

●
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・
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5
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時間 (分 )

図 1シロクローバ茎頂の PVS2液の処理時間がシュート形成率 (%)に及ぼす影響

コントロール:PVS2液 処理後,液体窒素中に入れずに培養を行つた:ガラス化:PVS2液 処理後,液体窒素中で保存した,

茎頂組織は 12Mソルビトールを含む培地で4℃ ,2日 間前培養した

0   5  10

0°C

15分間

259C

5分間

シロクローバ

キタオオハ

アカクローバ

サッポロ

エジプシアンクローバ

Camel

極強   83±4  80± 12

;会    55± 13   53± 4

弱    48± 4   50± 4

前培養は12Mソルビトールを含むB5培地で連続照明下4℃ ,2日 行

つた

図 2ガラス化による超低温保存後 ,

融解して培養 4日 目の茎頂の断面

図 3.ガラス化による超低温保存後,融

解,培養 3週間後形成されたシュート

2 PVS2液 の最適処理時間は 25℃で 5分聞,0℃では 15

分間である。

(山 田敏彦 )

参考文献

Yamada T et al  (1991)CryOpreservation of apical meristems

of white clover (1´ ゴFο′ゴDッ″rθメクθ7,dし ) by vitrification

Plant Science, 78:81-89
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植物超低温保存マニュアル Ⅱ.草本類

(1)意義

ペ レニアルライグラス (Lο力勁 ρθrθヵヵθL。 )は世界的に

広く栽培されている重要な寒地型イネ科牧草・芝草である。

また,シバ類 (´ο/どデカ sp.)はアジア太平洋沿岸の温帯～亜

熱帯にかけて分布する暖地型の牧草 。芝草で,ア メリカ合

衆国では高温耐1性や早魃耐性に優れる芝草として広 く利

用されている.ペ レニアルライグラス品種は種子で流通 し

ているが,自 家不和合性で遺伝的にヘテロなため,育成品

種の合成母本,エ リー トクローンなどの優良な遺伝子型お

よび遺伝子地図作成のための材料保存などは栄養体で保

存しなければならないことがある。一方,シバ類では品種

は栄養系で流通 している場合が多い。これらの草種におけ

る有用な遺伝子型はこれまで圃場やポットで栄養体 とし

て植え継いで保存 してきているが,病虫害などの被害によ

り,栄養体の維持が困難になり,しばしば,有用な遺伝資

源の消失がみられた。そのため,茎頂の超低温保存技術の

開発が行われている。ここでは,ア メリカ合衆国オレゴン

州立大学で,3種類の超低温保存法が検討されているので ,

その概要を紹介する.

(2)材料および方法

材料

ペ レニアル ライグラス (Lο力効 ρθrθ′,ァ ,θ L.), 品種

「Elka」 と「Linn」 およびシバ類のコウシュンシバ (〃ο/dカ

胞 ″θガβ Merr。 )品種「DH96 12」 ,シバ (〃ο/d力″″ヵブて,,

Steud。 ),品種 「Palisades」 の茎頂をそれぞれ用いた。温

室でポット栽培 した植物体から分げつを採取 し,表面滅菌

して茎頂を 0.2 mg/Lカ イネチン,3%シ ョ糖,0.3%寒天 ,

0.1%グルライ トを含む MS培地で培養 した.3週間後にシ

ュー トを増殖用培地 (上ο力と/〃 では 0.5 mg/Lカ イネチン
,

力β力 では 1.O mg/Lカ イネチンをそれぞれ含む MS培地)

に移 し替え,以降,増殖 した植物体を 2～5週間間隔で継

代培養 した。生育条件は 25℃,16時間日長 (25 μ mol m 2s■ )

である。実験には,2週間培養後,1℃ ,8時間日長 (10 μ mol

ば2s■)で 4週間低温馴化 した植物体から摘出した茎頂を

用いた .

超低温録存方法

① 緩速予備凍結法

低温馴化処理 した植物体か ら取 り出 した茎頂 を

5%DMSO,0.35%寒 天および 0.175%グルライ トを加えた増

殖用培地で前培養を 2日 間,低温条件で行つた (条件は

植物体の低温馴化と同じ).氷槽中のクライオチューブ

に茎頂と 0.25 ml液 体 MS培地を入れ,ポ リエチレング

リコール,グルコースおよび DMSOを 各 10%含 む l mlの

液体 MS培地を 30分間かけて添力日し, 4℃で 30分放置

した。-40℃までプログラムフリーザーで-0.1℃ /分 の緩

速冷去口を行い,-9℃で植氷 した。その後,液体窒素中で

保存 した。

② ガラス化法

茎頂を①と同様に前培養 した ガラス化処理を行 う前

に,1%牛血清アルブミンと0.4Mシ ョ糖を含む液体 MS

培地に 2時間放置 した。PVS2液で 20分問処理 した後に

液体窒素中に保存 した。

③ ビーズ乾燥法

4週間低温翻‖化処理 した植物体から摘出した茎頂を

アルギン酸ビーズで包埋した後,0.75Mシ ョ糖を含む

液体 MS培地でビーズを 18時間振とうさせて前培養 した

ビーズを濾紙の上に置いて相姑湿度約 40%の 条件で

25℃,4時間,層流条件で乾燥させた。乾燥させたビー

ズはクライオチューブに入れた後,液体窒素中で保存 し

た。

再生育方法

緩速予備凍結法では,45℃ ,1分間で融解 し,25℃で 3

分間放置してから,液体 MS培地で洗浄 してから前に示 し

たシュー ト増殖用培地で培養 した。ガラス化法では,25℃ ,

2分間で加温 した後,1.2Mシ ョ糖を含む液体 MS培地で洗

浄してから増殖用培地で培養 した。ビーデ乾燥法では,タ

ライオチューブを 20分間,室温で加温した後に,増殖用

培地に茎頂を置床 した。それぞれ,3週間後にシュー トの

再生率を調査 した。
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品種名

39.ペ レニアルライグラス・シバ類培養茎頂 (緩速予備凍結法 。ガラスイ監法・ ビーズ乾燥法 )

の %

%

低温剛‖化期間 (綱間 う
*

0 84

とOliu船

Elka

Linn

乃 炉彦

DH 96-12

Pahsades

33.3± 117

31 6」L164

0

0

850=L71

500± 141

63± 183

5.0± 0

1000」L0

632」L45

20.0」 L0

150± 71

100.0」L0

889=L55

300=L71

500=L21.2

*茎頂を摘出した植物体の低温馴化期間

表2.3種類の超低温保存法による茎頂の再生率(%)Q比較

再生率(%)

超低温保存法

緩速凍結法  ガラス化法  ビーズ乾燥法

表3.ビーズ乾燥法(6時間の乾燥処理)した場合の

再生率 (0/6)

品種名 再生率(%)

とο″♭廟

EIka

Linn

Manhattan

SR4500

SR4400

品種名

とο″♭阿

EIka

Linn

Zο/,ァθ

DH 96-12

Pattsades

90± 74

65± 12,7

37± 17

155± 26

145± 2.8

5± 25

85± 56

45± 35

60± 6.5

80± 7.8

93

67

79

75

86

133± 3

15± 23

4週間低温団1化させた植物体からの茎頂を供試

(3)結果

低温馴化 させた植物体から摘出した茎頂を用いて,緩速

予備凍結を行つたところ,再生率が向上し,Lο力をl″ では 4

～8週間の低温処理で 80～ 100%の 高い再生率が得られ ,

あβ力 でも 20～ 50%の 再生率であつた (表 1).

4週間,低温馴化させた植物体からの取 り出した茎頂を

用いて,3種類の超低温保存法を比較 したところ,とο力肋

および 多ο/,ブβともにビーズ乾燥法で高い再生率が得 られ

た (表 2).乙ovs力 では緩速予備凍結法より高い再生率が

ビーズ乾燥法で得られた。ガラス化法では 上ο力とrプ′,〃ο/どデカ

ともに再生率は低かつた。PVS2液の処理時間を 20分間よ

り長くした場合,再生率の向上がややみられたが,40%を

上回る再生率はみられなかった。

ビーズ乾燥法による超低温保存法では、供試 した

とο力肋および Zoysゴβの多くの品種で高い再生率が得 られ

た。「Diamond」 でみられた低い再生率は,供試材料の生理

的な条件が影響 してお り,追試を行つたところ高い再生率

が得られた。

Z,)俗彦

Cavaher

DH 96-12

Diamond

EL Toro

Pa“sades

壮最初の実験では組織が水浸状であつたため,再生率

が低く,()は改良した条件でのデータ

4週間低温馴化させた植物体からの茎頂を供試

(4)留意点

l Lο力切 および 多ο/s力 ともに植物体を低温馴化するこ

とにより、茎頂を超低温保存 した場合に再生率が向上す

る.

2 Lο力肋 属では緩速予備凍結 とビーズ乾燥法ともに高

い再生率がみられるが,乙ows力 ではビーズ乾燥法での

み高い再生率が得 られる。

(山 田敏彦)

参考文献

Chang Y  et al.(2000)Cold acclimation improves recovery of

cryopreserved grass (ZoyS′ρ and ttο ノゴDク″Sp ). CryOLetters,

21,107-116

０
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ .草本類

(1)意義

土壌細菌 Иどrοうβθ ttθ万と′″rカゴz%θノ?θdの感染により植物

細胞から生 じた不定根 (毛状根)は ,分枝が著しく栄養培

地だけで旺盛に生育 し,植物の根で生合成されている二次

代謝物を安定かつ高含量で生産する能力を持つている.

感染部位に生じた多数の毛状根は,それぞれが異なる植物

細胞を起源 とするクローンと考えられ,個々培養系を確立

する必要がある。しかし,成長が良く増殖が早いとい う優

れた特性は,他方で頻繁な継代培養を必要とし,そ の維持

にかかる労力は多大である.得 られた多数の毛状根クロー

ンを安定・安全に超低温保存することで,研究の効率化を

図ることができる。

(2)材料および方法

材料

И♂rοttθケθrゴをど′′r力了蓼οξθヵθs ATCC15834株 を 4年生のオ

タネニンジン (′と,ヵβ/『ヱF,dθ力ξC A Meyer)圃 場栽培株の

葉柄に感染させ誘起 した毛状根を用いた。

培養方法

継代培地は,植物成長調節物質無添加の 1/2 MS培地に

3%(w/v)sucroseを 添力日し,pHを 5.7に調整 した固形あ

るいは液体培地である。継代培養は,約 8週間おきに継代

し,培養条件は,25℃,暗所 とした 液体培養は 100 rpm

の旋回培養 とした。

超低温保存方法

継代後 4週 間生育させた毛状根の先端約 l mmを切 り出

し,0.3 M sucrOseを 添加 した 1/2 MS固 形培地に置床 し

て前培養処理を 1～ 3日 間行った。前培養条件は,25℃ ,

暗所 とし,前培養培地は,植物成長調節物質,IAA(5 mg/L),

2,4D(0.1ま たは 0.5 mg/L),TIBA(0。 1ま たは 0.5 mg/L)

のいずれかを添加あるいは無添力日(HF)培地とした。

前培養 した根端 は 2 ml容 量のクライオチ ューブ

(Corning)イ こ10～ 15本入れ, LS液 2 mlを加え 10分間 ,

25℃で脱水前処理を行った。次に LS液を除去 し,引 き続

き PVS2液 を 2 ml添力日し,25℃で 8～ 10分間ガラス化液処

理を行つた.なお液体窒素に浸漬する直前に,PVS2液 1

mlを除去し,液体窒素に浸漬 した (図 1).

再培養方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,40℃ の温

水にそのまま浸漬 し,軽く振盪 しながら加温 して約 1分

間保持 し,室温まで戻 した。

加温したサンプルは,直ちに PVS2液 を取 り除き,lM
sucrose含 冶の液体基本培地溶液で 10分間浸漬 して洗浄

した。その後,1/2 MS固 形培地上に置床 した。再生育は,

前述の培養条件下で行った。

(3)結果

最初の実験で PVS2液処理を 5分問行つた後,液体窒素

中での保存,加温,再培養を行つたところ,毛状根の再生

は認められたものの,根 の切断が多数認められた。その原

因として不完全な脱水および不完全な PVS2液処理が考え

られたため,1/2MS固 形培地で継代培養 している毛状根を

材料に,液体窒素への浸せきは行わないで最適前培養期

間と PVS2液処理時間を調べた。その結果,1～2日 間の前

培養では 10分 間の PVS2液処理が,3日 間の前培養では 8

分間の PVS2液処理が適当と判断でき,それらの条件で超

低温保存を行い加温,再培養 したところ,毛状根の切断は

認められず,再生も認められた。しかし,安定した高い再

生率を得 られなかったため,同毛状根を材料に前培養条

件を検討 した。

その結果,0.3 M sucroseと ともに 2.4DO.l mg/Lを

添力日した培地で 3日 間前培養 し,脱水前処理 10分間,PVS2

液処理 8分問後超低温保存 した毛状根の再生率が最も安

定して高く,4日 間の保存では再生率 60%,105日 間の保

存では 54%で あった (表 1,図 2).

生育が活発な状態の毛状根を材料に用いた方が,保存後

の再生が良好であつた。国形培地での培養に比べて液体培

養での生育および増殖の方がはるかに良好てあることか

ら,液体培養の毛状根を材料に超低温保存を行った。固形

培地の毛状根 と同様に,液体培養の毛状根から切 り出した

根端約 1■ ll■ を種々の前培養培地で 1日 間培養後,脱水前

処理 10分間,PVS2液処理 10分間後,超低温保存を行つ
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た毛状根の再生率は,固形培地で継代培養 している毛状

根よりもはるかに高かつた (表 2).

40.オタネニンジン毛状根 (ガ ラス化法)

表 2種々培地で前培養後超低温保存したオタネニンジン毛

状根 (液体培養)の再生

437と 2990 3 M sucrose+TIBA 0 5 mg/L

174と 650 3 M sucrose+TIBA 0 1 mg/L

859■ 1220 3 M sucrose+2,4-D05 mg/L

707± 1780 3 M sucrose+2,4‐ D01 mg/L

833と 19,103卜l sucrose

再生率%前培養培地

た,PCR法にて T DNAの 存在を調べると,やはり,未保存

のものと同じように TL'TR DNAの 存在が確認できた。

(4)留意点

1.毛状根の超低温保存は,生育が活発な状態の毛状根を

保存材料 として用いることが重要であ り,茎頂組織で

行われている低温馴化処理を行 うと保存後の再生が認

められない

2.前培養培地の sucrose濃度は0.3Mが適当であり,0.5

Mにすると再生率が著しく低下する。

3.オタネニンジン毛状根は他の植物種の毛状根に比べ

て太い (約 1～ 2 mm)た め,脱水前処理および PVS2液処

理は 25℃で行えるが,ベラドンナ等の細い毛状根 (l l1lm

以下)で は上記の処理を氷上 (0℃ )で行 う必要がある。

(吉松嘉代)
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Yoshimatsu K et al. (2000) CryOpreservation of medicinal

plant resourcesi retention of biosynthetic capabilities in

transformed cultures,  In: Engelmann F and Takagi H (eds)

Cryopreservation of tropical plant germplasm,  current

research progress and application,  International Plant

Genetic Resources lnstitute, Rome   pp 77-88

Yoshimatsu K and K Shimomura (2002) Cryopreservation of

′β力と,メ (Ginseng) In: Towill LE, Bajaj YPS(eds)

Biotechnology in agriculture and forestry, vol

50: Cryopreservation of plant germplasm II,

Springer― Verlag,   Berline   Heidelberg,   pp

164-179

脱水樹処理

'M"C韓
,。

ガラス化渡(PVS2)処 理

15ヽ Vv tthvに nむ 茎けと001

―PS℃ ,10分 F轟 一2」C,併 iO分間

液体奎素中での保存
コ96特

前驚養

一25モ ■o日 碑
`

１
１
ウ

再始養
0勇  3uCroこ o

固I一 ………Ⅲ

―26℃  10分間 一

急速解森

図 1.ガラス化法による毛状根の超低温保存

図 2 超低温保存後再生したオタネニンジン毛状根

表1 種々培地で前培養後超低温保存したオタネニンジン毛

状根 (図形培養)の再生

25%20%0 3 hll sucrose+TIBA 0 5 mg/L

54%60%0 3 M sucЮ se+2,4-D01 mg/L

29%27%0 3 M sucrosettIAA 5 mg/L

OO/O20%0 3 M sucrose

105日 間4日 間
前培養培地

液体窒素中での保存期間

液体培養由来の毛状根の場合,2.4DO.5 mg/Lを 添加

した培地で前培養を行つた毛状根の再生率が最も高く,

85,9%で あつたが,植物成長調節物質無添加培地での前

培養でも高い生存率 83.3%が得 られた。

再生した毛状根は,未保存の毛状根 と同様に良好に生育

し,同 じジンセノシ ド含量およびパターンを示 した。ま

40■

ガラス化瀬の除去とュ携津
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植物超低温保存マニュアル.Ⅱ 草本類

(1)意義

バナナはバショウ科 (′/ι′sと,θθβ)に属する多年生の大型

車本植物で,その果実は食用として利用され,熱帯・亜熱

帯地域の重要な作物である。栽培 されているバナナの多

くは 3倍体であり,種子を形成 しないため,遺伝資源は

栄養体で保存され,通常,回場コレクションおよび培養

植物体の形で維持 されている。これ らを補いさらに安定

した状態で保存するために,長期保存法の開発および実

用化が求められている。

(2)材料及び方法

材料

バナナ (品種 `ChuOi Huong')の 培養茎頂を用いた。ま

た,汎用性を調査するため,表 1に示 した 10品種も供試

した。

培養方法

ここで言 う「基本培地」は MS基本培地組成のうちチア

ミンを l mg/Lに 増量 したものに 0.2%のグランガムを加え

たものを指す.培養植物体の増殖培地は,基本培地に 3%

ショ糖 と 4 mg/L BAPを 添力日したものを用い,3週間毎に

継代 した。上記の増殖体から 2 cm程度の茎を採つて,基

本培地+3%シ ョ糖に移 し,2週 間培養 して発根させた植

物体を異なつた濃度のショ糖を含む培地で lヶ 月育成 し,

その効果を試験 した。培養条件は 25℃・16時間日長 (光

強度 90 μ mOlば 2s■)と した。切 り出した茎頂を,異なっ

た濃度のショ糖を含む培地上で暗黒下に 1晩置き,前培

養の影響を検討 した。

超低温保存法

前培養 した 10茎頂を 1.5cm x l.5 cmの ティンシユペ

ーパーで包み, ローディング液 (2Mグ リセロール +Oi 4 M

ショ糖 ;以下,Llと する)に浸漬 した。ティンシユペ~

パーに包んだまま濾紙上において液を除き,そのまま

PVS2液 に浸漬 し,一定時間処理 した。 0。 7 ml容量のクラ

イオチューブに 0.5 mlの新 しい PVS2液 を入れ,包んだ茎

頂をそのまま移 し入れ,液体窒素に浸漬 した。

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは 40℃の湯水に

直接浸漬 し,約 1分間軽く振盪 しながら加温した。直ち

に PVS2液を取 り除き,包んだ茎頂を小さなシャーレに移

し,1.2Mシ ョ糖液 5 mlに 10分間浸漬 した。途中,5

分後に新 しい液に交換 した.0.3Mシ ョ糖を含む基本培地

に濾紙を載せ,茎頂のみを取 り出して置床 し,2晩置いた。

3%シ ョ糖 と 0.5 mg/L BAを 含む基本培地上で再生育させ

た。生存 した茎頂では通常 40～60日 で茎葉が分化する.

(3)結果

1)切 り出す茎頂は 0.8～ 1■lm程度の長さで,生長点の ド

ームが葉原基で部分的に覆われているタイプが良い。ド

ームが露出しているもの,葉源基で完全に覆われてい

るものは生存率が低かつた。

2)Llに よるローディング処理は脱水耐性付与に有効で

あった。PVS2液の処理温度を 0℃ に設定 した場合 ,

25℃に比べて処理害が著 しく軽減 されることが示 され

た (図 1).

100

―●― ‐Loading,25°C
卜 +Loading,25°C

― +Loading, 0° C

0   5   10  15  20  30  40  60  80
ExpOsure to PVS2(min)

図 1.ロ ーディング処理および PVS2液処理温度がバナナ

茎頂の生存率に及ぼす影響

ローディングはLl液を用い,25℃で20分問行つた
Ll処理およびPVS2液処理温度・時間による茎頂への影響を試す
ことが目的で,液体窒素保存はしていない
各データは3反復の平均値,バーはSEを表す

3)ロ ーディング処理をした茎頂を 0℃ に冷却した PVS2

液で 30分問処理したときに,液体窒素保存後の生存率

が最も高かった(図 2).

4)切 り出した茎頂の前培養は,液体窒素保存後の生存率

（誤
Ｆ

，
ｅ
め
ｅ
ぢ
皇
∽
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に有意な効果を及ぼさなかった .

5)茎頂を切 り出す植物体を育成するときに,培地に 60～

90g/Lの ショ糖を加えると生存率が若千高くなるが
,

通常の濃度 と比べ有意な差はなかった.し か し,シ ョ

糖濃度を高めにすると頑健な植物体が得 られる。

100

80

60

40

20

10  15  20  30  40  60  80
ExpOsure to PVS2(m in)

図 2.PVS2液処理時間 (0℃)が液体窒素保存したバナナ茎

頂の生存率に及ぼす影響

Llで 20分間 (25。C)処 理した後に PVS2液処理を行つた

各データは3反復の平均,バーはSEを表す

6)品種 `ChuOi HuOng'で 設定 した条件 (図 3)を他の

10品種に適用 したところ 41～92%の 生存率を示 した

(表 1).

表 1 設定したガラス化法プロトコールの他のバナナ品種

への適用

666± 47AABChuoi Su

830」= 16AABTankan― sankaku

411± 48AABRokushaku

611± 56AABObinoド Ewai

822± 97AABDominico Harton

619± 48AAAhNakitengwa

710± 24AAAhMbwazirume

916± 83AAASan」 aku

622± 62AAAWilliams

742± 54AAAGran Enano

生存率
1)

(%± SE)

ケ
・
′ム

ク
｀
ルーフ

°

品種

41.バ ナナ培養茎頂 (ガラス化法)

(4)留意点

1)  Internationa Network for the lmprovement of Banana

and Plantain(INIBAP)で このプロ トコール を試用 した

が,マニュアル に従つて試験 しても,実行者 により生

存率に大きな差がでた。

2)最 近 ,Panis θι β′.(2005)が バナナ茎頂 のための

Droplet vitrification法 を開発 した。Panisの方法は ,

本プロ トコール にさらなる改変を加 えたもので, とく

に,液体窒素処理の過程に Droplet法 を取 り入れたこ

とが特徴である。野生種 も含め,よ り広い遺伝資源に

適用できると報告 している。      (高 木洋子)

ここに述べた結果は、国際農林水産業研究センター沖縄招へい研究プログラムにお
いて、Nguyen Tien Thinh(Lab of Plant Tissue Culture and /1n vitro/Mutation

Breeding,Nuclear Rescarch lnstitute, Dalat,Viet Nam)と の共同研究で得られた

ものである。
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6%シ ョ糖を加えた基本国形培地に培養植物体を植

え,lヶ 月育成する (25℃ 。16時間日長).茎頂 (長

さ l mm程度,生長点 ドームが葉原基で一部覆われ

ているもの)を切 り出す。茎頂をティンシユペ~パ~
の小片で包む

んだ茎頂を,Ll液に浸漬し,25℃下で 20分問処理

する。処理後,包んだ茎頂を濾紙の上において Ll液
を吸収させる

PVS2打り迅瑾

0℃ に冷や した PVS2液 5 mlを小さなシャー レにい

れ,30分間処理.0.7 ml容 量のクライオチューブに新

しいPVS2液 05 mlを入れ,包んだ茎頂を入れる

夜体窒素タンク

（誤
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液体窒素中に直接浸漬する

40℃の温水中で約 1分間加温,直ちに PVS2液を取

り除き,小 さなシャー レに 1,2Mシ ョ糖液 5mlを 入

れ,室温で 10分間浸漬する途中,5分後に新 しい液

と交換する

濾紙 2枚を載せた 03Mシ ョ糖を含む基本培地に,

茎頂のみを移し,2晩置く。3%シ ョ糖と0.5 mg BAP

を含む基本培地上で,再生育させる (25℃ ,16時間

日長)

図 3バナナ培養茎頂のガラス化法による超低温保存

法の手順

凸

物 の

ローディング

1)3反復の平均
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ。木本類

(1)意義

カンキツ類の珠心カルスは体細胞胚形成能を有 し,遺伝

的にも比較的安定な培養細胞である。このため,本カルス

は,細胞融合や形質転換を行 う際の材料として使用されて

きた。しかしながら,継代培養期間が 5年,10年 と長く

なると体細胞胚形成能を喪失 した細胞株 も生ずる。そこ

で,本カルスをより安定に,長期間保存し,細胞育種の素

材 として活用する。

(2)材料および方法

材料

ネーブルオレンジ (″″体 ♂力θヵどデ」is Osb.)の 珠心カル

スを用いた。

培養条件

珠心カルスは,未受精胚珠を 10 mg/L BAを添加 した

Murashige and Tucker (1969) 匿升多嘴雪ナ也 (0.8% 宴筆天, 5%

sucrose)に植え付け (MS培地でも可),25℃,16時間日

長 (光強度 25 μmolばワ
s・)で 2～ 3ヶ 月間培養すること

により誘導 した。カルスの継代培養は lヶ 月おきに同培地

で行つた。また,固形培地で継代 している珠心カルス約 1

gを 40 mlの MT液体培地を入れた三角フラスコに移 し,

旋回培養 (110 rpm)に より2週間おきに継代 した (液体

培地での継代期間は 3ヶ 月までとする)。

超低温保存方法 (緩速予備凍結法)

継代後 6～ 10日 目の懸濁培養細胞 [Packed CeH Volume

(PCV):0.3 ml]を 10 mlの 遠沈管に移 し,2度の遠心後 ,

細胞を 1.2 M sucroseを 含む MT液体培地 2.5 mlに 懸濁 し

た.次いで,氷 中で 10分間保つた後,氷冷 した 0.5 ml

の 30%(w/v)DMSO,1.2 M sucroseを 含む MT培地をゆっ

くり加えた (DMSOの終濃度 5%).氷中で 1時間保つた後 ,

懸濁培養細胞 0.5 mlを 1.8 ml容量のクライオチューブに

入れ,プログラムフリーザーで -8℃まで冷却 した。植氷

は液体窒素で冷や したピンセットをクライオチューブに

触れることで行い,0.3～ 5℃ /分の冷却速度で-25～-50℃

まで冷去口して直ちに液体窒素中に入れ 1時間保つた。

図 1.緩速予備凍結法の概要

超低温保存方法 (簡易凍結法)

継代後 6～ 10日 目の懸濁培養細胞 (PCV:0.2 ml)を 10

mlの遠沈管に移 し,2度の遠心後,2Mグ リセ リン,0,4M

sucroseを 含む MT液体培地 2 mlに懸濁 した.25℃で 10

分間保つた後,そ の 0。 2 mlを ス トローに入れ,ス トロー

の両端をヒー トシーラーでシール した。-30℃のフリーザ

ー中に入れて 30分間保つた後,直ちに液体窒素中に投入

して 30分間保存 した。

超低温保存方法 (ガラス化法)

継代後 6～ 10日 目の懸濁培養細胞 (PCV:0.2 ml)を 10

mlの遠沈管に移 し,遠心後,上清を捨てて細胞に 4 mlの

PVS2液 (30%(w/v)グ リセ リン,15%(w/v)EC,15%(w/v)

DMSOを 0.4 M sucroseを 含む MT培地に溶かす)を加え,

再び遠心して上清を捨て,2 mlの PVS2液を力日えて懸濁 し,

その O.4 mlを クライオチューブに入れて,25℃で計 2～ 3

分聞保つた後,直ちに液体窒素中に投入 した。

再生育方法

緩速予備凍結法により液体窒素中で保存 したクライオ

チ ュー ブ は 40℃ の温 湯 中で融 解 し,fluorescein

diacetate(FDA)と フェノサフラニンの二重染色により

生存率を調査 した (Widholm,1972).融解後の培養は ,

懸濁培養細胞 0.5 mlをろ紙上 [5 mg/L BAを含む MT寒天

召
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解
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培地を径 9 cmのペ トリディンシユで作成 し,そ の上に径

6 cmの ろ紙を 2枚のせた]にあけ,4～ 5時間後に上のろ

紙ごと培養細胞を同組成の新鮮培地に移すことにより行

った。ろ紙上で増殖 したカルスを 5%galactoseと 5%ヨ

コナッツウオーターを含む MT培地に移 して体細胞胚を形

42.カ ンキツ珠心カルス (緩速予備凍結法・簡易凍結法・ガラス化法 )

簡易凍結法

凍害防御剤の種類 と濃度が保存融解後の細胞の生存率

に及ぼす影響について調査 した。その結果,凍害防御剤 と

しては 2Mグ リセ リンが最も優れていた。また, 30℃の

フリーザー中での保持時間は 30分が最適で,融解後の希

釈液の sucrose濃度は 1.2Mが最適であつた (Sakai et al.,

1991a).

ガラス化法

ガラス化法では凍害防御剤の濃厚な混合液 (ガ ラス化

液)で細胞を処理するため,処理中の浸透ス トレスや毒性

により細胞は障害を被 りやすい。そのため,こ の細胞の障

害を出来る限 り低 く抑えるようなガラス化液 とその処理

法を見出すことが重要である。また,液体窒素中でガラス

状態を保つていた細胞懸濁液もゆつくりと温めると昇温

過程で結晶化 して細胞に障害を与えるため,昇温速度も重

要な要因となる。

種々検討 した結果,有効なガラス化液 (PVS2液 )と そ

の処理法,お よび希釈法が見出された (図 2)。 実際にこ

の方法により液体窒素中で約 1年間保存された 4品種のカ

ンキツ培養細胞は 90%以上の高い生存率を示 したことか

ら,本法は簡単にルーチンワークとして行える実用性の高

い方法であると考えられる (Sakai et al.,1990,1991b).

[小林省蔵・酒井 昭]
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図 2ガラス化法の概要

成させ,形成された体細胞胚を500 mg/L malt extract,

0 05 mg/L MA,2%sucroseを 含む MT寒天培地に移植 し

て植物体を再生させた

簡易凍結法及びガラス化法により液体窒素中で保存 し

たクライオチューブは,それぞれ 40℃の温湯中,25℃ の

水中で温めた後,2 mlの希釈液 (1.2 M sucroseを 含む

MT培地)中 に移 し,緩速予備凍結法と同様の方法で生存

率調査,培養を行つた。

(3)結果

緩速予備凍結法

緩速予備凍結法では,細胞の前処理 (高濃度のソルビト

ールや糖を含む培地で細胞を 1～2日 間前培養 し,耐凍性

を高める),凍害防御剤の組成,冷去口速度および予備凍結

温度などが細胞の生存率に大きく影響する.カ ンキツ培養

細胞についてこれ らの点を調べたところ,ツ ル ビトールや

ABAを 含む培地での前処理は効果がなかった。凍害防御剤

としては,1.2 M sucroseを 含む MT培地に DMSOを終濃度

が 5%になるように溶かした液が最も優れていた。また ,

冷去,速度は 0.5℃/分,予備凍結温度は -40℃ が最適であ

った。これ ら最適条件で凍結保存された細胞の生存率は約

70%で あつた (Kobayashi et al.,1990).
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

リンゴは木本性永年作物であり,栄養繁殖を原則として

お り,そ の遺伝資源は圃場で保存されている。圃場での長

期間の保存は,災害,病害虫,環境変化で滅失する危険性

がある。現在,農業生物資源ジーンバンク事業では約 1,400

点のリンゴ類が保存されてお り,回場保存を補完する安全

な保存法の開発が求められていた。

(2)材料及び方法

材料

リンゴ (〃老
'7と

′∂て′ο″θdガθθ Borkh,)`フ ジ'の培養茎頂

を主に用いた。 また,汎用性を調査するために,そ の他

`ゴールデンデ リシャス',交雑系統 `423-1',リ ンゴ台木

`M.9', `M.26',滋 7を′♂ρrとをガん′力 Borkhす の品種 。系統

も供試 した .

培養方法

継代培士也イま, MS基本培ナ也に 1.O mg/L BA, 2.5%sucrose

を添力日し,0,7%Bactoagar(Difco)で ,pH 5.6に調整 し

た固形培地である。継代培養は約 40日 おきに行い,培養

条件は 25℃ 。16時間日長 (光強度 52 μ mol正
2s■

)と した。

超低温保存法

継代後 3週間生育させた培養茎頂を 5℃ 。8時間日長 (光

強度 26 μ molば
2s■)で低温馴化処理を 3週間行つた。この

培養茎頂から葉を切 り取 り,長 さ 1.5～ 2 mlm,直 径 1.5 Hlm

の茎頂を切 り出し,0.7 M sucroseを 添加 した MS固形培地

に 0～ 2日 間,置床 して前培養処理を行つた (表 1の条件).

前培養条件は低温馴化処理と同様に行つた。

前培養 した茎頂は 2 ml容量のクライオチューブに 10茎

頂入れ,PVS2液 を l ml添加 し,25℃ で 10分～150分間ガ

ラス化液処理を行つた。なお,処理の途中で新 しい PSV2

液を l mlと 2回交換するとともに,液体窒素に浸漬する

直前に,再び新 しい PSV2液 0.6 mlと 交換 し,液体窒素に

浸漬 した。

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは 25℃の温水

に直接浸漬 し,約 1分間軽く振盪しながら加温し,室温ま

で戻 した。加温 した茎頂は,直ちに PVS2液 を取 り除き,

1.2 M sucrose爪 加MS液体培地溶液 l mlで 2回洗浄し,30

分放置 した。その後,茎頂を上記の MS継代培地からいlH4N(13

を除いた培地に置床 し,再生育は前述の培養条件下で行つ

た。

(3)結果

● 5℃ ,3週間の低温馴化処理は生存率に大きく影響す

るとともに,0,7 M sucrose添 力日培地での 1日 間の前培

養がさらに生存率を高めた (表 1).

表 1.低温馴化と前培養がガラス化法で液体窒素保存し

たリンゴ培養茎頂の生存率に及ぼす影響

前培養日数

(日 )

生存率(%士 SE)

低温馴化処理 盤

0

1

2

62.5■
= 7.5

800±  00

35.0」= 50

10,0 」L 50

25,0 」= 50
100 ± 50

注 低温馴化処理は5℃で3週間

● PVS2液の処理時間と生存率 (シュート形成率)の関係

を図 1に示 した。PVS2液で処理 し,液体窒素に保存 し

ない対照区は,処理時間が 90分までは生存率はほとん

ど低下しなかったが,100分以降は急激に低下した。一

方,液体窒素中に保存 した区では生存率は処理時間が

30分から上昇が見られ,80分処理で最高となり,それ

以降は急激に低下した。生存率が約 70%以上は 80分～

90分処理の場合で,最適な処理時間の範囲は狭かつた。

∞ PVS2液処理区

"液 体窒素浸漬区

120  150

PVS2液 処理時間 (分 )

図 l PVS2液処理時間と生存率

（沢
）
幹
答
崇
と
，
ヽ
ヽ
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0 液体窒素に保存 したフジの培養茎頂を,加温し再生育

させると 3日 ぐらいで,生長点が緑色の点として見え,

約 3週間でカルス形成もなく,茎頂が生長 し始めた。

● フジの培養茎頂の生存率の最大値は図 2に示 したガ

ラス化法の手)贋で約 80%で あった。リンゴの他の 5品

種 。系統での生存率は,表 2に示 したようにある程度の

生存率が得 られた .

表 2.ガラス化法のリンゴの他品種'系統への応用

品種 名    生存率 (%± SE)
ゴールデンデ リシヤス    55.0± 5.0

ぢこ本推 勇ミ絶花423-1             77.5量= 7.5
M.9                      45.0±  5.0

M.26                     67.5±  2.5

ル′β/′oρ石″″′ん″多              70.0 ±  5.O

(4)留意点

1)ガラス化法では PVS2液処理時間は厳密に守る必要が

ある。処理時間が短いと脱水が不十分となり,長すぎる

と過脱水,薬害がでる可能性があり,生存率を低下させ

る。この処理時間は植物種や茎頂の大きさ,形態によつ

て変わるため,注意が必要である。

2)再生育させる場合は,培地から硝酸アンモニウムを除

いた培地を使 う方が高い生存率をえることができた。

(新野孝男)

参考文献
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Kuriyama A et al. (1990) Inhibitory effect of ammonium ion

on recovery of cryopreserved rice cells.  Plant Sci.,
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43.リ ンゴ培養茎頂 (ガラス化法 )

培養茎頂 25℃・ 16時間日長,4日 間隔で継代

↓  継代培養後 3週間後

医温馴化処理1 5℃・8時間日長,3週間

1  言彊ζl:!比托nlm,直径1.5 mlm)

前培養処理 0,7 M sucrose添加 MS培地 ,

5℃・8時間 日長,1日 間

クライオチューブ (2 ml)に 10茎頂入

れ,PVS2液 l mlで 25℃,80分問処理 ,

処理期間中,PVS2液を 2回取 り替え,さ ら

に,浸漬直前に 0,6 ml PVS2液 と取 り替え

液体窒素タンク 液体窒素中に直接浸漬

25℃の温水中で約 1分間加温

直ちに PVS2液 を取 り除き,1.2 M sucrose

添力日MS液体培地溶液 l mlで 2回洗浄後,30

分放置

MS継代培地からNH4N03を 除いた培地に置床

図 2.フジ培養茎頂のガラス化法での超低温保存法の

手順

！
！
！
！
！
！
▼

↓

再生育
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

リンゴは木本性永年作物であり,栄養繁殖を原則 として

お り,その遺伝資源は圃場で保存されている。圃場での長

期間の保存は,災害,病害虫,環境変化で滅失する可能性

がある。現在 ,農業生物資源 ジーンバンク事業では約

1,400点 のリンゴ類が保存されてお り,圃錫保存を補完す

る安全な保存法の開発が求められていた。

(2)材料及び方法

材料

リンゴ 鯵 力∂がο/〃θ∂ガθβ BOrkh。 ) `フジ'の培養茎

頂を主に用いた また,汎用性を調査するために,その他

`ゴールデンデ リシャス', リンゴ台木 `M.9', `M26'

の 3品種も供試 した。

培養方法

継代培ナ也は, MS基本培士也に 1.O mg/L BA, 2.5%sucrose

を添力日し,0.7%Bactoagar(Difco)で ,pH 5.6に調整 し

た固形培地である.継代培養は約 40日 おきに行い,培養

条件は 25℃ 。16時間日長 (光強度 52 μ molm2s■ )と した

超低温保存法

継代後 3週間生育させた培養茎頂を 5℃・8時間日長 (光

強度 26 μ molば2s l)で
低温馴化処理を 3週 間行った。こ

の培養茎頂から葉を切 り取 り,長 さ2 Hlm,直径 1.5■lmの

茎頂を切 り出し,0.lM,0.4M,0,7 M sucroseを 添力日し

た MS固形培地に表 1に示 したように様々な前培養処理を

行った。前培養条件は低温馴化処理と同様に行つた。

前培養 した茎頂は 0.5 M sucroseを 添力日した 3%ア ルギ

ニン酸ナ トリウム液 (カ ルシウムを除いた MS基本培地液

で溶解)中に拡散させ,茎頂と液を 0.5 M sucroseを 添

加 した 100 mM塩化カルシウム液に滴下することで茎頂の

入つたビーズを作成 した。ビーズは塩化カルシウム液に

25℃,30分間保持 し,硬化させ,そ の直径は約 5 mmと し

た。その後, ビーズは l M sucroseを添力日した MS基本培

地液に入れ,5℃,16時間の処理を行つた .

ビーズの乾燥は 9 cmの シャー レに 50gの乾燥 したシリ

カグルを入れ,その上に濾紙をおき 25℃の部屋で行った。

超低温保存するビーズの乾燥時間は約 7時間で,そ の水

分含量は 33%で あった。乾燥 したビーズは 2 ml容量のク

ライオチューブに 10茎頂入れ,液体窒素中に浸漬 した。

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは 25℃の湯水

に直接浸漬 し,約 5分間軽く振盪 しながら加温し,室温ま

で戻した。加温したビーズは,継代培地に置床 し,ビーズ

のまま培養 した。

(3)結果

● ビーズ乾燥法の場合は,前培養条件が生存率に大きく

影響 し,0.7 M sucrose添力日培地で前培養すると高い生

存率を示 した。最も高い生存率は 0.lM,0.4M,0.7M

sucroseを添加 したそれぞれの培地に 1日 ずつ前培養 し

た区で,80%が得られた。しかし,同一の前培養 した区

でも低温馴化処理をしなかった茎頂では生存は見られ

なかった (表 1)

表 1低温馴化と前培養がビーズ乾燥法で液体窒素保存

したリンゴ培養茎頂の生存率に及ぼす影響

前培養条件 生存率(%± SE)

低温馴化処理 有
笠

01M l日

04M l日

07M l日

04M2日

07M2日

01M l日 +04M l日

04M l日 +07M l日

01M l日 +04Mヽ 日+07 Ml日

低温馴化処理 無

01M l日 +04Ml日 +07 Ml日

0 ビーズの水分含量は 33%で最も高い生存率を示 した

また,茎頂のみを乾燥 して液体窒索保存した結果,茎頂

の水分含量が約 23%で最も高い生存率 (約 50%)を示

した。

● アルギニン酸ビーズ中に sucrOseを添力日する区とし

ない区では生存率が大きく異な り,ま た l M sucrOse

40± 10

37± 9

33± 3

53± 9

43± 3

67± 3

40± 10

77± 3

80± 0

0±  0
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処理 を した区では さらに生存率の向上が見 られた (表

2).

表 2.ビーズ乾燥法における sucrOse添 加の有無と lM

sucrose液 処理の有無が生存率に及ぼす影響

生存率(0/o± SE)

処理無し l M sucrose

液処理

アルギニン酸ビーズ

44.リ ンゴ培養茎頂 (ビーズ乾燥法 )

Bapat VA et al. (1987) Propagation of 〃οrと′J 主ェdiθ, L.

(Mulberry) by encapsulated shoot buds  Plant Cell Rep ,

6:393-395.

Fabre 」 and J Dereuddre (1990) Encapsulation― dehydratiOn:

A new approach to cryopreservation of Soど aη [′′″ShOOt tips

CryoLetters, 11:413-426

のみ

0 5 M sucrose添加

アルギニン酸ビーズ

7± 4

47±  4

64±   5

73±  7

培養茎頂 25℃ 。16時間日長,4日 間隔で継代

↓  糸匹代培養後 3週間後

低温馴化処理 5℃・8時間日長,3週間

|

茎頂の切 り出し

(長 さ2.Omlm,直径 1.5“ lm)0 フジの培養茎頂の生存率の最大値は図 2に示 したビ

ーズ乾燥法の手順で約 80%で あつた。リンゴの他の 3

品種での生存率は,表 3に示 したようにある程度の生存

率が得られた。また,ナシ 3品種,ク フ 1品種において

も高い生存率が得 られた。

表 3ビーズ乾燥法のリンゴ等への適用

作物名と品種 生存率(%± SE)

前培養処理 0,1,0,4,0,7 M sucrose添力日MS培地

l  sを撃
・8時間日長,それぞれ1日間ずつ

リンゴ

ゴールデンデリシヤス

M9
M26

ナシ

ブーレダマンリ

ウインターネリス

千両

クワ

剣持

(4)留意点

1)ビーズ乾燥法ではビーズの水分含量が生存率に最も

影響 した。水分含量が多少多めの時は,一晩-30℃のフ

リーザーで予備凍結することで生存率の向上が見られ

た。

2)保存温度は-135℃以下であれば少なくても 5ヶ 月間

は生存率の変化はなかったが,-70℃では生存はほとん

どできなかつた。

(新野孝男)

参考文献

Niino  T    and  A  Sakai  (1992)  Cryopreservation  of

alginate―coated in vitro grown shoot tips of apple, pear

and mulberry. Plant Science, 87:199-206.

ビーズの作成 0.5 M sucroseを 添力日した3%アルギ

ニン酸ナ トリウム液 と茎頂を0.5 M sucrose

を添加 した 100 mM塩化カルシウム液に滴下

して作成

シリカグルの入つたシャーレ内で乾燥 ,

25℃で約 7時間

超低温タンク クライオチューブに乾燥 ビーズを 10

個入れ超低温に保存

25℃の温水中で約 5分問加温

↓
再生育 MS継代培地に置床

図 1.リンゴ培養茎頂のビーズ乾燥法での超低温保存

法の手順

図 2.ビーズ乾燥法で超低温保存したフジ培養茎頂

の再生写真 (新野撮影)

68±  3

63±  3

45±  5

70±  5

70±  0

68±  3

65±  5

１
１
▼

Ｅ
Ｅ
▼
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ 木本類

(1)意義

ナシは重要な果樹の一つで,世界中で栽植 されている。

現在農業生物ジーンバンク事業においては約 400点 のナ

シの遺伝資源が圃場で保存されている。これらの遺伝資源

保存のバックアップとして,圃場保存とは異なる,安全で

長期間,効率的に保存する方法の開発が求められていた。

そのため,冬芽を用いた超低温保存法をナシに適用できな

いか検討 した .

(2)材料及び方法

材料

樹齢 7年の西洋ナシ(Pyrus θο〃〃効了dL.)`ブーレダマ

ンリ'の冬芽を主に用いた。その他,西洋ナシ 6品種,日

本ナシ∽″体 ρ/´こミ∝力 Nakai)5品種,P/rと rb ρぉ肪っD.

Don.1品種を供試 した .

超低温保存の手順

生育を停止 している冬芽のついた枝を 1～ 2月 に収穫 し

た。収穫 した枝は実験に供するまでポリエテレンフィルム

で包装 し,5℃で使用するまで保存 した (2ヶ 月程度まで).

冬芽は枝部部分を少 し残 した状態で枝から切 り落とし,

水分含量が約 40%に なるまで室温で風乾した (25℃で約 2

時間)こ の冬芽を高さが 5 cmの クライオチューブに 20

個ずつ入れ,0℃に 1日 保持 した (図 1)。

図 1保存する容器と冬芽 (新野撮影 )

その後,予備凍結を行い,冬芽の器官外凍結を誘導 し,

茎頂部分の脱水を行つた その方法は,ク ライオチューブ

を-5, 10, 15, 20℃ の冷凍庫に 1日 間隔で保持 した。

最終脱水凍結温度が 30℃ あるいは 40℃ の場合はさらに

-20℃から 1日 間隔で各温度に保持 しながら温度を下げた

予備凍結が終わった冬芽は 150℃ のディープフリーザー

に直接入れ,保存を行つた .

再生育方法

150℃ に保存 した冬芽は 0℃ に 2時間以上放置するか

(緩速融解)あ るいは 37℃ の温水中に 5分間浸漬 して (急

速融解),融解 した。その後,70%エタノールで 1分,次

亜塩素酸ナ トリウム液 (有効塩素 05%)で 15分問表面

殺菌を行つた上で,滅菌水で 3度洗浄 した。冬芽から直径

約 1.O mmの 茎頂を切 り出し,WPM基本培地に 1.O mg/L BA

と 25%sucroseを 添力日し,8g/Lの寒天で,pH 5.6に調

整 した固形培地に置床 して,培養 した。培養条件は 25℃ 。

16時間日長 (光強度 52 μ molm~2s l)と し,茎頂を形成 し

たものを生存とした また,融解 した冬芽を 2年苗に直接

芽接ぎをする場合には,冬芽の枝部をもう一度きれいに切

った上で,芽接ぎを行つた

(3)結果

0 予備凍結する前に冬芽を部分的に乾燥することで効

率的に保存が可能になった。すなわち,切 り落とした冬

芽は最初 61%の 水分含量があるが,こ れをそのまま使

用 した場合,凍結保存後の生存率は 67%で あった。し

かし,25℃ で風乾して水分含量を 48%あ るいは 41%に

することにより,生存率はそれぞれ 80%,87%と なっ

た.しかし,水分含量が 34%あ るいは 20%で は,生存

率が 64%あ るいは 5%と 急激に減少 した。

● 生存率に影響する要因として,予備凍結をする最終温

度 と融解方法がある 最終予備凍結温度を 20, 30,

-40℃ とし,緩速融解,急速融解 した場合の生存率を検

討 した結果,予備凍結温度に関わらず,緩速融解をした

場合において高い生存率が得 られた。なかでも 30℃ ま

で予備凍結をし,緩速融解 した場合には約 87%の 生存

率が得 られた (図 2)

0 図 3に示 した最適な超低温保存方法に従つて,他の

12品種の保存試験を行つた。西洋ナシでは 56%～ 92%,

日本ナシでは 70%～93%,ネパールナシ Aでは 86%と

いずれも高い生存率が得られた (表 1).
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生

存

率

の

-20   -30   -40

予備凍結温度 (℃ )

図2最終予備凍結温度と融解法が生存率に及

ぼす影響 ■緩速融解,□急速融解

表1.-150℃のフリーザーに保存した 12品種の

ナシの生存率

品種名 生存率 (%± SE)

′
'/rク

♂οο″″uniS L.

Beurre d'A両 ou      79 7=上 147

Docteur Jules Guyot      66.6 ±= 4.0
」osephine de Malines     92.1 ■

= 2.0
Lincoin           55.5量 = 5.5

Seigneur d'Esperen      73.9 ■
= 0.0

Starking Delicious       59 2 ± 92
Pvttsρ

"力
歩Nakai

天の ,H           92.5登 = 2.5
宝玉       87.0± 8.1

西筑摩A     72.5± 25

新光      75.3± 0.8

早生隊長     695± 0.5

′
'/′

[′θ ρθo力
'歩

D Don

Nepal pear A         85.5 量= 50

● 超低温保存 した冬芽を培養すると 7日 目ぐらいから

生育を開始し,lヶ月で l cmぐ らいのシュー トを形成

した。

(4)留意点

1)超低温保存は 135℃ , 150℃ のフリーザーあるいは液

体窒素タンクの液層 (196℃ ),気層 (-150℃ )を利用

できる。

2)芽接ぎの成功率は 30%と あまり高くはなかったが ,

保存後も茎頂は生存 しているものが多いため,技術向

45。 ナシ冬芽 (緩速予備凍結法 )

上を図ればより高い生存率が見込まれる。芽接ぎに成功

した場合,2～3週間後に芽が動き始め,2ヶ 月で約 10 cm

の枝に生長 した .

(新野孝男)

参考文献

Suzuki M et al。  (1997)Shoot formation and plant regeneration

of vegetative pear buds cryopreserved at-150RD. 」.Japan

Soc. Hort  Sci  , 66: 29-34

新野孝男 ら(1991)ク ワ冬芽の改良液体窒素保存方法。 日蚕雑 ,

60 : 394-399.

Oka S et al. (1991)Survival and shoot formation in vitro of

pear winter  buds  cryopreserved  in  liquid  nitrogen.

HortScience, 26: 65-66.

ナシ冬芽 冬季の 1,2月 に枝を収穫

使用するまでポリエチ レンフィルムに包ん

で保存 (5℃ )

冬芽の調整

1予備凍結処到

！
！
！
！
▼

！
！
！
！
▼

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

▼

-5℃ , -10℃ , -15℃ , -20℃ イこ各 1 日間

その後, 30℃に 1日 間置く

150℃ のフリーザー 直接保存

↓
融解処理 0℃ の空気中で 2時間以上 (緩速融解 )

↓
冬芽の滅菌処王里 70%エ タノールで 1分 ,

アンチホル ミン (有効塩素 0.5%)で 15分

間表面殺菌,滅菌水で 3度洗浄

冬芽から直径約 1.O nlmの 茎頂を切 り出し,

WPM基本培地+1,O mg/L BA+2.5%sucrose十

8g/L寒天で,pH5.6に調整 した固形培地に

置床 して,培養

図 3.ナシ冬芽の超低温保存法の手順

頂 の 出 と
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

ナシは木本性永年作物であり,栄養繁殖を原則としてお

り,そ の遺伝資源は圃場で保存されている。圃場での長期

間の保存は,災害,病害虫,環境変化で滅失する可能性が

ある。現在,農業生物資源ジーンバンク事業では約 400

点のナンが保存されてお り, 圃場保存を補完する安全な

かつ簡易な保存法の開発が求められていた。

(2)材料及び方法

材料

ナシ (P/r′β θ9盟″ロガ0`ブーレグマンリ'の培養茎頂

を主に用いた。また,汎用性を調査するために, 西洋な

し, 日本ナシの品種も供試 した。

培養方法

継代培ナ也は, MS基本培ナ也に 2.5 mg/L BA, 2.5%sucrose

を添力日し,0.8%寒天で,pH5.6に 調整 した固形培地であ

る.継代培養は約 40日 おきに行い,培養条件は 25℃・ 16

時間日長 (光強度 52 μ molm~2s l)と した。

超低温保存方法

簡易凍結法 :継代後 30日 間生育させた培養茎頂を 5℃・

8時間日長 (光強度 26 μ molm~2s l)で 低温馴化処理を 3

週間行つた.こ の培養茎頂から葉を切 り取 り,長 さ 2～ 3111m,

幅 1■lmの茎頂を切 り出し,2 ml容 量のクライオチューブ

に 10茎頂ずつ入れた。これに,凍害防御剤 として 1.25M

グリセロールと0.4Mツ ルビトールの混合液を 0.6 ml入

れ,5℃で一晩浸漬 した。その後,ク ライオチューブを一

30℃のフリーザーに入れ,予備凍結 した。 30℃に達 して

から (約 1時間),こ の温度に 1時間保持 し,液体窒素に

浸漬 した.再生育時には液体窒素中に保存 したクライオチ

ューブを 37℃ の湯水に直接浸漬 し,約 2分間軽く振盪 し

ながら加温し,室温まで戻 した。

ガラス化法 :上記と同様の切 り出した茎頂 (長 さ 2111m,

幅 l lllm)を 0.7 M sucrose添 力日培地で 5℃ ,1日 間,前培

養 し,ク ライオチューブ 10個ずつ入れ,PSV2液を l ml

添力日し,25℃ で 90分問ガラス化液処理を行つた。なお ,

処理の途中で新 しい PSV2液を l mlと 2回交換するととも

に,液体窒素に浸漬する直前に,再び新 しい PSV2液 0.6 ml

と交換 し,液体窒素に浸漬 した。再生育時には液体窒素中

に保存 したクライオチューブを 25℃の湯水に直接浸漬 し,

約 1分間軽く振盪 しながら加温し,室温まで戻した .

再生育方法

加温した茎頂は,直 ちに凍害防御剤あるいは PVS2液を

取 り除き,1.2 M sucrose添加 MS液体培地溶液 l mlで 2

回洗浄 し,30分放置 した,そ の後,茎頂を上記の MS継代

培地からNH4N03を 除いた培地に置床 し,再生育は前述の培

養条件下で行つた。

(3)結果

0 凍害防御剤としてはグリセ リンのみでは 1.25Mの濃

度が最適であった。これに,ソルビトールの濃度を変え

て添力日した結果,0.4Mの濃度が最も高い生存率を示 し

た (表 1).

表1.簡易凍結法での凍害防御剤に含まれるソル

ビトール濃度が生存率に及ぼす影響

SorbitOIの 濃 度 生 存 率 (%± SE)
O

O_2M
O.4M
O_6M
O.3M
10M

80
28_0

55.0

53_0

380
330

5_0

8.O

7_0

6.0

50
9_O

十

‐

+

十

+

+

● 糖類の種類については sucrOse,glucoseよ りも,

sorbitolの 方が高い生存率を得 られた (表 2).

表 2簡易凍結法での凍害防御剤に含まれる糖の

種類が生存率に及ぼす影響

糖類 生存率 (%士 SE)

0 4M sorbitol

O.4M sucrose

O.4M giucose

70.0±  6.0

43.0±  50
430±  5.0

0 簡易凍結保存法では 30℃ に達 してから 1時間ぐらい

その温度に保持 し凍結脱水をする必要がある。しない場
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合には生存率は極端に下がつた (18%)。 1時間保持で

68%,2時間保持で 50%の生存率が得られた。

● 衛易凍結法で行つた培養茎頂の生存率の最大値は

70%で あつた。他の西洋なし4品種及び日本なし3品種

についても比較的高い生存率が得 られた。一方,ガラス

化法を用いて行つた場合の生存率は,73%で,他の西洋

なし4品種,日 本なし3品種でも高い生存率が得 られた

(表 3).

0 簡易凍結法では若千ガラス化法に比べて生存率が低

い傾向にあつたが,単純な操作で誰にもできる手法と

考えられた。

表 3.簡易凍結法とガラス化法の他のナシ品種ヘ

の適用

品種 名 生存率 (%± SE)

46.ナ シ培養茎頂 (簡易凍結法,ガラス化法 )

and Organ Culture, 28:261-266

新野孝男 ら(1991)ナシ培養茎頂の一つの簡易凍結保存法 植物

組織培養,8:185189

Reed B (1990)Survival of in vitro― grown apical meristems of

″ ′S    fOl10Wing    cryopreservation     HortScience,

25:111-113

25℃ 。16時間日長,40日 間隔で継代

継代培養後 30日 後
Ｂ
Ｉ
▼

低温馴化処理 5℃・8時間日長,3週間

↓                   ↓
ガラス化法        簡易凍結法

茎頂の切 り出 し

(長 さ2 1lm,幅 l lllm) (長 さ 2～ 3 mm,幅 1■lm)

１
１
▼

簡 易凍 結 法

ジョセフィンマリネ

アイゲホ

ブー レジーンヴァンゲル ト

ブー レスーパーフィン

千両

吉野

北海早 生

ガラス化法

ブー レゲマンリス

ブー レジーンバンゲル ト

ディエネコミス

アー リーセッケル

フォンダンテトリオット

千両

吉野

ゴと海 早生

330
480
600
380
700
500
60_0

5_0

30
4.O

30

40
40
5.0

十

十

‐

+

十

‐

+

十

‐

十

‐

+

+

+

+

0,7 M sucrose ψ焦力日MS背子

地,5℃ 。8時間日長,1日

クライオチューブ (2 ml)

とこ10茎頂入れる

PVS2液処理

PVS2液 l mlで 25℃,90

分問処理,2回液交換 ,

浸漬直前 0.6 ml PVS2液

1.25 M glycerolキ  0.4 M

sorbitol液 0.6 mlと 茎

頂 を 10個 クライオチュー

ブに入れ 1晩浸漬 (5℃ )

凍結脱水

-30℃ フ リーザーに入れ

合計 2時間保持

725
670
500
611
575
60_0

40.0

70_0

25
30
15.O

ll l

75
0.0

0_0

0.0
液体窒素タンク

液体窒素中に直接浸漬

↓
カロ  4記

(4)留意点

1)簡易凍結法の場合は茎頂の大きさは,ガ ラス化法より

若千大きめにした方が生存率は高かつた。

2)-30℃ のフリーザーに入れたクライオチューブの中の

0.6 mlの本凍害防御剤液 と茎頂は-9℃で氷 り始め,約 1

時間で 30℃に達 した。その後,1時間-30℃ に保持する

必要がある。

(新野孝男)

参考文献

Niino T et al (1992)Cryopreservation of in vitro grown shoot

tips of apple and pear by vitrification, Plant Cell, Tissue

25℃温水中で約 1分間 ↓  37℃温水中で約 2分間

直ちに液を取 り除き,1.2M sucrose添 力日MS液

体培地溶液 l mlで 2回洗浄,30分保持

MS継代培地からNH4N03を 除いた培地に置床

図 1.ナシ培養茎頂のガラス化法及び簡易凍結保存法

での超低温保存法の手順

生
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

ブ ドウの品種,系統及び育種母本等は,主 として圃場で

のフィール ドジーンバンクとして保存されている。しかし,

施肥。防除等の栽培管理で多大の労力が必要であるため保

存可能点数が少なく,さ らに自然災害や病虫害で消失する

危険性を持つため長期保存には適さないと言われる。そこ

で,多 くの種類の遺伝資源を安定して半永久的に保存でき

る液体窒素保存法を用いて,ブ ドウの培養腋芽への適用を

検討 した .

(2)材料及び方法

材料

フイン用品種であるブ ドウ (々″♂崩 ?′ Fθrっ L.)`力べ

ルネ・ツービニヨン'の培養 5～ 6月 日のシュー トの腋芽

から茎頂を含む組織を約 l mmの大きさで摘出した

これ以外に,生食用, ワイン用,加工用,台木用の 9

品種について比較 した。

培養方法

継代培地は、1/2 MS基 本培地に l mg/L BAと 3%シ ョ糖

を添力口し、0.2%の ジェランガムで、pH5,8に 調整 した固形

培地である。継代培養は約 50日 おきに行い、培養条件は

25℃ 。16時間日長 (光強度 52 μ mo1/m2s)と した。なお ,

材料に用いた腋芽は 5～6か月培養を続けた後のシュー ト

から茎頂を含む組織を約 l mmの大きさで摘出した .

超低温保存法

脱水耐性を付与するため,茎頂を 0.1～0,7Mの ショ糖

培地で 1～3日 間前培養 し,次に茎頂を 2Mグ リセ リン +

0.4Mシ ョ糖液中で室温,20分問処理 (LS液処理)を行

つた.その後, さらに PVS2液で 0℃ ,80分間脱水処理を

行つた (1段階ガラス化法 )。 また,新たな脱水処理方法

として,0℃下でグリセリン,DMSO及 び ECを半分に希釈

した 50%PVS2液 で 30分間,さ らに PVS2液で 50分間の処

理 (2段階ガラス化法)も検討 した

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,急速力日温す

るため 40℃のウォーターバスに直接入れ,手で攪拌 して

中の PVS2液が完全に溶けたら速やかに 1.2Mシ ョ糖添力日

1/2 MS液体培地溶液で置換 した。室温で 20分後,茎頂は ,

濾紙 2枚敷いた l mg/L BAと 3%シ ョ糖を含む 1/2 MS固

形培地に置床 し,通常の条件で培養 し,翌 日新 しい培地に

移植 し、再生育は前述の培養条件下で行った。

(3)結果

0 前培養は,0.3Mシ ョ糖添力日培地で 3日 間の条件が

最も高い生存率が得 られた (表 1)。

● PVS2液処理条件は,0℃で 50%PVS2液 で 30分間 ,

PVS2液で 50分間の 2段階法で高い再生率が得 られ,従

来のガラス化法より再生率が 17.5%高まり,82.5%と な

つた (表 2).

0 2段階ガラス化法で,生食用,加工用,台木用ブ ドウ

の計 10品種及びヤマブ ドウについて液体窒素保存を行

い,それぞれの再生率を比較した (表 3).そ の結果 ,

多くの品種のブ ドウとヤマブ ドウについては保存事業

に適用可能な 60%以上の高い再生率が得られた

(4)留意点

1)材料のシュー トを 5～6か月間培養 し続けると茎が赤

くなってくる。この状態の時の腋芽が最も適 した状態で

あり,茎が青い時の腋芽では再生率が低くなる。

2) `カ ベルネ・フラン'な ど3種類については再生率が

50%以下と低く,これは PVS2液の処理条件に起因すると

考えられるので各品種に適 した処理時間をそれぞれ検

討する必要がある.

3)茎頂は再生育後,数日ではぼ全体が黒変するが,茎頂

ドーム細胞は生存 している。

4)茎 頂の摘出法や処理法等で他の作物よりも注意深い

操作が要求される。

(松本敏す)
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表1.ブドウ茎頂における前培養のショ糖

濃度,期間と再生率

前培養の期間 (日 )

ショ糖濃度(M) 3

47.ブ ドウ培養茎頂 (ガ ラス化法 )

図 12段階ガラス化法で液体窒素中に保存後、

再生育させたブドウ茎頂の 20日 後の生育 (松本撮影 )

培養茎頂 25℃ 。16時間日長、50日 間隔で

5～ 6月 間糸区代

茎頂の切 り出し (直径 l mm)

前培養処理 0.3 M sucrose添力日1/2 MS培 地、25℃・

16時間 日長,3日 間

クライオチューブ (2 ml)に 10茎頂

二S液処理 LS液 2 mlで 25℃,20分間処理

PVS2液

50%PVS2液 2 mlで 0℃ ,30分間処理、

PVS2液処理 PVS2液 2 mlで 0℃ ,50分間処理、

浸漬直前に l ml PVS2液 と取 り替え

液体窒素タンク 液体窒素中に直接浸漬

40℃の温水中で約 1分間加温,直ちに PVS2

液を取 り除き,1.2 M sucrose添力日1/2 MS

液体培地溶液 2 mlで 20分間洗浄

濾紙を敷いた l mg/L BA添力日した 1/2 MS

固形培地に置床.翌 日,新しい培地に交換

図 2 ブドウ培養茎頂の 2段階ガラス化法での超低温

保存法の手順

01

03
05
07

0

167

0

0

43.3

65.5

10

0

粋

蔦
処理は 1段階ガラス化法で行つた

再生率 (0/Ol

ガラス化法  液体窒素冷却   未冷却

lF浸∫瑠子ラヽ

2F曼日曽労長

65

825

675

80

愕躍法 :前時蓋十 LS tt PVS2(80分 )

舛剣皆法 :前暗養十 LS+59/O PVS2(30ノ刀＼l

十PVS2(50/刀＼
l

表32段階ガラス化法により超低温保存

したブドウ品種の再生率

品 種 再生黎 %)

ワイン用

カベルネ・ソービニョン

メルロー

カベルネ・フラン

シヤルドネ

生食用

マスカット・オブ・アレキサンドリア

リザマート

加工用

トムソン・シードレス

台木用

テレキ5BB

テレキ5C

1202

野生種

ヤマブドウ

85

867

333

733

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ
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ｌ
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ｌ
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767

467
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閣
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

サクラ,オウトウは木本性永年作物であり,栄養繁殖を

原則 としている.オ ウトウの遺伝資源は圃場で保存されて

お り,長期間の銀存においては災害,病害虫,環境変化で

滅失する可能性があり,安全な保存のために新たな手法の

開発が求められていた。また,リ クラは天然記念物や稀少

な樹木の保持のための新たな保存法の開発が求められて

いた .

(2)材料及び方法

材料

サクラ (Prとをヵ[1♂ うamasゼ,′ vrゼ,Seib。 ) `セ ンダイヤ'の

培養茎頂を用いた。また,汎用性を調査するために,サク

ラ (′rだ′盟′θ′βヵ′夕θ♂カカρ Wills。 ) `ヤエベニオオシマ ',

`ア オバ',オウトウ (Prゼ′,体 β産と′″L。 )`アー リー ジバ

ー'等 5品種も供試 した .

培養方法

継代培地イま, MS基本培地に 0。 l mg/L IBA, 1.O mg/L BA

と 0.088 M sucroseを 添力日し,10g/Lの寒天で,pH 5.8

に調整 した固形培地である.継代培養は約 50日 おきに行

い,培養条件は 25℃・16時間日長 (光強度 52 μ molm2s■ )

とした。

超低温保存方法

継代後 3週間生育させた培養茎頂を 5℃・8時間日長 (光

強度 26 μ molm~2s■ )で低温順化処理を 45日 間行つた。こ

の培養茎頂から葉を切 り取 り,長 さ2 Hlm,直径 1 llmの茎

頂を切 り出し,様々な濃度の sucroseを 添加 した MS固形

培地に 0～ 3日 間,置床 して前培養処理を行うた (表 1の

条件).前培養条件は低温順化処理と同様に行つた。

前培養 した茎頂は 2 ml容量のクライオチューブに 10

茎頂入れ,LS液によって 20分間,25℃で脱水耐性付与処

理を行つた。次に,LS液を除去 し,引 き続き PSV2液を 1

ml添加 し,25℃で 90分あるいは 105分 間ガラス化液処理

を行つた。なお,処理の途中で新 しい PSV2液を l mlと 交

換するとともに,液イ本窒素に浸漬する直前に,再び新 しい

PSV2液 0.6 mlと 交換 し,液体窒素に浸漬 した。

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは 30℃ の温水

に直接浸漬 し,約 1分間軽く振盪 しながら加温 し,室温ま

で戻 した.加温した茎頂は,直ちに PVS2液を取 り除き,

1.O M sucrose添 力日MS液体培地溶液 l mlで 10分 ごとに 2

回洗浄した。その後,茎頂を上記の MS継代培地からいlH4N08

を除いた培地に置床 し,前述の培養条件下で培養 した。

(3)結果

0 低温順化処理 日数は 10日 以上で生存率向上に効果が

あり,最適 日数は 45日 であつた .

0 前培養条件は 0,7 M sucroseあ るいは 1.O M sucrose

添加培地で 1日 前培養 した場合に最も高い生存率が得

られた (表 1).

表 1.前培養条件がガラス化法で液体窒素保存した `センダイ

ヤ'培養茎頂の生存率に及ぼす影響

無

01M l日

04M l日

07M l日

10M l日

01M2日

04M2日
07M2日
01M l日 +04 Ml日 +07 Ml日
04M l日 +07 Ml日 +10Ml口

433±
567±
467±

967±

933±
633±

567±
400±
733±

400±

88
120

88

33
33
33

33
57

67

153

0 培養茎頂を用いて最適 PVS2液処理時を検討 した結果 ,

生存率は 45分問処理から上昇し始め,90分 と 105分で

最高の生存率を示 し,それ以降は減少した .

● ガラス化法で液体窒素中に保存した培養茎頂を 1日

～10ヶ 月間保存し,その生存率変化を検討 したが,有

意な差は見られず,高い生存率が維持された .

● 液体窒素に保存 した培養茎頂を,加温 し再生育させ

ると約 4週間でカルス形成もなく,3～ 5葉が展開した

茎頂が得られた。その後 4ヶ 月間培養を続けることで 3

～5 cmの茎頂が得 られ,そ の茎頂を 0.5 mg/L IBA添加

MS培地で発根培養することで植物体を得た。この植物
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体はポットで生育させ,形態的変異があるかどうかを

観察したが何 ら異常は見られなかった。

● 培養茎頂の生存率の最大値は図 1に示 したガラス化

法の手順で 96.7%であつた.サ クラの他の 2品種及び

オウトウ 5品種を PVS2液処理時間だけを変えて汎用性

の試験を行つた。その結果 (表 2),`ヤ エベニオオシマ
),

`ア オバ'は 90分の処理時間で,オ ウトウ 5品種は 120

分の処理時間でより高い生存率が得られた。

表 2ガラス化法のサクラ,オウトウの他品種への応用と

PVS2液処理時間

生存率(0/o± SE)

品種名

90分 120分

Pr′η
`′

,lβηηθSana Wi‖ s

ヤエベニオオンマ

アオバ

P′′ηl′θθ■隠 L..

B ack Tartattan

Burbank

Earty Rivers

Guigne de May

Schwarze Venus

48.サ クラ・オウトウ培養茎頂 (ガラス化法)

shoot tips of two interspecific P′ [`r′ ?と′d rootstocks  Plant

Sci , 105:235-242.

Nanba E et al  (1993)MicroprOpagation of Pと
`ィ

ァ,7,3amasakura

Seib, Cv. Sendaiya by multiple buds  」pn SoC  HOrt, Sci

62:452-453, Suppl.1.

培養茎頂 25℃ 。16時間日長,50日 間隔で継代

↓  継代培養後 3週間後

l氏温順化処理 5℃・8時間 日長 ,45日 間

↓  茎頂の切り出し(長さ3■lm,直径l nlm)

前培養処理 0.7 M sucrose添力日MS培地 ,

5℃ 。8時間日長,1日 間

クライオチューブ (2 ml)に 10茎頂

LS液処理 LS液 l mlで 25℃,20分問処理

↓
PVS2液処理 PVS2液 l mlで 25℃ ,105分間処理 ,

液体窒素タンク 液体窒素中に直接浸漬

30℃ の温水中で約 1分間加温

直ちに PVS2液 を取 り除き,1.O M sucrose

添加 MS液体培地溶液 l mlで 10分 ごとに 2

回洗浄

MS継代培地からNH41N03を 除いた培地に置床

図1 サクラ'オウドウ培養茎頂のガラス化法での超低温

保存法の手順

PSV2液処理時間

105分

|
750± 50

950± 50

700± 00

550±  50

600± 100

500± 00

755±  50

800± 100

600± 10,0

700± 00

800± 100

8010± 00

800± 100

750± 5,0

(4)留意点

1)PVS2液処理時間はサクラで 90分 ,オウトウで 120分

が適当と考えられたが,他の品種を試みる場合には,生

存率が低い場合はもう一度最適時間をチェックする必

要がある.

2)茎頂の長さが 1,2,311mの 場合の `セ ンダイヤ'茎

頂の最適 PVS2液処理時間はそれぞれ 50分 ,80分,105

分で茎頂の大きさが処理時間の決定要因の一つである

ことが示されたので,処理する大きさはなるべく画―に

する必要がある。なお,茎頂が大きいほど再生育させた

時に生長は早い傾向にあつた .

(新野孝男)

参考文献

Niino T et al (1997)Cryopreservation of in vitro grown shoot

tips of cherry and sweet cherry by one― step vitrification

Scientia Horticulturae, 70:155-163.

Brison M et al  (1995) Cryopreservation of in vitro grown

↓
日
　
　
　
□
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ 木本類

(1)意義

カキ属植物 (力οsρ/rοdlは熱帯・亜熱帯が起源であるが ,

生食用として栽培されている地域は,日 本,韓国,中国の

温帯地方に限られる.カ キは芽条変異で品種が得 られる場

合が多いが,挿 し木が困難であるため品種にならない系統

のほとんどが消滅 しているのが現状である。そこで,それ

ら系統や消火する危険性のある在来種を安定的に保存す

るため,超低温保存法を開発 した。

(2)材料及び方法

材料

渋柿品種である `西条'("ο dP/rο d力と,た Thunb.)の休

眠枝を厳寒期の 1月 に採敢し,中央に冬芽がくるように結

果母枝を 3 cmに調整 し,実験に用いた。また,`西条'以

外に,温帯品種である日本カキ,韓国カキ,中国カキ及び

亜熱帯種カキ属植物の 6(品)種についても比較 した .

培養方法

超低温保存後の冬芽から摘出した茎頂は,1/2 MS基本

培地に l mg/L Zeatinと 3%シ ョ糖を添力日し,0.2%の ジ

ェランガムで,pH 5.8に 調整 した固形培地上に置床 した。

培養条件は 25℃ 。16時間日長 (光強度 52 μ molm 2s l)と

した。

超低温保存法

まず,冬芽が付いた結果母枝片を 25℃の実験室内で 3

時間予備乾燥 した。50 mlの プラスチックチューブに入れ ,

-5℃のフリーザーで 1日 間冷去日して, 10, 15,-20,30℃

でそれぞれ 1日 間置いた後, 150℃ のディープフリーザー

に保存 した。そこで 5日 間以上保存後,最適昇温温度を決

定するため, 1℃ または 25℃の定温器内で 24時間,およ

び 40℃の温湯で 15分間の条件で昇温し,生存率を比較 し

た。各条件における生存率の比較は,定法で冬芽を表面殺

菌後,1.5～ 2.O nlmの茎頂を摘出して,上記の培地に置床

して 30日 後に調査 した。

(3)結果

0 最適昇温方法は 25℃ ,24時間区で約 70%と 最も高い

植物体再生率が得られた。一方, 1℃ , 24時間区で最

も低かつた (図 1)。 したがって,急速昇温や緩慢すぎ

る昇温速度は冬芽に傷害を発生させると考えられた

0 超低温保存後の冬芽から茎頂を摘出して培養 したと

ころ,20日 後から再生が確認できた (図 2).

0 同様な手法で,温帯種である中国カキ及び亜熱帯種カ

キ属植物の計 9(品 )種について超低温保存後の生存率 ,

再生率を比較 した (表 1)。 その結果,温帯種,亜熱帯

種とも 60～30%の生存率であったが,植物体に再生 し

たのは温帯種のみで,そ の中でも高い品種間差があつた

(4)留意点

1)超低温保存後の冬芽を芽接ぎしたが,全て枯死 した .

リンゴ等で成功 しているが,超低温保存後の結果母枝の

形成層はほとんど枯死 しているため,こ の方法では困難

である。

2)休眠枝はかなり雑菌に汚染されているが,冬芽中の

茎頂は幾重もの固いリン片に覆われているため,ア ンチ

ホル ミン殺菌を通常の 2倍の濃度あるいは時間で行っ

てもダメージがない。

(松本敏一)

100%
■枯死

И生存 (再生無し)

口植物体再生

40'C

昇温温度

図1.カキ休眠芽における緩速予備凍結で超低温保

存後の昇温温度と生存

-1℃    25℃
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49.カ キ冬芽 (緩速予備凍結法)

図 2.冬芽の緩速予備凍結法で超低温保存後に摘出した茎

頂からの 20日 後(A)および 50日 後(B】こおけるシュート形成

Bar=10mm

表 1.緩速予備凍結法の中国品種及び

亜熱帯種への応用

品種名 生存率 再生率

(%士 SE)

温帯種

・中国カキ

磨盤

中国燈篭紅

恭城水柿

曲靖水柿

亜熱帯種

台東豆柿

台湾豆柿

25℃ ,3時間

プラスチックチューブ (50 ml)に 10本の

結果母枝 (3 cm)を 入れ,-5℃で 1日 間予備

冷却

-10,-15,-20,-30℃の各温度でそれぞれ

1日 間ずつ冷却

-150℃ の超低温フリーザーに保存

25℃の定温器内で 1日 間昇温

茎頂培養  冬芽から茎頂を摘出し,培養

図 3.カキ冬芽の緩速予備凍結法での超低温保存の手順

1予備乾州

↓

日
日
ロ
ヤ

囲
Ｉ
Ｉ
サ

50.0± 5,8

53.3± 3.3

30,0± 5。 8

48.1± 1.9

36。 7± 3.3

56.7± 9。 4

3.3± 3.3

0

56.7± 6.7

24.8± 6.8

０

　

０
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

カキ属植物 (力οdF'/rοOは熱帯・亜熱帯が起源であるが ,

生食用として栽培されている地域は,日 本,韓国,中国の

温帯地方に限られる。カキは芽条変異で品種が得られる場

合が多いが,挿 し木が困難であるため品種にならない系統

のほとんどが消滅 しているのが現状である。そこで,それ

ら系統や消失嘲る可能性のある在来種を安定的に保存す

るため,超低温保存法を開発 した。

(2)材料及び方法

材料

渋柿品種である `西条'("οどデメク/rο♂kaki Thunb)の休

眠枝を厳寒期の 1月 に採取し,その冬芽から茎頂を含む組

織を約 l Hlmの大きさで摘出した。また, `西条'以外に,

温帯品種である日本カキ,韓国カキ,中国カキ及び亜熱帯

種カキ属植物の 19品種について比較 した。

なお,材料に用いた茎頂は,冬芽内部の茎頂を含む組織

を約 1 llmの 大きさで摘出した。

培養方法

再培養培地は,1/2 MS基本培地に l mg/L Zeatinと 3%シ

ョ糖を添力日し,0.2%の ジェランガムで,pH 5.8に調整 し

た固形培地である。培養条件は 25℃・ 16時間日長 (光強

度 52 μ molm 2s■ )と した .

超低温保存法

脱水耐性を付与するため,茎頂を 0,3Mのショ糖培地で

1日 間前培養 した。クライオチューブに茎頂を 10個入れ ,

2Mグ リセ リン +0.4Mシ ョ糖液中で 25℃,20分間の

LS処理後,25℃ ,20分間の PVS2液処理 した。

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,急速力日温す

るため 40℃のウォーターバスに直接入れ,攪拌 して中の

PVS2訂箆がデこ全 1こ 逐剤すブとら菱ミヽミうか1こ と。2 M ラ/ョ カきψ尽力日 1/2

MS液体培地溶液で置換 した。室温で 20分後,茎頂は,濾

紙 2枚敷いた lmg/L Zeatinと 3%シ ョ糖を含む 1/2 MS固

形培地に置床 し,通常の条件で培養 し,翌 日新 しい培地に

移植 し,再生育は前述の培養条件下で行つた

(3)結果

● 0.3Mシ ョ糖による 1日 間の前培養 と,LS液処理で最

も高い生存率が得られた (表 1)。

● PVS2液処理条件は,25℃ で20分間の PVS2液 で高い

再生率が得 られた (図 1).

● ガラス化法で,温帯種である日本カキ,韓国カキ,中

国カキ及び亜熱帯種カキ属植物の計 19(品)種につい

て液体窒素保存を行い,それぞれの再生率を比較 した

(表 2)。 その結果,温帯種については各品種とも高い

生存率が得 られた。しかし,亜熱帯種では琉球豆柿がや

や高い生存率であつたが,それ以外の 2種については低

かった。

(4)留意点

1)柿の休眠枝はかなり雑菌に汚染されているが,冬芽中

の茎頂は幾重もの固いリン片に覆われているため,ア ン

チホル ミン殺菌を通常の 2倍の濃度あるいは時間で行

つてもダメージがない。

2)再 培養数 日で茎頂はほぼ全体が黒変するが,茎頂 ド

ーム細胞は生存 している。しかし,ポ リフェノールを

出す場合には速やかに培地交換する等,注意が必要で

ある。

3)柿 の培養茎頂については,上記の条件でガラス化を

行つても生存率が低い。

(松本敏一)

表1.ガラス化法における前培養、LS液処理と生存率

前培養   LS処 理 生存率(%士 SE)

476=L24

733=L24

61.2」=27
925=L25

一　
十
　
一　
＋

一　

一　
十

＋
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PVS2液処理時間 (mh)

図1.カキ冬芽茎頂の O℃での PVS2液処理時間と

液体窒素冷却後の再生率

表2 ガラス化法の日本、韓国、中国品種及び

亜熱帯種への応用

品種名            生存率(%± SE)

温帯種
。日本カキ

西条

平核無

富有

前川次郎

サエフジ

禅寺丸

・韓国カキ

丹城柿

霜

(韓 国豊基)高種柿

水種

忠南円柿

。中国カキ

磨盤

中国燈篭紅

恭城水柿

曲靖水柿

高脚柿

亜熱帯種

台東豆柿

琉球豆柿

台湾豆柿

50.カ キ冬芽茎頂 (ガ ラス化法 )

2mm

図2ガラス化法で液体窒素保存したカキ冬芽茎頂

の再培養 20日 後(A)と 3ヶ月後(B)(松本撮影 )

茎頂の切 り出し (直径 l mm)

前培養処理 0.3 M sucrose添 加 1/2 MS培地 ,

25℃ 。16時間日長, 1日 間

クライオチューブ (2 ml)に 10茎頂

LS液 2 mlで 25℃ ,20分間処理

PVS2液 2 mlで 25℃ ,20分問処理 ,

10分後に液交換 し,浸漬直前に l ml PVS2

液と取 り替え

二S液処理

PVS2液処王堅

液体窒素タンク 液体窒素中に直接浸漬

再生育

40℃の温水中で約 1分間加温,直ちに PVS2

液を取 り除き,1.2 M sucrose添 加 1/2 MS

液体培地溶液 2 mlで 20分間洗浄

ろ紙を敷いた l mg/L Zeatin添 力日した 1/2

MS固形培地に置床.翌 日,新 しい培地に交

換

図3 カキ冬芽茎頂のガラス化法での超低温保存法の

手順
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

キウイフルーツの超低温保存法の開発についてはほと

んど行われていなかったため,培養茎頂を用いる保存法の

開発を行つた。

(2)材料及び方法

材料

キウイファレーツ (んとカカ72て′9ノrσr。認 ♂.θヵθ′ノC.F.

Liang et A.R.Ferguson var。 と′θ′ゴθ′οdゼ,) `ヘイワー ド'

の雌性の果実を収穫後,約 3週間室温で追熟処理 して種子

を採取した。その種子を無菌発芽させ,その茎頂を主に用

いた .

培養方法

種子は 70%エ タノールで 30秒,0.5%次亜塩素酸ナ ト

リウム液で 10分表面殺菌 し,滅菌水で水洗 した。その種

子を鉄成分以外の無機塩類濃度を半分にした MS基本培地

に 1.5%sucroseを添力日し,0.2%ジ ェランガムで,pH 5.8

に調整 した固形培地に播種 し,40～ 50日 間 25℃ 。16時間

日長 (光強度 50 μ mo1/m2s)に 置き発芽させ,実生苗を得

た。継代培養ではMS基本培地に 1.O mg/L BA,3.0%sucrOse

を添力日し,0.8%寒天で,pH5,8に調整 した固形培地を用い

た。培養条件は 25℃・16時間日長 (光強度 50 μ molm2s■ )

とした .

超低温保存法

発芽して葉が 2,3枚展開した実生を 5℃・8時間日長 (光

強度 26 μ molm2s■)で低温順化処理を 6週間行つた。こ

の実生から葉を切 り取 り,長 さ 2■lmの茎頂を切 り出し,

0,lM,0.4M,0.7M,0.9 M sucroseを 添力日した MS固

形培地に表 1に示 したように様々な前培養処理を行つた。

前培養条件は低温順化処理と同様に行つた。

前培養 した茎頂は 0.5 M sucroseを 添力日した 3%アルギ

ニン酸ナ トリウム液 (カ ルシウムを除いた MS基本培地液

で溶解)中 に拡散 させ,茎頂と液を 0.5 M sucroseを 添

加 した 100 mM塩化カルシウム液に滴下することで茎頂の

入つたビーズを作成 した。ビーズは塩化カルシウム液に

25℃,30分間保持 し,硬化させ,そ の直径は約 5 mmと し

た。その後, ビーズは l M sucroseを添力日した MS基本培

地液に入れ,5℃,16時間の処理を行つた .

ビーズの乾燥は 9 cmの シャーレに 50gの乾燥 したシリ

カグルを入れ,そ の上に濾紙をおき25℃の部屋で行つた。

超低温保存するビーズの乾燥時間は約 9時間で,そ の水

分含量は 29%で あった。乾燥 したビーズは 2 ml容量のク

ライオチューブに 10個入れ,液体窒素中に浸漬 した .

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは 30℃の温水

に直接浸漬 し,約 5分間軽く振盪しながら加温し,室温ま

で戻した。加温したビーズは,卜lH4N03を除いた継代培地に

置床 し, ビーズのまま培養 した .

(3)結果

0 ビーズ乾燥法の場合は,前培養条件が生存率に大きく

影響 した.最 も高い生存率は 0.lM,0,4M,0。 7 M sucrose

を添力日したそれぞれの培地に 1日 ずつ前培養 した区で ,

84%が得 られた。しかし,同 じ前培養 日数でも 0.4M

sucrose添加培地に 2日 間前培養 した場合には生存率が

低く,ま た,0.7 M sucrose添加培地に2日 間前培養 し

た区でも生存率が低かった。 l M sucrose処理につい

ては処理をした場合に若干の生存率の向上が見られた

(表 1)。

表 1 l M sucrose処 理と前培養がビーズ乾燥法で液体窒

素保存したキウイ実生の茎頂の生存率に及ぼす影響

前培養条件           生存率(%± SE)

l M sucrose処理 有

01M l日 +04M l日

01M l日 +04M2日

01M l日 +04 Ml日 +07Ml日
01M l日 +04Ml日 +07M2日

01M l日 +04Ml日 +07Ml日
+09 Ml日

l M sucrose処 理 無

01M l日 +04Ml日 +07 Ml日

十
一　
十
一　
キ
一　
キ
一

17±  10

74±  1
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51.キ ウイフルーツ茎頂 (ビーズ乾燥法 )

0 実生の茎頂を用いて行つた実験では,ビーズの水分含

量は 29%で最も高い生存率を示 した。乾燥時間は 9時

間であつた。ビーズは最初の水分含量は約 72%で最初

の 4時間ぐらいは直線的に水分含量が 35%く らいまで

減少 したが,その後はゆつくりと減少 した。

● 保存に用いる茎頂の発育ステージが生存率に及ぼす

影響を検討 した結果,子葉が展開したばかりの茎頂では

生存は見られなかったが,本葉が 2枚展開した茎頂では

高い生存率が得 られた。一方,継代培養を行つた培養茎

頂では,継代後 30日 の茎頂では生存率は低いままであ

ったが,継代後 45日 の茎頂では高い生存率が得 られた

(表 2).

表 2ビーズ乾燥法における茎頂の発育ステージが生存

率に及ぼす影響

発育ステージ 生存率(%± SE)

子葉が展開したばかりの実生

本葉が2枚展開した実生

継代後14日 の茎頂

継代後30日 の茎頂

継代後45日 の茎頂

(4)留意点

1)ビーズ乾燥法ではビーズの水分含量が生存率に最も

影響 した。培養茎頂を用いる場合の乾燥時間は 10時間

がよく,その時のビーズの水分含量は 28～29%で あつ

た。

2)培養茎頂を用いる場合のビーズの加温は 37℃の温水

中に約 2分間軽く振盪 しながら加温 した .

(新野孝男 )

参考文献

Suzuki M  et al  (1994) Cryopreservation of shoot tips of

kivifruits      seedlings      by      the      alginate

encapsulation― dehydration technique. Plant Tissue Culture

tetters, 11:122-206

鈴木光輝 ら(1996)生 育段階別におけるキウイフルーツ培養茎頂

の超低温保存後の生存性 .明 治大学農学部研究報告,107:

27-35

実生茎頂 本葉が 2,3枚展開した茎頂

培養茎頂 継代後 45日 の茎頂

25℃ 。16時間日長で培養

低温順化処理 5℃ 。8時間日長,6週間

茎頂の切 り出し

(長 さ 2.0■ lm)

前培養処理 0.1,0.4,0,7 M sucrose添 加 MS培地

で,5℃・8時間日長,それぞれ 1日 間ずつ

前培養

ビーズの作成 0.5 M sucroseを 添力日した 3%アルギ

ニン酸ナ トリウム液と茎頂を 0.5 M sucrose

を添加 した 100 mM塩化カルシウム液に滴下

して作成, ビーズの大きさ 5■lm

ビーズは l M sucroseを 添力日した MS基本培

地液に入れ,5℃,16時間の処理

乾燥処理 シリカグルの入つたシャー レ内で乾燥 ,

25℃で 9時間,培養茎頂の場合は 10時間

液体窒素 クライオチューブに乾燥ビーズを 10個入

れ,液体窒素に浸漬,保存

30℃ の温水中で約 5分間加温,培養茎頂

の場合は 37℃の温水中で約 2分間加温

再生育   NH4N03を 除いた継代培地に置床 し, ビー

ズのまま培養 した

図1.キウイフルーツ培養茎頂のビーズ乾燥法での超

低温保存法の手順
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

フサスグリは,北欧および北米において盛んに栽培さ

れている経済果樹の一つである。わが国では導入された

ものの普及には至 らなかった。最近,フサスグリには ,

アン トシアニン,鉄,マ グネシウム,カルシウム,ナ ト

リウム,カ リウム, リンおよびポリフェノールが豊富に

含まれていることが報告されている。このように,一時

期,作物 としては忘れ られかけたものでも,時代の要請

があれば復活する可能性もあり,遺伝資源 としていつで

も利用可能な状態で国内の在来品種などを保存 しておく

必要がある.フサスグリの超低温保存はガラス化法およ

び緩速予備凍結法によって成功 している(Reed θι,7.,

2001).こ こでは多 くの遺伝資源に適応可能であり,か

つ高い生存率を得 られるビーズガラス化法 (Tanaka θι

と,′.,2005)に ついて紹介する。

(2)材料および方法

● 材料

フサスグリ (たわθsどダF,ρ,)の腋芽を培養の材料とした .

実験には `Red dutch'Crと/br′〃L.)を 主に供試 した (図

1)。 また,品種試験にはえ r′うrど′″L.よ り `Red lake',

`新庄在来
ウ
,`Cherry',`Min■ 52',`Minn71',`卜 lY2110',

`Perfection',`Stephens,9'の 8品種および 記 婢 肋

L.よ り `Invigo' 1品 種を供試 した。

図 1.画場保存されているフサスグリ遺伝資源

[撮影者 田中大介]

● 培養方法

1か

70%エ タノールで 2分間攪拌殺菌

次亜塩素酸ナ トリウム溶液 (有効塩素濃度 1%)で

20分間攪拌殺菌 し,ク リーンベンチ内へ移動

滅菌水で 3回洗浄

>・ ら腋芽切 り取 り(図 3)

>

>11写

5Ms培地に生長点を置床

>継 代培養

・初代培養 50日 後に継代培地にて継代

図 2.フサスグリ遺伝資源の組織培養法

継代培ナ也は, 1/2 MS 固形培ナ也に O.2 mg/L BA と 2.5%

(w/v)sucrOseを 添加 し,pHを 5.8に調整 した固形培地

である.継代培養は,約 4週間おきに行い,培養条件は,

25℃・16時間日長 (光強度 52 μ molば2s■)と した。

図 3.初代培養に用いた腋芽(左 )と保存に用いた頂芽(右 :縦

断面)

。 超低温保存方法

継代後 20日 間生育させた植物体を 5℃に設定されたイ

ンキュベーター内に移 して, 8時 間 日長 (光強度 26

μm。 1ば2s■)で,低温馴化処理を行つた。

植物体から茎頂 (高 さ2 nlm,直径 l mlll:図 1)を切 り

出し,0.3 M sucroseを 含有する 1/2 MS固形培地に茎頂

を置床 して前培養処理を 1日 行つた.培養条件は,低温馴
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化処理と同様に行つた。

アルギン酸グル包埋は,2 M glycerol,0.4 M sucrose

を含んだアル ギン酸グル液に懸濁 された茎頂 を 2M

glycerol,0.4 M sucroseを 含んだ塩化カルシウム液に滴

下させ, ビーズの作成 。固化,脱水耐′性向上処理を同時

1こイ子う。

PVS2液処理は,上記塩化カルシウム液を除去 した後 ,

PVS2液 と置換 し,25℃ の室温でロータリーシューカー

(100 rpm)を用いて振蕩する。所定の処理時間に 2 ml容

量のポ リプロピレン製クライオチューブ (Wheaton)1こ

茎頂を含むビーズを 10個ずつ入れ,新 しい PVS2液 1.0

mlと ともに液体窒素に浸漬する。

● 加温・洗浄 。再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,37℃ の温

水にそのまま浸漬 し,軽 く振盪 しながら加温 して約 1分

間保持 し,室温まで戻す .

加温したサンプルは,直ちに PVS2液を取 り除き,lM

sucrose含有のMS液体基本培地溶液で 30分間浸漬 して洗

浄する。その後,1/2 MS固 形培地上に置床 した。再生育

イま, Polyvinyl pyrrolidone(PVP)を l g/L添力日したナ音地

で培養する

(3)結果

最適 PVS2液処理は 180分でその生存率は83.3%で あっ

た。また,120分 間の処理結果においても62.5%の生存率

が得 られた。すなわち,高い生存率が得 られる最適処理

時間に幅が認められる。また,液体窒素処理なし区 (TC)

の生存率は,PVS2液処理

時間が 120分から210分 ま

でそれぞれ 80%か ら 60%の

範囲であることか ら液体

窒 素 処 理 後 の生 存 率 は

Reed θtt β′.の報告 と比較

してもかな り高い。また ,

10品 種を供試 し最適化 し

た ビーズガラス化法の汎

用性 を調べた結果,平均

生存率は約 50%で あつたこ

とから十分に実用可能である

団

52.フ サスグリ培養茎頂 (ビーズガラス化法)

(4)留意点

ガラス化法を用いて最適処理 した細胞は,致死的な傷

害である細胞内凍結することなしに,保存後再生育を開

始すると考えられる。 したがつて,超低温保存後の,培

養中に培地の褐変が認められることから茎頂から出るフ

ェノール物質の分泌が再生育を阻害する要因の一つとし

て考えられた。そこで,フ ェノール吸着物質 (PVP)を 再

生育培地に添力日したところ,PVPを全く含まない培地と

比較 して生存率が 1.6倍 も高くなることが明らかになっ

た。以上の結果から,最適処理条件では液体窒素への浸

漬までだけで生存率が決定するのではなく,再生育培地

条件の検討によつて生存率が高められることが明らかと

なつた。

(田 中大介)

参考文献

Plessi θなっど , (1998)Fruits of ribes, rubus, vaccinum and

prunus genus, Metal contents and genom Frθ dθフ?ゴιldう[ И力βど.
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Tanaka θナ ρ′., (2005) Cryopreservation of ゴヵ ′′ιrて〉grown
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encapsulation― vitrification protocol  10th lnternational

Congress of SABRAO proceeding.

Reed θι,′,,(2001)Validation of cryopreservation protocols

for plant germplasm conservationi a pilot study using

′rbθ,L. βttοゴJrersゴ な/セ,ηて/3ondθ И́ρ ιゴ0′2, 10: 939-949

茎頂摘出

一

20日 間 前培養処理 24時間

(5℃:0.3 M sucrose添 加培地)(5℃ )

LS液 を含んだアルギン酸ゲル液に

懸濁された茎頂

LS液を含んだ塩化カルシウム液

一

PVS2液 処理 180分間

(25℃ )

アルギン酸ビーズ包埋

(25℃ :2M CIyceЮ 1/0.4M

図4ビーズガラス化法によるフサスグリ培養茎頂の超低温保存

…
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

チャは他殖性であるため,多 くの遺伝子座がヘテロ接

合型となってお り, 1つ の品種または系統からは,様々

な遺伝子型の種子が生ずる.したがつて,チャの品種・

系統は野外の遺伝資源管理施設等で保存されているが ,

それ らを環境ス トレスから保護 しながら維持することは

多大な努力を必要とする。そこで,簡便で安全な方法と

して,小型で無菌的に取 り扱える培養植物の茎頂を利用

したガラス化法による超低温保存法について記す。

(2)材料および方法

材料

供試材料は日本のチャ栽培品種「やぶきた」(θβtteha

Sinθ′2,'SO.Kuntsu va4∂ ′コens■s ω∵γabukitaり  の子

葉由来の培養幼植物を使用 した。この幼植物から一芽一

節のさし穂を切 り出し,これを増殖 したものを用いた .

培養方法

増殖培地は,MS培 地に 0.01 mg/L IBAと l ng/L

BAPと 10 mg/L GA3と 3%のショ糖を添加 し,pHを 5.8

に調整 した固形培地である。継代培養は 25℃の 24時

間照明下 (光強度 40 μmol m2s■ )で約 30日 ごとに植え

換えて行つた。

超低温保存方法

継代後 4週間成育した材料は 1/2 MSに 3%の ショ糖

を添力日した培地で 2ヶ 月間養成後,10℃/8時 間の明

期間と 5℃/16時間の暗期間の条件で 1～ 8週間の低

温馴化を行 う。低温馴化 した培養体の頂芽と腋芽から茎

頂を摘出し,0,2Mの ショ糖を含む 1/2 MS培地に植え付

け 5℃暗黒の条件で 2日 間前培養を行 う。

前培養 した茎頂を 2 mlの クライオチューブに入れ ,

その中で 0℃の PVS2液を 1回交換 した後 60～100分

問処理 し,最終的に新 しい PVS2液を 0.5 mlに して,ク

ライオチューブごと液体窒素中に浸漬する。

回復処理法

液体窒素中から取 り出したクライオチューブは 30℃

の温水の中で急速力日温を 2分以内で行い,PVS2液を除

去した後,洗浄液 (1.2Mシ ョ糖 +1/2 MS)で 2回洗

浄する。洗浄 した茎頂は茎頂培養培地 (1/2 MS tt IBA O.01

皿g/L+ BA lmg/L)上 のろ紙の上に植え付け,約 8週

間培養する。

(3)結果

ガラス化法については,培養茎頂を 8週間低温馴化 し

(図 1),さ らに 0.2Mシ ョ糖添力口培地で 2日 間前培養 し

た後 0℃の PVS2液で 90分問処理を行えば,PVs2液に

よる障害を発生させることなく脱水することができ,超

低温保存 したチャの茎頂の生存率を 60%ま で高められ

た (図 2)。 なお,ガラス化法により超低温処理 した茎頂

から形成された新芽の回復培養 20日 後の状況は図 3の

とお りである.

123456789

低温馴化期間(週 )

図 1.超低温処理した茎頂からの新芽形成に及ぼす

低温馴化期間の影響
前培養は 02Mショ糖を添加した培地で 5℃,1日 ,

PVS2液処理は 0℃で 20分間行つた

60

40

0
60 70     80     90    100

PVS2液の処理時間(分 )

図 2.ガラス化法により超低温処理した茎頂からの新

芽形成に及ぼす PVS2液処理時間の影響
低温馴化と前培養した茎頂を液体窒素に浸漬する前に
0℃の PVS2液で種々の時間で処理した
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53.チ ャ培養茎頂 (ガラス化法 )

ラ′をしr∝grown shoot tips of tea (Came′ ノ′ρ d′′,θ力drf) by

vitrification. Cryo― letters. 16 : 345-352

野外茶樹から

培養系への

導入

ヤ

図 3,ガラス化法により超低温処理した茎頂から

形成された新芽 (回復培養 20日 後)

白い三角形のものはフィルターデスクである

(4)留意点

1.野外から培養系への導入のためには,頂芽から頂端

分裂組織 と葉原基 1個 を含む約 0.5 11ullの 茎頂を摘

出し,茎頂培養培地 (1/2 MS+0.01 mg/L IBA+l mg

/L BAP+l mg/L CA3)で培養する。

2.茎頂培養により得 られた培養体を増殖培地 (MS+IBA

O,01 mg/L+BA l mg/L tt GA3 10 mg/L)で 試験管内

さし木により増殖 し,材料 とする。

3.回復培養後,成長 した植物体は馴化のための培養培

地 (1/2 MS)で 5週間培養後,培用上 (ピー トモス :

パーライ ト:バー ミキュライ トを 1:1:1)1こ移植 し

てミス ト室で 3週間養成 し, lヶ 月間寒冷紗で被覆

する.

(倉貫幸―)

参考文献

倉貫幸―・柴田真里子 (1992)チ ャの茎頂培養における植物成

長調節物質の濃度の違いが生育に及ぼす影響.静岡茶試研報,

16 : 1-6

柴田真里子・倉貫幸― (1993)チャの試験管内挿木における培

養条件の改良 :(1)MS培 地の基本成分の希釈ならびに VP培

地の比較.茶研報,77:3945

倉貫幸―・柴田真里子 (1993)チャの試験管内挿木における培

養条件の改良 :(2)植物成長調節物質の最適条件の検討.茶

研報,77:4755

Kuranuki, Y. and A, Sakai (1995)  Cryopreservation of 7′ ,

図 4.チャ茎頂のガラス化法による超低温保存の手順
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

チャは他殖性であるため,多 くの遺伝子座がヘテロ接

合型になってお り,1つ の品種または系統からは,様々

な遺伝子型の花粉や種子が生ずる.そ のため繁殖方法は

挿 し木等の栄養系を用いて行われる。しかし,特定地域

の遺伝資源を 1つ の遺伝子集団として維持する上 で,種

子の保存は大変冶効な手法である。ここではチャの種子

から摘出した胚軸を用いた超低温保存法としての胚軸乾

燥法について記す .

(2)種子および摘出した胚軸と子葉の超低温保存性

チャの種子について,低温と乾燥耐性について調査 し,

種子の超低温保存の可能性を検討 した結果,チャの種子

全体は,乾燥 と低温の両方に対 して感受性があることか

ら(表 1),recalcitrantな 種子に分類 された。

表 1.チャの種子,胚軸と子葉切片の低温処理後の生存

を用いた。さらに汎用性を調査するために中国種 14品種 ,

アッサム種 6品種,及び中国・アッサム雑種 3品種と

びβ″θ′′力属の近縁種 10種類を供試した。

∞

櫛

ω

的

別

A
生

　

存

　

率

傷

‐０

８

ω

硝

２。

0

50

60

40
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10

10

0

しか し,種子から摘出した胚軸はそれ自体,乾燥 と低

温に耐性であり(表 1),水分含量を 15～ 30%に乾燥 した

場合,液体窒素温度の超低温処理に耐えることが明らか

となった(図 1).

一方,子葉切片は種子に比べ低温耐性を持っているが

(表 1),水分含量を 30%ま で乾燥すると生存率が著 しく

低下し,20%以下では全く生存できなかった。このこと

は,チ ャ種子の子葉が乾燥に対 して著 しく感受性であり,

種子全体では recalcitrantで ある原因となっていること

を示唆 している。

(3)材料および方法

材料

日本のチャ栽培種「やぶきた」(てヌβtte■■ia dれθ′,前sO.

Kuntze van d′ コθ盟0む c立 `Yabukita")の 自然交雑実生

60 80     100

B

0       20      40      60      80      100

水分含量(%/乾物重)

図 1.胚軸の生存に対する乾燥処理とその後の液体窒

素処理の影響

A:乾燥処理を行つた胚軸の生存率

B:乾燥後,液体窒素処理を行つた胚軸の生存率

採種時期

超低温保存に用いる種子の採ヨ文時期を明らかにするた

め,9月 上旬から 10月 下旬の各旬ごとに採取した種子か

ら摘出した胚軸を用いて,乾燥処理に続 く液体窒素処理

を行なった。その結果,10月 中・下旬に採取した種子の

胚軸の生存率が高かつたことから,こ の時期が種子の採

取適期と考えられる.

超低温保存方法

種子の採取は種子が完熟する 10月 中。下旬の時期に行

う.種子から胚軸を補出し,胚軸はシャー レ内の滅菌水

を含んだろ紙上のアル ミユウムフォイル皿で 12時間程

度加湿する.加湿 した胚軸をクリーンベンチ内で 30～

0 20     40

‐
― ・ ・
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120分 間通風乾燥する。

乾燥 した胚軸をクライオチユーブに入れ密封 し,液体

窒素中に浸漬・保存 した。

再生培養方法

液体窒素中に保存したクライオチユーブは室温で加温

した。加温後の胚軸は,1/2 MS培 地に0,01 mg/L IBA,1

mg/L BAPと 3%(w/v)シ ヨ糖を添加し,pHを 5.8に調整

した固形培地で培養した.培養条件は,27℃ 。24時間

日長 (光強度 40 μ molば
2s■)と した。

乾燥時間(分)30   45   60   90  120

水分含量(%)52   46   33   20   18
図 2.乾燥と液体窒素処理後の胚軸の生存と成育

(回復培養 50日 後の状況)

(3)結果

水分含量を 15～ 30%(乾物重当た り)に乾燥 した胚軸

は,液体窒素中に浸漬後も 100%近 くが生存可能であり,

その後の再生培養培地で培養すると正常な幼植物に生長

した (図 2)。 また,チ ャ品種の生存率は表 2に示す とお

りであり,生存率が 100%の ものが多く,最低でも 40%

であった。σと,′″θ77カ 属の近縁種については,表 3に示す

とお り,乾燥処理後に生存が確認できないものや液体窒

素処理後に生存が確認できないものがあつた。

(4)留意点

1.回復培養後,成長 した植物体は培用土 (ピー トモス :

パーライ ト:バー ミキュライ トを 1:1:1)に移植 し

てミス ト室で 1週間養成 し,lヶ 月間寒ハ紗で被覆す

る。

(倉貫幸一)

参考文献

倉貫幸―(1992)チャ胚軸培養における採取時期,摘出月不ヽ軸の乾

燥並びに植物成長調節物質の効果.茶研報,76:1-5.

Kuranuki, Y  and S. Yoshida (1996) Different responses of

embryonic axes and cotyledons from tea seeds to desiccation

and cryoexposure  Breeding Science, 46: 149--154.

54.チ ャ胚軸 (乾燥法)

表 2チヤ胚軸の乾燥と超低温保存後の生存

品種

中国種

あさつゆ    60
おおいわせ   100
おくひかり     100
からべに    100
くらさわ    100
くりたわせ   87
こまかげ    47
こやにし     47
さやまかおり  100
するがわせ  100
やえほ    100
やまかい     100
ろくろう     33

一

‐００

９０

５３

５０

８９

６０
１００
ｍ
‐００
‐ｏ０
７３
４７
５３
‐００
‐００
‐００
‐００
範

マニプI)18

マニプリ19

Ace 49

Ace 70

Ast 8-3

トクライ8-2

６４

９２

‐００

６０

６７

８０

中国 アッサム雑種

あかね    80
ただにしき   86
静印雑131   73

表 3 θβ″θ″歩属の乾燥と液体窒素処理後の生存

種類

θβ″θ′/′ρ属
θ  βSSi搬iiiS

a brθ ″

`と

//β

ε て,,v力と,
αチqρο′,′οβ

θ ′ηο々 οθ′,s′0
ε οメθアん瘤

α sariciぉtia

Cs,,β ,9ク,
θ ttaF,

60
100
70
100
100

0
100
89

0
100
0

100
50
100
0
100
100

乾燥処理

胚軸をクリーンベンテ内

て 2時間乾操 (水分含
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胚 軸 の摘 出

種子から胚鞘を摘出し、

滅歯水を含んだろ紙上

で 12時 間程度加湿

→
■ 1旺悪 謂

→

馴化処理      回復培養

国

始用上 (ピートモ

ス十パーライト十

バーミキュライト)

でミスト室 I週

間養成、
寒冷紗て 1か 月

被覆

ノノノ

クリーンペンチ

”中　蝉妙洋融

Ｉ
ｌ
ｌ
▼

超低温処理

乾す桑した胚

軸をクリオ
チュージに

窒体液

ヘ

れ
中

入
素

↓
一

又は系統名

ノ

132

図 3.チヤの胚軸乾燥法による超低温保存の手順



植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

我が国では古来より養蚕業が盛んで多くの地域で養蚕

が行われ,最盛期には 10万 トン以上の産繭量があった。

このため,ク フの育種が進み,現在遺伝資源 として多くの

系統,品種 (976点 )が残されている.一方,ク ワの遺伝

資源の保存は,つ くばの農業生物資源研究所―力所 でしか

保存されておらず,滅失 する危険性が残 されている。その

ため,これ らの遺伝資源のバックアップとして,圃場保存

とは異なる,安全で長期間,効率的に保存する方法の開発

が求められていた。そのため,冬芽を用いた超低温保存法

を開発 した。

(2)材料及び方法

材料

クワ(〃Orを1∂ bO″汐/"♂l`剣持'の冬芽を主に用いた。そ

の他,ク ワの系統・品種 376点を供試 した .

超低温保存の手順

生育を停止 している冬芽のついた枝を冬季間に収穫 し

た.収穫 した枝は実験に供するまでポリエチレンフィルム

で包装 し,5℃で使用するまで保存 した (2ヶ 月間まで).

冬芽は枝部部分を少 し残 した状態で枝から切 り落とし,

水分含量が約 39%に なるまで室温で風乾した (25℃で約 2

～3時間)。 この冬芽を高さが 5 cmの クライオチューブ ,

あるいはビユール袋に 20個ずつ入れ,0℃ に 1日 イ呆持 した

(図 1).

図 1保存する冬芽 (新野撮影 )

その後,予備凍結を行い,冬芽の器官外凍結を誘導 し,

茎頂部分の脱水を行った。その方法は,材料を-5,-10,

-15,-20℃ の冷凍庫に 1日 間隔で保持 した。予備凍結が終

わつた冬芽は-135℃ のディープフリーザーに直接入れ ,

保存を行った。

再生育方法

135℃ に保存 した冬芽は 37℃の温水中に 3～ 5分間浸漬

して融解 した。その後,70%エタノールで 1分,アンチホ

ル ミン (有効塩素 0.5%)で 15分問表面殺菌を行つた上

で,滅菌水で 3度洗浄 した。冬芽から長さ 2～ 3 Hlm,直径

約 1.O nlmの 茎頂を切 り出し,MS基 本培地に 1.O mg/L BA

と 2.0%fructOseを 添力日し, 8g/Lの 寒天で, pH6.01こ 調

整 した固形培地に置床 して,培養 した。培養条件は 25℃・

16時間日長 (光強度 52 μ molば 2s■)と し,茎頂を形成 し

たものを生存とした。また,融解 した冬芽を 2年苗に直接

芽接ぎをする場合には,冬芽の枝部をもう一度きれいに切

つた上で,芽接ぎを行った。

(3)結果

● 予備凍結する前に冬芽の水分含量を約 39%にするこ

とで 11月 ～翌年 3月 までの枝を超低温保存することが

可能となった。

● 上記の保存方法で-135℃のフリーザーに 1～8年間保

存 した結果,生存率はほとんど変化せず,約 75%を維

持 した (図 2).

生
存
率

（％
）

100

80

60

40

20

0

12345678

保存年数 (年 )

図 2.クワ冬芽の-135℃での保存年数と生存率

0 クフの冬芽の保存温度と生存率については表 1に示

したように 40℃ あるいは-70℃ではほとんど生存 しな

い。しかし, 135℃ あるいは-196℃では 70%以 上の生

存率で保存年数にかかわらず安定的に保存できること

が明らかになった。

躍踵
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表1 クワ冬芽の保存温度と生存率 (%)

保存期間     保存温度(℃ )

55.ク ワ冬芽 (緩速予備凍結法)

図 4.芽接ぎして 2週間後の超低温保存した冬芽

(新野撮影 )

参考文献

Yakuwa H and S Oka (1988)Plant regeneration through meristem

culture from vegetative buds of mulberry (〃 ♭rtrs bο″,b/θゴd

Koidz ) stored in liquid nitrogen. Ann  Bot , 62 79-82.

新野孝男 ら(1992)ク フ冬芽の改良液体窒素保存方法  日蚕雑 ,

60 : 394-399

Niino T et al. (1993) Cryopreservation of dried shoot tips

of mulberry winter buds and subsequent plant regeneration

CryoLetters, 13, 51-58

Niino T et al  (1993)Long storage of mulberry winter buds

by cryopreservation  」  Seric. Sci  Jpn, 62: 431-434

クワ冬芽 冬季に枝を収穫,使用するまでポ リエチ

レンフィルムに包んで保存 (5℃ )

枝部を付けたまま冬芽を切 り出し

水分含量が約 39%ま で部分乾燥 し (25℃2～

3時間),容器に詰め 0℃ に 1日 間置く

予備凍結処理

5℃ , 10℃ , 15℃, 20℃に各 1日 間

-135℃ のフリーザー,液体窒素タンク等
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0
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・
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図3.5年間,コ 35℃のフリーザーに保存した冬芽

376品種・系統の生存率の分布

0 135℃ のフリーザーに5年間保存 した 376品種の生存

率を図 3に示 した。50%以上の生存率を示 したものは

279点で全体の 74%を 占めた 30%以 下の生存数を示

したものは 24点 ,6%で あったが,少 なくても再生個

体 1体は得ることができた。

(4)留意点

1)部分乾燥を過度に行 うと生存率は低下するので注意

が必要である.

2)冬 芽に枝部部分を付けないで保存するとほとんど成

功しない。必ず枝部部分を残 して冬芽を切 り出すことが

重要である。

3)芽接ぎの成功率は 35%と あまり高くはなかったが ,

保存後も茎頂は生存 しているものが多いため,技術の向

上を図ればより高い生存率が見込まれる。

4)冬芽の茎頂を切 り出して,乾燥法,緩速予備凍結法 ,

ビーズ乾燥法で超低温保存も可能である.

(新野孝男 )

↓  直接保存
融解処理 37℃の温水中で融解

↓

１
１
▼

―
―
▼

！
！
！
！
▼

冬芽の滅菌処理 70%エ タノールで1分 ,

アンチホル ミン (有効塩素 0.5%)で 15分

間表面殺菌,滅菌水で 3度洗浄 した

茎頂の摘出と培養

冬芽から長さ 2～ 3■ ll■,直径約 1.O Hlmの 茎

頂を切 り出し,MS基本培地に 1.O mg/L BA,

2.0%fructoseを 添力日した固形培地で培養

図 5.クワ冬芽の超低温保存法の手順

芽の
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

クフの遺伝資源の保存は,現在つくばの農業生物資源研

究所―力所で約 1,000点が圃場で保存されている.圃場保

存は遺伝資源が,病害虫等により滅失する可能性が残 され

ているため,バ ックアップとして,圃場保存とは異なる,

安全で長期間,効率的に保存する方法の開発が求められて

いた。そのため,培養茎頂を用いた超低温保存法を開発 し

た。

(2)材料及び方法

材料

クフ (〃οrと /θ ぅ蕊 vcrd Koidz.)峻 1持 'の培養茎頂を主

に用いた。

培養方法

継代培地イま, MS基本培】也イこ1.O mg/L BA, 2.5%sucrose

を添力日し,0.8%寒天で,pH 5.6に 調整 した固形培地であ

る。継代培養は 40～50日 おきに行い,培養条件は 25℃・

16時間日長 (光強度 52 μ molm~2s■)と した。

超低温保存法

継代後 3週間生育させた培養茎頂を 5℃ 。8時間日長 (光

強度 26 μ molば 2s■)で低温馴化処理を 20日 間行った。こ

の培養茎頂から葉を切 り取 り,長 さ 1～ 1.5“lm,基部の幅

1.0■ lmの茎頂を切 り出し,2 ml容量のクライオチューブに

10茎頂ずつ入れ,0.5 M sorbitol液 0,3 mllこ 5℃で 1晩

浸漬処理 した,次に,凍害防御剤 として 7.5%DMSO+0.5M

sorbitol液を 0.3 ml入れ,5℃に 1時間,0℃ に 30分置

いた.そ の後冷却速度をコン トロールできる超低温恒温器

を用いて-42℃まで 0.5℃/minの速度で冷却 した。途中,

-6℃で植氷を行い,6分間, 6℃ に保持 した。予備凍結が

終了した茎頂はクライオチ■―ブさら液体窒素中に直接

浸漬 した。

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは 37℃ の温水

に直接浸漬 し,約 2分間軽く振盪 しながら加温し,室温ま

で戻 した.ク ライオチューブに 0.15 mlの 滅菌水を 2回 5

分おきに加え,その後,すべてを抜き取 り,0.3 mlの滅

菌水を入れ 30分間静置 した。洗浄 した茎頂は NH4N03を 半

減 した MS継代培地に置床 し,再生育は前述の培養条件下

で行つた。

(3)結果

● 予備凍結温度は-40℃で最も生存率が高く,次に 50℃

で,-30℃, 20℃では生存は見られなかった .

● 5℃低温馴化処理は 20日 間～40日 間で高い生存率が

見られたが,低温馴化をしない場合や 10日 間以内では

生存 しなかった。

● 予備凍結をする前の sorbitol液処理の濃度は,0.5M

から0,75Mが最も高い生存率を示 した .

0 0.5 M sorbitol液 処理時間は 1～24時間まで,ほ と

んど変わらない生存率がえられた。しかし処理をしない

場合,生存率は極端に低下した。

● 凍害防御剤液の DMSOの濃度が生存率に及ぼす影響に

ついて検討 した結果,5%,7.5%,10%DMSOと 0.5M

sorbitolの組み合わせで高い生存率が得 られた。凍害

防御剤が無い場合,sorbitolの みの場合は全く生存 し

なかった。また,10%DMSOの みでも高い生存率は得ら

れなかった (表 1).

表 1凍害防御剤液が緩速予備凍結法で液体窒素保存

したクワ培養茎頂の生存率に及ぼす影響

凍害防御剤 生存率 (%)

鉦

10%DMSO

O.5M sorbitol

5%DMSO+0.5M sorbitol

75%DMSOキ 0 5M sorbitol

10%DMSO+05M30rbitol

15%DMSO+0.5M sorbitol

20%DMSO+0.5M sorbitol

● 凍害防御剤に含まれる糖の種類について glucose,

sorbitol,sucrose,fructoseを 比較検討 したが ,

sorbitol以外では生存が見られなかった。

● 凍害防御剤に含まれる sorbitolの濃度は 0.2～0.5M

０

朽

０

５０

５０

４０

２５

２５
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の間では生存率に影響はなかつた .

● 予備凍結のための冷去口速度は 0.5℃/minが最も生存

率が高く,続いて 1.0℃/min,1.5℃ /minで 2.0℃

/minでは生存が見られなかつた (表 2).

表 2.予備凍結のための冷却速度が生存率

に及ぼす影響

予 備 凍 結 の た め の
冷 却 速 度

生 存 率 (%)

0.5°C/min
l.0°C/min
l.5°C/min
2.O°C/min

0 液体窒素に保存 した剣持培養茎頂を加温 し再生育さ

せると茎頂の緑色は一端褪色 したが,7～ 10日 前後で緑

色の点が見え始めた。 約 2ヶ 月で lcmの茎頂がカルス

形成もなくえられた。

(4)留意点

1)一定の冷却速度で温度を下げるためにはプログラム

フリーザーあるいはコン トロールの付いた低温恒温器

が必要である。近年,簡易なフリージングコンテナーが

売 り出されているので,これを利用することも可能であ

る。

2)植 氷は 40℃ に冷却 した 99%エ タノールにクライオ

チューブの底部を浸漬 して行つた。また,潜熱を取 り除

くために 6℃ に 6分間保持 した。

(新野孝男 )

参考文献

Niino T et al.(1992)Cryopreservation of in vitro grown shoot

tips   of  mulberry  by  vitrification,   CryoLetters,

13:303-312.

新野孝男・岡成美 (1990)培養 したクワ茎頂か らの液体窒素保存

後の植物体再生.日 蚕雑。,59■■ 117.

新野孝男・岡成美 (1990)ク ワ培養茎頂の液体窒素保存 ,日 蚕雑 .,

59:135-142.

培養茎頂 25℃・ 16時間日長,40～ 50日 間隔で継代

↓  継代培養後 3週間後

56.ク フ培養茎頂 (緩速予備凍結法)

低温翻‖化処理 5℃ 。8時間日長,20日 間

sorbitol液 を0.3 ml入れ,5℃に 1時間,0℃

イこ30分静置

冷却速度をコン トロールできる超低温恒温

器を用いて-42℃ まで 0.5℃ /minの速度で

冷却 した.途中,-6℃で植氷を行い,6分間

6℃ に保持 した

夜体窒素タンク 液体窒素中に直接浸漬

0日   詔尋 37℃の温水中で約 2分間加温

直ちにクライオチューブに 0。 15 mlの 滅菌水

を 5分間隔で 2回力日え,そ の後,すべてを抜

き取 り,0.3 mlの滅菌水でさらに洗浄,30

分放置

卜lH4N03を半減 した MS継代培地に置床

図 1.クワ培養茎頂の緩速予備凍結法での超低温保存

法の手順

1  言置ζll!lttnlm,直径1,0■lm)

前処理 0.5M sorbitol液 ,0.3 mlを クライオチュ

I認
山弾 溌蜘 沖

予備凍結処理 凍害防御剤 として 7.5%EIMSO+0.5M
４５
３。
朽
。

Ｂ
Ｉ
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

クフの遺伝資源の保存は,現在つくばの農業生物資源研

究所―力所で約 1,000点 が圃場で保存されている.圃場保

存は遺伝資源が,病害虫等により滅失する可能性が残され

ているため,バ ックアップとして,圃場保存 とは異なる,

安全で長期間,効率的に保存する方法の開発が求められて

いた。そのため,簡易な培養茎頂を用いた超低温保存法を

開発 した。

(2)材料及び方法

材料

クフ (〃OFをFd bO″b/θゴ♂Koidz,)`剣持'の培養茎頂を主

に用いた。また,汎用性を調査するために,〃 bο″わ/θゴd2

品種,〃 2′bβ L.3品種, 〃 カガFο′力 1品種, 〃

βコθιrゼ ,′ゴsP 2 品種 ,  〃 ,igra L. 1 品種 ,  〃

ッ″′′ガθρyノゴJ l品種,〃 Fο歩′陶″οbβ K 3品種も供試 し

た .

培養方法

継代培 l也 イま, MS基本培士也に と,O mg/L BA, 2.5%sucrose

を添力日し,08%寒 天で,pH5.6に 調整 した固形培地であ

る 継代培養は約 50日 おきに行い,培養条件は 25℃ 。16

時間日長 (光強度 52 μ molm~2s■)と した。

超低温保存法

継代後 3週間生育させた培養茎頂を 5℃・8時間日長 (光

強度 26 μ molm2s■ )で低温馴化処理を 3週 間行つた.こ

の培養茎頂から葉を切 り取 り,長 さ 1.5～ 2 nlm,基部の幅

1.0取lmの茎頂を切 り出し,0,7 M sucroseを 添力日した MS固

形培地に 0～ 2日 間,置床 して前培養処理を行つた (表 1

の条件 )。 前培養条件は低温馴化処理と同様に行つた .

前培養 した茎頂は 2 ml容量のクライオチューブに 10

茎頂入れ,PVS2液を l ml添加 し,25℃で 0分～180分 間

ガラス化液処理を行つた。なお,処理の途中で新 しい PSV2

液を l mlと 2回交換するとともに,液体窒素に浸漬する

直前に,再び新 しい PSV2液 0.6 mlと 交換 し,液体窒素に

浸漬 した .

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは 25℃ の湯水

に直接浸漬 し,約 1分間軽く振盪 しながら加温し,室温ま

で戻 した。加温した茎頂は,直ちに PVS2液を取 り除き,

1.2 M sucrose添加 MS液体培地溶液 l mlで 2回洗浄 し,

30分放置した。その後,茎頂を上記の MS継代培地に置床

し,再生育は前述の培養条件下で行つた .

(3)結果

0 5℃,3週間の低温馴化処理は生存率に大きく影響す

るとともに,0。 7 M sucrose添加培地での 1日 間の前培

養が最も高い生存率を示 した (表 1),

表 1 低温馴化と前培養がガラス化法で液体窒素保存し

たクワ培養茎頂の生存率に及ぼす影響

前培養日数    生存率(%± SE)

(日 )   低温馴化処理      無

50 ± 29

600世E 41

325 ± 7.5

注 低温馴化処理は5℃で3週間

O PVS2液の処理時間と生存率の関係は,処理時間が 60

分以上で生存率の上昇が見られ,90分処理で最高とな

り,それ以降は低下した。最適処理時間は 90分±10分

であった。

● 液体窒素に保存した剣持培養茎頂を,加温し再生育さ

せると3日 ぐらいで,生長点が緑色の点として見え,約

2週間でカルス形成もなく,茎頂が生長し始めた。

図 1.液体窒素保存して再生育させた剣持の茎頂

(2ヶ月後)(新野撮影 )

0

1

2

0

0

0
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57.ク フ培養茎頂 (ガラス化法 )

●  核1持 'の培養茎頂の生存率の最大値は図 2に示 した

ガラス化法の手)頁で約 70%で あつた。クワの他の 12品

種 。系統での生存率は,表 2に示 したようにある程度の

生存率が得られた。特に,イ ン ドネシア,タ イの品種・

系統も生存率が 40～70%得 られた .

表 2.ガラス化法のクワの他品種・系統への応用

品種名 生存率 (%± SE)

培養茎頂 25℃ 。16時間日長,50日 間隔で継代

↓  糸畦代培養後 3週間後

l氏温馴化処剃 5℃・8時間日長,3週間

茎頂の切 り出し

(長 さ 1.5～ 2.0■lm,直径 1.O nlm)
|

肘培養処到 0,7 M sucrose添加 MS培地 ,

Iチ をず 班 弓 頂 )に Ю 茎頂

PVS2液処到 PVS2液 l mlで 25℃,90分問処理 ,

I  倍置書畳Sと1¥rそ穐F機と曇争馨二
ら

40.0」= 40
600±  12.0

50.0■= 80

(4)留意点

1)ガラス化法では PVS2液処理時間1ま厳密に守る必要

がある。処理時間が短いと脱水が不十分となり,長す

ぎると過脱水,薬害がでる可能性があり,生存率を低

下させる。この処理時間は植物種や茎頂の大きさ,形

態によつて変わるため,注意が必要である。

2)再生育させる場合は,水中で急速加温する必要があ

る.加温速度が遅いと生存率は低下する。

(新野孝男)

参考文献

Niino T et al.(1992)Cryopreservation of in vitro grown shoot

tips   of  mulberry  by  vitrification.   CryoLetters,

13:303-312

新野孝男 。岡成美 (1990)培 養 したクフ茎頂からの液体窒素保存

後の植物体再生。日蚕雑 ,59■ 11117.

新野孝男・岡成美 (1990)ク フ培養茎頂の液体窒素保存.日 蚕雑。,

59:135-142.

液体窒素タンク 液体窒素中に直接浸漬

25℃の温水中で約 1分間加温

直ちに PVS2液 を取 り除き,1.2 M sucrose

添加 MS液体培地溶液 l mlで 2回洗浄後,30

分放置

再生育 MS継代培地に置床

図 2.クワ培養茎頂のガラス化法での超低温保存法の

手順
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ。木本類

(1)意義

熱帯植物の多 くがそ うであるように,コ ーヒーの種子

も長期保存が難 しい。我々の経験から考えると,収穫か

ら1年以上経過 した種子は保存温度に関わらず,ほ とん

ど正常には発芽 しなくなる。

一方,コ ー ヒーの組織培養による体細胞胚形成は,木

本植物 としては比較的容易であり,ア ラビカ種 とカネフ

ォラ種については既に確立された方法がある。この体細

胞胚は受精胚 と同様の構造を持ち,人工種子の材料 とし

て利用できる。

(2)材料および方法

材料

コーヒーのカネフォラ種 (鈴FFθβ θ,ヵθρ力Or21の葉切片

を培養 して体細胞胚 お よび再生植 物体 を得 る方法

(Hatanaka et al。 ,1991)を 以下に簡単に示 した (図 1).

た.最後に 1.O M sucroseを含む固体培地で 1日 ,次に同

様の液体培地で 1日 振盪培養 した。

図 2.コーヒーの体細胞胚発達の段階

A,球状胚 ;B,魚雷型胚;Cと D,子葉胚

以後の実験には Bか C程度の体細胞胚を用いた.

スケールバーは l mm[畠 中知子撮影]

2)アルギン酸ビーズ作成 と乾燥脱水

前培養 した体細胞胚を,3%アルギン酸ナ トリウムと o.5

M sucroseを含む基本培地 (ただしカルシウムを除く)に

懸濁 した。滅菌 したガラスピペットで懸濁液を取 り,0。 1

M塩化カルシウムと o.5 M sucroseを 含む基本培養液に 1

体細胞胚ずつ落としてアルギン酸を重合させた.体細胞

胚を 1個ずつ含むアルギン酸ビーズは直径約 5 Hlmで,こ

れらを0.8 M sucroseを 含む液体培地で 1日 間振盪培養 し

た。ビーズ表面の水分を拭き取り,滅菌濾紙を敷しヽた直

径 6 cmのシャーレに移した。このシャーレに蓋をせずに

直径 12cmの シャーレに入れ,周 囲に約 35gの乾燥シリカ

グルを敷き詰め,蓋をしてパラフィルムで封をした (図

3)。 そのまま明らかにビーズが乾燥して縮んだのを確認

するまで室温で放置した。場合により,数時間から24時

間程度かかる (図 4)。

体細胞胚の入つたアルギン酸ビーズ

シリカグル  濾紙  パラフィルムで封

植え付け アル ミ

オ

親植物 葉切片作成

一一”叫練
邑輔

立
晋

r 培
養

体細胞胚形成

図 1カネフォラコーヒーの組織培養方法

この方法によって得 られた魚雷型か子葉期の体細胞胚

(長 さ 2～ 3 nlm)を用いた (図 2)。

超低温保存法

1)前培養

基本培地は,1/2 MS無機塩,B5ビタミン類,3%sucrose

で,固体培地の場合は 0.9%寒天を加えた。体細胞胚を

高浸透圧に

'贋

応 させるために 3～ 4日 毎に sucrOse濃 度を

上昇させた培地 (0.3,0.5,0,7,0,3M)に 植え替えていつ

幼植物成長再 生
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図3.アルギン酸コートした体細胞胚の乾燥脱水法



図 4.シリカゲルに囲まれた乾燥前 (左 )と乾燥後 (右 )のア

ルギン酸ビーズの写真

スケールバーは l cm[畠 中知子撮影 ]

乾燥 したビーズを 0.5 mlの マイクロチューブ等に入れ ,

液体窒素に投入 した。液体窒素中で 1時間経過後,チュ

ーブを取 り出して 30℃の温水中で急速力日温 した。

3)体細胞胚の再生長

加温 した体細胞胚のビーズはそのまま固体の基本培地

に移 し,通常の条件で培養 した。生存率は,処理 した体

細胞胚のうち,解凍後 30日 目に緑色を保持 しているか生

長を続けている個体数の割合 (%)と した。体細胞胚を含む

ビーズの水分含量は新鮮重と乾物重との差から算出した。

(3)結果

実験の結果,体細胞胚を含むアルギン酸 ビーズの水分

含量が 13%の 時,最 も高い生存率 (63%)が 得 られることが

わかつた (図 5).環境条件によつてことなるが,上記の

方法で 1個のシャーレに15個程度のビーズを入れた場合 ,

水分含量を 13%にまで下げるためには,5～ 6時間かかる

ことが多い。ビーズの数が多ければそれだけ時間も長く

かかる。

0

9

30       20        10        0

水分含量 (%)

図 5,アルギン酸でコートした体細胞胚の乾燥処理後の水

分含量と生存率の関係

黒丸 (0)は液体窒素処理せずにすぐに再培養したもの ,

自丸 (O)「よ液体窒素で司時間保持したのち,室温に戻して

から再培養したものの生存率

58.コ ーヒー体細胞胚 (ビーズ乾燥法)

づ P‐  ・
1・

図 6。 引96℃処理から回復して再生長した植物体

A,再培養開始 50日 後

B,再培養開始 5ヶ月後の様子

スケールバーは l cm[畠 中知子撮影 ]

低温処理後も生き残つた植物体の生長は極めて良好で ,

再生長用培地に放置 しておいても正常に成育した (図 6).

(4)留意点

1,こ こにはデータは載せていないが,体細胞胚をアル

ギン酸ビーズでコー トしなかつた場合の生存率は極め

て低い。手間がかかるように見えてもアルギン酸でコ

ー トすることによつて,そ の後の作業が容易にな り,

生存率も有意に上げることができる。

2 基本培地は MS培地を薄めたものを使用 しているが ,

これは WPM(Woody Plant Medium)で も代用できる.た

だし,MS培地そのものは塩濃度が濃すぎてコーヒー植

物には合わないので,特に再培養時には薄めの培地を

使 うことが必要である。

3.今回はカネフォラ種を用いたが,コ ーヒーとして最

も一般的なアラビカ種でも体細胞胚誘導は比較的簡

単なので,同様の方法が利用できると考えられる。

(畠 中知子)

参考文献

Hatanaka T et al  (1991)Effects of plant growth regulators

on somatic  embryogenesis  in leaf cultures of  δ9FFθ,

θttθρノ2οra  Plant Cell Reports, 10, 179 - 182.

Hatanaka T et al  (1995) Direct regrowth of encapsulated

somatic embryos of coffee (と
'ο

FFθ♂
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老ユカθp力οr,l after cooling

in liquid nitrogen   Cryo― Letters, 15, 47 - 52.
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

パパイヤは熱帯・亜熱帯地域で広く栽培されている果物

の一つであり,一般栽培では主として種子で増殖される。

典型的な難貯蔵種子ではないが,乾燥及び低温に感受性

で,短期貯蔵 しかできないため,遺伝資源の長期保存法

の開発が必要 とされている。超低温保存の材料 として ,

茎頂・種子・不定胚が候補に挙げられる.私たちは,①超

低温保存 しやすい材料であること,②近年, ウイルス抵

抗性などの遺伝子組み換え体の作出や人工種子による増

殖にパパイヤの不定胚の利用が盛んになっていることか

ら,体細胞不定胚のガラス化法による保存プロ トコール

を検討 した。

(2)材料及び方法

材料

パパイヤ (3雲玉θβ ρθρゼ7/と7L.)品種 `Sunrise solo'の

未成熟な種子胚を切 り出し,不定胚誘導培地 (MS基本培

地+15 mg/L2,4-D,200 mg/Lカ ゼイン (ブ」日水分解物),400

mg/Lグ ル タ ミン,0.8%寒 天 ,6%シ ョ糖 )(Ftttch&

Manshardt 1990)上で,25℃ 。暗黒下で培養 した.形成さ

れた体細胞不定胚塊 (以下,不定胚塊 とする)を供試材料

とした。

超低温保存法

処理条件の検討 上記の不定胚塊 (魚雷期より若い不定

胚から成る)を直径 3 nlm程度の大きさに分割 して材料とし,

2段階ガラス化法におけるローディング液およびガラス

化液の処理時間を,次の手順によつて検討 した ;①不定

胚誘導培地が 6%シ ョ糖を含んでいるのでとくに前培養は

行わなかった,②不定胚塊をローディング液(1.5Mグ リ

セリン+0,4Mシ ョ糖+5%DMSO)に 浸漬し,続いてガラス

化液(PVS2液)で処理した(いずれも 25℃下),③サンプル

とPVS2液をいれたクライオチューブを液体窒素に直接浸

漬した。

発育段階による生存率の検討 不定胚塊から単離した

発育段階の異なる不定胚にローディング処理 25分 ,

PVS2液処理 25分 を施し,液体窒素に浸漬した.

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブを 40℃の温水

に直接浸漬 し,約 1分間軽く振盪 しながら加温した。不

定胚塊を 1.2Mの ショ糖液に 10分問浸漬 した後,濾紙を

載せた 1.2Mの ショ糖を含む MS固形培地上に一晩静置 し

た。培地は,定胚の発達段階によって選択 したが,基本

的には胚成熟用培地 (MS基本培地+6%シ ョ糖,400 mgグ

ルタミン,0,8%寒天)で 20日 程度培養 した後,発芽用培

地 (MS基本培地+3%ショ糖,400 mgグ ルタミン,0.8%寒

天)に移 し替えた。培養条件は,25℃ ,24時間日照 (光強

度 80 μ molm 2s■ )と した。

(3)結果

ローディング液及びガラス化液処理条件を,処理 20日

後の不定月不ヽ塊の生長・再分化を生存率の指標 として検討 し

た (図 1).ロ ーディング処理の効果は大きく,25分処理区

で生存率がピークを示 した。図 11こは示さなかったがロ

ーディング処理が 30分 を越えると生存率は下降した。最

も高い生存率は,ロ ーディング処理 25分,PVS2液処理 25

分の組合わせで得 られ,生存 した不定月不ヽ塊は液体窒素処

理後 7日 ほどで生長を再開し,生存が確認できた。さら

に,発芽用培地に置床すると,不定胚塊を形成する不定

胚の 70%以上が茎葉を形成 した。

100

,0

70

60

50
潔

幹

苗

30

,0

S 10   Sヽ   20   2S

'VS2処
理時間 (分 l

30   〔]5

図 1.ローディング液及び PVS2処理時間がパパイヤ不定

胚塊の液体窒素保存後の生存率に及ぼす影響
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不定胚塊から単離 した発育段階の異なる不定胚にロー

ディング処理 25分,PVS2液処理 25分を施 し, 液体窒素

処理後の生存率を, 力日温直後の TTC染色 (Steponkus&

Lanphear 1967)お よび処理 7日 後の観察によつて判定した。

単離 した不定胚においては,生育後期の不定胚ほど生存

率は高かつた (表 1).

表 1パパイヤ不定胚の生育段階及び大きさが液体窒素保

存後の生存率に及ぼす影響

59.パ パイヤ不定胚 (ガ ラス化法 )

おいて,路鉄剛 (Tie cang Lu,Institute of Botany,Chinese Academy of Sciences,

Beijing i00093,China)と の共同研究で得 られたものである。

参考文献

Fitch lヽllヽl and Manshardt R (1990) Somatic embryogenesis and

plant regeneration from immature zygote embryos of papaya

(♂ゼ7′ ゴて,とュ papa/ρ し,) Plant cell Rep., 9:320-324.

Steponkus PL and Lanphear FO  (1967) Refinement of the

triphenyl tetra2olium chloride method of determining cold

in」 ury, Plant Physiol., 42:1423-1426

高木洋子 (1996)タ ロとパパイヤのガラス化法による超低温保存 .

組織培養,22:376380

不定胚誘導 未成熟な種子胚から体細胞不定月不ヽを誘

導する.25℃・暗黒下,lヶ月間隔で継

代培養 し,2～3ヶ 月

しS液処理 ローディング液 l mlに 不定胚塊(3x3

mm)5塊 程度をいれ,25℃ 下で 25分

問処理する

障VS2液処理
|

PVS2液 l mlで 25℃, 25分 問処理 .

処理中 PVS2を 3度交換.処理後,0.5

mlの PVS2液で軽 く洗ヤヽ, さら1こ 新 し

い液 0.5 mlと 交換する

液体窒素タンク 液体窒素中に直接浸漬する

1) 処理 25分,PVS2処理 25分の に 1時間

浸漬した

2)TTC処 理により濃赤色に染まつたものを生存とした

3)3反復の平均 ± SE,1反復 20個のカルス塊又は不定胚を処理し

た

(4)留意点

1)単離 した不定胚の うちで生存率が 70%以上を示 した

成熟胚は,TTC染色により胚の大部分が濃赤色に染まり

高い活性を示 したので生存 と判定 したが,子葉や根端

の組織が部分的に染まらない個体が頻繁に観察された

処理 7日 後の観察では不定胚は大きくなつていたが ,

その後,茎葉を形成 しにくく,カ ルスが増殖 し,カル

スから新 しい不定胚を形成するこ≧が多かった。

2)不 定胚塊は取 り扱いやす く,生存率も高かつたが ,

不定胚のごく一部や不定胚塊を構成 している分裂組織

からの二次胚形成などが識別 しにくいとい う問題が残

される。

3)保 存する系によつては不定胚が個体 として生存 した

と確証できるプロ トコールが求められるが,①高濃度

のショ糖を含む培地上での前培養,②それぞれの発育

段階にある不定胚の適切なガラス化液処理時間,③再

生培地組成を検討すれば,単離 した個々の不定胚から

の植物体再生率を高めることが十分に可能であると考

察される。

(高木洋子 )

ここに述べた結果は,国際農林水産業研究センター沖縄招へい研究プログラムに

40℃の温水中で約 1分間加温,直ちに

PVS2液 を取 り除き,1.2 M sucrose添

加 した MS液体培地溶液 l mlを加え,

5分ごとに液を交換 して,2回洗浄.濾

紙を載せた 1.2Mシ ョ糖を含む MS固形

培地上に一晩静置する

胚成熟用培地で 20日 程度培養 し,不

定胚が十分に成熟 したところで,発芽

用培地に移 し替える.25℃,24時間日

照下で培養する

図 2.パパイヤ不定胚のガラス化法による超低温保存

法の手順

ｌ
ｌ
▼

再生育

91 5 ± 77魚雷型期以前の胚

及びカルスの塊

30x30 853± 47
成熟胚30 」L 02 795± 38882± 40

20± 02 705± 41722± 56成熟胚前期

243± 34魚雷型胚10 ± 02 105± 08

150 ± 1 03,球状胚前期～心臓

型胚

<(05 63 ± 1 4

生育段階大きさ

(mm)

カルスの増殖

(7日 後)

TTC l父 定2)

(融解直後)

供試した不定胚1) 液体窒素保存後の生存率(%)
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

クロマツ はカロ♂励とをァ,わθ電
==Parl.)と

アカマツ (2

て′()ヵε′F′οrを
'Zieb.et Zucc.)は

日本の主要な造林樹種で

あるが,マツノザイセンチュウによる枯損がマツ類では

重大な問題 となっている。その姑策 として,選抜育種事

業や遺伝子操作技術による抵抗性の付与などが考えられ

る。我々はこれまでに邦産針葉樹の遺伝子操作の確立の

ため基盤技術 として不定胚形成を経由する植物体再生法

を開発 してきた。一般的に,誘導された不定胚形成細胞

は約 2週間おきに継代培養を続けて維持するが,誘導後

の期間が長くなるに従い細胞の分化能力が低下すること

もあるため,高再生活性を保つたままの細胞を超低温保

存によって長期間保存する必要がある。一方,ヤクタネ

ゴヨウ (2 ρrノ′β′?カブFranch.var.β ttβ″了ρ′,つ (Koid2.)

Hatsusima)は 屋久島と種子島のみに自生する日本固有の

五葉松であり,近年その個体数の減少が著 しく,2,000

本程度 しか生存 していないと推定され,2000年に環境庁

の日本版 レンドデ~タ ブックに「絶滅危惧種 IB類」とし

て指定されている。このことから絶滅が危惧されるヤク

タネゴヨウの永久的な保全策 としては,自 生地ならびに

自生地外における保存法の確立が望まれている。しかし,

厳 しい環境条件下に分布するヤクタネゴヨウを自生地で

遺伝資源保存するには困難を伴 うことが予想 されている
`

これ らはクローン集植林として現地外に保存することが

一般的であるが,永年性樹木を広大な面積に野外で長期

間管理することが必要であり,低 コス ト・少スペースで

長期安定的に遺伝資源を維持できる凍結保存技術の活用

の意義は大きい .

(2)材料および方法

材料

クロマツとアカマンの場合は,独立行政法人森林総合

研究所 (茨城県つくば市松の里 1)内の樹木園に植栽さ

れたl匿 体および茨城県林業技術センター (茨城県那珂郡

那珂町戸 4692)内の採種園産個体の未熟種子胚より誘導

した不定胚形成細胞を供試 した。ヤクタネゴヨウの場合

は,鹿児島県林業試験場 (鹿児島県姶良郡蒲生上久徳

1821)内の採種園産個体の未熟種子胚より誘導 した不定

月不ヽ形成細胞を供試 した。

培養方法

継代培養は 1/2 EM培地に 3μ M 2,4Dと lμ M BAを添

加 した液体または固形培地を用いた。液体培養の場合は 2

週間おきに,静置培養の場合は 3週間おきに継代 し,培

養条件は 25℃ 暗黒下とした.液体培養では,100 mlの

フラスコに約 30 mlの培地を入れ,100 rpmで旋回培養を

行つた。不定胚の成熟化は,増殖 した不定胚形成細胞を,

40μ mのナイロンメッシュで濾 し,生重約 500 mgを  3

mlの液体培地に再度懸濁させ,濾紙 (Advantec No.2)

上に懸濁物を載せて,50g/Lマル トース,100g/L PEC,

100,Mア ブシジン酸と2g/L活性炭含有の EM固形培地

上に移 し,25℃ 暗黒下で約 2ヶ 月間培養 した.成熟した

不定胚は,植物成長調節物質を含まない発芽及び個体再

生用の培地に移 し,16時間照明 (約 5,0001x)の 環境下

で培養行つた (Maruyama et al.2005).

超低温保存方法

簡易凍結法 (1)

継代培養開始後 7～ 14日 の細胞を 0.4Mツ ルビトール

含有の液体培地で 24時間前培養 したものを生重約 150 mg

採取し0.5 mlの懸濁液として 20%DMSO液 0.5 mlを入れ

た氷中の 1.5 ml容 量のクライオチューブ (ア シス ト

SARSTEDT)に移 し 30℃ にて 2時間保つた後,液体窒素

に浸漬 した。

簡易凍結法 (2)

継代培養開始後 7～ 14日 の細胞を生重約 150 mg採 取し

1.5 ml容 量のクライオチューブに移 し,20%グ リセロー

ルと15%シ ョ糖の凍害防御剤液を添加 し25℃ で 10分間

処理 して, 30℃ のアリーザに移 し30分間l呆 つた後,液

体窒素に浸漬 した。

ガラス化法

継代培養開始後 7～ 14日 の細胞を径 3～5 mmの塊とし

て 0.8Mノルビトール含有の固形培地で 48時間前培養 し
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たものから 10児を採取し30%グ リセロール,15%EC,15%

DMSOと 15%シ ョ糖含有のガラス化液 l mlを 入れた氷中

の 1.5 ml容量のクライオチューブに移 し30分問保つた

後,液体窒素に浸漬 した .

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,40℃ の温

水にそのまま浸漬 し,軽く振盪 しながら加温 して 1～2分

間保持 し,室温まで戻 した。簡易凍結法 (1)ではクライオ

チューブの内容物を 40μ mのナイロンメッシュで濾 しと

り, さらに 100 mlの 培地で洗浄 した。簡易凍結法 (2),

ガラス化法ではクライオチューブより処理液を取 り除き,

40%シ ョ糖含有の培地溶液で20～30分間浸漬 して洗浄 し

た。その後,1/2 EM培 地で,前述の培養条件下で再生育

を行つた 生存した不定胚形成細胞を,2～3回の継代培

養で増殖させた後,不定胚誘導用培地上で培養を行つた。

(3)結果

試験 したどの保存法でもマンの不定胚形成細胞の超低

温保存は可能と考えられたが,それらの生存率は 0～67%

で,系統間のばらつきが認められた。再生育後の培養 1

週目では細胞の生育が遅く,不定胚のサスペンサーの枯

死が観察され,不定胚の頭の部分のみが生育 した。再生

育培養 2～ 3週 間目において,生存 している不定胚の頭よ

り新たなサスペンサー構造が形成 されるようにな り,培

養 4週 目には多数のサスペンサーが生じて不定胚の活発

な増殖が観察された。超低温保存処理をしない細胞 と比

較すると,再生育後に約 2週間の増殖の遅れが観察され

たが,その後は形態的にも無処理 と同等の健全な不定胚

形成細胞 として継代培養 された。不定胚の成熟と再生率

を比較したところ表 1に示すように,統計的な差が認め

られなかつた。また,超低温保存 した不定胚形成細胞か

ら得 られた植物体は,無処理と同等の健全な成長が観察

された。

(4)留意点

生育活性が高く再生能力を保持する不定胚を用いるこ

とが,超低温保存の成テカに大事な要因である.再生育後

の細胞をナース培養で生育をさせることによつて細胞の

増殖を早める効果が見られた。

(丸山エミリオ荻 。石井克明・細井佳久)

60,マ ツ不定胚形成細胞 (簡易凍結法・ガラス化法)

参考文献

Maruyama E et al  (2005)Somatic embryo production and plant

regeneration of 」apanese black pine (P/ッ ,とrd L/2とを′,う 9rgュ′l

」ourna1 0f Forest Research, 10:403-407

表 1.ガラス化法により保存したマツの不定胚形成細胞から

得られた成熟不定胚数,発芽率 (%),植物体再生率 (0/o)

種 成熟胚数/シャーレ   発芽率   再生率

クロマツ  対照

液体窒素

アカマツ  対照

液体窒素

ヤクタネゴヨウ対照

液体窒素

160

149

182

210

140

161

+ 53

+ 26

+ 24

+ 39

± 18

+ 26

50 ± 7

52 ± 7

39 ± 3

35 ± 3

50 ± 4

49 ± 6

48 ± 6

47 」L 6

35 」L 2
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48 ± 3
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

日本 の代 表 的 な植 林 木 で あ るス ギ (σ′/ュ,ぢ勁″カ

″″ヵユθθ D.Don)は,住宅建材や内装材から各種建具な

どに幅広く利用されている。また,成長が良くかつ病害

虫抵抗性に優れた形質を合わせ持つた精英樹が選抜され ,

その多くが国内で利用されている.近年,ス ギの花粉症

対策の一環として,花粉の少ない系統や,無花粉個体が

発見されてきた。これ らはクローン集植林として現地外

に保存することが一般的だが,永年性樹木を大面積に野

外で長期間管理することが必要であり,施設を用いた超

低温保存技術の活用の意義は大きい .

(2)材料および方法

材料

独立行政法人森林総合研究所 (茨城県つくば市松の里

1)内 の樹木園に植栽された個体および茨城県林業技術セ

ンター (茨城県那珂郡那珂町戸 4692)内 の採種園産個体の

未熟種子胚より誘導 した不定胚形成細胞を供試 した .

培養方法

継代培養にイま1/2 EM培地 (Maruyama et al. 2000)と こ3

μM2,4-Dと lμ M BAを 添加 した液体または固形培地を用

いた。液体培養は 2週間おきに,静置培養は 3週間おき

に継代培養 し,培養条件は 25℃ 暗黒下とした。液体培養

では,100 mlの フラスコに約 30 mlの培地を入れ,100 rpm

で旋回培養を行つた。不定胚を誘導するためには,増殖

した不定胚形成細胞を,マル トース,PEC,ア ブシジン酸

と活性炭合有の EM固形培地上に移 し,25℃ 暗黒下で約 2

ヶ月間培養 した。成熟 した不定胚は,植物成長調節物質

を含まない発芽および個体再生用の培地に移 し,16時間

照明 (約 5,0001x)の環境下で培養を行つた。

超低温保存方法

簡易凍結法 (1)

継代培養開始後 7～ 14日 の細胞を 0.4Mソ ル ビトール

含有の液体培地で 24時間前培養 したものを生重約 150 mg

採取 し0.5 mlの懸濁液 として 20%DMSO液 0.5 mlを入れ

た氷中の 1.5 ml容 量のクライオチューブ (ア シス ト

SARSTEDT)に 移 し 30℃ にて 2時間保つた後,液体窒素に

浸漬 した .

簡易凍結法 (2)

継代培養開始後 7～ 14日 の細胞を生重約 150 mg採取 し

1.5 ml容 量のクライオチューブに移 し,20%グ リセロー

ル と15%シ ョ糖の凍害「力
‐
御剤液を添加 し25℃ で 10分間

処理 して, 30℃ のフリーザーに移 し 30分間保つた後 ,

液体窒素に浸漬 した。

ガラス化法

継代培養開始後 7～ 14日 の細胞を径 3～ 5凛lmの 塊とし

て 0.8Mソル ビトール含有の固形培地で 48時間前培養 し

たものから 10鬼 を採取し30%グ リセロール,15%EG,15%

DMSOと 15%シ ョ糖含有のガラス化液 l mlを入れた氷中

の 1.5 ml容量のクライオチューブに移 し30分間保つた

後,液体窒素に浸漬 した。

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,40℃ の温

水にそのまま浸漬 し,軽 く振盪 しながら加温して 1～ 2分

間保持 し,室温まで戻 した。簡易凍結法 (1)で はクライオ

チューブの内容物を 40μ mのナイロンメンシユで濾 しと

り, さらに 100 mlの 培地で洗浄 した。簡易凍結法 (2),

ガラス化法ではクライオチューブより処理液を取 り除き,

40%シ ョ糖含有の培地溶液で20～30分間浸漬 して洗浄 し

た。その後,1/2 EM培 地で,前述の培養条件下で再生育

を行つた。生存 した不定胚形成細胞を,2～ 3回の継代培

養で増殖させた後,不定胚誘導用培地上で培養を行つた。

(3)結果

試験 したどの保存法でも,ス ギの不定胚形成細胞の超

低温保存は可能と考えられ,それ らの生存率は 33～ 60%

であつた (表 1).再生育の様子を観察すると,培養 1～2

週 目では生育が遅く,不定胚のサスマトミン身―が枯死 して

お り,不定胚の頭の部分が生育した。再生育培養 2～ 3週

間目において,生存 している不定胚の頭より新たなサス

ペンサー構造が形成 されるようになり,培養 4週 目には

多数のサスペンサーが生 じて不定胚の活発な増殖が観察
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された。超低温保存処理をしない不定胚 と比較すると,

再生育後に約 2週間の増殖の遅れが観察されたが,その

後は形態的にも無処理と同等の健全な不定胚 として継代

培養 され,不定胚の成熟と再生率を比較 したところ表 2

に示すように,統計的な差が認められなかつた。また ,

超低温保存 した不定胚形成細胞から得 られたスギの植物

体は,無処理と同等の健全な成長を示 した (図 1)。

表 1.超低温保存したスギ不定胚形成細胞の生存率(%)

系統  簡易凍結法(1) 簡易凍結法(2) ガラス化法

61.ス ギ不定胚形成細胞 (簡易凍結法・ガラス化法)

存することが望ましい .

(丸山エミリオ及・石井克明 。細井佳久)

参考文献

Maruyama  E  et  al.  (2000)  Embryogenic  cell  culture,

protoplast  regeneration,  cryopreservation,  biolistic

gene transfer and plant regeneration in 」apanese cedar

(σr/ρ ttο〃θr′と, プと,pο″ゴθβ D.  Don).  Plant Biotechnology,

17:281-296
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表 2,ガラス化法により保存したスギの不定胚形成細胞から
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図 1.無処理 (左 )と超低温保存した(右 )不定胚形成細胞か

ら得られたスギの植物体 (丸山撮影 )

(4)留意点

生育活性が高く再生能力を保持する不定胚を用いるこ

とが,超低温保存の成功に大切な要因である。不定胚形

成細胞の継代培養間隔を 2週間以内とし,新鮮な細胞を

採取することも重要である。また,継代培養を続けて保

存すると1～2年以内に植物体再生能力が落ちることもあ

るので,誘導後の 1年以内の不定胚形成細胞を超低温保
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

ヒノキ (び′ブρ′′ゼ7θθ/メ,θrゴ∫Obι♂∂β Sieb et Zucc。 )は我が

国の最も主要な建築材 として用いられる造林樹種である.

現在,国内の新規植林面積は第一位 となってお り,各 地

域で選抜された精英樹および雪害抵抗性個体や病虫害抵

抗性個体を材料 として組織培養が行われている 近年 ,

ヒノキ花粉症射策の一環として,花粉の少ない系統や無

花粉個体も選抜されている しかし,これ らは現地保存

あるいはクローン集植林として現地外に保存する場合は,

広大な面積,労力,費用を要すると共に病虫害や自然現

象による災難等の影響に伴 う大きなリスクを背負つてい

る。また,フ ラスコ内で大量の培養組織を長期間維持す

るために,広い設備を必要とするし,コ ス トや手間が掛

かる。それ らに対 して,超低温保存では,低コス トで ,

また少ないスペースで液体窒素中に長期・安定的な保存

が可能である。ヒノキのように成木の特性の検定に年数

がかかるものは,検定終了までの間,長期間超低温保存

することが有効である なお,継代培養を続けて,誘 導

後の期間が長くなるに従い不定胚形成細胞の分化能力が

低下することもあるので,高再生活性を保つたままの細

胞を超低温保存による長期間保存できる意義は大きい。

(2)材料および方法

材料

独立行政法人森林総合研究所 (茨城県つくば市松の里

1)内 の樹木園に植栽された個体および茨城県林業技術セ

ンター (茨城県那珂郡那珂町戸 4692)内 の採種園産個体の

未熟種子胚より誘導 した不定胚形成細胞を供試 した。

培養方法

継代培養は 1/2 EM培地(Maruyama et a1 2000)に 3μ M

2,4Dと lμ MBAを 添力日した液体または固形培地を用いた。

液体培養は 2週間おきに,静置培養は 3週間おきに継代

培養 し,培養条件は 25℃ 暗黒下とした。液体培養では,

100 mlの フラスコに約 30 mlの培地を入れ,100 rpmで

旋回培養を行つた。不定胚を誘導するためには,増殖 し

た不定胚形成細胞を,マル トース,PEC,ア ブシジン酸と活

性炭含有の EM固形培地上に移 し,25℃ 暗黒下で約 2ヶ

月間培養 した。成熟 した不定胚は,植物成長調節物質を

含まない発芽および個体再生用の培地に移 し,16時間照

明 (約 5,0001x)の 環境下で培養を行つた (Maruyama et al

2005).

超低温保存方法

簡易凍結法

継代培養開始後 7～ 14日 の細胞を 0.4Mツ ルビトール

含有の液体培地で 24時間前培養 したものを生重約 150 mg

採取し0 5 mlの懸濁液として 20%DMSO液 0.5 mlを入れ

た水中の 1 5 ml容量のクライオチューブ (ア シス ト

SARSTEDT)に移 し 30℃ にて 2時間保つた後,液体窒素

に浸漬 した .

ガラス化法

継代培養開始後 7～ 14日 の細胞を径 3～ 5■ l■ の児とし

て 0.8Mツルビトール含有の国形培地で 48時間前培養 し

たものから10塊を採取 し30%グ リセロール,15%EC,15%

DMSOと 15%シ ョ糖含有のガラス化液 l mlを入れた氷中

の 1 5 ml容 量のクライオチューブに移 し30分間保った

後,液体窒素に浸漬 した

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,40℃ の温

水にそのまま浸漬 し,軽 く振盪 しながら加温して 1～ 2分

間保持 し,室温まで戻 した。簡易凍結法ではクライオチ

ューブの内容物を40 μmのナイロンメッシュで濾 しとり,

さらに 100 mlの培地で洗浄 した ガラス化法ではクライ

オチューブよりPVS2液を取 り除き,40%シ ョ糖含有の培

地溶液で 20～30分間浸漬 して洗浄した。その後,1/2EM

培地で,前述の培養条件下で再成育を行つた。生存 した

不定胚形成細胞を,2～ 3回の継代培養で増殖させた後 ,

不定胚誘導用培地上で培養を行ロンた。

(3)結果

試験 した両保存法とも, ヒノキの不定胚形成細胞の超

低温保存は可能と考えられた。再生育の様子を観察する

と,再培養直後に不定胚形成細胞のほとんどのサスペン
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サーが枯死 していることが観察され,1～2週 日では生育

が遅く,不定胚の頭の部分のみが生育 した (図 1)。 再生

育培養 2週間後には,生存 している不定月不ヽの頭より新た

なサスペンサーを形成 しているのが確認 され,培養 4週

目には多数のサスペンサーが生 じて不定胚の活発な増殖

が観察された (図 2),そ の後は形態的にも無処理と同等

の健全な不定胚形成細胞 として継代培養 され,不定胚の

成熟および再生率を比較 したところ表 1に示すように,

統計的な差が認められなかった。

表 1.超低温保存したヒノキの不定胚形成細胞から得られた

成熟不定胚数,発芽率 (%),植物体再生率 (%)

系統  保存法 成熟月企数/シャーレ 発芽率  再生率

62.ヒ ノキ不定胚形成細胞 (簡易凍結法・ガラス化法 )

図 1生育後 1～ 2週間目のヒノキ不定胚形成細胞

(DAPI染 色後の蛍光顕微鏡下観察)(丸山撮影 )

図 2.再生育後 4週間目のヒノキ不定胚形成細胞

(丸山撮影 )

圃 圏
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24 h at 25° C
(041ヽ ′1 6orbitoI)

Mx wに h 20皓    Keep at-30。C
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簡易凍結法

吟

for 30 min at OoC (PVS2)
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対照
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N071 ガラス化法

対照

液体窒素
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(4)留意点

生育活性が高く再生能力を保持する不定胚を用いるこ

とが,超低温保存の成功に大切な要因である。また,継

代培養を続けて維持すると 1年以内に植物体再生能力が

低下することもあるので,誘導後の 6ヶ 月以内の不定胚

形成細胞を超低温保存することが望ましい。

(丸山エミリオ毅・石井克明 。細井佳久)

参考文献

Maruyama  E  et  al.  (2000)  Embryogenic  cell  culture,

protoplast  regeneration,  cryopreservation,  biolistic

gene transfer and plant regeneration in 」apanese cedar

(σr/ρι3礎r′タ プ,pο
'ノ

θセユ D. Don). Plant Biotechnology,

17,281-296

Maruyana E et al. (2005) Efficient plant regeneration of

Hinoki  cypress  (9拷
"β

θθ/メクβr,どデ  οbιとぉβ) via  sOmatic

embryogenesis  Journal of Forest Research, 10:73-77

●

≦ゑ

員

圏員
―

48 h at 25° C
く0 3M sorbito)

―

ф圃
く20-aO min)

R雷ピ2輛榔
hg   

繁!写88己

LN

-148-

ガラス化法



植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

木曾五木 の一つ で ,有用 な針 葉樹 であ るサ ワラ

(0と7〃ゼュθθ/ρと
'rん

pた′Fθra Sieb et Zucc。 )イま, 建本オや

樽等各種木製品に幅広 く利用されている。また,成長が

良い個体は精英樹 として選抜されている。これ らは現地

またはクローン集植林 として現地外に保存することが ‐

般的である。超低温保存では,大面積で高費用を必要と

する現地保存や集植林保存に比べ,少ないスペースで済

み,育種検定の評価終了までの間,長期間維持保存する

ことが有効である.

(2)材料および方法

材料

独立行政法人森林総合研究所 (茨城県つくば市松の里

1)内 の樹木園に植栽 された個体の未熟種子胚より誘導し

た不定胚形成細胞 と成熟不定胚を供試 した .

培養方法

不定胚形成細胞の継代培養には改変 LP培地に 10μ M

2,4Dと 500 mg/Lの グルタミンを添力日した液体または固

形培地を用いた 液体培養は 2週間おきに,静置塔養は 4

週間おきに継代し,培養条件は 25℃ 暗黒下とした。液体

培養では,100 mlの フラスコに 30～ 40 mlの培地を入れ ,

生重 5～ 10 mgの 細胞を移植 して 100 rpmで旋回培養を行

つた.静置培養は生重 10～20 mgの 細胞を 1シャーレあ

たり5塊移植 した。不定胚の成熟は,継代培養での 2,4D

を含有 しない改変 LP培地で 1～ 2週間培養 した細胞を 40

μmのナイロンメンシユで濾 し,生重約 100 mgを  2 ml

の液体培地に再度懸濁させ,濾紙 (Advantec No.2)上に

懸濁物を載せて,100 μ M ABA,2g/L活性炭,150g/L PEG

を添力日した SMま たは EM培地で行つた。

,超低温保存方法

簡易保存法 (1)

継代培養開始後 7～ 14日 の不定胚形成細胞を 0.4Mソ

ル ビトール含有の液体培地で 24時間前培養 したものを生

重約 150 mg採取し0.5 mlの懸濁液として 20%DMSO液 0.5

mlを入れた氷中の 1.5 ml容量のクライオチューブ (ア

シス トSARSTEDT)1こ 移 し 30℃ にて 2時間保つた後,液

体窒素に浸漬 した。

簡易保存法 (2)

継代培養開始後 7～ 14日 の不定胚形成細胞を生重約

150 mg採取し 1.5 ml容量のクライオチューブに移 し,

20%グ リセロ‐ルと 15%シ ョ糖の凍害防御剤液を添力日し

25℃ で 10分間処理して,-30℃ のフリーザーに移 し30

分間保つた後,液体窒素に浸漬 した。

乾燥法

暗黒下 4℃ で 6ヶ 月間,30g/Lマ ル トース, 2g/L活

性炭,100 μ M ABA,20g/Lグ ルライ ト含有の培地上で

低温保存処理 した不定胚を,110℃ で 16時間乾熱滅菌

した 50gシ リカグルを含むシャーレ内で,25℃ にて 1

～2時間乾燥 させてから,ク ライオチューブ内に移 して

液体窒素に浸漬させた。

再生育方法

簡易保存法 (1)では 40℃ の湯水で解凍後のクライオチ

ューブの不定胚形成細胞を 40μ mの ナイロンメッシュで

濾 しとり,さ らに 100 mlの培地で洗浄 した。簡易保存法

(2)ではクライオチューブより処理液を取り除き,40%シ

ョ糖含有の培地溶液で 20～30分間浸漬 して洗浄 した。そ

の後,両処理とも不定胚形成細胞を 10μ M 2,4-Dと 3μ M

BAを添加 した 1/2 EM培地で,前述の培養条件で液体培養

した。

乾燥法では,液体窒素中に保存 した不定胚の入つたク

ライオチューブを40℃ の湯水にそのまま浸漬 し,2分間

保持 し,室温まで戻した.不定胚を 2g/L活性炭を含む

12g/L寒天で固化 した改変 LP培地に置床 した .

(3)結果

試験 したどの保存法でも,サ フラの不定胚形成細胞の

超低温保存は可能と考えられた。再生育の様子を観察す

ると,培養 1～ 2週 日では生育が遅く,不定胚のサスペン

サーが枯死 してお り,不定胚の頭の部分が生育した。サ

スペンサー部分は液胞が多いために超低温処理による障

害を受けやすかつたと思われる 再生育培養 2～ 3週 間目
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において,生存 している不定胚の頭より新たなサスペン

サー構造が形成されるようになり,培養 4週 目には多数

のサスペンサーが生 じて不定胚の活発な増殖が観察され

た。超低温保存処理をしないものと比較すると,再生育

後に約 2週間の増殖の遅れが観察されたが,その後は形

態的にも無処理 と同等の健全な細胞として継代培養が可

能であつた。さらに,超低温保存処理を施 した不定胚形

成細胞 とそ うでないものでその後の不定胚の成熟及び発

芽 。再生率を比較 したところ表 1に示すように,統計的

な差が認められなかった .

表 1.簡 易凍結法により保存したサワラの不定胚形成細胞

から得られた成熟不定胚数,発芽率 (%),植物体再生率 (%)

成熟胚数/シャーレ  発芽率 再生率

63.サ ワラ不定胚形成細胞 。成熟不定胚 (簡易凍結法・乾燥法)

形成細胞を超低温保存することが望ましい。

(丸山エミリオ毅・石井克明・細井佳久)
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ.木本類

(1)意義

キリは成長が早く,且つ優れた材質を有 し,家具材 ,

箱材,包装材等に広 く利用され,中 国や 日本では古くか

ら植林されている。繁殖は容易で,挿し木と埋根等栄養

繁殖で簡単にふやせる。しかし,近年,キ リのてんぐ巣

病が中国や 日本等で広 く蔓延 し,栄養繁殖 した個体でも

高い発病率を示 し,キ リの栽培が不可能に近い地域もあ

る。その対策として,植物の茎頂 (成長点)で は新生細胞

の分裂速度が速く,病原体による汚染が及ばないで無病

の細胞が存在するので,その現象を活用 して茎頂培養に

よる無病苗の作出が考えられる。また,優良系統の形質

を維持 しながら長期間にわたる生育と発病の検定修了ま

での間,茎頂の超低温保存をすることが有効である。

(2)材料および方法

材料

茎頂は,ニホンギリ(Pと,ガο胸力 ぢο′″θヵιOtt Steud)及び

ヒカ リギリ¢ ダβう́と,すβ Rehd)の 茎頂培養で得 られたフ

ラスコ苗を2～ 3ヶ 月間おきに継代培養 したものから切 り

出し,長 さ2 Hlm程度で調整 し外植体として供試 した .

培養方法

糸除 培養イま, 1/2 MS 培地に 10g/L ショ漸き, lμ M IBA,

8g/L寒天を添加 した固形培地を用いた。継代培養は ,

2～ 3ヶ 月間おきに継代 し,培養条件は 25℃で 16時間照

明 (約 5,0001x)の環境下で培養を行つた。マルチプル

シュー トを誘導するには,1/2 MS培 地に 20g/Lシ ョ糖 ,

1～5μ M BA,8g/L寒 天を添加 した固形培地を用いた .

超低温保存方法

緩速予備凍結法

茎頂は 1.5 ml容量のクライオチューブ (ア シス ト

SARSTEDT)に入れ,20%グ リセロールと 15%シ ョ糖含有

の溶液 Fよ って,脱水耐性向上処理を 25℃ で 10分間行

つた。次に処理液を除去 し,引続き 30%グ リセロール
,

15%シ ョ糖,15%EGと 15%DMSO含有のガラス化液を約 1

ml添力日し,25℃ で 5分間処理 して,プログラムフリー

ザーを用いて-40℃ まで 0.5℃/分で徐々に冷却 し,その

後液体窒素中に浸漬 した .

ガラス化法

茎頂は 1.5 ml容 量のクライオチューブに入れ,20%グ

リセロール と 15%シ ョ糖含有の溶液で脱水耐性向上処理

を 25℃ で 10分聞行つた。次に,処理液を除去し,引続

き 30%グ リセロール,15%シ ョ糖,15%EGと 15%DMS0

含有のガラス化液を約 l ml添力日し,0℃ で 90分問処理

して,直接液体窒素中に浸漬 した ,

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,37～ 40℃

の温水にそのまま浸漬 し,軽 く振盪 しながら加温 して 1

～2分間保持 し,室温まで戻 した。次に,ク ライオチュー

ブよリガラス化液を取 り除き,40%シ ョ糖含有の培地溶

液で 20～ 30分間浸漬 して洗浄 した。その後,20g/Lシ

ョ糖,lμ M BA,8g/L寒 天を添力日した固形 1/2 MS培地

を用い,前述の培養条件下で再生育を行つた。生存 した

茎頂の伸長や発根は,10g/Lシ ョ糖,lμ M IBA,8g/L寒

天を添力日した固形培地で行つた。

(3)結果

試験 した緩速予備凍結法及びガラス化法,どちらの方

法によっても茎頂の超低温保存は可能であった。超低温

保存 した キ リ茎頂 の生存率 を比較 した ところ,2
ぢ勁 伽 ιοMの 33～ 35%の 生 存 率 に た い し て ,2ノ 励 瘤 ιρ

の場合は 10～ 15%の低い生存率が得られた。また,両樹

種においてもプログラムフリーザーを用いた緩速予備凍

結法試験の生存率が最も高かったが,統計的な差が認め

られなかった (表 1)。

表 1.超低温保存したキリ培養茎頂の生存率 (%)

樹 種 緩速予備凍結法 ガラス化法

P  ttr,″ィ。,十 r,q弁

= τノρbttιロ

35 +  6

15±  3
33 ± 11

10±  4

再生育の様子を観察すると,解凍後に再培養を行つた

キリの茎頂は,再培養約 2週間後に緑化の開始が見られ
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た。再培養 3週間後には,生存 しているものの葉の伸長

が観察され,再培養 lヶ 月後には,一部のシュー トの伸

長の開始が確認された (図 1,図 2).伸長 したシュー ト

64.キ リ培養茎頂 (緩速予備凍結法・ガラス化法)

は,さ らに lμ M IBAを添加 した培地に移植 し,継代培養

1～ 2ヶ 月後に完全な植物体までに成長 した (図 3).

(4)留意点

ガラス化法によるキリ茎頂の超低温保存では,よ り高

い生存率を得るため,ガ ラス化液の処理は 0℃で行 うこと

が重要である。

(丸山エ ミリオ毅 。石井克明)

参考文献
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

シラカンバは,バイオマス生産の有望な樹種の一つと

して注目されている。一般的に,シラカンバの増殖は実

生,遺伝資源保存は種子により行われている.そ のため,

成長や材質は個体によるばらつきが大きい。バイオマス

生産性の向上には,成長が早くかつ材質が均―であるこ

とが重要である。バイオマス生産に適 した優良個体を選

抜 し,その形質を維持するためにはクローン化による増

殖 と保存がもつとも望まれている。しかし,シ ラカンバ

は,接ぎ木や挿 し木等によるクローン増殖が困難な樹種

である。このことから,組織培養技術による優良個体の

大量増殖への期待が大きい。また,樹木の育種検定等に

年数がかかるものは,検定終了までの問,長期安定的に

遺伝資源を維持できる超低温保存技術が理想的である.

(2)材料および方法

材料

シ ラ カ ン バ (♭ιガβ ρゴと,ι棘 /=′β Sukatchev var.

ブ甲οアタブθβ Hara)精英樹の東北,MA l,ヽ 1/ヽ
-2,MA 3,4系 統

の培養茎頂を用いた。茎頂は,茎頂培養で得 られたフラ

スコ苗を2～ 3ヶ 月間おきに継代培養 したものから切 り出

し,長 さ 2 mm程度で調整 し,外植体として供試 した。

培養方法

継代培養イま, 1/2 MS 培士也に 10g/L ショ糖 , lμ M IBA,

8g/L寒天を添加 した固形培地を用いた。継代培養は ,

2～ 3ヶ 月間おきに継代 し,培養条件は 25℃で 16時間照

明 (約 5,0001x)の 環境下で培養を行つた。マルチプルシ

ュー トを誘導するには,1/2 MS培 地に 20g/Lシ ョ糖 ,

1～ 5μ M BA,8g/L寒 天を添力日した固形培地を用いた。

超低温録存方法

緩速予備凍結法

茎頂は 1.5 ml容 量のクライ刻ブューブ (ア ンス ト

SARSTEDT)に 入れ,20%グ リセロールと 15%シ ョ糖含有の

溶液によつて,脱水耐性向上処理を 25℃ で 10分間行つ

た。次に,処理液を除去し,引続き 30%グ リセロール
,

15%シ ョ糖,15%EGと 15%D嗚0含有のガラス化液を約 1

ml添力日し,25℃ で 5分間処理 して,プログラムフリー

ザーを用いて-40℃ まで 0.5℃ /分で徐々に冷去口し,そ の

後液体窒素中に浸漬 した。

ガラス化法

茎頂は 1.5 ml容 量のクライオチューブに入れ,20%グ

リセロール と 15%シ ョ糖含有の溶液で脱水耐性向上処理

を 25℃ で 10分間行つた。次に,処理液を除去し,引続

き 30%グ リセロール,15%シ ョ糖,15%EGと 15%DMSO

含有のガラス化液を約 l ml添力日し,0℃ で 60分間処理

して,直接液イ本窒素中に浸漬 した .

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,37～ 40℃

の湯水にそのまま浸漬 し,軽 く振盪 しながら加温 して 1

～2分問保持 し,室温まで戻した。次に,ク ライオチュー

ブより処理液を取 り除き,40%シ ョ糖 含有の培地溶液で

20～30分間浸漬 して洗浄 した.その後,20g/Lシ ョ糖 ,

lμ MBA,8g/L寒天を添力日した固形 1/2 MS培地を用い
,

前述の培養条件下で再生育を行つた。生存 した茎頂の伸

長や発根は,10g/Lシ ョ糖,lμ M IBA,8g/L寒天を

添加 した固形培地で行つた。

(3)結果

試験 した緩速予備凍結法及びガラス化法,どちらの方

法でも茎頂の超低温保存は可能であつた。超低温保存 し

たシラカンバ茎頂の生存率を比較 したところ,緩速予備

凍結法を用いた場合で最も高かつたが,ガ ラス化法との

統計的な差は認められなかった。しかし,系統の生存率

を比較すると,10～ 48%の 生存率が得られ,系統間のば

らつきが認められた (表 1).

表 1超低温保存したシラカンバ培養茎頂の生存率 (%)

系統 緩速予備凍結法 ガラス化法

東北

MA-1

MA-2

MA-3

49 」三  9

27 」=  3

＋
一　
十
一　
十
一　
十
一
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後に緑化の開始が見られ,再培養 3週間後には,生存 し

ているものの伸長が観察された (図 1)。 再培養 lヶ 月後

に生存 した茎頂は (図 2), さらに lμ M IBAを添力日した培

地に移植 し,植物体までに成長 した (図 3).

65 シラカンバ培養茎頂 (緩速予備凍結法・ガラス化法 )

(4)留意点

ガラス化法によるシラカンバ茎頂の超低温保存では ,

より高い生存率を得るため,ガラス化液の処理は 0℃ で行

うことが重要である。

(丸山エミリオ毅・石井克明)
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

ボライナ ●聰zを /′″2 crin′なと,Mart。 )アオギリ科は,南

米熱帯地域原産の多目的早成樹種である。建材や内装材

から包装材,モールディング,箱などに幅広く利用され

ている。また,成長が良くかつ非常に広範な立地条件に

適応 し,ペルーアマゾンの代表的な植林木である。一般

的に,こ の樹種の増殖や遺伝資源保存は種子で行われて

いるが,優良個体の形質を維持するためにはクロ‐ン増

殖・保存がもつとも優れている。選抜された優良個体は

クローン集植林 として現地外に保存することが最も一般

的な方法であるが,広いスペースやかなりの労力と費用

を要するため,長期安定的な液体窒素での保存が理想的

である。

(2)材料および方法

材料

茎頂,腋芽,根端は,ボ ライナの茎頂培養で得 られた

フラスコ苗を 2～ 3ヶ 月間おきに継代培養 したものから 2

mm程度の長さに切取 り,外植体 として供試 した。また ,

葉柄培養で得 られた苗条原基は,径 1～ 1.5mm 1/1ヽ )また

は径 3～ 4 Hlm(大 )に調整 したものを外植体として用いた .

培養方法

継代培養は,WPM培地に 20g/Lシ ョ糖,lμ Mキネチ

ン,8g/L寒天を添力日した固形培地を用いた。継代培養

は,2～ 3ヶ 月間おきに継代 し,培養条件は 25℃で,16時

間照明 (約 5,0001x)の環境下で培養を行つた。苗条原

基の誘導には,WPM培地に 10μ Mゼ アチンを添加 した液

体または固形培地を用いた.シュー トの分化は,ゼアチ

ン lμ Mを添力日した固形培地で,シュー トの伸長 と発根

は,lμ Mキネチンを添力日した固形培地で行つた .

超低温保存方法

凍害防御剤液

処理液 (A)は 20%グ リセロール と15%シ ョ糖添加溶液 .

処理液 (B,ガ ラス化液)は 30%グ リセロール,15%シ ョ糖 ,

15%ECと 15%DMSO添力日溶液 . 処理液 (C, ガラス化液)|ま

25%グ リセロール , 15%ラ /ョ 糖, 15%EG, 13%DMSOと 2%PEG

添加溶液 .

緩速予備凍結法

培養外植体は 1.5 ml容 量のクライオチューブ (ア シス

ト SARSTEDT)に入れ,処理液 (A)に よつて,25℃ で 20

分間脱水耐性向上処理を行つた。次に,処理液 (A)を 除去

し,引続き処理液 (B)を 約 l ml添加 し,25℃ で 10分間

処理 して,プログラムフリーザーを用いて-40℃ まで

0.5℃/分で公々に冷却 し,そ の後液体窒素中に浸漬 した .

ガラス化法

培養外植体は 1.5 ml容量のクライオチューブに入れ ,

処理液 (A)に よって,25℃ で 20分聞脱水耐性向上処理を

行つた。次に,処理液 (A)を 除去 し,引続き処理液 (B)を

約 l ml添力日し,25℃ で 10～ 20分間処理した後,直接液

体窒素中に浸漬 した。苗条原基外植体の場合は,処理液

(B)ま たは (C)の みによって,25℃ で 5～90分間ガラス化

液処理を行つた。

再生育方法

液体窒素中に保存 したクライオチューブは,37～ 40℃

の温水にそのまま浸漬 し,軽 く振盪 しながら加温 して 1

～2分聞保持 し,室温まで戻 した。次に,ク ライオチュー

ブより処理液を取 り除き,40%シ ョ糖含有の培地溶液で

20～30分聞浸漬 して洗浄 した。その後,WPM培地で,前

述の培養条件下で再生育を行つた。

(3)結果

超低温保存 したボライナ培養組織の生存率を比較 した

ところ表 1に示すように,0～50%の生存率が得られ,培

養組織間や保存法間のばらつきが認められた。茎頂と腋

芽の場合は,プログラムフリーザーを用いた試験のみに

再生育がみられ,茎頂の生存率が最も高かつた。根端の

場合は,試験 したどちらの方法でも超低温保存は可能で ,

プログラムフリー リ
ヾ
―の効果は認められなかった。

再培養を行つた茎頂や腋芽は,加温後の培養 2週 目に

緑化の開始が観察された。根端の場合は,再生育培養約 2

週間後に生存 しているものから苗条原基の形成開始が観

察され,6週 間後に径 5～ 8“lm程度までに成長 した (図 lA)。
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表 1.超低温保存したボライナ培養組織の生存率 (%)

培養組織 緩速予備凍結法 ガラス化法

0± 0

0± 0

30 ± 9

図 1.超低温保存したボライナ外植体の再生育状況

A:再生育後 45日 の根端,B:再生育後 15日の苗条原基,C:再生

育後45日 の苗条原基,D:苗条原基からのシュート分化 (丸山撮影)

66。 ボライナ培養茎頂・苗条原基 (緩速予備凍結法・ガラス化法 )

までに成長 した (図 lC)。 これ らを前述の培養条件下で再

生育を行い,シュー トの分化が得 られた (図 lD).

(4)留意点

最適外植体の大きさを用いることが,ガ ラス化法によ

る苗条原基の超低温保存の成功には必要不可欠である.

(丸山エミリオ毅・石井克明)
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苗条原基組織を用いた保存の場合は,最適外植体の大
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は 80%であつた (図 2)。 再生育を行つた苗条原基は,再

生育後の 1週間後に緑化の開始がみられ,再培養開始後

15日 目には径 1～3 mm程度の塊 (図 lB),45日 目に約 1011m
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植物超低温保存マニュアル.Ⅲ .木本類

(1)意義

セ ドロ (セ ンダン科)は 中南米原産の高木で,マホガ

ニーにならび世界的に最も美 しい木材の一つである.材

の加工はしやすく,仕上げは良好で,且つ耐久性は高い。

一般にマホガニー材に似て,最高級家具をはじめ,建築

材,内装材,キ ャビネット, ドア,化粧合板,シガーボ

ックス,楽器などに広 く利用されている。カヌーやボー

トの製造に最適な材 としても知 られている。しかし,新

梢穿孔性害虫のマホガニーマグラメイガの被害が大きい

ため造オ本が阻まれている。近年,天然分布の範囲にセ ド

ロの個体数は著 しく減少 してお り,こ のままでは近い将

来に絶滅する危険性が高まつている。熱帯林の再生や種

多様性の保全,ま た将来の育種にとつても,樹木の遺伝

資源の保存はきわめて重要である。長期安定的に遺伝資

源を維持できる超低温保存技術が理想的である。

(2)材料および方法

材料

茎頂は,セ ドロコロラ ド(σθ
`Frθ

′βο
`/ο

rゼ7才βL.)及びセ

ドロデアル トゥラ(a力θrrθrβθ Harms)の茎頂培養で得 ら

れたフラスコ苗を 2～ 3ヶ 月間おきに継代培養 したものか

ら長さ2 Hlm程度で調整 し,外植体として供試 した。

培養方法

糸盤卒醇音養 |ま , WPM 痒科也に 20g/L ラ/ョ カき, lμ MBA, 8g/L

寒天を添加 した固形培地を用いた。継代培養は,2～ 3

ヶ月間おきに継代 し,培養条件は 25℃で,16時間照明

(約 5,0001x)の環境下で培養を行つた。マルチプルシ

ュー トを誘導するには,WPM培地に 20g/Lシ ョ糖,1

～ 10μ M BAを 添加 し,シュー トの発根は,1/2 WPM培 地

に 10g/Lシ ョ糖 ,lμ M IBA,8g/L寒 天を添力日した固

形培地で行つた。

超低温保存方法

緩速予備凍結法

茎頂は 1.5 ml容 量のクライオチューブ (ア シス ト

SARSTEDT)に 入れ,20%グ リセロールと 15%シ ョ糖含有の

溶液によって,脱水耐′性向上処理を25℃ で 15～20分間

処理を行つた。次に,処理液を除去 し,引続 き 30%グ リセ

ロール,15%シ ョ糖,15%EGと 15%DMSO含有のガラス化

液を約 l ml添力日し,25℃ で 10～ 15分問処理して,プロ

グラムフリーザーを用いて 40℃ まで 0.5℃/分で分々に

冷却 し,その後液体窒素中に浸漬 した。

ガラス化法

茎頂は 1.5 ml容 量のクライオチューブに入れ,20%グ

リセロール と 15%シ ョ糖含有の溶液で脱水耐性向上処理

を,25℃ で 10～ 15分間行つた。次に,処理液を除去し,

引続き 30%グ リセロール, 15%シ ョ糖, 15%ECと 15%DMSO

含有のガラス化液を約 l ml添力日し,25℃ で 15分間処理

して,直接液体窒素中に浸漬 した。

再生育方法

液体窒素中に保存したクライオチューブは,37～ 40℃

の温水にそのまま浸漬 し,軽 く振盪 しながら加温 して 1

～2分間保持 し,室温まで戻 した。次に,ク ライオチュー

ブより処理液を取 り除き,40%シ ョ糖 含有の培地溶液で

20～ 30分間浸漬 して洗浄 した。その後,20g/Lシ ョ糖 ,

lμ M BA,8g/L寒天を添加 した固形 WPM培地を用い,前

述の培養条件下で再生育を行つた。

(3)結果

試験 した緩速予備凍結法及びガラス化法, どちらの保

存法でも茎頂の超低温保存は可能であった。超低温保存

したセ ドロ茎頂の生存率を比較 したところ,,οて/οrと ,ιβ

の 30～ 42%の 生存率にたいして,α 力θrrθrβθの場合は

36～54%のやや高い値が得 られた。また,両樹種におい

てもプログラムフリーザーを用いた試験の生存率が高か

つた (表 1).

表 1.超低温保存したセドロ培養茎頂の生存率 (%)

樹 種 緩速予備凍結法 ガラス化法

ｒ

ａ

ィ,rrr,r,

メ

'θ

rrθr,θ

42 + 12

54 ± 11

30 +  8

36 ±  5

再生育の様子を観察すると,再培養を行つたセ ドロの

茎頂は,再培養約 2週間後に緑化の開始が見られた。再
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培養 3週間後には,生存 しているものの葉の伸長が観察

され (図 1と 図 2),再培養 4週 間後には,一部のシュー ト

の伸長の開始が確認 された 伸長 したシュー トは, さら

に lμ M IBAを添加 した培地に移植 し,継代培養 1～ 2ヶ

月後に完全な植物体までに成長 した (図 3).

(4)留意点

試験 した両保存法では,腋芽外植体を用いた場合にも

超低温保存は可能であつたが,茎頂外植体と比較 して生

存率は非常に低かつた。

(丸山エミリオ及・石井克明)

図 2再生育後 3週間の α θ々′′θ′βθ茎頂 (丸山撮影 )

黍考文献

Maruyama E et al  (1989)MicroprOpagation of cedro (a9irθ 7θ

ο
`/ο

′́′か,L )by shoot― tip culture. 」ourna1 0f the Japanese

Forestry Society, 71:329-331

Maruyama E et al  (1996)Cryopreservation approaches for the

germplasm  conservation  of  the  tropical  forest  tree

67.セ ドロ培養茎頂 (緩速予備凍結法・ガラス化法 )

speciesi δθdrθ ′̀
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Letters, 131297-310

図 3超 低温保存した茎頂から得られた ,ο Jο′βと,の

植物体 (丸山撮影 )

圏吟 圏 Ⅷ
図 1再生育後 3週間の αοゴο′βttβ 茎頂 (丸山撮影 )
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植物超低温保存マニュアル.Ⅳ。その他

(1)意義

種子の貯蔵性は種によつて大きく異なり,難貯蔵性種

子 (recalcitrant seeds)に 属するものが短命であること

は別 に して,い わゆる普通種子 (ordinary Or orthodox

seeds)に属するものでも差が認められる。

しかし,一般に普通種子の場合は,乾燥,低温条件下

で,あ る程度長期間保存できることから,各国のジーン

バンク施設においては,条件に多少の違いが見られるも

のの,湿度 40%以 下,温度 15～ -20℃の条件下で,種子

の保存が行われている.

一方,種子の超低温保存は,ま さに長期保存のための

技術であり,種によつては極めて簡便な処理によって ,

長期間高い生存率を維持できることが明らかになってお

り,遺伝資源の恒久的保存手法としてきわめて重要な意

義を持っている。しかし,乾燥耐性を持たない種子では,

組織培養技術を適用 した方法によつてのみ保存が可能と

なっている作物も報告されている.

ここでは,ジーンバンクにおける種子保存の条件や再

生に係る発芽処理方法等を紹介するとともに,これまで

取 り組まれた種子の超低温保存について,その事例を紹

介する。

(2)作物種子の保存

1)農業生物資源ジーンバンク事業の取り組み

独立行政法人農業生物資源研究所のジーンバンクでは,

1985年より,農業生物資源ジーンバンク事業のセンター

バンクとして,動植物・微生物遺伝資源の保存管理を実

施 している。 その中で植物遺伝資源は,2005年 3月 時点

で,表 1に示すように 23万点を超え,研究,育種,研修

用に提供されている.

農業生物資源ジーンバンタでは,保存用に受け入れた

種子を相対湿度 10%,20℃の種子乾燥室で水分率 5～7%

まで乾燥させ,配布用のアクティブコレクションは,ス

クリューキャップを付けたプラスチックボ トルに入れ ,

相対湿度 30%,温度 1℃ の条件下で,長期保存用の種子

表 1農業生物資源ジーンバンクで保存されている植物遺伝

資源

区   分
アクティブ*

ヨレクション

稲類

麦類

豆類

野菜

雑殺・特用作物

牧草・飼料作物

その他の植物

30,759

12,958

10.279

11,930

合計 ,23.912

ホアクティブコレクション:配布可能な遺伝資源

は真鍮の缶に脱気封入 し,相対湿度 30%,温度 10℃の

条件で保存 している。

なお,国際植物遺伝資源研究所 (IPGRI)では,長期貯

蔵の条件 として十分乾燥 した種子を 17～ 20℃で保存す

るように提唱している.

2)作物種子の保存性

椎名 ら(2001)は ,イ ネ, コムギ,オオムギ (皮性及び

裸性), トウモロコシ及びダイズを供試 し;乾燥法,貯

蔵容器,貯蔵温度を組み合わせて長期保存実験を行い
,

ジーンバンクで適用 している配布用貯蔵庫 (本目対湿度

30%,温度 1℃)及び永年用貯蔵庫 (真空缶,温度-10℃
)

の条件で保存 したものは貯蔵後 13年後でも発芽率の低下

はほとんど認められないという結果を得た。さらに真空

缶に封入 した種子は,イ ネでは 15℃以上の温度条件下で,

10年以上保存 した場合に発芽率の低下が認められたもの

の,その他の作物では 25℃や室温で 13年保存した場合

でも高い発芽率が維持されるとい う。一方,紙袋で保存

した場合にはいずれも作物でも10年後にはほとんど発芽

しなかった。すなわち,普通種子の場合,高い発芽率を

維持 した状態で保存するためには,種了の乾燥条件の艇

持がきわめて重要であり,低温条件はさらなる保存性に

つながる要因と言える。

44,586188,416

73

1,469

4.047

34,393

41,567

16,352

27,808

2,505

61.187

26.067

32.403

栄養体種子

保存形態
保存点数
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(3)種子の液体窒素保存

米国の USDAで は,1983年 から種子や花粉の液体窒素を

用いた保存に取 り組んでいる。その理由はより安全に長

期保存を行 う方法を模索 した結果 として液体窒素を用い

た保存がもつとも安全で長期間保存できると判断し導入

したものである。前述 したように普通種子の場合には簡

便な前処理によつて液体窒素中で保存ができるが,難貯

蔵性種子では,種子そのものを液体窒素中で保存する方

法はなかなか難 しいと考えられている。

以下では,普通種子の作物種子及び樹木種子の液体窒

素保存の実際の例を紹介 し,難貯蔵性種子については ,

Hor et al.(2004)の 総説を中心に紹介する.

1)作物種子の場合

材料および方法

イネ,大麦,小麦をはじめ,作物種子 236種 ,426点を

供試 した.試験 1で は 12種類の作物種子を用いて,保存

期間を 1週間区と 4ヶ 月区を設け,加温も室温に 1時間

放置 したもの (緩速加温)と 35℃ の温水に浸漬 して加温す

る方法 (急速加温)を比較 した.試験 2では,農業生物資

源ジーンバンクの種子貯蔵庫で保存 した 236種の作物種

子 426点を以下のような方法で水分率を調整 した後に液

体窒素タンクの気相中に保存 した。すなわち,低温・乾

燥下で 3年～15年保存 した種子 50～ 100粒ずつを紙袋に

いれ,5℃の低温室に 1晩置き,各材料の水分率をおおよ

そ 8%程度にそろえた。翌日種子の入つた袋をステンレス

製のキャニスターに並べ,直ちに液体窒素タンクの気相

部分 (150～ 170℃ )に保存 した。

液体窒素タンクから取 り出したキャニスターは,5℃ の

低温室に 1晩置き,その後,国際種子検査協会 (ISTA)

のルールに従つて発芽率の調査を行つた。

すなわち,小型の種子は TP(紙の上)法により,その

ほかの種子は BP(紙の間)法 によつて発芽床に播種 し,小

麦や大麦等の麦類では昼夜 20℃で,そのほかの作物はお

おむね昼間 30℃ ,夜間20℃に制御 された発芽試験用チャ

ンバーに,7～ 21日 維持 して発芽率を調査 した。

結果

表 2に液体窒素タンクの気相中で保存 した後に急速お

68.種 子の超低温保存

よび緩速加温 した種子の発芽率を示 した.液体窒素保存

を行わない対照区と比較 して,いずれの作物も発芽率の

著 しい低下は見られず,逆に一部の種子では,保存後に

行つた発芽調査で供試 した種子が非常によく揃つて発芽

し,調査期間が対照区よりも短い作物が見られた。これ

は,超低温保存 とい う物理的な処理に刺激され,加温後

にほぼ同じような発芽行動を示 したものと考えられた .

供試 した 426点のほとんどの作物種子では,液体窒素

保存の有無による発芽率の差異は認められなかった。

表 2加温法及び保存期間の異なる種子の液体窒素保存後

の発芽率

発芽率(%)

作物名   品種名
対照

緩速加温 急速加温 緩速加温急速加温

イネ   戦捷

コムギ   横沢

オオムギ

90      90      90      95     95

85     100     100     100

種   100 95     100     100     100

100      95      90     100     90

100      90     100     100     100

コシ 2

ダイ 八 石

アズキ   小長品2 85 65 70 95      85

ナタネ 三重在来 95      100 85     100     100

ゴマ 白胡麻 80      90      95     100     90

シソ

ソバ    中込在来

100 95      95     100     90

95     100     100     100     95

ダイコン  松本地ダイコン  90   95   90 90     95

インゲンマメセンター豆 90      95     100     100     100

2)樹木種子の場合

Hor et al.(2004)は ,普通種子である樹木種子 15種及

び果樹類 5種についての液体窒素を利用 した保存を行い
,

以下の結果を報告 している。すなわち,樹種よつて生存

率は異なるものの,おおむね 8%以下の水分率で生存可

能な樹木種子は,液体窒素中に保存後も一定の生存率を

維持できるとしている。

また,Jill and Bernard(2003)は ,51種の樹木種子に

ついて以下のような方法で液体窒素を用いた保存実験を

行つている。

9種の樹木種子を用いて液体窒素に 222日 間保存 した

後,加温 しその発芽率を検討 した。また,42種の樹木の

種子を用いて,液体窒素保存の有無による発芽率の差異

を調査 している.

液体窒素保存の方法は,ナイロンス トッキングに小分

4ヶ 月
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植物超低温保存マニュアル.Ⅳ その他

けした種子をまとめて大きなアル ミチューブに入れ,種

子が直接液に触れないようにして液体窒素中に保存 した

液体窒素タンクからヨ文り出した種子は室温に約 1時間放

置 して加温し,発芽調査に供 した。

その結果は表 31こ 示 したように,供試前の水分率が低い

樹種の生存率が必ず しも高いという結果には至らず,最

も含水率の低かつたヒマラヤスギの種子 (含水率 4%)の

生存率は保存期間 222日 後ではわずか 3%し かなかった。

それに対 して水分率が 5.44,5.60%の ア リブナ トウヒ
,

ジェフェリーマツでは生存率が 85,89%で あった。 ただ ,

ヒマラヤスギの場合には対照区も含めていずれの処理区

でも低い生存率であつたことから,種子自体の成熟度等

が影響 し,通常でも十分な発芽率が得 られないとい うこ

とも考えられた

一方,液体窒素保存によるメリットと考えられる結

果も示されている。すなわち,222日 後の発芽率を比較す

ると,多 くの樹種において対照区では発芽率が低下し,

液イ本窒素保存区の発芽率が高いとい う結果が得られた。

これは,対照区では保存中に種子の活力低下が想定され

るが,液体窒素中で保存することでその低下を回避でき

た可能性がある。

表 3液体窒素保存した樹木種子の発芽率に及ぼす水分率

と保存期間の影響 (Jill and Bernardら,2003,より引用 )

水分率 保存222日 後の発芽率(%)
樹種名      和名

    (%) 対照区  液体窒素保存区
Incense ceder   とマラヤスギ     444  0      3

供試された樹木種子の発芽率は,樹種によつて大きく

異なるものの,液体窒素保存区の発芽率が低い樹種の種

子 の 水 ′刀` 率 イま,  15,9%似θθr ′・7うz・βl,  12.7%骸 ″体

ρ/肋どFο力ρ)と 高く,測定した水分率が 10%以 下のそのほ

かの材料では,液体窒素処理の有無による発芽率の差異

はほとんど見受けられなかった .

3)難貯蔵性種子の液体窒素保存

Hor et al.(2004)は,難貯蔵性あるいは準難貯蔵性の

種子は,乾燥耐1性がないために,液体窒素中では保存は

困難 と考え,種子から摘出した胚を用いて難貯蔵性の作

物の液体窒素を用いた保存実験を紹介 している。すなわ

ち,摘出した胚を用いることで,準難貯蔵性種子である

アブラヤシやコーヒー,難貯蔵性種子のゴムで,それぞ

れ 70～ 90%,35～ 88%,50～ 80%の 生存率が得られているほ

か,難貯蔵性種子が多い熱帯果樹でも,ジャックフルー

ツで 60%, ランブータンで 56%,バナナで 78%,カ ンキツ

では種によつて異なるものの 60～ 100%等 の生存率が得ら

れている。

摘出胚の保存ではなく,あ くまで種子の保存を行つた

ものはReedら (2001)の ヘーゼルナッツについての報告が

ある ヘーゼルナッツの場合は,種子サイズが大きく,

油脂種子であるために液体窒素中では生存できない。し

かし,液体窒素保存後に,種子を切開し,胚軸のみを摘

出し培養することで,再生個体が得 られている。この場

合は再生段階で胚を摘出し組織培養技術を用いているこ

とから,種子保存の応用といえる.

(4)留意事項

普通種子の場合,ジーンバンク等で行われている乾

燥 。低温条件での保存では,十分に乾燥 して水分率を 5

～8%に低下させることが重要であり,低温条件はその保

存期間を延長 させる補足的効果と考えられる。また,液

体窒素を用いただロザ低漏保存についてや、,普 i誦不薫子の場合

には十分乾燥することで,前処理なしで保存できるもの

が多く,き わめて安定して保存できる.

一方,難貯蔵性種子の場合は,一般に乾燥耐性がなく,

常温や低温下での長期保存は難 しい≧考えられているが,

Dougias―■r

Engeimann Spruce

」errey Pine

Lodgepole Pine

Pacific S‖ ver Fir

Shasta Red Fir

Whtte Fir

Western Whttc Pine

ダグラスモミ

エンゲルマントウヒ

ジェフェリーマツ

イツマツ

1022

544
560
685

685

651

688

560

さらに42種 の樹種の種子を対象にして,発芽率に及ぼ

す液体窒素保存の影響を調査 した結果,液体窒素保存に

よつて発芽率の著 しい低下がみられたものは少なく,お

おむね対照区と同程度あるいは若干下回る発芽率を示す

樹種が多かつた。平均で対照区 60.8%,液体窒素保存区

54%で あった。
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ある程度の水分条件を維持することで,10～ 15℃程度の

温度条件で保存期間を多少延長できるものもある。

液体窒素を用いた超低温保存については,種子胚が難

貯蔵性かどうかによつて,その処理方法が異なるが,ほ

とんどの場合,胚を摘出した後で液体窒素中に保存 し,

組織培養法を用いて再生させる方法が主流となっている。

しかし,前述 したヘーゼルナンツのように保存は種子

のまま行い,加温後の再生は摘出した種子胚を用いて行

う方法が保存時の雑菌混入等の懸念もなく,効率的と考

えられる。

(白 田和人)
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植物超低温保存マニュアル.Ⅳ。その他

(1)序論

遺伝資源や育種素材の長期保存に関して最も重要な点

は,保存後の材料が保存前と遺伝子 レベルで変異 しない

こと(True tO type)で ある.液体窒素内 (196℃ )で は物

質の化学的,生化学的反応が極めて遅くなるため,保存

した材料に障害や老化や褐変などの悪影響は発生 しない

が (Kartha et al,1985),超 低温保存では,①培養 した

組織,細胞を用いるため,脱分化―再分化 (カ ルスからの

個体再生)の 段階で体細胞変異が発生す る (Haskins&

Kartha,1980), ②前培養,脱水などの過程で発生 しう

る傷害が核やオルガネラの遺伝子に影響を与える,の 2

点から保存後の変異発生の可能性は否定できない。

①の体細胞変異に関しては,保存する材料 として遺伝

的に最も安定 し,個体に再生する能力を持つ茎頂や胚を

用いること,そ してそれ らを脱分化 (カ ルス化)さ せない

条件で超低温保存することで変呉発生の確率を最小限に

抑えることができるが,カルス化や,単細胞からの直接

再分化を見逃す可能性も残 されている。なお,カルス化

は茎頂などの組織の一部細胞が枯死 し,不適切な培養条

件が重なって発生すると考えられる。

②の遺伝子への直接的な影響についての知見はほとん

どないことから,保存後の植物体の遺伝的安定性を,

a)個体の表現型の比較 (草型など)

b)形態学的な比較 (茎頂の生育,染色体数など)

c)生化学的な比較 (2次代謝産物やアイツザイムなど)

d)遺伝子 レベルの比較

などにより検討する必要がある.Harding(1996,2004)

は組織培養による保存 (高浸透圧培地,低温での培養な

ど)や超低温保存 した植物遺伝資源,植物細胞の遺伝的安

定性を以上の手法で検討,比較する必要性を提唱 し,そ

の研究例や,そ の際の留意点について報告 している。

ここではそのレビューと,筆者が実際に行つた試験を

中心に,その一部を紹介 していく.

(2)変異発生の確認例と結果

1)表現型の比較―草丈,塊茎などの生重調査

圃場での生育を比較するのに際して最も注意する点は

材料選びで,①培養,順化,移植直後の世代には培地条

件による個体間差が極めて大きいこと,②再成長が早く,

再成長率の高い条件で超低温保存した材料を使用するこ

とが重要になる.

1)実験方法

供試材料 :前出のビーズガラス化法により超低温保存 し

たバレイショとイチゴ.標準栽培法により栽培 .

栽培,調査 :

バ レイショ :超低温保存した男爵薯の茎頂及び液体窒素

未処理の茎頂から成長 した幼植物体からマイクロチュ

ーバーを誘導して圃場に播種 し,収穫期の外観 (観察),

草丈,塊茎重を調査 して変具係数 (100× 標準偏差/平

均)を算出した .

イチゴ :超低温保存 した 6品種系統の茎頂及び液体窒素

未処理の茎頂から成長 した幼植物体を)贋化後に回場に

移植 し,2年後の外観 (観察),草丈,果実重を調査して

変異係数を算出した。

ii)結果

超低温保存 した植物体と未処理の植物体の間に圃場で

の生育や外観上の差は認められなかった (図 1,2)。 収穫期

の草丈,平均 1果重,平均塊茎重とその変異係数には明

らかな差は認められなかつたことから(図 3,表 1),ビー

ズガラス化法で超低温保存 した作物には形態的な変異は

発生していないことが明らかになった。

表 1.超低温保存したバレイショの草丈,平均塊茎重

調査項 目 草丈 (収穫時)  平均塊茎重

処理名     平均(cm)cV(%)平均(g)CV。 (%)

+LN   27 9   32 0   25 0  45 7
-LN    32 6    31 0    32 0   53 9

通常栽培 (参考)  631  16.1  1170 23.9
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(平井撮影)

図 2.超低温保存したイチゴの生育
(平井撮影)

五つ留意点

①他の多くの植物で,茎頂を用いた超低温保存による形

態的な変異は発生していないことが報告されている。

②栽培環境が異なる植物(熱帯性作物など)は 圃場での栽

培は不可能であるので温室等を利用する必要がある。

③環境条件により外観の差が発生すること,植物の外観

に関与しない遺伝子の変異は検出できないと言 う欠点

がある。

2)形態学的な比較―組織,細胞の観察,染色体数の調査

つ組織,細胞の観察とその留意点

超低温保存 した茎頂の生育を顕微鏡観察 し,変異発生

の要因であるカルスが発生 していないこと,茎葉が分裂

きたえくば とよのか    Aiko
女峰    盛岡16号   サマーヘヾり…

図 3.超低温保存したイチゴの草文と平均 1果重

棒は最小,最大値で,中抜きが平均値,Oは変動係数

組織から直接成長していることを確認することで,変異

発生の確率は極めて低いと推測できる。超低温保存した

茎頂の生育過程の写真は各植物別に掲載されているが,

撮影の際の留意点として,

①ビーズに茎頂を包埋した際には,茎頂を摘出して培養

すると焦点が合わせ易い .

②撮影中の照明による熱や乾燥で茎頂が枯死する場合が

あるので,同時に 3～ 5個の茎頂を撮影する。

③背景色を一定にするため顕微鏡の照明程度は一定にす

る。

④茎頂の大きさを記録する。

等がある.
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植物超低温保存マニュアル Ⅳ,そ の他

さらに高度な手法として松本ら(1996)は ,超低温保存 し

たユ リの茎頂を FDA染色 し,厚 さ20 μmに縦断切片 して

蛍光顕微鏡で観察 している。その結果,茎頂 ドームの生

存 溢そこから茎葉が生育していることを確認 している。

ii)染 色体数の調査

染色体数の異常は細胞分裂の盛んな成長点や葉原基で

の発生が多く,遺伝変異発生の一因であることは良く矢ロ

られている.染色体数の調査は根端を染色 し,顕微鏡下

で行 うが,技術的には単純で安定 した方法ではあるが ,

習熟と忍耐を要する方法でもある.

超低温保存 した植物の茎頂,種子,胚や細胞で,保存

後の染色体数に変異は発生 しないことが多くの材料で報

告されているが,染色体が小さい種では観察が難 しいと

い う欠点がある。ただ,近年は異数性を自動的に測定す

る装置が開発 されてお り,よ り簡単に異数性を調査する

ことが可能となった。

3)生化学的な比較―第 2次代謝産物,タ ンパク質の分析

超低温保存 した個体と比較の個体の間で,遺伝子の働

きによって作られる物質を比較 して変異の有無を確認す

る方法である.分析方法としては色素などの第 2次代謝

産物を色彩色差計や高速液体クロマ トグラフで計測する

方法と,タ ンパク質・酵素の電気泳動パタエンを比較す

る方法がある。

前者 としては吉松 ら(2000)が 超低温保存 した薬用植物

P,ηとvχ g力 dθは C.A.Meyerな どの毛状根は未処理の材料と

同程度の第 2次代謝産物を生産 していることを報告 して

いる。後者 としては,超低温保存 した植物細胞,茎頂の

パーオキシダーゼやェステラーゼなどのアイツザイム分

析は比較と差がないことも報告されている。

両者 とも遺伝子の発現を安定して検出できるが,植物

の培養条件などで変化 しやすいことと,発現する物質の

ごく一部を検討 しているにすぎないと言 う欠点がある。

4)遺伝子 レベルの比較

遺伝子 レベルの検討方法 としては DNAハ イブ リダイ

ゼー シ ョンを利用 した RFLPと PCRを利用 した RAPD,

SSR,AFLP分 析などが用いられてお り,こ れらの分析結

果から,超低温保存 した組織,細胞とその比較との間に

差がないこと,遺伝子組み換え体を超低温保存 した場合

でも導入 した遺伝子,マーカー遺伝子が維持され,そ の

コピー数なども変化 しないことが報告されている。これ

らの方法は簡単で,早 く結果を得 られ,精密な分析が可

能で,DNA抽出から結果の解析までキットや自動分析機

器が充実 してお り,容易に実施可能である.一方,最 も

正確な分析ができるとされている AFLP分析でも電気泳

動パターンの再現性の問題や,方法の精密 さ故に元々の

植物体に発生 しうる塩基配列の変異について考慮する必

要があるなどの欠点も指摘されている。

RAPD分析は変異発生の確認法としての問題も多いが ,

DNA実験の経験のない筆者でも実施可能であったので ,

以下で紹介する。

つ実験方法

供試材料 :再成長率が高い条件で超低温保存 した茎頂及

び液体窒素未処理の茎頂から成長 した幼植物体の葉な

ど.こ こでは前出のビーズガラス化法により超低温保

存 したバレイショ,キ ャッサバを紹介する.o内 は筆者

が用いた製品名で方法は酵素や PCRの指示通 り,

DNA抽 出 :市販の抽出キント(ISOPLANTl

プライマー :市販の 10塩基ランダムプライマー200点(旧

オペロン社の A,G,H,I,J,K,N,0,Q,Rの Ⅲ20)

酵素 :市販の Taqポ リメラーゼ(宝酒造)

PCR:液体窒素処理,未処理とも同じ機種で行 う(SANYO)

電気泳動 :従来法による(Mupidミ ニグル泳動漕)

iり 結果

バ レイショ(男 爵薯),キ ャッサバ(AMM22)は供試 した

200の プライマーの内,各々,145,190で PCR産物が確

認 された。それぞれのバン ドを液体窒素処理,未処理で

比較 したところ(図 4),バ ン ドの濃淡に差はあるものの
,

明らかな差は認められず, ビーズガラス化法で超低温保

存 した作物には遺伝子 レベルでも変具は確認できなかっ

た

五り留意点

①ハッカ,イ チゴについても供試 したが,ハ ッカは DNA

抽出ができず,イ チゴでは PCR産物を得ることができ
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なかった。植物の種類によつては DNA抽 出の難易や

PCRの条件に差があることが知られていることから,

DNA抽出組織などの検討も重要になる。

②実験を効率的に行 うため,電気泳動,撮影はプライマ

ー毎に行い,後に画像処理ソフ トで液体窒素処理,未

処理で並び替えを行つた。

(3)考察

超低温保存を行 う研究者にとつて,その成果を公表す

るのに際して最も面倒かつ重要な点は変異が発生 しない

ことを確認することだと思 う。なぜなら「変異がある(A

≠B)」 を証明することは容易だが,「変異がない(AB)」

を証明するためには,超低温保存 した個体と比較の個体

の全ての塩基配列を比較する等の作業が必要となるから

である.しかしながら栄養繁殖性植物は圃場等で維持 し

ていても変異が発生することがある点を考慮 しなくても,

これ らの全塩基配列の比較は現在では不可能である.

これまでに外観や遺伝子 レベルの比較まで紹介 し, 自

身でもその幾つかを実施 し,報告 してきたが(Hirai&

Sakai,2001),筆 者の経験では超低温保存後の安定性を他

の研究者に納得させるためには,作物別の専門家(育種家)

による判断が重要視 される傾向があり,バ レイショに関

して北海道では,植物遺伝資源センターで超低温保存 し

図 4 RAPD分析結果
士液体窒素処理,■未処理とプライマー名

●:500bp, ▲:1500bp

69.超 低温保存と変異について

た品種・系統をバ レイショ育種試験地である北見農試で

比較試験を実施中である.

バ レイショやイテゴなどは成長点培養を行い,いわゆ

るウイルスフリーを確認後に種苗,種芋を供給する体制

が長くとられ続けているため,成長点培養の際に変異が

発生しないということは育種家を始め,広 く了解 されて

いる。この点から超低温保存後に変具が発生 していない

ことを説明するには ,

①茎頂からの個体再生が,液体窒素未処理の茎頂 と同程

度に速いこと。

②頭微鏡観察で茎頂組織にカルス化が確認 されず,分裂

組織から茎葉が直接伸長 していること。

この 2点を確認すれば十分であると思われるが,いかが

であろうか.ただし, 目的とする植物が薬用植物の場合

は薬効成分が同程度に生産 されること,遺伝子組み換え

植物では導入 した遺伝子が維持されていることなど,必

要に応 じた比較,検討は必要になる。

(平井 泰)
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植物超低温保存マニュアル.Ⅳ。その他

(1)序論

超低温保存技術の発展は,ガラス化法を基礎 とした技

術開発以来, 日覚 しいものである。最近,ガラス化法を

一部改良した保存方法 「ドロップレント法」が超低温保

存研究者の間で注 目されている.著者の考えとしては ,

基本的な方法はガラス化法であ り異なる点は冷却手段

(実際には組織細胞のみ却速度)だけであることから改変

ガラス化法 とい う認識である。本項では論理的な超低温

保存法を確立するためにも敢えて 「ドロップレット法」

として取 り扱 う。

ガラス化を基礎 とした超低温保存は,あ る特定の条件

下で細胞を急速冷去口し,細胞内に存在する水を氷ではな

くガラス状態にする。その場合には細胞内凍結といった

致死的な傷害を受けることなく液体窒素温度に耐えるこ

とができる。一般的には,植物組織 (茎頂など)を ガラス

化液 (凍害防御斉J:glycer01,EGお よび DMSOな ど)イこよっ

て脱水あるいは浸透処理 し,その後液体窒素に直接浸漬

する。細胞内溶液はガラス転移温度以下では氷結晶を形

成せず,かつ,脱水を進行 させない非結品質のガラス状

態で半永久的に保存が可能であると考えられている。し

たがつて,超低温保存技術において氷晶形成を伴わない

でガラス転移温度以下まで組織細胞をいかに急速に冷去ロ

させるかが最も重要である.

ガラス転移温度以下まで急速に冷却する方法 として,2

つ挙げられる。

① 冷却速度の速い寒剤を用いて植物組織を急速冷却

する.例えば,液体ヘ リウム (26餌C),イ ツペンタン

(-160℃ :ただし引火性が高いので扱いに注意)あ るい

は窒素スラッシュ(210℃ )に浸漬することで液体窒素

よりも速い冷去口速度を得ることができる。寒剤の違い

によるたは,寒剤温度の低さだけでなく寒剤浸漬から

ガラス転移温度以下までの冷却速度が速いことが特に

重要であり,Vesley Smith et al。 (2001)|こ よれば,冷

却速度の異なる寒剤に植物組織を浸漬 した場合,浸漬

から0,15秒間に窒素スラッシュは-15℃まで冷却する

のに封 し,イ ンペンタンでは-70℃ 近くまで一気に冷

却する。

② 植物組織を寒剤に浸漬する際,冷却の妨げとなら

ない容器を用いる。超低温でも破損 しない素材で容量

の小さいクライオチューブの代わ りになるもの (例 え

ばアル ミニウムやテフロン素材)を 用いる。 ドロップ

レット法では容器に収納することなく植物組織をアル

ミ箔上に置き,直接液体窒素中に浸漬させる.

本項では, ドロップレット法に関するレビューと,筆者

がこれまでに電子顕微鏡によつて液体窒素温度まで冷却

した際の細胞および細胞内水分の挙動を観察 した結果と

合わせて,その一部を紹介する.

ドロップレット法は 1994年 ドインの Schafer― Menuhr

θιガ。(1994)に よつて,バ レイショの超低温保存を目的

に報告された。後に, ドイツのジーンバンクのKeHerら

(2002)に よって ドロップレット法は実用化され,ガラス

化法を基礎 とした超低温保存に取 り組む研究者に広まっ

た。これまでに主要作物であるヤム,バナナおよびサツ

マイモなどで, ドロップレット法の有効性が示されてい

る (Leunufna and Keller, 2003; Panis et al., 2005,

Pennycooke and Towill, 2001)。

(2)超低温保存方法

●  ドロップレット法

ガラス化液処理までの手順は,ほぼガラス化法と同様

に処理を行 う。その後,小さく切つたアル ミ箔上にガラ

ス化液 (1茎頂ごとに 1滴)を滴下し,そ こに最適処理を

行つた茎頂を置く。それらをピンセットで摘みあげ,ク

ライオチューブに満たした液体窒素中に直接浸漬する。

● 加温・洗浄 。再生育方法

液体窒素に浸漬した茎頂を含むアルミ箔は,直ちに 1

M sucrose合 有のMS液体基本培地溶液 (常温)で 15分間浸

漬して保持し,室温まで加温するとともにガラス化液を

アンローディングする.茎頂は固形培地上に置床し約 10

日間暗黒条件下に置き,その後,通常の培養条件下で再

生育させる.
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70.ド ロップレット法

バ シ
=7

≧頂摘世 1■lmの茎頂をメスを用いて摘出

↓

10%DMSO含有培地で 2時間処理

↓

アル ミ箔にガラス化液とともに処

理 した茎頂を置き,液体窒素で満

たされたクライオチューブに直接

浸す

品種試験 した平均再生率 :48%

Keller and Drelling (2002) 彦宍貝R

フ ↓

茎頂摘出   2～ 4 Hll■ の茎頂を摘出

↓

前培養処理  20%sucrose含有培地で 3日 間処理

↓   (25℃ )

眺水而ヽす′性向上処理 10%DMSO含有培地で 20分問処理

(25℃ )

PVS2液で 20分問処理 (25℃ )ガラス化液処理

☆ ヤ払ノ/そのケ今

20%sucrose含 有培地 (10℃)で植物体

を 1～4週 間生育させる

アル ミ箔にガラス化液 とともに処

理 した茎頂を置き,液体窒素に直

接浸す

↓

↓

生存率 :52%

Leunufna and Keller (2003) 彦宍貝R

茎頂摘出

☆ ジたノマイその瘍今

4～ 8週間培養 している植物体から

1‖lmの茎頂をメスで摘出

0 3 M sucrose含有培地で 24時間

処理 (25℃ )

脱水而ヽ十′性向上処理 LS液で 1時間処理 (22℃ )

ガラス化液処理 PVS2液で 16分問処理 (22℃ )

腹体窒素浸漬処理 アル ミ箔にガラス化液 とともに処

理 した茎頂を置き,窒素スラッシ

ュに直接浸す

生存率 : 930/。

品種試験 (サ ツマイモ 3系統を供試):62～ 83%

*Pennycooke and Towill(2001)の 論文中では,上記

保存法をガラス化法 として扱っているが,本項では ,

内容から便宜, ドロップレット法として紹介する

Pennycooke and Towill (2001) 彦表員R

↓

↓

↓

↓

☆ バナ方の場今

1 llmの 茎頂を摘出

↓

LS液で 20分間処理

↓

ガラス化液処理 PVS2液で 30分間処理 (0℃ )

↓

液体窒素浸漬処理 アル ミ箔にガラス化液 とともに処

理 した茎頂を置き,液体窒素に直

接浸す

生存率 :66%

品種試験 (8ゲノミックグループ 56点 を供試):53%

Panis et al.,(2005)参 照

耐性向
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植物超低温保存マニュアル.Ⅳ。その他

(3)考察

Wesley― Smith et al.(2001)は ,異なる含水率の植物

組織を寒剤 (イ ツペンタン,窒素スラッシュおよび液体

窒素)に浸漬 し,保存後再生育させた その結果,液体

窒素区に比べ 2寒剤の処理区では含水率がやや高い場合

でも生存が可能になり,ま た,カルスや形態異常が見ら

れなくなることを報告 している.こ の結果は,寒剤の差

によるものだけではなく,実際には容器 と寒剤 さらには

組織サイズなど総合的な冷去「効率の結果であると考えら

れる。 したがつて,液体窒素を用いた冷去日が他の寒剤に

比べて劣つているとい うわけではない。 しかし,よ り急

速に冷却することが可能となれば,脱水による傷害が発

生するぎりざ りの合水率まで処理する必要がなくなる,

あるいは最適処理時間の設定を厳密に行 う必要がなくな

る。すなわち, これまで超低温保存が困難 とされていた

脱水耐′性の低い植物種に対 して冷却効率の向上により,

保存を可能にすると考えられる.

著者がこれまでガラス化法を用いた急速冷却中の細胞

および細胞内水の挙動を観察 した結果,最適処理を行い

液体窒素に浸漬 した細胞には氷晶形成は見られない。ま

た,窒素スランシユに浸漬 した場合においても同様の結

果であつた。興味深い事に不完全な処理 (ガ ラス化液処

理なし)か らの窒素スラッシュに浸漬 しても同様の観察

像が得 られた。ガラス化液による処理が無くても保存が

可能になるとまでは言えないが,今後,知見を収集する

ことでガラス化液による脱水処理時間の短縮,ま たは ,

毒性をより抑えたガラス化液 (ド ロップレット法専用ガ

ラス化液)の開発により,従来の方法では保存が困難で

あつた種の保存や従来よりも汎用性の高い保存法が開発

されることも期待される。

(4)留意点

Sakai and Yoshida(1967)は液体窒素を用いて生存可

能な冷却速度で急速冷却後,異なる昇温速度で加温 し生

存率を計ったところ,氷晶を形成する温度域をできるだ

け速く昇温 しないと生存できない事を報告 している。 し

たがつて,超急速冷却によつてガラス化 した場合におい

ても,加温処理は急速に行 うことが必須である.

(田 中大介,新野孝男 )
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70.ド ロップ レン ト法

T
茎頂摘出

→

継代培養

(25° C)

LN2

液体窒素浸漬処理

(-196° C)

→

低温馴化処理

(5° C)

一
    馨

アル ミ箔上にガラス化液を

一滴垂 らし茎頂を置 く

前培養処理

(5° Ci糖添力日培地)

脱水耐性向上処理 (250C)

および

ガラス化液処理 (25° C)

由

ャ

図 1.ドロップレット法による茎頂の超低温保存法

と

□

圏
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植物超低温保存マニュアル.V.付 録

語句説明

アルギン酸グル [Alginate gel]

アルギン酸は褐藻特有の細胞間粘質多糖で,アル

ギン酸ナ トリウム塩は水溶性であるが,Ca歩や Mg2+な

どの 2価のカチオンの存在でグル化する。

● 遺伝資源 [Cenetic resources]

遺伝育種において,有用な形質付加に必要な素材

として,現実的または潜在的な価値を有する植物・

動物・微生物をさす.機能を持つ最小の単位である

遺伝子は遺伝的な資源 とみなされる.

● 栄養繁殖 [Vegetative propagation]

組織から無性的に繁殖すること,栄養繁殖により

増殖されたものをクローンとい う.

腋芽  [Axillary bud]

葉腋 に発生す る側芽の一つ

FDA染色  [Fluorescein diacetate staining]

細胞質に局在する蛍光試薬である.細胞膜を通過

し,細胞質に存在するエステラーゼにより加水分解

を受け,フルオレセインに変わ り,細胞膜を通過で

きなくなる。 したがつて正常な細胞では蛍光顕微鏡

で蛍光が観察されるが,細胞膜が傷害を受けた場合

には,細胞外に漏出するために蛍光は観察されない .

●  MS培地 [MS medium]

Murashige&SkOOgが 1962年 にタバコカルスの増

殖を指標にして開発 した最も広く使用されている培

地.MS培地の無機成分を半減させた培地の場合には,

本書では 1/2 MS培地と記載 している。

● LS液 (ロ ーディング液)[LS solution]

2 M glycerolと 0,4 M sucroseを 含む MS培地溶液

の導老そ半町寛. LS 培此頃Linsmaier & Skoog's medium)と

は異なるので注意が必要。

O   LN (液 'l本窒索) [Liquid nitrogen]

液体窒素は,液化 空気 よ り分留 した もので ,

195。 8℃ の沸点を持つ。ガラス転移点がさらに高く,

植物に与える傷害が無い超低温保存法が新たに開発

されていない現状では,価格が比較的安いこともあ

り,超低温保存用の冷媒となる.LNあるいは LN2と

略記する。

● LN区  [Immersed intO liquid nitrogen]

液体窒素浸漬処理区.十 LN区 と略記する場合 もあ

る。

● ガラス化 [Vitrification]

濃厚な水溶液をガラス化する温度(ガ ラス移転点)

以下まで冷去口した場合,液体は結晶構造をとること

なくアモルファスな非結品質状態になる。また,溶

液の濃度を高めるにつれて,ガラス転移温度は高く

なることが知られている。

なお,組織培養中の植物イ本が培養器内の相対湿度

あるいは培地中の何 らかの成分の影響を受けて,植

物体が多量の水分を含み,ガラス状に透明化が起こ

り,生長異常をきたす現象もガラス化(Ⅵ面icatiOnあ

るいは Water‐ 10gging)と 呼ばれている.和名,英名 と

もに物理現象のガラス化 と同じ呼称である事から,

しばしば混乱 して理解 される亨があるので注意が必,

要である。

●

●
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● ガラス化液 [VitrificatiOn solution]

ガラス化液は,glycer。 1,EG,DMSO,糖 ,糖アル

コール等を用いて作られている。糖や glycer01の濃

厚液は粘度が高いため,過冷却 しやす く,糖液は

-50℃以下,glycerolの 60%液は 118℃ でガラス固化

する。細胞や組織を脱水濃縮 した後,液体窒素中で

急速冷却すると細胞はガラス固化する.

● ガ ラ ス 化 液 処 理 [Vitrification solution

treatment,   Dehydration   by   vltrlfication

solution]

液体窒素浸漬処理直前に,植物組織 。細胞 を

glycerolや DMSO等を含む濃厚なガラス化液を用い

て脱水または浸透させる処理.保存後の高い生存率

が得 られる最適ガラス化液処理時間や処理温度は植

物種などによつて異なる.

● ガラス化法 [Vitrification procedure]

低温馴化 。前培養・脱水耐性向上処理等を行つた

試料を,室温または 0℃ で濃厚なガラス化液によつ

て浸透脱水 (浸透圧の差により脱水)あるいは細胞

内への浸透を行い,液体窒素に投入する。ガラス化

法は植氷による細胞外凍結を利用 した凍結脱水 (緩

速予備凍結法)やシリカグルなどを利用 した脱水 (乾

燥法)と 比較 して,均―に組織を処理する事ができ

るため,傷害が少なく高い生存率が得 られやすい上

に,再生育も早い。また,処理時間も短 く,室温で

処理できるため,脱水耐性や低温耐性が低い植物種

にも用いるこ≧ができる.

● ガラス転移温度 [Glass transition temperature]

ガラス化を起こす温度  序論の p.5参照.ガラ

ス転移 とはガラス化 している物質が温度上昇過程で、

熱力学的性質が変化する転移点のことである.

カルス [CaHus]

組織から脱分化 (葉や茎のような組織化 された細

胞群ではなく,無秩序な状態になること.逆の過程

71.語 句の説明と略宇一覧

は再分化 と呼ぶ)して生 じた不定形の組織 カルス

を構成する細胞には変異 したものが多い .

● 過冷却 [Supercoohng]

水溶液がその氷点以下まで冷去日されること.過冷

却された水溶液が凍結を始める温度を過ハ却点と呼

ぶ.序論の p.5参照 .

● 章乞孵鵞溜【[Air drying procedure]

高濃度のショ糖溶液などで脱水あるいは乾燥耐性

を高める処理をした後,空気乾燥 し,液体窒素に投

入する.乾燥時間に数時間～数 日と,長時間を要す

る。また,乾燥耐性を誘導できる植物種が限られて

いる上,乾燥組織は脆 く取扱いに注意が必要であ

る。

● 緩 速 予備 凍結 法 [ConventiOnal slow freezing

procedure, Slow pre― freezing procedure]

凍害防御剤によつて組織を処理 した後,お よそ

-7℃ で植氷 し,プ ログラムフ リーザーで -30～

-40℃ まで緩速にわ却 (0.3～ 1.0℃ /min)し ,紳胞

外凍結を起こさせ凍結脱水する.脱水後,液体窒素

に投入 し細胞内をガラス化 させる。一方で細胞外は

凍結 していることから,部分的ガラス化 と呼ばれて

いる.

● 器官外凍結 [Extra―organ freezing]

致死的な傷害 となる細胞内凍結を回避するため,

凍結に耐えられる器官に細胞外凍結の場合 と同じよ

うに氷晶形成 し,細胞内の水を細胞外へと移動 させ

る。

クライオチューブ [Cryotube]

超低温に曝 しても壊れない専用の容器 .

継代培養  [Subculture]

初代培養 を経て得 られた細胞,組織,器官 を新 し

い培地に移植 して培養 を続 けること.

●

●●

-172



●

植物超低温保存マニュアル.V.付 録

壱豊コミ [Shoot apex, Shoot tip]

植物の茎の成長点 (Meristem,分 裂組織)を含む

組織。最も分裂の旺盛な部位の一つで,組織培養の

成功例も多い。

●   再生i書  [Regrowth]

超低温保存技術または研究において用いる場合 ,

液体窒素浸漬処理後の植物細胞,組織,器官の正常

な生長を指す。

● 細胞外凍結 [Extracellular freezing]

植物の原形質膜は,水を通 しても氷は通しにくい

性質を持っている.細胞外部に氷が存在すると,氷

表面の飽和蒸気圧は過冷去「した細胞内の水表面より

も低いため,細胞内の水は細胞膜や細胞壁を通過 し

て細胞外氷表面に移動 し氷を成長させる よつて,

細胞をとりまく形で氷が成長 し,細胞内を脱水す

る.

●   細】包内拶ヽ4吉  [Intracellular freezing]

細胞内で凍結が起きた場合,氷品が成長し細胞内

微細構造は機械的にF皮壊される。したがつて,細胞

内凍結は生物細胞にとつて致死的である.

●   示 差 走 査熱 測 疋
~ (DSC) [Differential Scanning

Calorimetry]

状態変化や化学変化あるいはエンタルピー緩和な

どの現象に伴 う熱量変化を測定することを熱測定と

い う 示差走査熱測定は,温度を変化 させていき,

その熱の出入 りを観測する。DSCには,熱流束 DSC

と入力補償 DSCが あり,入力補償 DSC装置は常に基

準物質と試料 との温度差を 0にするようにフィー ド

バックが行われ,こ の時の補償に要 した熱量が吸発

熱量になる.

オ[笠刻K [Ice inoculation]

過冷却状態の水にその温度で成長できる氷核を植

えることである.十分過冷却した試料が凍ると,一

瞬にして細胞内凍結を起こす。よって,細胞外凍結

による凍結脱水を人為的に成功させるには,組織試

料の過ハ去,があまり進まないうちに小さな氷片か液

体窒素で冷却 した針金で試料に軽く触れて植氷 し,

凍結を開始させる。

● 植物成長調節物質 [Plant grOwth regulator]

植物の成長 と発育を制御する化学物質。なお,植

物ホルモン(plant hormone)は,植物成長調節物質の

うち,特に植物自体が生合成する,いわゆる天然の

ものに与えられた名称である。

● 生 存 率 [Survival rate,Survival,Re― growth

rate]

生存率とは,保存後 (LN区)ま たは処理後 (TC区)の

植物組織・細胞の生存割合を表す.各研究者によっ

て生存率の計測 (評価)方法に差が見られる.例えば,

伸長 したシュー ト数,TTC染色・エバンスブルー染色

による生存細胞数のカウン ト等を用いている。本書

では培養茎頂を用いた場合,原則,保存後 (LN区 )ま

たは処理後 (TC区 )に茎頂が直接生育伸長したものを

生存としている.すなわち,成長点が枯死する,葉

や根のみが伸長する,カルスが発生する場合は生存

として扱わない。一部の著者執筆項では,液体窒素

浸漬処理 した組織の生死判別においてシュー トを伸

長 した茎頂の数によるシュー ト形成率,あ るいはシ

ュー トのみでなくカルスなども含む生死判別を行っ

た生存率を記 している場合がある。その場合には ,

生存率という表記に注意する必要がある。

。 前培養処理 [Preculture treatment]

植物組織・細胞に脱水処理に対する耐性を付加す

るために糖添加量を高めた培地 (glycer01,DMSO等

をさらに添加する場合 もある)あ るいは培養液で培

養する。

●
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。   イ員l帽茅 [Lateral bud]

茎軸の側方に発生 した芽の総称.頂芽に対 してこ

う呼ばれる.種子植物では,一般に側芽は葉腋に発

生するため,腋芽と呼ばれる。

● 脱ガラス化点 [DeЁ trification temperature]

昇温過程でガラス化状態が相変化するとき.序論

の p.5参照 .

● 脱水而ヽす↑生ド可」ヒタどヒ理  [OsmOprOtectant treatment ま

たとまOsmoprotection]

ガラス化液処理を行 う直前に LS液 (2 M glycerol

と0.4 M sucroseを 含む MS培地溶液の混合液)な ど

で処理することにより,十分に脱水耐性を向上させ,

多くの植物種で高い生存率で保存が可能となつた。

LS液の処理時間,そのショ糖濃度などは植物種やそ

れらの状態により異なることがある。

● WPM培地  [WPM medium]

Lloyd&McCownが 1981年 1こ 報告 した広 く林木の

組織培養に用いることのできる培地 .

短命種子 [Short―hved seeds]

低温乾燥状態で発芽力が急速に低下する種子

巧ミ夢, [Apical bud]

茎の先端部に着生する芽

● 超低温保存 [Cryopreservation]

生物細胞,組織,器官などを-135℃ 以下の超低温

で長期間保存すること。このような温度領域では分

子運動は抑えられ,物質代謝も遺伝的変化も起こら

ないガラス状態にあり,半永久的に保存できる。

低 温 馴 化 処 理   [Cold accli■ lation, Cold hardening

treatment]

耐寒性を持つ植物は,季節的な気温の低下に伴い
,

耐寒性を獲得するために可溶性糖類などを細胞内に

71.語 句の説明と略字一覧

多量に貯めることがよく知 られている。培養植物体

を低温馴化処理 (例 えば 5℃・8時間日長の低温条件

下で一定期間生育)す ることで保存処理後の生存率

が飛躍的に上がる。

● TC区  [Treated cOntrol]

ガラス化液処理後に液体窒素に浸漬せずに再生育

させ,ガ ラス化液処理の影響を調べた試験区。一LN

区とも呼ぶことがある。

● TTC染色  [TTC staining]

TTC(ト リフェニルテ トラブリウム塩)は , ミトコ

ン ドリアの呼吸により生 じた電子によつて還元され

フォルマザンに変わる.こ のフォルマザンを抽出 。

定量することで細胞膜の傷害を判定する。

● ディープフリーザー [Deep freezer]

-135℃以下の超低温を維持できる冷凍庫

● 凍害防御剤 [CryoprOtectant]

細胞内浸透型と非浸透型凍害防御斉Jが あり,細胞

内浸透型凍害防御剤は,低分子で低温においても水

溶性が高く高濃度に濃縮 しうることが可能な物質

(DMSO,glycerolな ど)で ある。作用機構は特定でき

ないが,①溶液の氷点を下げる,②細胞内外の塩濃

度の濃縮を下げる③膜系の安定化が主であると推測

されている。

● 難貯蔵性種子 [Recalcitrant seeds]

一般的な種子は乾燥 。低温条件下で,長期保存が

可能であるのに対 し,難貯蔵性種子と呼ばれるもの

は,種子が低温や乾燥に耐えることができないため

長期保存が困難である。

●

●

●
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B5嘴ζナヒ [B5 medium]

Gamborgら が 1968年 にダイズ懸濁細胞を指標に開

発 した培地.MS培地と比較 してアンモニア成分を低

く抑え,添力日無機塩および有機物を必要最小限に簡

素化 している.

● ビーズガラス化法 [Encapsulation vitrification

procedure]

ガラス化法の一種であり,低温馴化や前培養処理

等を行った茎頂組織等をアルギン酸グルに包埋 して

から,脱水耐性向上やガラス化液処理を行 う。茎頂

組織等がアルギン酸グルに包埋 されることにより,

操作がより簡便になるとともに,ガラス化液に直接

触れなくなる事で急激な脱水による傷害を防ぐこと

ができる.

●  ビーズ乾燥法 [Encapsulation― dehydration

procedure]

ビーズに包埋 し高濃度のショ糖溶液などで脱水あ

るいは乾燥耐性を高め,空気乾燥後に液体窒素に投

入する.ビーズガラス化法と同様にアルギン酸グル

に包埋することで通常の乾燥法に比べて,操作は簡

便になる。また,アルギン酸グルにショ糖が添力口さ

れた場合には,シ ョ糖溶液が乾燥中に次第に濃縮さ

れるため浸透脱水される.

● ビーズ包埋 [Encapsulation]

アルギン酸ナ トリウム溶液に植物茎頂組織や培養

細胞を入れ,塩化カルシウム溶液中に滴下して球形

のビーズ状のアルギン酸グルに包埋する.人工種子

技術 として開発 された方法である。

ビーズ包埋されることにより組織,細胞の脱水 ,

乾燥などは直接行 うよりも緩速 となる。ビーズ乾燥

法, ビーズガラス化法および一部の ドロップレット

法においてビーズを用いる。

PVS2液  [PVS2 solution]

植物組織細胞 を超低温保存す るために,薬害が低

く,様々な植物種で高い生存率を得る事が出来るガ

ラス化液の名称で,Sakai et al.(1990)に よつて開

発された, PVS2液イま30%(w/v)glycer01, 15%(v/v)

ethylene  glycol  (EG),   15%  (w/v)  dimethyl

sulfoxide(DMSO)お よび 0 4 M sucroseを 含有する

MS基本培地溶液 (pH 5.8)を 調整後,オー トクレー

ブで滅菌 して使用する。なお,培地の組成は,保存

する植物種で利用 しているものを基本的には使用す

る。また,シ ョ糖の濃度,糖類も若干改変されてい

る場合もある。

● プログラムフリーザー [Program freezer]

プログラムにしたがい,約 80前後まで冷却速度

がコン トロールできる機器.緩速予備凍結法で利用

する。

0 田条原基 [Shoot primordia]

茎頂組織の頂芽優勢が乱 されて,腋芽の集合体 と

して増殖す る 増殖率が高い上に遺伝的安定性 も高

ヤ` .

White嘴争ナ也 [White medium]

Whiteら が 1963年に トマ ト分離根培養用に開発

した培地.全般的に無機塩濃度が低い。

。 融解 [Thawing]

クフ冬芽などの緩速予備凍結法では,冷去,速度を

緩速に制御 して細胞外凍結を起こさせる。この方法

では,液体窒素温度まで冷去「した場合でも,メ リス

テム部分は凍結することなくガラス化 している。す

なわち,部分的ガラス化法と位置づけられる。した

がって,加温した際には,凍結 した組織の部分を融

解 させ る必要があるため,融解 とい う言葉を使 う。

一方,ガラス化法を基礎 とした方法では,組織細胞

はいずれも凍結することなく完全にガラス化するこ

とか ら融解 (Thawing)と い う言葉は使 わず ,加 温

(Rewarming)を使 う。

(田 中大介 )

●

●
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略字一覧

ABA:Abscisic acid,ア ブシジン酸 Nitsch培地 :Nitsch&Nitsch medium,組 織培養用培地

AFLP: Amlified fragment length polymorphism PEG:Polyethylene glycol,ポ リエチレングリコール

BA: Benzyladenin (Benzylaminopurine), 6-′ ミン→ノル ア

デニン

PCRI Polymerase chaln reaction

PS染色 : phenosafranlne stal■lng

B5培地 :B5medium,組 織培養用培地

PVP:Polyvinyl pyrolidone ポリビニルピロリドン

DMSO: Dimethyl sulfoxide, ジメチルスアレフォキシンド

PVS2 M寛 : Plant vitrification solution 2

DSC: Differential scanning calorimetry, 不差熱ノ刀本ヽ斤

計 RAPD七曇: Random amplified polymorphic DNA 祐長

EG:Ethylene glycol,エ チレングリコール RFLPお曇: Restriction fragment length polymorphism諧 芸

FDA染色 : Fluorescein diacetate staining SSRマ ‐―力・―: Simple sequence repeat marker

GA3:Gibberelhn A3' ジベレリン A3'ジベ レリンの 1つ   TC区 :Treatment control,― LNと 表記 した場合も同様

IAA:Indole acetic acid,イ ン ドール酢酸 TIBA:Triiodobenzoic acid,2,3,5ト リヨー ド安息香酸

LN2' LN: Liquid nitrogen, 液イ本窒素 TTC染色 : Triphenyl tetrazolium chloride staining

LSイ夜: Loading solution White培地 :White mediuln,組 織培養用培地

LS培地:Linsmaier&Skoog's medium,組織培養用培地   WPM培 地 :Woody plant mediuln, 組織培養用培地

LN区 :Inlmersed into liquid nitrogen, +LNと 表記 した

場合も同様

MS培地 :Murashige&Skoog's medium,組織培養用培地

2,4-D: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, ジクロロフェ

ノキシ酢酸

NAA:1-naphthaleneacetic acid,ナ フタレン酢酸
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設 備

。 大型液体窒兼タンク (長期保存用 )

液体窒素気層部分 (150℃以下)において植物遺伝

資源を長期保存するためのタンク.容量 450リ ット

ルの液体窒素のタンクには,およそ 13000本のクラ

イオチューブ (2.O ml)が 収納できる.

図 1.大型液体窒素タンク(農業生物資源研究所ジー

ンバンク)

● 液体窒素タンク (′lヽ型 )

液体窒素の液層にクライオチューブ (キ ャニスタ

ー内)を 浸漬 し保存する.実験室 レベルの保存ない

しは研究に用いる.

図 2.液体窒素タンク(農業生物資源研究所ジーンバ

ンク)

● クリーンベンチ

クリーンベンチ内には HEPAフ ィルター (超高性能

エアフィルターでホコリやカビなどの浮遊物を除

去)を通過 したクリーンエアーが放出され,手軽に

無菌環境が得 られる。組織培養は無菌的に植物を生

育させるため必要な設備の一つである.ク リーンエ

アーは作業面に封 して水平にフローし,高清浄度環

境を作る水平気流のもの (図 3)と 前面が開口式ガラ

スに覆われている垂直気流のものがある (図 2).

図 3.クリーンベンチ(水平気流型)

● オー トクレーブ

オー トクレーブは高圧蒸気滅菌器とも呼ばれ,培

地や無菌培養に用いるガラス器具などの滅菌に用い

られる。通常 121℃ で 20分間滅菌する。最近販売さ

れているオー トクレーブには滅菌後の取 り出しまで

にかかる時間を短縮させる目的で強制冷却装置を取

り付けている機種が増えている。作業効率を考えた

場合,大変便利な機能であるが高粘度溶液 (例 えば

超低温保存に用いるガラス化液)な どを滅菌する際

には突沸 しやすいので冷却機能の利用には十分気を

つける必要がある。
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図 4.オートクレーブ

● 培養室または培養棚

植物を生育させるために用いる部屋または棚 植

物にとつて最適な日長 (時間・光強度)と 温度を制御

し培養条件を一定に保つ。以前に,ホームセンター

などで安価にて販売されているシェルフやスチール

ランクに蛍光灯を取 り付け,タ イマーで日長を制御

する簡単な装置を自作 して使用 したことがあるが ,

エアコンで部屋の温度を制御できて,光強度が生育

条件を満たしてお り清潔な部屋が確保できれば十分

に代用可能である。

生育以外にも低温馴化に使用できる培養室か培養

器 (低温, 日長制御)があれば更に良い。

● 冷蔵庫

試薬などの保存に使用する。主に,培地のス トッ

ク溶液 (冷 蔵室 :5℃ )や植物成育調節物質 (冷 凍

室Ⅲ20℃ )を保存する。特に冷蔵室は大きい方が超

低温保存用植物の低温馴化や大量の培地の保存に使

用できる

0 ハ凍庫

試薬 (特にビタミン類)な どの保存の他,冬芽の

保存 (ク フの項参照)な どで用いる凍結脱水に使用

する.5～ 30℃程度で温度制御できるものが望まし

い

72.組 織培養および超低温保存に必要な設備 と器具

蒸留水製造装置

水道水から蒸留水を製造するための装置.機種に

より蒸留と脱イオンの順序に違いがあるので水道水

の状態によつて決定する.浸透膜方式は水道水を直

按使用せず,蒸留水を濾過 した方が良い.極めて水

道水の品質が悪い場合は濾過,脱塩装置を併用する。

電子天秤

培地成分などを正確に量るのに使 う。植物生長調

節物質のようなごく微量で効果がみられる薬品を量

ることも視野に入れ機種を選定する.

また,超低温保存に用いられる,ガ ラス化液を作

成する際には,粘度の高い凍結防御剤 (glycerOlな

ど)を直接 ビーカーで量る (W/V)た めビーカーの重さ

も含め大容量にも対応する上皿天秤が一つあると非

常に便利である.

図 5.電子天秤 左:10 mg～ 3100g計 測 ,

右:0.l mg～ 220gの計測が可能

pHメ ーター

植物にとつて土壌の代わりである培地のpH状態は

生育に大きく影響する。培地調整の最後にpHを植物

種ごとの最適値に調節する.一般的な植物種の最適

pH Iま 5.8で ある。また,正確な pH測定を行 うため

には,定期的に校正を行 う必要がある。pHメ ーター

のメンテナンスの注意点としては電極が常に適切な

電解液で保存 し,電極は乾燥させないようにする。

●

●

●
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図 6 pHメーター

0 マグネチックスターラー

ビーカー内のスターラーバーを磁力によってまわ

し溶液を攪拌する。主に①培地の調整やガラス化液

等の処理溶液作成に用いる.ま た,②外植体を滅菌

する際にエタノールやアンチホルミンで攪拌するの

に用いる。①に用いる場合であれば攪拌する溶液の

粘度が高いため強力磁石仕様のものが適 している.

また,②に使用するのであれば,同時に複数植物種

を滅菌することが想定されるので複数個を同時に攪

拌できると便利である。

図 7,マグネチックスターラー.左:強力磁石仕様 ,

中:ヒーター付き強力磁石仕様,右:6連式マグネチッ

クスターラー

● ウォーターバス (ウ ォーターバス&シューカー)

液体窒素保存後の急速な加温 (38～ 40℃)に用い

る。この温度で使用 した際には細菌繁殖が激 しいの

で帰宅前に水を廃棄 し,バスを乾燥 させ,使用前に

水を入れ直した方が良い (図 8).

ウォーターバス&シェーカーは数時間の氷温処理

に使用する (ガラス化液処理など).通常の製品には

冷却機能がないため,溶媒 (メ タノールは危険なの

で使用 しない)を投げ込みクーラーで冷や しながら

ヒーターで 0℃ を維持することができる (図 9)。 な

お,短時間の氷温処理ならばウォーターバスに水 と

氷を入れて代用可能であるが,特に夏場は大量の氷

が必要になる。

図 8.急速加温に使用中のウォーターバス

図 9.氷温で浸透脱水処理中のウォーターバス

右の奥にクーラー本体があり,冷去田部をウォー

ターバス内に入れてある.ガラス化液も同時にわ

却 している
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。 ロータリーシェーカー

外植体のアルコールやアンチホル ミンによる滅菌 ,

および,アルギン酸 ビーズに包埋された茎頂の各溶

液による処理をする際に使用.往復運動だけでも良

い .

● 電子 レンジ

寒天や Agarな どを含む固形培地の作成において ,

そのグル化剤の融解に電子 レンジを用いることで ,

煮沸時間の短縮ができる。培地 lLに Agar 8 g/Lを

融解するのに 500Wの電子レンジでおよそ 10分間か

かる.

● 実体顕微鏡

圃場から持ち込まれた外植体片からメリステムを

摘出し培養体を作出する際に必要である。また,超

低温保存においては,1 llmほ どの均一なサイズの試

料を得ることが高い生存率を得るために重要なこと

から,保存に用いる材料を摘出するため実体顕微鏡

の使用頻度は高い。視力や 日の幅の調整が必要なの

で,可能であれば 1人に 1台あることが望ましい。

図 10.実体顕微鏡

● 蛍光顕微鏡

必要不可欠ではないが,FttlA染色法などにより生存

細胞の確認のために使用する.特に細胞レベルでの

超低温保存には不可欠であるが,器官でも熟練を要

するが使用できる.

72.組 織培養および超低温保存に必要な設備 と器具

回転培養器

植物組織培養などで,液体培地中の組織を培養す

る場合は,酸素不足になりやす く,培地を動かして ,

正常な発育を促す必要がある。また,増殖効率の高

い培養が可能である。

図 11.回転培養器

乾熱滅菌器

乾きにくいガラス器具などの滅菌に用いられる。

また, ビーズ乾燥法に用いられるシャーレに敷いた

シ リカグルの滅菌は乾熱滅菌でなければな らな

い。135℃ で 2～ 3時間処理することが多い。また,乾

物率の調査にも使用する。

図 12.乾熱滅菌器

遠心器 (手回し遠心器 )

細胞など微少な組織を材料 とする場合に使用す

る。細胞の大きさにもよるが,細胞を沈殿 させる目

的ならば手回し遠心器で十分である。

●

●
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器 具

一般的に組織培養,超低温保存試験に使用する器具を

紹介するが,全てが必要とい うわけではなく,各人と研

究室に合わせて選択,使用していただきたい。

● 手術用メス

外植体からの生長点摘出や継代培養のための組織

の切 り分け,さ らに超低温保存組織 (茎頂)の摘出に

使用するので,操作に適 した刃先のメスを数本用意

する.

● ピンセット

歯科技工用のステンレス製のピンセ ットが組織培

養ならびに超低温保存には使いやすいが
,｀ 先端部を

鋭 く研 ぐなど,操作や実験者に応 じた工夫で,よ り

効率的に実験できる.

PVS2液 など,粘性の高いガラス化液中で使用する

とピンセ ットにガラス化液が付着 しやすいので、熱

での滅菌前に洗浄 (ペーパータオルでぬぐい取る)

しないと糖分などが焦げ付くことがある。

図 13.培養に用いる各種器具。上:手術用ハサミ,

申:ピンセット,下:手術用メス(替刃式)

● 分注器

培養容器に一定量の培地溶液 を分注す るのに使

用す

● マイクロピペント

先端のプラスチンク都 (チ ップ)がオー トクレーブ

による滅菌が可能であり,使い捨てなので使いやす

い。ガラス化液成分の一つに用いられているDMSOは ,

その処理時間を厳密に管理する必要があり,使い捨

てチップを使用することで多処理区を同時に扱 う際

にも,処理中の溶液のコンタミが防げる.

図 14.マイクロピペット 上:チップ,下:マイクロピペ

ツト

● ピペント (パスツールピペット)

茎頂のビーズ化,溶液の廃棄,交換に使用する。

シリコンスポイ ド 1個 とピペントを 3～5本まとめ

てオー トクレーブし,溶液や材料毎にピペットを交

換 し,ス ポイ トを付け替える。なお,ビーズ液やガ

ラス化液は粘′性が高いので開口部の細いものより

容量 2ml程度の肉厚なものが使いやすい。

0 アルコールランプ

メスやピンセットを 70%アルコールで焼いて滅菌

する際に使用.ガスバーナーでも良い。

● ビーズ滅菌器

アルコールランプによる引火なしにメスやピンセ

ットの先端部を高温 (200℃ )イこ熱せ られたガラス製

のビーズに埋没させて滅菌する。ループシネ レータ

ーでも良い .
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図 15.アルコールランプとビーズ滅菌器.左:アルコ

ールランプ,右:ビーズ滅菌器

● パラフイルム

使い捨てシャーレのふたを密閉するテープ。実験

の合間にまとめて切つておくと便利である。なお ,

クライオチューブを密閉して液体窒素処理する際に

はTSフ ィルム(ToYOBO)の方が丈夫で切れることが

ない .

図 16.パラフィルム

0 シャーレ

ガラス製シャーレ内に濾紙を敷き,オー トクレー

ブにかけたものの中で,培養組織の切 り分けや茎頂

の摘出を行 う.滅菌水を数滴入れた使い捨てのプラ

スティックシャーレでも良い。

72.組 織培養および超低温保存に必要な設備 と器具

図 17.滅菌したシャーレ(中には濾紙が敷いてある)

。 フタ付ガラス製フラスコ

処理液 と試料をガラス製のフラスコに入れ,シェ

ーカーで攪拌 して処理するのに使 う。キャップ付き

の三角フラスコでも良いが,アル ミフォイルの蓋は

ガラス化液などが付着 し,乾燥 した場合に外 しにく

くなる。

図 18.減菌したガラス製のビン

● キャップ付きプラスティンクチユ~ブ

同じ溶液を同じ量,何回も使用する場合 (例えば

LS液)にはチューブに等量分注 してオー トクレーブ

しておくとコンタミの機会が減少 し,実験の効率が

良い。15ml,50mlのポリプロピレン製 (再オー トク

レーブ可能)で, 日盛 り付きのものが使いやすい。

国産の製品の方がオー トクレーブ後にキャップの変

形が少ないように思われる。

緻
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保存ラック

液体窒素気層部分で大量の保存試料を整理するた

めのラック.

図 19.保存ラック

● キャニスター

液体窒素の液層に浸漬 し保存試料を維持する。キ

ャニスターの中にはケーンに固定されたクライオチ

ューブが収納される。

図 20.キャニスター.右 :キャニスター全体像,中

キャニスター,左:キャエスターフタ付仕切り板

● ケーン

クライオチューブを固定するためのアル ミユウム

製の液体窒素気層部分で大量の保存試料を整理する

ためのラック.なお,急速冷却する際にはキャニスタ

ーをタンク中に入れておき,その中にクライオチュ

ーブを付けたケーンを入れ,急速力日温する際にはキ

ャニスターからケーンを出して温水中に入れる方が

温度低下,上昇速度が速い.ケーンを繰 り返 して使

用するとクライオチューブが外れやす くなるので挟

む部分を調整すると良い

図 21.ケーン.上 :キャニスター,中 :ケーン(クライオチ

ューブ装着),下 :ケーン(クライオチューブ装着)

●  クライオチューブ

超低温に曝 しても耐えうる容器.容量や底の形状

(丸型, 自立型)に より多くの種類があるが,容量

により温度降下,上昇速度が変化するので注意する。

なおカタログには液体窒素への直接浸漬には耐えな

いと記載されていることが多い。

製品によつては急速冷却,加温時にキャップが緩

んでコンタミする場合があるのでフィルム (TSフ

ィルム,パ ラフィルムの項参照)で二重にシールす

ることをお勧めする。

図 22.クライオチューブとスタンド

聰
鴻

≦
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。 デュワー瓶

実験に用いる液体窒素を少量汲み分ける,あ るい

は容器内の液体窒素に試料の入つたクライオチュー

ブを浸漬処理するのに用いる。実験室 レベルの保存

ないしは研究に用いる。

図23.デュワー瓶

0 予備凍結処理容器

プログラムフリーザーを用いることなく,組織や

細胞試料を緩速予備凍結できる容器 .ク ライオチュ

ーブ (2 ml)を 立てた状態で収納 して処理できる.容

器に Isopropyl alcoholを いれ、クライオチューブ

をセットし、 70℃のディープフリーザーに置くこと

により 1℃/minで冷去口する事が可能 .

図24.予備凍結処理容器

(田 中大介)
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(1)意義

超低温保存に適 した植物体を得るためには,その植物

種に適 した培養条件を確立しなければならない。このた

め植物種や供試材料,その培養の目的 (腋芽の誘導など)

によつて適 した培地組成の選択あるいは確立が必要とな

る.ま た超低温保存処理では処理液 (LS液 ,ガラス化液

など)に基本培地を添力日する一方で,アルギン酸ビーズ

溶液調整ではカルシウムを添加 していない基本培地を使

用するなど,処理液ごとに培地成分の改変が必要である.

調整済み乾燥粉末培地などが市販 されてお り,それ らを

使用することで培地調整に時間をとられなくなるものの,

上記の理由から市販品を用いるよりも, 自身で培地の調

整をすることを勧める.

● 準備

設備および器具については,p.177～ 184,各培地の組

成表については,p.187～ 189を参照のこと.

● ス トック液の調整方法

1.培 地ス トック液 (貯蔵液)の調整

植物種ごとに報告されている培地を調べ,最適なもの

を選択 し,成分グループごとにス トンク液を作成 して ,

必要時にそれぞれのス トック液を混合 し,pH調整 と高温

高圧滅菌する(Ⅳは冷凍庫,それ以外は冷蔵庫に保管).

ス トンク液は基本的に,

・ス トック I :主要無機栄養成分

・ 〃  Ⅱ :微量無機成分

・ 〃  Ⅲ :鉄成分

・ 〃  Ⅳ :有機栄養成分

から構成 される。

2.植 物成長調節物質ス トノク液 (貯蔵液)の調整

培地には栄養分以外に,植物ホルモンをはじめとした

植物成長調節物質を添加する。添力日は単独あるいは組み

合わせて行い,植物種や培養の目的によつてその組み合

わせや濃度などが異なる。これ らの知見に関しては,論

文や近縁植物種の報告などを参考にするとよい (冷蔵庫

保管).

● 培地の調整方法 (1000 ml作成)

1.ガラスビーカーにおよそ 700 mlの 純水を入れ,マ グ

ネチックスターラーです覺拌 しながら,培地ス トック

液 I～Ⅳ必要量を量 り添力日する。

2.植物成育調節物質ス トック液を添力日する。

3.炭素源 としてショ糖などの糖類を添加する.

4.1000 mlに なるまで蒸留水を加え,培地全量を合わ

せる.

5.マ グネチックスターラーで攪拌 したまま,pHメ ータ

ーで植物種ごとの生育に最適な pHに合わせる。調

整には,0.2Nの HClか KOHま たは NaOHを 用いる。

6.固形培地であれば,0.8%程度の寒天や 0.2%ジェラ

ンガムなどのグル化剤を添力日する.

7.電子 レンジ (500Wで約 10分)ま たはオー トクレー

ブ (121℃ で 1分)で培地溶液が透明になるまで加

温して融解する。

8.培養ポットや試験管に一定量ずつ分注 しフタをする

フタをきつ く閉めすぎると滅菌後が開けるのが困

難になるので注意が必要 .

9.オー トクレーブで高温高圧滅菌する.121℃ でおよそ

20分間とする。

10。 オー トクレーブ内の圧力が下がり,温度も80℃程度

まで下がつたら,室温で固化させる.

培養容器が高温高圧滅菌可能ならば (培養瓶や試験管

など)上記のように培地を融解 し分注後に滅菌するが ,

高温高圧滅菌不可な滅菌済み使い捨てシャーレの場合で

渉ノれば手順 7,8は飛ばし,調整 した痛地の入 つたビーカ

ーをアル ミ箔でフタをしてオー トクレーブで高温高圧滅

菌し (手順 9),ク リーンベンチ内で分注する。
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73.培 地の調整方法

培地ス恥′ク液 I～Ⅳ混合
および

成長調節物質ストック液添加 ‖‖

＼＼|

―
―
―
▼

糖類を添加後,メスアップ

↓
pH調整

↓

寒天またはジェランガム添加

→ 魯→ →

電子レンジで寒天等を融解後 ,

培養ポットや試験管に分注

固化させて完成

→ → →

一
ビーカーの口をアルミ箔で覆う オートクレーブで121℃ 20分間 クリーシベンチ内で

(熱に弱い植物成長調節物質は プラスチツク製シャーレに分注後,

オートクレーブ後に添加)   フタをして固化させ完成

鯵＝

鰯

＝

培
養
容
器
の
場
合

シ
ャ
ー
レ
の
場
合

図 1.培地の調整方法
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植物超低温保存マニュアル.V.付 録

表 1.組織培養に用いられる主な培地組成一覧

成 分

分子式 分子量 試薬名 (英 ) 試薬名  l禾日)

NH4N09

KN03

KCI

K2S04

CaC12・ 2H20

80 04  Ammonium Nitrate                         硝酸アンモニウム

101 10  Potassium Nitrate                       硝酸カリウム

74 55  Potassium Chioride                        塩化カリウム

174 26  Potassium Sulfate                       硫酸拘リウ′、

147 01  Calctum Chioride Dihydrate                    塩化カルシウム三水和物

(NH4)2S04

Ca(N03)2 4H20

MgS04・ 7‖20

K‖
2・

P04

NaH,P04・ 2‖,0

132 14

236 15

246 48

136 09

156 01

んlimonium Suifate

Calcium Nitrate Tetrahydrate

Magnesium Sulfate Heptahydrate

Potassium Dihydrogenphosphate

Sodium Dihydrogen p hosphate Dihydrate

硫酸アンモニウム

硝酸カルシウム四水和物

硫酸マグネシウム七水和物

リン酸二水素カリウム

リン酸ニノk素ナ トリウムニタk和物

FeS04 7H20

Fe2(S04)2

EDTA Na2

MnS04・ 4H20

278 02

399 88

372 24

151 00

iron suifate Heptahydrate

tron(Ⅲ )suifate

Ethylenediaminetetraacetic acid disodium Salt,2-hydrate

Manganese Suifate Tetrahydrate

硫酸鉄 (I)七水和物

硫酸鉄 (Ⅲ )

エテレンジアミン四酢酸ニナ トリウムニ水和物

硫酸マンガン四水和物

Suifate

287 56    Zinc Suifate  Heptahydrate

Ethytenediaminetetraacetic acid monosodium iron(Ⅲ )Salt

Cobalt(I)Chioride‖ exahydrate

Co p per (I)Suifate Pentahydrete

Sodium molybdate

Potassium iodide

Boric Acid

Sodium Nitrate

Ammonium Dihydrogen p hosphate

硫酸亜鉛七水和物

エチレンジアミン四酢酸―ナ トリウム

塩化コバル ト (I)六水和物

硫酸銅五水和物

モリブデン酸ナ トリウムニ水和物

ヨウ化カリウム

ホウ酸

硝酸ナ トリウム

リン酸二水素アンモニウム

卜 I ム

ZnS04・ 7H20

FcNa―EDTA

COC12・ 6H20

CuS04・ 5H20

Na2M004・ 2H20

KI

‖3B00

NaN03

N‖ 4H2P04

367 05

237 93

249 68

241 95

166 01

61 83

8499

115 03

鉄 (Ⅲ )

C5H4NC00H

C8HllN03・ HCI

C12H17CIN40S'HCI

CcH。 (0‖ )。

01。 HloN70A

123 11

205 64

337 27

180 16

441 40

Nicotinic Acid

Pyridoxine Hydrochioride

Thiamine ‖ydrochioride

″/0-inositol

Folic Acid

ニコチン酸

塩酸ピリドキシン

塩酸チアミン

′″yO―イノシ トール

葉酸

C10H16N200S

[HOGH2C(CHa)2CH(OH)CONHC‖ 2CH2C00]2

H2NCH2000H

C9H7N02S'HCI・ H20

Clク Hク,011

Biotin

Calcium (■ ) ―Pantothenate

Glycine

Cysteine Hydrochioride Monohydrate

Sucrole

244 31

476 54

75 07

175 64

342 30

ビオチン

パントテン酸カルシウム

グリシン

システイン塩酸塩―水和物

17ョ 糖

上記基本培地に植物成長調節物質 (植物ホルモン類)を単独または複数組み合わせて添加する。また、これらの培地には,園化剤は添加されていないため液体培地である

回形培地を作成する場合には寒天等を8g/L程度添加する
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74.組 織培養で用いられる主な培地の組成

鯰 に

培地名

MS LS WPM  I White    Nitch EM LP SM B5

1650 0       1650 0       400 0                                                400 0

1900 0       1900 0                     80 0        125 0       1000 0       1800 0       1431 0       3000 0

65 0                      80 0
990 0

440 0        440 0        96 0                                    75 0                      25 0        150 0

134 0

556 0        300 0        500 0         60 0       1200 0

370 0        370 0       370 0        370 0        125 0        500 0        360 0        400 0        250 0

170 0        170 0       170 0                     125 0         70 0        270 0

16 5                     160 0                                   169 6

27 8 27 8 27 8 27 85 30 0 27 8 300

25
37 337 3

22 3

37 3

22 3

40 0

20 0

37 3

10223
(H20)

70

200 0

37 25

25 0

40 0

36 132
(H20)

86
(4‖ 20)

0 025

0 025

0 25

0 83

62

86
(4H20)

0 025

0 025

0 25

0 83

62

8 60 86

0 025

0 025

0 25

0 08

62

25 0 20

40 0

0 025

0 025

0 25

0 75

30

30 100 25 0

0 25

0 25

0 025

0 025

0 25

100

02

24

02

10

40 0

60 0

02

24

02

10

80

3100

225 0

0 75

15
62

05

05

01

100 0

05

05

10

100 0

05

01

01

10

10

100

100 0

04

100 0

50

05

05

100 0

05

20 20

10
30
10

20000 0

0 05

20

20000 030000 0      30000 0     20000 0 20000 0
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植物超低温保存マニュアル.V.付 録

表 2.植物成長調節物質の調整法と保存方法

種 類 植物成長調節物質 分子量 至適濃度(μ M) ストック液調整法 保存方法

サイトカイニン 併ベンジルアデニン

カイネチン

N―イソペンテニルアデニン

ゼアチシ

少量(lNま たは01N)の

NHCIで溶解する

*ただし、ゼアチンはオー

クレーブ不可なのでフィ

ルター減菌

冷蔵

冷蔵

小分けにして冷凍

小分けにして冷凍

(BA)

(2-ip)

22525

21521

20320

21920

01-10

01～ 10

01～ 10

01^,10

オーキシン  1-ナフタリン酢酸     (NAA)   18621  01～ 10  少量(lNま たは01N)の

3-インドー)レ酪酸     (IBA)    20324  01～ 10  NaOHで 溶解する

3-インドール酢酸    (IAA)   17519  01～ 10

2,午ジクロロフェノキシ酢酸 (2,午D)  22104  01～ 10

冷蔵

冷蔵

小分けにして遮光冷凍

冷蔵

ジベレリン   ジベレリン酸 (GA3)     34638    01～ 5 水で容易に溶解できる

*オートクレーブ不可な

ので フィルター滅菌

小分けにして冷凍

アブシジン酸  アブシジン酸 (ABA) 26432 少量(lNまたは01N)の
NaOHで溶解する

暗黒冷蔵

● 引用文献

MS培地

Murashige & Skoog(1962)

A revised medium for rapid growth and bioassays with

tobacco tissue cultures, Physiol. Plant., 15: 473-497

LS培地

Linsmaier & Skoog(1965)

Organlc growth factor requlrements of tobacco tlssue

cultures. Physiol. Plant., 18:100-127

WPM嘴争士也

Lloyd & McCown(1981)

Commercially feasible microproparttatiOn Of mountain

laurel(Kalmia latifolia)by use of shoot tips culture,

Proc. Inc. Plant Prop. Soc。 , Proc. Inc。 , 30: 421-427

White培地

White(1963)

The cultivation animal and plant cells, Ronald Press

Co., New york

Nitch培地

Nitch et al. (1967)

The induction of flowering in vitro in stem segments

of Plumbago indica L.1, The production of vegetative

buds, Planta, 72: 355-370

B5培地

Gamborr子 , Miller & Oiima(1968)

Nutrient  requirements  of  suspention  cultures  Of

soybeen root cells, Exp. Cell. Res,, 50: 151-158
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75.組 織培養方法の略図

材料の減菌

生長点を含む組織(頂芽あるい

は腋芽等)を植物体から採取

茎頂摘出

クリーシベンチ内で外葉を除去

初代培養

→ →

クリーンベンチ内で700/。アルコール

で瞬時,表面殺菌した後,有効塩

素0.5～ 10/。 次亜塩素酸ナトリウム

溶液で攪拌しながら浸漬処理(5～
10分間 )

→ →

クリーンベンチ内の顕微鏡下

で幼葉を除去

継代培養

→

生長した植物体を節ごとに切断

ピンセットで押さえながら
減菌水で3～4回すすぐ

葉原基2～4枚を付けて

茎頂をメスを用いて摘出

→

也

ヽ6 一

→

メス刃に茎頂をのせ,試料を半分

くらい初代培地に埋め込むように

置床し,試験管にフタをして培養

頂芽以外の節を

継代培地へ置床

彊
電
咀
ｒ
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植物超低温保存マニュアル.V.付 録

(1)意義

ビーズガラス化法, ビーズ乾燥法などでは茎頂,細胞

などの試料をアルギン酸グルに包埋 しビーズ化 して,LS

液処理や乾燥,脱水処理に供試する。ビーズ化の優位点 ,

欠点の比較は本文中に記載 したので,こ こでは若干の技

術 と慣れを要するビーズ液 (アルギン酸ナ トリウムなど

を含む溶液)の 作成方法とビーズの作 り方を簡単に説明

していく.なお,含まれる培地はMS培地で,その貯蔵液

はすでに作成済みであると仮定 した。また一般的な器具 ,

備品 (メ スシリンダーや pHメ ーター,オー トクレーブな

ど)は省略する。

1.ビーズ液の作 り方

ビーズ液を作る際は,アルギン酸ナ トリウムを溶かす

ことが最大の問題 となる。MS培地の無機成分 (カ ルシウ

ムを含まない)の溶液 (今後は Ca2+フ リー溶液 とする)

にアルギン酸ナ トリウムを入れると,ゲル化はしないも

のの水面上やビーカー底部で固まり,常温では極めて溶

けにくく,攪拌する際にヒーターなどの使用により焦げ

付 くなどの問題があった。

試薬 :シ ョ糖,グ リセ リン (こ れらは添加 しない場合もあ

る),アルギン酸ナ トリウム,カルシウムを含まな

い MS無機成分の貯蔵液

器具 :作成量の 2倍以上の容量のビーカー,ス ターラー
,

ランプ,広 口の 10 mlピ ペット,50 mlキ ャップ付き

試験管 .

作 り方 :(2%アルギン酸ナ トリウム溶液を500ml作る場合 )

① ショ糖,グ リセ リンを加えた Ca2+フ リー培地を作 り,

pH調整後に500 mlに メスアップしてビーカーに移す。

この溶液の密度,粘性は高いのでpH調整の際にはス

ターラーだけではなく,ビーカーを持ち上げて撹拌

するか,大きめのスパチュラで撹拌する.

② アルギン酸ナ トリウム 10gを加えて軽く撹拌 し,

ラップでビーカーに蓋をする。

冷却後,保存

中

キャップ付き試験管に
分注して滅菌する スターラーで撹拌する

図 1.ビーズ液の作り方

③ 121℃ で 2分間オー トクレーブし,完了直後にスタ

ーラーで撹拌する。一部溶けないアルギン酸ナ トリ

ウムの固まりが残ることがある。

④ 50 ml試 験管にピペットで 20～ 30 ml分注し,キャ

ップを緩く締めてオー トクレーブ滅菌する。冷めた

らキャンプを締め直して冷蔵庫で保存する。

留意点

。②のラップはオー トクレーブ後に縮んだり,脆くな

らない製品を選ぶか,アルミホイルで代用する.

・②の際にはアルギン酸ナ トリウムを水面に浮かせる

ようにした方が溶けやすい.

中

ca2+7リ ー溶液に
ショ糖 ,グ リセリン
を加えてpH調整

メ ス プ

合

一・^・・一・・”二・・・二・・・二・・・・
・二・・・二・・・二・・・二・・・・

一・・^
・一・・・・一・・・二・・・・一・・・・

一́
一一
一一一
一一
・一・
・・
・一
・・
・・
一・
・・
・

一・・
・
・一・・
・
・一・・
・
・一・
・・
・
一・^
・
・

一・・・・一・・・・一・・・・一・・・二・・・・

一・・・・一・・・・一・・・・一・・・二・・・・
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。②で厳密にビーズ液の容量を500 mlに したい場合は

ca2+フ リー溶液を447～ 448 mlと すれば良いが,こ の

方法で問題はない。

・③の加熱時間はオー トクレーブの機種 (容量)に よ

つて異なる

。③の際に容量の小さいビーカーや三角フラスコを使

用するとオー トクレーブ後に突沸する

。③のオー トクレーブ後に完全に溶けないアルギン酸

ナ トリウムがあるので,そ の濃度が若干低 くなるが

大きな影響はない。

・④の試験管の容量,分注する量は使用頻度に応 じて

決定する なお, 1つ のビーズ (直径 4～ 5 nlm)に 約

0.l mlの ビーズ液が必要となる。

・使用後のガラス器具は少量の水 と共にオー トクレー

ブすると洗浄 しやすい .

2.ビーズの作 り方

ビーズはアルギン酸ナ トリウム溶液を塩化カルシウム

溶液に滴下して作成するが,きれいなビーズを作るには,

塩化カルシウム溶液の深さと,塩化カルシウム溶液表面

≧滴下するピペ ット先端部の距離が重要となる。塩化カ

ルシウム溶液の深 さは溶液の量と容器 と大きさによって

決まるが,浅い (溶液量が少ない)と アルギン酸ナ トリ

ウムがグル化する前に着底するので先端の丸い円錐型の

ビーズになる。また,塩化カルシウム溶液 とピペ ット先

端との距離 (ビーズ液が滴下する距離)が短い (ピペッ

ト先端が低い)と 涙型のビーズができ,長い (同 ,高い)

と表面張力で赤血球型のビーズができる.きれいなビー

ズを作るにはある程度の練習が必要となる。この際には

ビーズ液に中性赤などを加えるとビーズの形が見やすい。

筆者の経験 (2%ア ルギン酸ナ トリウム溶液,2 mlピペッ

トを使用)では塩化カルシウム溶液の深さは 5 cm以上 (50

mlの キャップ付き試験管で20 ml以上の溶液)必要で, ピ

ペット先端と塩化カルシウム溶液の距離は 4～ 6 cm程度

が良いと思われる。

次にビーズ液,塩化カルシウム溶液の比重に関して注

意する必要がある LS液に塩化カルシウムを加えてビー

ズ化とLS液処理を同時に行 う場合, ビーズは塩化カルシ

ウム溶液の表面直下に浮かび,その上に新たなビーバ液

76.ビ ーズの作 り方

を滴下するとビーズが癒着 してしまう これを避けるに

は塩化カルシウム溶液を入れた容器を軽 く撹拌 しながら

次のビーズ液を滴下する必要がある ビーズ化とLS液処

理を同時に行わない場合は塩化カルシウム溶液にはショ

糖のみを加えると良い。また,LS液処理の効果を見るた

めにショ糖,グ リセ リン無 しの処理を実施する場合は塩

化カルシウムを加えた MS培地を使用 し,30分間固化させ

てから実験に使用する.

最後にビーズ内に気泡を含むと急速冷却,急速加温の

際にビーズが破裂することがある.気泡の混入を避ける

には,試料をビーズ液 と共に吸い上げ, ピペ ット内でビ

ーズ液になじませること,その際にピペ ット操作を丁寧

に行つて気泡をビーズ液内に作 らないこと,多めのビー

ズ液を使用 して茎頂と同時に気泡を吸い上げないことが

挙げられる。

茎 頂

ズ液

茎頂をビーズ液に入れて
ピペ ッ トで優 しく数回

吸い上げてなじませる。

ビーズ液

まずビーズ液だけを吸い上げ,

茎頂を 1つ吸い上げる。

ビーズ液

塩化カルシウム溶液

ゆつくりと滴下する。必要に応 じて
塩化カルシウム溶液を撹拌する.

図 2 ビーズの作 り方

ビ ー

茎 頂
号

サ

”　
ｃｍ
　
　
　
　
ｃｍ

茎頂

母T
●
寺

，
　
●

も
０

ぉ

↓
　
と
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植物超低温保存マニュアル.V 付録

PVS2,夜 (1000mI)

①
②
③
④
⑤
⑥

MS― I(containing Ca)

30%glycerol

15%ethylene glycol

15%dimethyl suifoxide(DMSO)
0.4M sucrose          ―

MQ water

LS液 (500mD

①  MS― I(containing Ca)    50mi
② 20M」ycerd        92.09g
照)0 4M sucrose                 68.46g
④ MQ water              残り

500mI

MS‐ I

MS培地の主要無機栄養成分の 10倍液  (いlH4N03'KN03'

MgS04・ 7H20'KH2P04'CaC12・ 2H20を lL中 にそれぞれ 16.5

g,19g,3.7g,1.7g,4.4g添 力日した溶液 )

各試薬の分子量

●   Glycerol : mw 92.09
●   Ethylene glycol i mw 62.07
●   DMSO : mw 78.14
0   Sucrose i mw 342.30

0  Sodium alginateは 100-150あ るい |ま 300～400

cp(粘度 )

・
   CaC12 2H20 : mW 147.01

100mI
300g
150g
150g
136.92g

残 り

1000mi

lMショ糖溶液 (500mゆ

①  MS― I(containing Ca)    50mi
② l.OM sucrOse        171.15g
③ MQ water             残り

500mI

0.4Mショ糖添加アルギン酸ビーズ液調整法

0.4Mショ糖・2Mグリセロール添加

アルギン酸ビーズ液調整法

3%アルギン酸ナトリウム溶液 (500ml)

①  MS― I(Ca free)   50mi
筵⊃0.4M sucrose          68 46g

③ 3%sodium attnate  15g
④ MQ water        残り

500nlI

塩化カルシウム溶液 (500mD

① MS― I(Ca― free)

電)0.4M sucrose
③ O.lM Cacし

C)MQ water

50mI
68.46g

5.55g

残 り

500mI

グリセロール添加アルギン酸ナトリウム溶液 (500mD
グリセロール添加塩化カルシウム溶液 (500mゆ

①
②
③

MS― I(Ca― frec)    50mi
O.4M sucrose          68.46g

2.OM glycero1         92 09g

① MS― I(Ca free)

く)0 4M sucrose
③ 2.OM」yCerd

個)0.lM Cac屹
廻)MQ water

50mI
68.46g

92.09g

5.55g

残 り
④ 3%sodum attnate  15g
⑤ MQ water        残り

500mi
500mi
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1

低温液化ガスの注意

低温液化ガスを直接,地肌で触れた場合低温

火傷するので,低温液化ガスまたは極低温に

なつた機材やホース・パイプ類に触れる際に

は,革製あるいは極低温用の手袋を着用する

軍手は危険なので使用 しない。また,液化ガ

スをこぼ した際に長靴のように中に液体が

溜まる履物は危険である.

78,寒 斉」の取 り扱い

ぽ 応急処置

①空気の新鮮な暖かい場所に移し(救助する場合,空

気マスク着用),衣服を緩め毛布などで暖かくし,

安静にさせる。

②呼吸が弱つている場合には,酸素吸入を行う。

③呼吸が止まつている場合には,直ちに人工呼吸を

行う一方で救急車を呼ぶ .

④呼吸が回復した後も,酸素吸入を続け安静にさせ

る。

⑤意識が回復した後に,コ ーヒー等を与える.意識

のない場合には, 口から飲み物を与えてはならな

ヤ` .

● 低温火傷 (凍傷)

凍傷は,組織表面のみならず深部の組織まで凍結

による細胞への傷害を引き起こす.特に, 日などの

弱い器官への影響は重篤である。

ぽ 応急処置

①軽症の場合には,ワセリン等を塗布して忠部を保

護する.

②重症の場合には,急激に暖めないように,冷水で

公々に暖め,患部をガーゼ等で保護 して,できる

限り早く医師の診療を受ける。

= 
万―,事故が発生した場合の応急処置について

は,状況によつて最適処置も異なりますので,医師

の指示あるいは診断に従つてください。各自で,非

常時の姑策についてのマニュアルを作成することを

お働めします.

(田 中大介)

2. 液化窒素等を大型施設あるいは大型寒剤容

器か らホースやパイプを通 じて小 さなデュ

ワー瓶などに汲み取るのは,液が吹き上げて

目等にかかる恐れがある。

低温液化ガスは少量の漏れでも気化するこ

とで多量のガスになる。移充填はできるだけ

通風のよいところあるいは換気設備のある

場所で行 う。

実験ならびに作業中に眠気や吐き気を催 し

た場合には,速やかに中止 し換気を行 う。

寒剤の危険性について

● 酸欠

窒素ガス,ヘ リウムどちらも比重が空気よりも軽

いため,気化 したガスは部屋の上層へ移動 し,逆に

室内酸素は下降するため,窒素性ガスの充満発見が

遅れる.つ くばの農業生物資源研究所では,室内に

酸素濃度検知器が設置されている。このような大型

の液体窒素供給設備を有する場合には,注意をはら

うことが危機管理として必要である。

4
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植物超低温保存マニュアル.V.付 録

細,包

継代培養

(25° C)

I

休眠枝の採集
(冬季)

培養

(25。 C)

↓ ↓

I

Ｉ

Ｉ

ヤ

凍害防御処理
(25。 C:LS液 )

―
―
―
▼

日

日

）

ス トローに充娯

I

液体窒素浸漬処理

(-196。 C)

クライオケースに収納

(0。 C)

↓
予備凍結処理

(下°
(-10。 C)

↓
(-15。 C)

↓
(-20° C)

↓

ディープフリーザー保存処理

(-135° C)

二年苗に保存した冬芽を
芽接ぎ

滅 菌

予備凍結処理

(-30° C)

液体窒素浸漬処理

(-196° C)

植氷

(-8° C)

日

日

）

的 的

部分的 ガ ラス を彦

麟

艤
く頭蔭〕

冬芽摘出
一圏

一

圏i

[l

D

的
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79.様 々な超低温保存法の例示

□
植物種によつては各処理に耐えうるものと

そうでないものがある.必ずしも図説した処

理を全て行 うのが最適とは限らない。そのた

め,各処理の必要性,最適条件を植物種ごと

に検討する必要がある。

(田 中大介)

脱水耐性向上処理

ガラス化液処理

(25° C)

前培養処理
(5。 C

アルギン酸ビーズ包埋

(25° C: 2M glycero1 /
0.4M sucrose 添カログル )

ガラス化液処理

(25° C)

I冒
2 mIク ライオチュープ

に移す

液体窒素浸漬処理

(-196° C)

継代培養
(25° C)

↓

I

(5° C)

白
乾燥処理

(25° C)

液体窒素浸漬処理

(-196° C)

乾燥処理

(25° C)

液体窒素浸漬処理

(-196° C)

ヤ

↓目  ↓目
2 mlク ライオチューブ

に移す
2田1ク ライオチュープ

に移す

苺

籍
アル ミ箔上にガラス化液
を一満垂らし茎頂を置く

液体窒素浸漬処理

(-196。 C)

LN2

液体窒素浸漬処理

(-196°C)

T

ガ
十

茎頂摘出
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植物超低温保存マニュアル.V.付 録

|ガ|ラ

ー
末r`法 i

20。/。 グリセロール・15°/。ショ糖 15分間 (25℃ )

首条原基

培養茎頂

ボライナ

セドロ

155-156

157-158

20。 /。 ダリセロー川′・15°/。 ショ糖

20°/。 グリセロール・15%ショ糖

10分問 (25℃ )

10分 間 (25℃ )

08Mツルビトール

08Mソフレビトール

48時間 (25℃ )

48時間 (25℃ )

不定胚形成細胞

不定胚形成細胞

培養芸頂

培養茎頂

根端

スギ

ヒノキ

キリ

シラカンバ

ボライナ

145-146

147-148

lSl-lS2

153-154

155-156

20Mグリセロー
'レ

・o4Mシ ョ糖 20分間 (25℃ )

20Mグリセロール・04Mショ糖 25分間 (25℃ )

03Mショ糖

02Mショ糖

07Mショ糖

24時間 (25℃ )

48時間 (5℃ )

24時間 (5℃ )

08Mツルビトール 48時間 (2」 C)

冬期試料

21日 間 (5℃ )

冬芽茎頂

培養茎頂

培養茎頂

不定胚

不定胚形成細胞

カキ

チャ

クワ

パパイヤ

マツ

123-124

129-130

137-138

141-142

143-144

20Mグリセロール・o4Mショ糖

20Mグリセロール・04Mショ糖

20分聞 (25℃ )

20分間 (25℃ )

07Mショ糖

07Mショ糖

03Mショ糖

07Mショ糖

24日寺間 (5℃ )

24時間 (5℃ )

72時間 (25℃ )

24時間 (5℃ )

21日 間 (5℃ )

21日 間 (5℃ )

45日間 (5℃ )

珠心カルス

培養茎頂

培養茎頂

培養茎頂

培養茎頂

カンキツ

リンコ

ナシ

ブドウ

サクラ。オウトウ

107-108

109-110

115-116

117-118

119-120

20Mグリセロー)レ・04Mシ ョ糖 20分間 (25℃ )

1。/。 牛血清アルブミン・o4Mシ ョ糖

20Mグリセロール・o4Mショ糖

20Mグリセローリレ・o4Mショ糖

120分 間

10分間 (25℃ )

20分間 (25℃ )

03Mショ糖

12Mツルビトー,レ

5°/。 DMSO添加 30/。 ショ糖

2,4-D添 加03Mショ糖

03Mショ糖

24時間 (」C)

48時間 (がC)

48a寺 間 (-1℃ )

72時間 (25℃ )

一晩 (25℃ )

20日間 (5℃ )

28日間 (-1℃ )

培養茎頂

茎頂

培養茎頂

毛状根

培養茎頂

ハヤチネウスユキツウ

クローバ

ベレニアルライグラス・シバ類

オタネニシジン

バナナ

91-92

99-100

101-102

103-104

105-106

20Mグリセロール・04Mシ ョ糖

20Mグリセロール・04Mシ ョ糖

20Mグリセロール・o4Mシ ョ糖

20Mグリセロール・o4Mショ糖

20Mグリセロー)レ・04Mシ ョ糖

20分間 (25℃ )

20分間 (25℃ )

20分間 (25℃ )

15分間 (室 温 )

15分間 (室 温 )

03Mショ糖

03Mショ糖

03Mショ糖

03Mショ糖

01Mショ糖 ABA

24時間 (25℃ )

24時間 (5℃ )

24時間 (25℃ )

72時間 (25℃ )

7日 間 (23℃ )

20日間 (5℃ )

7日 間 (0℃ )

苗条原基

培養茎頂

培養茎頂

完熟種子胚

カリレス

スターチス

リンドウ

ユリ

ンラン

ドリテノブシス

79-80

8ヽ -82

85-86

87-38

89-90

20Mグリセロール・04Mシ ョ糖 20分問 (25℃ )

20Mグリセロール・o4Mシ ョ糖 20分間 (25℃ )

20Mグリセ回―ル・o4Mシ ョ糖 20分間 (25℃ )

04Mショ糖 24時間 (4℃ )

72時間 (5℃ )

24時間 (4℃ )

24時間 (25℃ )

03Mショ糖

05Mショ権

20Mグリセロール添加03Mショ糖

21日 間 (4℃ )

7日 間 (4℃ )

30日 間 (5℃ )

10日 間 (0℃ )

培養茎頂

多芽体

培養茎頂

培養茎頂

培養茎頂

アヽッカ

キク

キク

カーネーション

スターチス

65-66

71-72

73-74

75-76

77-73

20Mグリた日―ル・04Mシ ョ糖

20Mグリセロール・04Mシ ョ糖

20分間 (25℃ )

20分間 (2ざ C)

04Mシ ョ糖

03Mショ糖

20Mグ リセロール添加 03Mショ糖

24時間 (4℃ )

24時間 (5℃ )

24時間 (5℃ )

7日 間 (4℃ )

14日 問 (5℃ )

20日 間 (5℃ )

多芽集塊

胚形成カルス

培養茎頂

培養茎頂

培養茎頂

アスパラガス

アスパラガス

ワケギ

ネギニラ

イチゴ

43-44

45-46

49-50

51-52

53-54

20Mグリセロー)レ・o4Mショ糖

20Mグリセロール・04Mショ糖

20Mグリセロール・o4Mショ糖

20分間 (25℃ )

20分間 (25℃ )

20分間 (25℃ )

03Mショ糖

03Mショ糖

03Mショ糖

03Mショ糖

72時間 (25℃ )

16時間 (25℃ )

48時間 (25℃ )

24時間 (20℃ )

培養茎頂

培養茎頂

培養腋芽

培養茎頂

バルブ茎頂

ヤムイモ

タロイモ

インナラ

ワサビ

ニンニク

25-26

27-28

31-32

33-36

39-40

脱水耐性向上処理前培養処理低温馴化処理保存組織名植物名番号 |ペ
ージ番号
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80.保 存に成功 した植物種 と処理一覧

丸山エミリオ毅

丸山エミリオ毅

データなし

1点

80。/。

36°/。

WPM培地

WPM培地 (BA)

40。/。 ショ糖含有WPM培地

40。/。 ショ糖含有WPM培地

40℃ (1分間)

40℃ (1分間)

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

PVS2*

PVS2*

15分 間 (25℃ )

5分間 (25℃ )11

丸山エミリオ毅

丸山エミリオ毅

丸山エミリオ毅

丸山エミリオ毅

丸山エミリオ毅

1点

1点

1点

3点

データなし

60～40%

再生率90。/。

33°/。

43°/。

30。/。

1/2EM培 地 (2,牛 DoBA)

1/2EM培 地 (2,牛 D・ BA)

1/2 MS培地 (BA)

1/2 MS培地 (BA)

WPM培地

40。/。 ショ糖含有 1/2EM培 地

40。/。 ショ糖含有 1/2EM培地

40°/。 ショ糖合有 1/2 MS培地

400/。 ショ糖含有 1/2 MS培地

40。/。 ショ糖含有WPM培地

40℃ (1分間)

40℃ (1分間)

40℃ (1分聞)

40℃ (1分間)

40℃ (1分間)

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸潰

液体窒素浸潰

PVS2*

PVS2*

PVS2*

PVS2*

PVS2*

30分問 (0℃ )

「30分間 (0℃ )

90分間 (0℃ )

60分問 (0℃ )

20分間 (25℃ )

松本敏―

倉貫孝―

新野孝男

高木洋子

丸山エミリオ毅

19点

データなし

12点

データなし

2点

925°/。

60°/。

約70。/。

853°/。 (カルスの増殖)

30～70%程度

1/2 MS培地 (ゼアチン)

1/2 MS培地 (BA・ IBA・ GA)

MS培地 (BA)

12Mショ糖 MS培地

1/2EM培 地 (2,4D・ BA)

12Mショ糖含有1/2MS培地

12Mショ糖含有 1/2 MS培地

12Mショ糖含有 MS培地

12Mショ糖合有 MS培地

40%ショ糖含有 1/2 EM培地

40℃ (1分間)

30℃ (2分間)

25℃ (1分間)

40℃ (1分間)

40℃ (1分間)

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

PVS2

PVS2

PVS2

PVS2

PVS2*

20分間 (25℃ )

190分 間 (0℃ )

190分問 のЫ働

25分間 (25℃ )

30分問 (0℃ )

小林省蔵

新野孝男

新野幸男

松本敏二

新野孝男

3点

5点

8点

11点

7点

90。/。 (FDA)

約80°/。

730°/。

825°/。

967。/。

MT培地 (BA)

MS培地 (NH4N03フ リー)

MS培地 (NH4N03フ リー)

1/2 MS培地 (BA)

MS培地 (NH4N03フ リー)

12Mショ糖合有 MT培地

12Mショ糖含有 MS培地

12Mショ糖合有 MS培地

12Mショ糖合有 1/2 MS培 地

10Mショ糖含有 MS培地

25℃

25℃ (1分間)

25℃ (1分問)

40℃ (1分間)

30℃ (1分間)

液体窒素浸潰

液体窒素浸漬

液体窒素浸潰

液体窒素浸漬

液体窒素浸潰

PVS2

PVS2

PVS2

2～3分間 (25℃ )

80分間 (25℃ )

90分間 (25℃ )

50→ 100°/。 PVS2そ れぞれ30分間・50分間 (0℃ )

PVS2   105分 間 (25℃ )

田中大介

山田敏彦

山田敏彦

吉松嘉代

高木洋子

データなし

2点

3点

データなし

10点

633。/。

33°/。

145～ 5°/。

859°/。

約70°/。

PVP添 加 1/2 MS培地 (BA)

B5培地 (BA)

MS培地 (カイネチン)

1/2 MS培地

MS培地 (BA)

10Mショ糖合有 MS培地

12Mショ糖合有 B5培地

12Mショ糖含有 MS培地

10Mショ糖合有 1/2 MS培 地

12Mショ楕液

3スε(1分間)

25℃ (1分間)

25℃ (2分間)

40℃ (1分問)

40℃ (1分間)

液体窒素浸潰

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

120分間 (25℃ )

20分問 (0℃ )

8分間 (25℃ )

30分問 (0℃ )

PVS2

PVS2

PVS2

PVS2

PVS2

5分 間 (0℃ )

松本敏―

田中大介

松本敏―

石川恵子

石川恵子

データなし

9点

5点

2点

データなし

約90。/。

767。/。

825°/。

約60°/。 (T「C)

約70°/。 (T「C)

1/2 MS培地 (BA)

MS培地 (BA)

MS培地

ND培地

ND培地 (BA・ NAA)

12Mショ糖合有 1/2 MS培 地

10Mショ糖含有 MS培地

12Mショ糖含有 MS培地

12Mショ糖合有ND培地

12Mショ糖合有ND培地

40℃ (1分間)

3rC(1分 間)

40℃ (1分間)

3メC

35℃

液ヽ体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸潰

60分間 (0℃ )

40分間(25℃ )

110分間 (0℃ )

180分間 (0℃ )

60分間 (0℃ )

PVS2

PVS2

PVS2

PVS2

PVS2

平井泰

甲村浩之

新野幸男

深井誠一

松本敏―

データなし

データなし

8点

データなし

4点

約55%

8330/。

93°/。

約400/。

929°/。

MS培地 (カサミノ酸)

MS培地 (BA・ NAA)

MS培地 (BA)

MS培地 (BA・ NAA)

1/2 MS培地 (BA)

12Mショ糖含有 MS培地

12Mショ糖合有 MS培地

10Mショ糖含有 MS培地

12Mショ糖合有 MS培地

12Mショ糖合有 1/2 MS培 地

30℃ (1分間)

温水で急速融解

40℃ (1分間)

38℃ (2分間)

40℃

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬または
-152℃のフリーザー

液体窒素浸潰

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

100分間 (0℃ )

30分間 (25℃ )

120分 間 (25℃ )

15～10分間 (25℃ )

115分 間 (25℃ )

PVS2

PVS2

PVS2

PVS2

PVS2

甲村浩之

浦上敦子

甲村浩之

新野孝男

新野幸男

データなし

データなし

6点

データなし

7点

95%(0℃ )・ 85°/。 (25℃ |

692°/。

900°/。

850°/。

933°/。

MS培地 (BA)

MS培地

MS培地 (BA'NAA)

MS培地 (BA)

PVP添 加MS培地 (BA)

12Mショ糖合有 MS培地

12Mショ糖合有 MS培地

12Mショ糖含有 MS培地

10Mショ糖合有 MS培地

10Mショ糖合有 MS培地

38℃

25℃

40℃ (1分問)

40℃ (1分間)

35℃ (1分間)

液体窒素浸潰

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬または
-1匪℃のフリーザー

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

PVS2

PVSl

PVS2

PVS2

PVS2

120分問 (0℃ )・ 45分間 (25℃ )

4分 間 (25℃ )

45分問 (25℃ )

(25℃ )

50分間 (25℃ )

高木洋子

高木洋子

新野孝男

松本敏―

庭田芙子

6点

3点

データなし

3点

28点

675°/。

833°/。

850。/。

975。/。

1000°/。

01Mショ糖培地(BA)皓黒下48時間

03Mショ糖培地晴黒下 48時間

MS培地 (BA)

1/2 MS培地 (BA)

MS培地 (GA)

12Mショ糖液

12Mショ糖液

10Mショ糖含有MS培地

12Mショ糖合有 1/2 MS培 地

10Mショ糖合有 MS培地

38℃ (1分間)

40℃ (1分間)

35℃ (1分間)

40℃ (1分間)

35℃ (1分問)

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸潰

液体窒素浸漬

PVS2

PVS2

PVS2

PVS2

PVS2

30分間 (25℃ )

120分 間 (25℃ )

118分 間 (25℃ )

110分 間 (25℃ )・ 50分問(0℃ )

120分 間 像Ыめ

著者適用種数生存率再生育環境洗浄加温処理冷却方法ガラス化液処理

PVS2*はオリジナルのPVS2と 成分の濃度が若千異なる
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植物超低温保存マニュアル V 付録

20Mグリセロール・o4Mショ糖 60分間 (22℃

10°/。 DMSOで20分間     120分 間 (2」C

20Mグリセロール・o4Mシ ョ糖 20分間 (室温

03 M ショ糖 24R寺 間 (25℃ )

20。/。 ショ糖 172Π寺間 (25℃ )20。/。 ショ糖添加培地
7～28日間 (10℃ )

培養茎頂

培養茎頂

培養茎頂

培養茎頂

バレイショ

サツマイモ

ヤムイモ

バナナ

167-170

167-170

167-170

167-170

脱水耐性向上処理前培養処理低温馴化処理保存組織名植物名ページ番号番号

20Mグリセロール・o4Mショ糖'30分間 (25℃ ;

20Mグリセ回―ル・04Mショ糖

ビーズに省略

60分問 (25℃ 〕

90分間 (25℃ )

ビーズに省略 90分間 (25℃ )

03Mシ ョ糖添加ビーズ (25℃ )

04Mシ ョ糖添加ビーズ (25℃ )

04Mシ ョ糖添加ビーズ (25℃ )

20Mグリセロール・
04Mシ ョ糖添加ビーズ (25℃ )

20Mグリセロール・
04Mショ糖添加ビーズ (25℃ )

03 M ショ糖 24時間 (5℃ )

24時間 (5℃ )03Mショ糖

21日 間 (4℃ )

20日 間 (5℃ )

20日 間 (5℃ )

培養細胞

不定胚

培養茎頂

培養茎頂

培養茎頂

エンジン

ニシジン

アヽッカ

リンドウ

フサスグリ

59-60

61-62

63-64

83-84

127-128

20Mグリセロール・06Mショ糖 90分間 (25℃

'

20Mグリセロール・16Mショ糖 4時間 (25℃ )

20Mグリセロール・06Mショ糖 90分間 (25℃ :

ビーズに省略         30分 問 (25℃ :

20Mグリセロール・04Mショ糖 60分間 (25℃ 〕

04Mショ糖添加ビーズ (25℃ )

3°/。 ショ糖添加ビーズ (25℃ )

04Mショ糖添加ビーズ (25℃ )

20Mグリセロール・
04Mショ糖添加ビーズ (25℃ )

04Mシ ョ糖添加ビーズ (25℃ )

03Mシ ョ糖
116時

間 (23℃ )

03Mシ ョ糖 116時間 (25℃ )

03Mシ ョ糖 116時間 (25℃ )

03Mシ ョ糖 24日寺間 (20℃ )

継代培地 16時間 (4℃ )

3°/。 ショ糖
24時間 (25℃ )

21日 間 (4℃ )

7日 間 (4℃ )

培養茎頂

培養腋芽

培養茎頂

培養茎頂

培養茎頂

′`レイショ

サツマイモ

キャッサバ

ワサビ

イチゴ

17-20

21-24

29-30

33-36

55-58

脱水耐性向上処理ビーズ前増養処理前処理低温馴化処理保存組織名植物名ページ番号番号
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80.保存に成功した植物種と処理一覧

田中大介

田中大介

田中大介

田中大介

データなし

3点

3点

56点

48。/。

93。/。

52。/。

66°/。

3°/。 ショ糖含有 MS培地暗黒下 (1週間)

03Mショ糖培地晴黒下 (1週間)

3。/。 ショ糖合有MS培地

12Mショ糖合有 MS培地

23℃ (3分間)

40℃ (30秒間)

液体窒素浸潰 (直接浸漬)

窒素スラッシュ

液体窒素浸漬 (直接浸潰)

液体窒素浸漬 (直接浸漬)

10%DMSO

PVS2

PVS2

120分 (室温)

PVS2

16分

20分

30分

(2贅 )

(25℃ )

(0℃ )

著者適用種数生存率再生育環境洗浄加温処理冷却方法ガラス化液処理

平井 泰

平井 泰
｀

平井 泰

田中大介

田中大介

データなし

データなし

3点

9点

10点

304。/。

528～ 705°/。

870°/。

933°/。

833°/。

MC培地 (2,牛 D)

MC培地

MS培地 (カサミノ酸)

MS培地 (BA)

/ヽ2 MS培地 (BA'PVP)

12Mショ糖合有 MC培地

12Mショ糖合有 MC培地

12Mショ糖合有 MS培地

10Mショ糖含有 MS培地

10Mショ糖含有 MS培地

38℃ (2分間)

38℃ (2分間)

38℃ (2分間)

3ん (1分問)

3承,(1分問)

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸潰

液体窒素浸漬

PVS2

PVS2

PVS2

PVS2

PVS2

60分間 (0℃ )

60分間 (25℃ )

180分間 (0℃ )

120分間 (25℃ )

180分問 (25℃ )

平井 泰

平井 泰

平井 泰

松本敏―

平井 泰

13点

2点

3点

3点

4点

710/。

325°/。

820。/。

967%

900。/。

MS培地 (BA'NAA・ GA)

MS培地 (BA・ GA)

MS培地

1/2 MS培地 (BA)

1/2 MS培地 (カ サミノ酸)

12Mショ精合有 MS培地

12Mショ精合有 MS培地

12Mショ糖合有 MS培地

12Mショ糖合有 1/2 MS培地

12Mショ糖合有 MS培地

38℃ (2分間)

38℃ (2分間)

38℃ (2分間)

40℃ (1分間)

貿Ю (2分間)

液体窒素浸漬

液体窒素浸潰

液体窒素浸漬

液体窒素浸潰

液体窒素浸潰

PVS2

PVS2

PVS2

PVS2

PVS2

180分間 (0℃ )

60分間 (25℃ )

240分間 (0℃ )

30分間(2Ы9。または
100分間 (0℃ )

8ヽ0分間 ω唸)

著者適用種数生存率再生青環境洗浄加温処理冷却方法ガラス化液処理
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植物超低温保存マニュアル.V.付 録

07Mショ糖    48時 間 像覧 )

10‐
5 M ABA・ 07Mショ糖 72時間 (25℃ )

10→ 15Mショ糖 それぞれ24R寺 間と
2時間 (30℃ )

12時間加温胚軸を摘出し,減菌水

6ヶ月間 (4℃ )

側芽

胚形成カルス

小胞子由来胚

胚軸

不定胚形成細胞

アスパラガス

アスパラガス

ナタネ

チャ

サワラ

41-42

47-48

93-94

131-132

149-150

前培養処理低温馴化処理保存組織名植物名番号 |ペ ージ番号

16時間 (5℃ )

24時間 (室温)

10Mショ糖

08Mショ糖

05Mシ ョ糖添加ビーズ (5℃ )

05Mショ糖添加ビーズ (室温)

01→ 04→07Mショ糖

03→ 05→ 07→
08→ 10Mショ糖

各24日寺間 (5℃ )

各3～ 4日間 (室温)

42日間 (5℃ )培養茎頂

体細胞胚

キウイフ,レーツ

コーヒー

125-126

139-140

20Mグリセロール・04Mショ糖 1時間 (25℃ )

075Mショ糖含有NLN培地

075Mショ糖含有MS培地

24時間 (室温)

18時間 (25℃ )

04Mショ糖添加ビーズ (25℃ )

ビーズ (25℃ )

ビーズ (23℃ )

075Mショ糖添加ビーズ (25℃ )

05Mシ ョ糖添加ビーズ (25℃ )

01Mシ ョ糖以上   148時 間 (■ )

01→ 04→07Mショ糖 各24日寺間 (5℃ )

21日 間 (4℃ )

28日間 (-1℃ )

21日間 (5℃ )

培養茎頂

培養茎頂

小胞子由来胚

培養茎頂

培養茎頂

ハッカ

カーネーション

ナタネ

ペレニア,レライ
グラス・シバ類

リンゴ

65-66

75-76

95-96

101-102

111-112

075Mショ糖        48時 間 (23℃ )

08Mショ糖         16時 間 (20℃ )

10Mグリセロール・08Mショ糖  16日寺問 (20℃ )

10Mグリセロール・08Mシ ョ糖 116時
間 (蟹砲)

10Mグリセロール・075Mショ糖116時間 (23℃ )

04Mショ精添加ビーズ (25℃ )

04Mショ糖添加ビーズ (20℃ )

04Mシ ョ精添加ビーズ (20℃ )

04Mシ ョ糖添加ビーズ (23℃ )

04Mシ ョ糖添加ビーズ (贅℃)

03Mショ糖

03Mシ ョ糖

03Mシ ョ糖

3°/。 ショ糖

16時間 (23℃ )

24時間 (20℃ )

24時間 (20℃ )

16時間 (23℃ )7日間 (4℃ )

21日間 (4℃ )

3週間 (4℃ )培養茎頂

培養茎頂

培養茎頂

培養茎頂

培養茎頂

バレイショ

ワサビ

ワサビ

イチゴ

ハッカ

17-21

37-38

37-38

55-58

65-66

脱水耐性向上処理ビーズ前培養処理低温馴化処理保存組織名植物名ページ番号番号
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80.保 存に成功 した植物種と処理一覧

浦上敦子

浦上敦子

浦上敦子

倉貫孝―

丸山エミリオ毅

データなし

データなし

データなし

33点

データなし

632。/。

797。/。

46。/。

約100。/。

50°/。

MS培地 (BAoNAA)

MS培地

038Mショ糖合有 NLN培地

1/2 MS培地 (BA・ IBA)

LP培地 (活性炭)

室温中に放置

室温 (10分問)

室温 (5分間)

室温中に放置

40℃ (2分間)

液体窒素浸潰

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸潰

シリカゲル上

シリカゲル上

シリカゲル上

16時間 (25℃ )

4時間 (25℃ )

1時間 (23℃ )

風乾

シリカゲル上

2時間 (室温)

1時間 (25℃ )

著者適用種数生存率再生育環境加温処理冷却方法乾燥処理

新野幸男

畠中知子

データなし

データなし

84°/。

63°/。

MS培
'也

(NH4N03フリー・BA)

1/2 MS培地

30℃ (5分間)

30℃

液体窒素浸漬

,ヽ夜体窒素浸漬

シリカゲル上

シリカゲル上

9時間 (25℃ )

5～ 61寺 間 (室温)

平井 泰

深井誠―

浦上敦子

山田敏彦

新野孝男

データなし

データなし

データなし

3点

7点

618°/。

100°/。

830/。

35～45°/。

80°/。

MS培地 (カサミノ酸)

MS培地 (BA・ NAA)

038Mショ糖含有 NLN培地

MS培地 (カイネチン)

MS培地 (BA)

38℃ (2分間)

温水で急速融解

室温 (10分間)

室温 (20分間)

25℃ (5分間)

液体窒素浸演

液体窒素浸潰

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

シリカゲル上

風乾

風乾

風乾

3時間 (25℃ )

12時間 (25℃ )

35時間 (23℃ )

4時間 (25℃ )

シリカゲル上 7時間 (25℃ )

平井 泰

松本敏―

松本敏―

平井 泰

平井 泰

13点

データなし

データなし

4点

データなし

349。/。

683。/。

791。/。

716°/。

301°/。

MS培地 (BA・ NAA・ GA)

1/2 MS培地 (BA)

1/2 MS培地 (BA)

1/2 MS培地 (カサミノ酸)

MS培地 (カサミノ酸)

38℃ (2分間)

40℃ (1分間)

40℃ (1分間)

38℃ (2分間)

38℃ (2分間)

液体窒素浸潰

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

シリカゲル上

シリカゲル上

シリカゲル上

シリカゲル上

シリカゲル上

35時 間 (2Ы働

7時間 (25℃ )

7時間 (25℃ )

3時間 (25℃ )

3時間 (25℃ )

著者適用種数生存率再生育環境加温処理冷却方法乾燥処理
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植物超低温保存マニュアル.V.付 録

緩速予備凍結法

PVS2* 5分 (25℃ )

PVS2* 5分 (25℃ )

PVS2キ 10分 (25℃ )

PVS2* 10分 (25℃ )

20。/。 グリセロール・
15°/。 ショ糖

10分間
(25℃ )

10分間
(25℃ )

20分間
(25℃ )

20分間
(25℃ )

200/。 グリセロール・
15°/。 ショ糖

20。/。

15。/。

グリセロール。

ショ糖

20。/。 グリセロール・
15°/。 ショ糖

培養茎頂

培養茎頂

培養茎頂

培養茎頂

キリ

シラカンバ

ボライナ

セドロ

151-152

153-154

155-156

157-158

終濃度50/。 DMSO・ 12Mシ ョ糖
で1時間放置 (0℃ )

75。/ODMSO・ 05Mツ ルビトール
で1時間 (5℃ )→30分間 (0℃ )

05Mソ
'レ

ビトール
(5℃ )

24時間

含水率400/。 まで
25℃で乾燥 (2時間)

25℃で乾燥 (3日寺間)

含水率39°/。まで25℃

で乾燥 (2～3時間)

冬期試料

冬期試料

冬期試料

20日 間 (5℃ )

珠′しヽ力)レ ス

冬芽

冬芽

冬芽

培養茎頂

カンキツ

ナシ

カキ

クワ

クワ

107-108

113-114

121-122

133-134

35-136

DMSOで 25℃および
4℃ でそれぞれ1時間

10°/。 DMSO・ PEG・ グ
'レ

コース
で30分間放置 (4℃ )

10°/。 DMSO・グルコースIコ

なるように徐 に々メスアップ (FC)

5。/。 DMSO・ 2。/。

ショ糖(20℃ )

48日寺間

24時間

48時間

48時間

04Mショ糖
(4℃ )

5。/ODMSO・ 5°/。

グフレコース (4℃ )

5°/。 DMSO・ 3°/。

ショ糖 (-1℃ )

14日 間 (FC)

56日 間 (一 ‖℃)

培養茎頂

多芽体

培養茎J買

茎頂

培養茎頂

キク

キク

カーネーション

クローバ

ペレニアルライ
グラス・シバ類

69-70

71-72

75-76

97-98

101-102

凍害防御剤処理脱水耐性向上処理前培養処理前処理低温馴化処理保存組織名植物名番号 |ペ
ージ番号

20。/。 DMSO(0℃ )

20°/。 グリセロール・15°/。ショ糖
で10分間 (25℃ )

20。/。 DMSO(0℃ )

20。/。 DMSO(0℃ )

20。/。 グリセロール・15°/。 ショ糖
で10分間 (25℃ )

04Mソルビトー,レ 24時間
(25℃ )

24時間
(2」 C)

24時間
(25℃ )

04Mツルビトーリレ

04Mツ ,レビトール

不定胚形成細胞

不定胚形成細胞

不定胚形成細胞

不定胚形成細胞

不定胚形成細胞

スギ

スギ

ヒノキ

サワラ

サワラ

145-146

145-146

147-148

149-150

149-150

125Mグリセロール・
04Mツルビトールー晩 (5℃ )

20。/。 DMSO(0℃ )

200/。 グリセロール・15。/。 ショ糖
で10分問 (25℃ )

20Mグリセロール・
04Mショ糖

10分問
(25℃ )

04Mシ ョ糖 24時間
(4℃ )

04Mソフレビトーリレ 24時間
(25℃ )

14日 間 (4℃ )

21日 間 (5℃ )

多芽体

珠心カルス

培養茎頂

不定胚形成細胞

不定胚形成細胞

キク

カンキツ

ナシ

マツ

マツ

71-72

107-108

115-116

143-144

143-144

凍害防御剤処理脱水耐性向上処理前増養処理前処理低温馴化処理保存組織名植物名番号 |ペ
ージ番号

20Mグリセロール。

04Mショ糖
60分間
(25℃ )

ビーズ
(25℃ )

培養細胞タバコ67-68

脱水耐性向上処理ビーズ保存組織名植物名番号 |ペ
ージ番号

‐203-

PVS2*はオリジナルのPVS2と 成分の濃度が若千異なる



花山エミリオ毅

t山エミリオ毅

t山エミリオ毅

t山エミリオ毅

1点

1点

データなし

1点

35%

48。/。

500/。

54。/。

1/2 MS培地 (BA)

1/2 MS培地 (BA)

WPM培地

WPM培地 (BA)

40。/。 ショ糖合有1/2 MS培地

40。/。 ショ糖合有1/2 MS培地

40°/。 ショ糖含有WPM培地

40。/。 ショ糖含有WPM培地

40℃ (1分間)

40℃ (1分間)

40℃ (1分聞)

40℃ (1分間)

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸潰

液体窒素浸潰

0謀3/minで -40℃まで予備凍結

o黄/mmで-40℃まで予備凍結

0莞/mhで-40℃まで予備凍結

05℃ /mmで-40℃まで予備凍結

小林省蔵

新野幸男

松本敏―

新野孝男

新野孝男

データなし

2ヽ点

6点

376デミ

データなし

(FDA)

87。/。

約700/。

約75°/。

50%

MT培地 (BA)

WPM培地 (BA)

1/2 MS培地
(ゼアチン)

MS培地
(BA・ フ)レクトース)

MS培地
(1/2 NH4N03・ BA)

減菌水

40℃ (1分間)

0℃ (2時間放置)

2莞
(24時 間定温器内)

師℃ (5分間)

3アC(2分 間)

液体窒素浸漬

フリーザー (-150℃ )

フリーザー (-150℃ )

液体窒素浸漬または
フリーザー (-135℃ )

液ヽ体窒素浸漬

05℃ /mmで一礎 まで冷却し、-40℃まで予備凍結 (-8℃で植氷)

冬芽を0,-5,-10,-15,-20,-30℃ に各1日 間

冬芽を-5,-10,-15,-20,-30℃に各1日 間

冬芽を-5,-10,-15,-20℃ に各1日 間

05℃ /minで冷却し-42℃まで予備凍結 (―∝ で植氷)

深井誠―

甲村浩之

深井誠―

山田敏彦

山田敏彦

19点

データなし

38点

7点

3点

833°/。

92。/。

100。/。

830/。

90～ 133°/。

MS培地 (BA,NAA)

MS培地 (BA,NAA)

MS培地 (BA,NAA)

B5培地 (BA)

MS培地
(カ イネチン)

CPW溶液

12Mショ糖含有 MS培地

CPW溶液

MS培地

25～30℃

40℃

温水で急速融解

40℃ (1分間)

45℃ (1分間)

液体窒素浸漬

液ヽ体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸潰

10°/。 DMSO,3°/。 グルコース溶液とともに室温から-40℃まで
02℃ /minで予備凍結(-3黄で植氷)

オ:℃鶏 器郊霜戦写摺素響分
処馳

10°/。 DMSO,3。/。 カレコース溶液とともに室温から-40℃まで
05℃ /minで予備凍結

05℃ /minで一た まで冷却し、03℃ /mhで-4礎まで

予備凍結 (―ん で植氷)

ol℃ /mmで-9℃ まで冷却し、-40℃まで予備凍結 (-9℃で植氷)

著者適用種数生存率再生育環境洗浄加温処理冷却方法予備凍結処理 (植氷)

80.保 存に成功した植物種 と処理一覧

丸山エミリオ霧

丸山エミリオ郷

丸山エミリオ鶏

丸山エミリオ羽

丸山エミリオ期

1点

データなし

データなし

データなし

データなし

53～47。/。

33°/。

再生率40。/。

30～ 50°/。程度

約50°/。

1/2EM培 地
(2,4-D・ BA)

1/2 EM培地
(2,4-DoBA)

1/2 EM培地
(2,4-D・ BA)

1/2 EM培地
(2,4-D・ BA)

1/2 EM培地
(2,4-D・ BA)

EM培地

40。/。 ショ糖含有EM培地

EM培地

EM培地

40。/。 ショ糖合有
EM培地

40℃ (1分間)

40℃ (1分間)

40℃ (1分問)

40℃ (1分問)

40℃ (1分問)

液体窒素浸漬

液体窒素浸潰

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸潰

フリーザー内 (一∝砲)で2時間

フリーザー内 (一∝砲)で30分間

フリーザー内 (―∝Ю)で2時間

フリーザー内 (―∝Ю)で2時間

フリーザー内 (-30℃ )で30分間

丸山エミリオ霧

丸山エミリオ霧

甲村浩之

小林省蔵

新野孝男

データなし

データなし

7点

2点

2点

79。/。

65%(FDA)

700。/O

20～50%程度

20～ 50°/。程度

MT培地 (BA)

MS培地
(NH4NO。フリー)

1/2EM培 地
(2,4-D・ BA)

1/2EM培 地
(2,4-D・ BA)

MS培地 (NAA)12Mショ糖合有 MS培地

12Mショ糖含有 MT培地

12Mショ糖合有 MS培地

EM培地

40。/。 ショ糖合有1/2 EM培地

40℃

40℃ (1分問)

3女
'(2分

間)

40℃ (1分間)

40℃ (1分間)

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸漬

液体窒素浸潰

20Mグリセロール・04Mショ糖溶液とともに25℃で20分間処理
し,-30℃で60分間予備凍結

フリーザー内 (-30℃ )で 30分間

フリーザー内 (-30℃ )で 2H手 間

フリーザー内 (―∝Ю)で 2R寺 聞

フリーザー内 (―∝砲)で 30分間

著者適用種数生存率再生育環境洗浄加温処理冷却方法予備凍結処理 (植水)

小林俊弘1点667。/。LS培地 (2,4-D)12→05Mショ糖含有LS培地40℃液体窒素浸漬フリーザー内 (-30℃ )で 2時間

著者適用種数生存率再生育環境洗浄加温処理冷却方法予備凍結処理 (植氷)
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植物超低温保存マニュアル

ガラス化法

アスパラガス多芽集塊,43

アスパラガス胚形成カルス,45

イチゴ培養茎頂,53

インナラ培養腋芽,31

オウトウ培養茎頂,119

オタネニンジン毛状根,103

カキ冬芽茎頂,123

カーネーション培養茎頂,75

カンキツ珠心カルス,107

キク・食用ギク培養茎頂,73

キク多芽体,71

キリ培養茎頂,151

クローバ類茎頂,99

クワ培養茎頂,137

サクラ培養茎頂,119

シバ類培養茎頂,101

シラカンバ培養茎頂,153

シラン完熟種子胚,87

スギ不定胚形成細胞,145

セ ドロ培養茎頂,157

スターテス培養茎頂,77

スターテス苗条原基,79

タロイモ培養茎頂,27

チャ培養茎頂,129

ドリテノプシスカルス,89

ナシ培養茎頂,115

ニンニクバルブ茎頂,39

ネギユラ培養基頂,bl

ハンカ培養茎頂,65

バナナ培養茎頂,105

パパイヤ不定胚,141

ハヤチネウスユキツウ培養茎頂,91

ヒノキ不定胚形成細胞,147

ブ ドウ培養茎頂,H7

索引 (保存方法別 )

ペ レニアルライグラス培養茎頂,101

ボライナ培養茎頂・苗条原基,155

マツ不定胚形成細胞,143

ヤムイモ培養茎頂,25

ユ リ培養茎頂,85

リンゴ培養茎頂,109

リン ドウ培養茎頂,81

ワケギ培養茎頂,49

ワサビ培養茎頂,31

簡易凍結法

カンキツ珠心カルス,107

サワラ不定胚形成細胞・成熟不定胚,149

スギ不定胚形成細胞,145

ナシ培養茎頂 ,｀ 115

ヒノキ不定胚形成細胞,147

マツ不定胚形成細胞,143

乾燥法

アスパラガス側芽,41

アスパラガス胚形成カルス,47

クローバ類茎頂,97

サフラ不定胚形成細胞・成熟不定胚,149

チャ胚軸,131

ナタネ小胞子由来胚,93

緩速予備凍結法

カーネーション培養茎頂,75

カンキツ珠心カルス,107

キク培養茎頂,69

キリ培養茎頂,151

クワ培養茎頂,135

シバ類培養茎頂,101

シラカンバ培養茎頂,153

セ ドロ培養茎頂,157
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索引 (保存方法別 )

ペレニアルライグラス培養茎頂,101

ボライナ培養茎頂 。苗条原基,155

(冬芽 )

カキ冬芽,121

クフ冬芽,133

ナシ冬芽,113

ドロップレント法,167

ビーズガラス化法

イチゴ培養茎頂,55

カーネーション培養墓頂,75

キャッサバ培養茎頂,29

サツマイモ培養腋芽,21

ニンジン培養細胞,59

ニンジン不定胚,61

バレイショ培養茎頂,17

ハンカ培養茎頂,63

フサスグリ培養茎頂,127

リン ドウ培養茎頂,83

ワサビ培養茎頂,33

ビーズ簡易凍結法

タノミコBY-2細オ包, 67

ビーズ乾燥法

イチゴ培養茎頂,55

キウイフルーツ茎頂 。培養茎頂,125

コーヒー体細胞胚,139

シバ類培養茎頂,101

ナタネ小胞子由来胚,95

バレイショ培養茎頂,17

ペレニアルライグラス培養茎頂,101

リンゴ培養茎頂,■ 1

フサビ培養茎頂,37
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植物超低温保存マニュアル

アスパラガスlttll芽,41

アスパラガス多芽集塊,43

アスパラガス胚形成カルス,45,47

イチゴ培養茎頂,53,55

インナラ培養腋芽,31

オウトウ培養茎頂,119

オタネニンジン毛状根,103

カキ冬芽,121

カキ冬芽茎頂,123

カーネーション培養茎頂,75

カンキツ珠心カルス,107

キウイフルーツ茎頂・培養茎頂,125

キク培養茎頂,69,73

キク多芽体,71

キャッサバ培養茎頂,29

キリ培養茎頂,151

クローバ類茎頂,97,99

クフ培養茎頂,135,137

クフ冬芽,133

コーヒー体細胞胚,139

サクラ培養茎頂,119

サツマイモ培養腋芽,21

サワラ不定胚形成細胞 。成熟不定胚,149

シバ類培養茎頂,101

食用ギク培養茎頂,73

シラカンバ培養茎頂,153

シラン完熟種子胚,87

スギ不定胚形成細胞,145

スターナス培養≧頂,7'7

スターチス苗条原基,79

セ ドロ培養茎頂,157

タバコ培養細胞 (BY 2),67

タロイモ培養茎頂,27

チャ胚軸,131

チャ培養茎頂,129

索引 (植物種別 )

ドツチノプシスカルス,89

ナシ培養茎頂,115

ナシ冬芽,113

ナタネ小胞子由来胚,93,95

ニンニクバルブ茎頂,39

ニンジン培養細胞,59

エンジン不定胚,61

ネギユラ培養茎頂,51

ハンカ培養茎頂,63,65

バナナ培養茎頂,105

パパイヤ不定胚,141

ハヤチネウスユキノウ培養茎頂,91

バレイショ培養茎頂,17

ヒノキ不定胚形成細胞,147

フサスグリ培養茎頂,127

ブ ドウ培養茎頂,117

ペレニアルライグラス培養茎頂,101

ボライナ培養茎頂 。苗条原基,155

マツ不定胚形成細胞,143

ヤムイモ培養茎頂,25

ユリ培養茎頂,85

リンゴ培養茎頂,109,Hl

リンドウ培養茎頂,81,83

ワケギ培養茎頂,49

ワサビ培養茎頂,33,37
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