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水凍結乾燥法を用いた淡水産微小生物のSEM試料作製と観察－ 1

（藍藻類）

桑田正彦1,2，＊），田中和明 I），鈴木武雄I），戸田龍樹ペ名取則明2)

SEM observation of Fresh Water Microorganisms Prepared by the Water Freeze-drying 

Method・1(Cyanobacteria) 

Masahiko KUWATA1・2・*l, Kazuaki TANAKA'), Takeo SUZUKlll, Tatsuki TODA2l, Noriaki NATORI2l 

Abstract 

During morphological studies of microorganisms using SEM, chemical processing of samples often results 

in artificially modified microstructures. Th巴waterfreeze-drying method is a unique process that can be used to 

prepare SEM samples without using artificial chemicals. The results of freshwater cyanobacteria sample preparation 

using this method were compared to those of samples fixed in advance using glutaraldehyde and samples where 

no fixation was performed. The internal structures of the fractured samples were also observed. The comparison 

between samples confirmed that, in many species, the surface shape and internal structures were well preserved 

without using chemical fixation, and that cell components, such as thylakoids in Oscillatoria and gas cells in 

Microcystis, could be observed in a shorter time白anusing conventional methods. We found that the mucilaginous 

池田thof Microcystis aeruginosa and Microcystis viridis were partitioned by bulkheads, and contained cells. Th巴

time required for specimen preparation using the water freeze-drying and fracturing method is approximately 

1 hour. The method not only preserves fine structures well, it also has the advantage of simple and safe sample 

preparation compared to conventional methods. 

Key Words: cyanobacteria, algae, SEM, freeze dry, freeze-fractur・巴

摘要

SEMを使用した微小生物の形態観察は，試料作製に使用する化学薬品によって微細構造が変形し，し

ばしば識別を困難にする。水凍結乾燥法は化学薬品を使用しないSEM試料作製が可能な唯一の方法であ

る。藍藻類にこの方法を使用して，あらかじめグノレターノレアノレデヒド固定を行った場合と固定しない場

合の結果を比較した。また，割断した試料の内部構造を観察した。その結果，多くの種において化学園
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定を行わなくても表面形状及び内部構造がよく保存されることが確認され， Oscillatoria属のチラコイド

やMicrocystis属のガス胞などの細胞内部構造が従来法よりも短時間で観察することができた。 Microcystis

aeruginosaやMicrocystisviridisにおいては，粘質鞘が隔壁で区分けされ，その中にl～2個の細胞を含ん

だ構造が観察された。水凍結乾燥法の試料作製時間は約1時間である。この方法は微細構造の保存性に

おいて優れているのみでなく，従来法と比較して簡単で安全に試料作製が可能な方法である。

キーワード：藍藻，藻類，電子顕微鏡，凍結乾燥，凍結割断

(2017年4月3日受付： 2017年8月16日受理）

はじめに

原生動物や微細藻類などの研究において，珪藻類など

の硬い殻をもっ種を除いて走査電子顕微鏡（SEM）は

試料作製の困難さから有効に活用されているとは言い難

い。試料乾燥に広く使用されているt ブチルアルコー

ル凍結乾燥法や臨界点乾燥法では，変形や損傷を回避す

るためにあらかじめ化学固定を行うことが必須である。

しかし，化学固定剤によって変形や損傷を受ける種があ

るため，固定条件の検討に時間を費やし，多くの場合良

い観察像を得られず， SEMの使用を断念することが少

なくなかった。

Suzaki et el. (1978, 1980）は，化学固定した原生動物

と水を共に金属試料台に載せ，試料台をドライアイスの

上に置いて凍結後にSEMの試料室内で真空乾燥し，良

好な観察像を得ている。凍結の際に，試料周囲の水が過

冷却状態にあると細胞表面の損傷が回避されることを指

摘し，臨界点乾燥法よりも損傷が少ないことを示した。

鈴木ら（1995）は，洲崎らの方法における凍結を液体窒

素で行い，低真空SEMの試料室内で氷の昇華過程や乾

燥後のプランクトンを観察し，淡水産藍藻類Anabaena

spiroidesの場合，化学固定なしでも従来法より収縮が少

ないことを示した。太田ら（2011,2012）は，水を使用

する SEM試料作製法（水凍結乾燥法）において，試料

を浸漬した水面に冷凍機で173Kに冷却した銅ブロック

を接触して凍結すると， ドライアイスや液体窒素による

金属を介した熱伝導による凍結法よりも冷却速度が上昇

し，毎秒10K以上の冷却速度であれば試料中にSEMで

確認できるサイズの氷晶が生じないことを報告した。ま

た，水のみで形態損傷が少ない試料作製が可能であるの

は，水中に入れた生物試料を凍結すると試料より先に周

囲の水が凍結して試料は物理的に固定されるため，次い

で試料が凍結する時は水の相変化に伴う膨張ができずに

試料内の圧力が上昇して氷晶成長が抑制されるためであ
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ることを明らかにした。

毒性産生や水道障害などの原因となる藍藻類は，障害

を与える種の特定が必要である。しかし， Microcystis属

は従来異なるとされていた種が遺伝学的手法により同種

に分類されることになり（Otsukaet al., 2000），形態と毒

性産生との間に直接の関係がなくなった。また，竹本ら

(2012）は， Phormidiumtenueのカピ臭産生株と非産生

株をクライオSEMで形態学的に比較・観察し，非産生

株は粘質鞘を有することから，これらは別種であること

を示唆した。実務の現場においては，有害物質の産生や

水道障害などの問題を生ずる種が形態的に識別できるこ

とは有用である。我々は， SEMの活用により詳細な形

態情報を得ることを目的として，淡水産藍藻類について

水凍結乾燥f去による試料作製を行った。その結果，氷晶

成長による細胞の変形や損傷，乾燥に伴う収縮などの試

料作製に伴うアーティファクトがほとんど見られない良

好なSEM像が得られ，これまで報告されたことのなかっ

た形態が観察された。本報告では，淡水産藍藻類につい

ての観察結果と共に，固定液と形態保持の関係，水凍結

乾燥法の応用などについても議論する。

材料と方法

試料は関東および山梨県の湖沼や河川で採取した。水

凍結乾燥法は形態損傷なく処理できる試料の厚さが1

mm以内との制限があるため，付着性の種や群体形成な

どで制限を超えている場合はタングステンピンで適当な

サイズに分離してから処理した。精進湖は懸濁物質や溶

存物質が少ないので，試料と共に採取した水をそのまま

使用して水凍結乾燥した。生活排水が流入する場所で採

取した場合や，採取した水に微細土壌粒子が懸濁してい

る場合は，真空乾燥したときに水中の不揮発性成分が濃

縮されて試料を汚染するため，生育環境水を使用して水

凍結乾燥することができない。そのため，実体顕微鏡下

曹
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で試料生物を液中からスポイトで、吸い取って精製水中に

移して洗浄を行った。なお，精製水中で群体が壊れる種

もあるので，このような種の群体形状を観察する場合は，

生育環境水を孔径0.45μmのメンブランフィノレタ（メル

クミリポア HAWF）でろ過したろ液を使用して洗浄後

水凍結乾燥した。

凍結乾燥用試料台は，直径 lOmm，高さ lOmmのアル

ミニウム製円柱の上面に直径6mm，深さ 1mmの窪みを

有し，カーボン両面テープを窪みの底に張ったものを

使用した。凍結乾燥用試料台の窪みに20μL程度の精製

水と試料を入れて，水凍結乾燥装置（サン・テクノロ

ジーズ FD6510）にセットして273Kに冷却後，冷却装

置（サン・テクノロジーズ FDClO）で 173Kに冷却した

銅ブロックを水面に接触して凍結後真空乾燥した。乾燥

した試料は試料台のカーボン両面テープ上に固定される

ので，凍結乾燥試料台ごと膜厚1.5runのオスミウムを

コーテイングして（真空デバイスHPC-lSW)SEM観察

(JEOL JSM7500F）した。撮像は，高加速電圧では試料

表面の損傷が過小評価されるため加速電圧2kVの二次

電子像で行ったが， Anabaena属の場合は粘質鞘中の細

胞を観察するために加速電圧を20kVとした。化学固定

の影響を調べる場合は，水凍結乾燥の前にO1 M リン酸

バッファーで、pH7.1とした2.5%グツレタールアノレデ、ヒド

(GA）に1時間以上浸漬後水洗してから同様に凍結乾燥

した。化学固定はアルデ、ヒド類と四酸化オスミウムの二

重固定が一般的であるが，四酸化オスミウムは毒性が強

く，廃液の処理が困難であることから代替技術が求めら

れている。本実験においては， GA固定のみの結果を見て，

必要に応じて二重固定を検討することとした。

試料内部の構造を調べる場合は，太田ら（2011）によっ

て開発された水凍結割断法を改良して使用した。 Fig.1 

に示すような窪みを持つ二枚の金属板を合わせておいて，

その窪みに試料と水を入れ，凍結後それぞれの板を反対

方向に移動することで，板の合わせ日で氷と共に試料を

割断した。実体顕微鏡下で試料の割断想定位置をご枚の

板の合わせ自に置くことによって狙った位置近傍の割断

Fig. 1. Diagram outlining the principles of water fr巴eze-fracture.

図1.水凍結割断原理図ー
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面が得られる。しかし，微細試料の場合，水のみを使用

して水凍結割断すると氷の昇華に伴って試料が動いてし

まい，割断面のSEM観察が困難となる。このため，餅

をその二倍質量の水と共に30分湯煎して作製したデン

プン糊中で凍結し割断を行った。乾燥した試料は，デン

プン糊によって割断位置に割断面を揃えて固定されるの

で，断面観察用SEM試料台に張り付けて観察を行った。

種は光学顕微鏡観察による形態から渡遅（2007). 

Komarek (2007, 2008, 2011）等の分類法によって同定した。

結果と考察

Fig. 2に水凍結乾燥した藍藻類のSEM像を示す。左列

は固定なしでフkのみを使用して作製した場合，右列は約

1 時間GA固定した後に水洗し水凍結乾燥した場合であ

る。 Anabaenarnucosαを水洗のみで、水凍結乾燥した場合

(a）は加速電圧を20kVとすると粘質鞘中の細胞が観察

可能であり，細胞の顕著な収縮はみられないが，固定し

た場合（b）は，加速電圧20kVでも粘質鞘に妨げられ

て内部の細胞が観察できないため細胞の損傷は評価でき

ない。 11月末に採取されたAphanizarnenonflos aquaeを

水のみで処理した場合（c）は，滑らかな表面を持つ細

胞と，表面にしわや変形を有した細胞が混在しているが，

固定した場合（d）は全ての細胞表面にしわや変形が見

られる。本試料は，群集の衰退期にあり，（c）は老化し

た個体が混ざっていたため結果にばらつきが生じ，（d)

はGAによって損傷を受けたために滑らかな表面を持つ

ものが観察されないと考えられる。 Oscillatoriaprinceps 

(e, f）はGA固定による損傷が顕著である。温泉施設の

排水溝から採取した Phorrnidiurnsp. (g, h）は，水のみ

で処理した場合と化学固定した場合に大きな差はみられ

ない。 Phorrnidiurnauturnnale (i, j）は，水のみで処理し

た場合では鞘の収縮がみられるが， GA固定では顕著な

織は確認できない。この種の粘質鞘観察にはGA固定が

必要である。

Fig. 3に化学固定を行わずに水凍結割断した

Oscillatoria princepsの断面を示す。中心の円形が試料で，

その周囲は試料固定のために使用したデンプン糊である。

(b）は（a）に示す試料の左上部を拡大したもので，氷

晶成長の痕跡は確認されず，チラコイドが観察され，内

部構造はよく保存されている。

Fig. 4に水洗のみで固定を行わずに水凍結乾燥した

Anabaena属各種のSEM像を示す。（a) , (b) , (c）はそ

れぞれ光学顕微鏡によってArnendotae, A planctonica, A 
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Fig. 2. SEM images of cyanobacteria. 

Th巴 leftcolumn shows samples processed without chemicals. Th巴right

column shows samples fixed in advance by 2.5% glutaraldehyde. 

(a, b) Anabaena mucosa, (c, d) Aphanizomenon flos aquae, (e, f) 

Oscillatoria princeps, (g, h) Phormidium sp., ( i, j) Phormidiwn 

autumnale. 

図2. 藍藻類SEM像

左列は化学薬品を使用せず処理，右は化学固定したもの
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Fig. 3. Freeze-fiactm巴dOscillato1 ia princeps. 

函3.71<凍結割断したOscillatoriaprinceps. 

Fig. 4. SEM images of Anabaena spp. 

図4.Anabaena属各種のSEM像

mucosaと同定された種である。（a）はトリコームが曲がっ

ているが一定方向ではなく，細胞直径は4μm程度で、粘

質鞘はない。（b）はトリコームが直線状で細胞の直径

が9μm程度，粘質鞘の径は19～24μmである。（c）は

らせんの直径が91μm，細胞径10μm程度で、40μm程度

の厚い粘質鞘を持っている。いずれも光学顕微鏡による

同定と矛盾しないことより，凍結乾燥による大きな収縮
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が生じていないことが確認できる。（d）および（e）は

試料数が少なく，アキネートも確認できないので同定は

行っていないが，サイズにより（a) , (b) , (c）と異な

る種であることがわかる。粘質鞘を有する種を固定なし

で、水凍結乾燥した場合，粘質鞘は揮発性成分が失われて

低密度となり内部まで観察できるが，その形態には，被

膜状となるもの（Fig.Sa）と繊維状網目構造となるもの
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Fig. 5. Fine structure of the mucilaginous sheath of Anabaena spp. 

図5. Anabaena属粘質鞘の微細構造．

Fig. 6. SEM images of water freez巴driedMicroc）叩 sspp. 

(a, b) M. aen叩nosa,( c, d) M. ichthyoblabe (?) 

図6. 7K凍結乾燥した Microcystis属のSEM像．

(Fig. Sb）がある。その差は凍結乾燥前の粘質鞘の構造

あるいは成分とその濃度によって生ずると考えられ，同

一時期に採取された同一種の粘質鞘は同じ構造となるこ

とから，種あるいは成長段階を反映している可能性がある。

Fig. 6に水凍結乾燥したMicrocystisのSEM像を示す。

(a, b）は紐状ないし中空網目状構造をもっMicrocystis

aeruginosaを水凍結乾燥したものである。表面に穴が聞

き，その中に細胞が観察できる。（c,d）は塊状の種 （M.

ichthyoblabe ? ）を水凍結乾燥したもので，細胞の周囲

に空間はなく ，（a,b）とは異なる構造をしている。種に

よって細胞周囲の粘質鞘構造が異なる可能性が見出さ

れたことから，内部構造を調べるためにM viridis, M. 

aeruginosa, M. wesenbergiiの3種を水凍結割断した。そ

の結果をFig.7に示す。M.viridis (a, b）とM.aeruginosa 

(c, d）の細胞は， l～2個の細胞ごとに区分けされた隔
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壁構造の中に収納されており， M.wesenbergii (e, f) は

そのような個室を持たない構造をしている。いずれの種

も割断された細胞内にはガス胞が観察される。Fig.7の

(c）と（d）に示す7月下旬に採取したM.aeruginosaと，

Fig. 8に示す10月中旬（a）および11月下旬（b）に採取

した同種を比較すると，いずれも類似した構造であり，

M. wesenbergiiとは明らかに構造が異なっている。

M. viridis, M. aeruginosaで観察される隔壁構造は，寒

天ゲノレを緩慢凍結したのちに真空乾燥した場合のセノレ構

造と類似している。寒天などのヒドロゲノレを緩慢凍結し

て氷晶が形成される場合，水分は純粋な氷として結晶成

長しようとするため，分散質は氷品の外側に排除濃縮さ

れてセノレ構造が形成される。そして，観察されるセノレの

大きさは生じた氷晶の大きさを反映したものとなる。圧

力があまりかからない状態では分散質が完全に排除され
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Fig. 7. Cross-sectional SEM images of Microcystis spp. 

(a, b) M. vi1idis, (c, d) M. aeruginosa, （巴， f)M. wesenbe1苫ll.

図7. Microcystis属各種の断面SEM像．

Fig. 8. Cross-sectional images of Microcystis aeruginosa sampled in autumn. 

図8秋に採取したMicrocystisaeruginosaの割断像．

るため隔壁の内部は空洞となる（Fig.9a）。圧力が高い

場合は水の粘度が上昇するため，水分の結品化に伴って

排除される分散質が完全に結品外に移動できずに凍結し

てセノレ構造中にゲ、／レの網目構造が残存する場合がある

(Fig. 9b）。M.viridis, M. aeruginosaの隔壁構造が寒天質

基質の凍結に伴う氷晶成長によって生じたものであるな
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らば，寒天質基質が網目構造として残存する可能性はあ

るが，細胞は氷晶によって排除されるので，隔壁に向

かつて放射状に繊維が配置されて空間に保持される構造

とはならない。また，水凍結乾燥で、生ずる圧力や冷却速

度がMicrocystis属の寒天質基質には不十分で氷品が生ず

るならば，隔壁は氷品の結品形を反映したものとなるの
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Fig. 9. Cross-sectional SEM ima!!es of fre巴Z巴fracturedaσarσ巴l
"' 

A trace of ice crystal growth was obs巴rvedduring the slow cooling rate. 

図9. 緩慢凍結で生じた寒天ゲノレ中氷品痕の断面SEM像、

でM.wesen.bergiiにおいても M.νiridis,M. aerugin.osaと

相似した構造となるはずであるが， M.wesenbergiiは細

胞が個室に入った構造はとらない。したがって，水凍結

乾燥 ・水凍結割断によって観察された構造は種に固有の

構造を反映している可能性が高い。なお，M.viridis, M. 

aerugin.osaの細胞を支えている繊維の太さは本来の太さ

ではなく，乾燥に伴う自己結合によって太さが増してい

る可能性がある。

まとめ

水凍結乾燥法でSEM試料を作製する場合，淡水に

生育する藍藻類の多くは化学薬品を使用せずに 1時間

程度で形態損傷の少ないSEM試料作製が可能である。

Phormidium autumn.aleは水のみで処理すると鞘に収縮が

見られるが，あらかじめ2.5% GA (O.JMリン酸緩衝液

入り）で l時間程度の固定を行うことによって良い結果

が得られる。今回試料イ乍製を行った種では，四酸化オス

ミウムを使用した二重固定は不要である。以上の結果，

水凍結乾燥法を使用することによって前処理の負担は大

幅に削減される。また，水凍結割断法は， TEMで観察

していたMicrocystis属のカマス胞など，細胞内構造を簡便

に観察可能である。
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