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走査型電子顕微鏡による冠さび菌感染
エンバク案内部の観察一試料作製法の検討＊
尾 上 孝 利＊＊，谷

利 一，佐 川 寛 典＊＊

EXAMINATION OF SAMPLE PREPARAT工ON FOR SCANN工NG
ELECTRON MICROSCOPIC OBSERVATION OFINTERNAL
STRUCTURESOFCROWNRUST−INFECTEDOATLEAVES
TakatoshiONOE＊＊Toshikazu TAN王and HiIOSuke SAGAWA＊＊
Present study was conducted toexamine thep‡OCedu‡eSOfsample preparationfor仇ree dimensional
observations ofinternalstructur■eS Ofcrown rust−infected oatleaves。Plant materials used were adult

leavesofcultivar盆38naturallyinfbcted with compatible race2260f Ehccihia coyonala￡．sp・aVenae・
Methodsexaminedareasfo1lows：（1）Non−fixationfo1lowedby freezedryingandgold−COating，（2）Glu−

taraldehydefixationfo1bwedbyfreezefracturlngユZlisoamylacetate，Criticalpointdryingandgoユd−COating，
（3）Glutaraldehyde−OsO4fixationfollowedby thesame procedure、aSin method2，（4）−（7）Glutaral−
dehyde−OsO4fixationandtreatmentwithtannicacidandOsO4for electricconductionstaining，（4）′Freeze
fracturedinisoamylacetate followedbycriticalpoint drying and gold−COating，（5）The same method

asin4withoutgold−COating，（6）FreeZe fracturedin absolute ethanolfo1lowed by criticalpoint dry−
ingandgold−COating，（7）The same method asin 6 without gold−COating，（8）Glutarald血yde−OsO4
fixationfo1lowedbyparaffin sectioningandgold・・COating．

rYle Sur血ce ofinterce11ular hyphae and haustoria wassmoothirlnOn−fixed sample（methodl）．h
SamPlefixedbythemethods2−7，however，filamentousandcottonystructureswereobservedon the sur−

facesoffungalorgansandinhostcytoplasm・Inallsamples observed，nuCleus，Chloroplastandmitochon一

doriawereclearlyrecognizedinmethophyllcells，butotherorganelle suchasendoplasmic reticulum and
Go短iapparatuswerehardlyvisible、Outersurfaceofmesophyllcells was smooth．Among eight pr OCe−
dures tested，themethod2was the bestfor the fine structure of both hyphalorgans and mesophyll
cellsin the senseof shrinkageand electric conductivity．，Theuse of the methodlis also recomened
since thismethod provides theobservations possiblewithoute王utionofanysolublematerials out of the
internalsurface．

走査型電子顕徴儲を用いてエソバク冠さび菌感染英内を立体的に観察するために試料の固定，割断方法および導電
法などについて検討した．

1．葉肉細胞内を錯綜した細胞間菌糸の収縮は無固定一凍結乾燥試料では著しく，固定試料では少なかった．しか
し，いずれの試料作製法でも菌糸表面は滑沢であった．吸器表面は無間定一凍結乾燥試料では滑沢であるが，固定試
料においては，その表面は莫肉細胞内で認められる紙維状あるいは綿層状の構造物が付着していた．葉肉細胞内で
核，菓緑体とミトコンドリアは明瞭に観察されるが，いずれの手法によっても小胞体，ゴルジ体などほ識別できなか
った．葉肉細胞の表層は無間定一凍結乾燥および固定試料ともに滑沢であった．
2り 試験した8繹類の方法のうち立体構造を観察するには，ダルクールアルデヒドで同定後凍結割新し，臨界点乾
＊昭和55年皮日本植物病理学会関西部会において発表

＊＊ 大阪歯科大学細菌学教室Depa‡tmentOfBacteriology，OsakaDentalUniversity，Osaka，Japan
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燥した試料作製法（Method2）が最も適していた．なお，無固定一凍結乾燥試料で感染葉内を十分に観察できたこ
とから，莫肉細胞表層における水あるいは有機溶牒可溶煙物質は保存されているものと推定される．

緒

円

植物病理学分野において，走査型電子顕微鏡（SEM）ほ分類学的立場から（217・21〉 糸状菌の菌糸や胞子の形態ある
いは病態解剖学的立場から胞子形成過程（3ふ20）や侵入過程‖紬11・22）などの観察に用いられている・また，侵入過
程の観察にSEM鏡体内でマニプレータ・−を応用した報告もある（4）．ざらに，感染機構の解明を目的として，感染
組織や細胞の内部構造を立体的に観察し，通過型電子顕微鏡では得られない新しい知見を得ている・とくに，維管束
さび菌感染英（7・＄，10・12−15）などではその成果ほ顕著である．

病（16・18），

これらの報告における試料作製法は固定試料を用いて臨界点乾燥後にカミソ】j刃で切断する方法 L7−1618），樹脂包埋
試料の樹脂を溶媒で除去する脱樹脂法（13・15），パラフィン切片億（6），さらに液体窒素を用いての凍結割新法 10・ 2・14
様々である．しかし，宿主一筍生者間の特異性をSEMで観察するためには高分解像を得ること，ならびに水可溶
性物質を固定することが必要である．本実験では，これらの点に留意して，エソ／ヾク成英を用いて固定法，凍結割断
法および導電法などを検討した．さらに，成案内におけるさび菌の諸器官ならびに葉肉細胞の形態に及ぼす試料作製
法の影響も比較した．

材料および方法
1．供試材料

供試材料ほBLCCiわiacoronahlf．sp．avenaerace226が自然感染したエソバク成業（品種允38）を香川大学農
学部圃場の実験ガラス塞から採取して用いた．なお，パラフィン切片試料にはVictoTia226−S（23）の初生薬を用い
た．
允
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Oatleaves

38）infected with Puccinia coronata fsp小aVenae
［Method3］

‥％gl。taraldehyde＿
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Freezing：1iquid N

l Prefixation：3％glutaraldehyde−

0．1M cacodylate buifer
（pH7．4），5hr

0．1Mcacodylate b11ffer（pH7．4），
511l
Washing

Washing

l Post土ixation：1％OsO4−0．1M
CaCOdylate bui王er（pH7．4），2hr
Washing
Dhydration：ethanoIseri？S

Freeze董racture：isoamylacetate，1iquid N
I Criticalpointdry：iHitachiHCP−1，1iquid CO2

FreeZe fracture：1iquid

Drying：Labconco Freeze Dry−3，
一700C，2．5×10￣4〜1．0×10￣4Torr，
24h工

Coating：Eiko−IB50rIBl，0．1Torr，
Au，3mA，10min
Observation
Fig1りProcedureof sample preparation董or scanning electronmicroscopic observation（1）
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2．SEM試料の作製法
エソバク成業を3×5mm2の大きさに切断し，F短S．1，2，3の方法に従って8種類の試料を作成した．
1）無固定一凍結乾燥：液体窒素申で某片を凍結し，割新した．割新した試料を液体窒素の入った試料ビンに保
ち，これをLabconco Freeze DryL3のチャンバー内に置き，減圧下で試料ビン内の液体窒素を除去してから■−70
℃，2．5×10￣4〜10×10￣4Tor■rで24時間凍結乾燥した∴ついでアルミ製の試料台にシルベスト（ト寧55，権力化学研
究所）で剖断面を上にして試料を貼付け，よく乾燥させてからスパッタ・コ・−ティング法（イオツコーク1−・Eiko−IB
lまたはIB5）で金を未着した（F短小1）．
2）グルタ−ルアルデヒド固定：3％ダルク1−ルアルデヒドー0．1Mカコジル酸緩衝液（p王i74）で固定した．つ
いでエタノ・−ル系列で脱水し，酢酸イソアミル段階に液体窒素中で凍結割断後，再び酢酸イソアミルに戻してから臨

界点乾燥（criticalpoint dry：CPD，HitachiHCP−1を使用）を行ない，試料台に貼付けてから，金を蒸着した
（Fig．、1）．

3）グルタ−ルアルデヒドとオスミウム酸固定：3％グルタ・−ルアルデヒドと1％オスミウム酸の 0∫1M カコジ
ル酸渡衝液（pH74）で二重固定した．以下の操作は2）と同じである（Fig．1）．

4）酢酸イソアミル凍結割断−CPD一金茶着：2．5％グルタ・−リレアルデヒドと1％オスミウム酸の 0．1M カコジル
酸緩衝液（pH74）で閻定後，2％タンニン酸−8％ダルク・−ルアルデヒドと1％オスミウム酸の 01M カコジル

Oatleaves（CV。Pc38）in董ected with Puccinia coronataf‖Sp．aVenae
Prefixation：2．5％glutaraldehyde−0．1M cacodylate
buf董er（pH7．4），40C，2hr
Washing

Postiixation：1％OsO4，0．1Mcacodylateb11f董er（pH7．4），
璽 4。C，2hI

Staining（replicate3times）
2％tannic acid−8％glutaraldehyde−0．1Mcacodylate
buHer（pH7．4），40C，0Vernight
WaShing：0．1M cacodylate bu董fer（pH7．4），40C，

Electric conduction

0Vernigbt
l％OsO4−0．1M cacodylate buf董er（pH7．4），4OC，2hr
WaShing：0．1Mcacodylatebuf王er（pH7．4），4OC，0VerInight

Dehydration：ethanoIseries
Freeze fracture：isoaTnylacetate，
1iquid N

Freeze董racture：absolute ethanol，
1iquid N

Criticalpoint dry：HitachiHCP−1，Criticalpointdry：HitachiHCP−1，
1iquid CO2
1iquid CO2

Coati甲：Eiko−IB5，0・lTor−r， No coating

Ah・3mA・10min

Coating：Eiko−IB5，0．1Torr Nocoating
Au，3mA，10min

Observation

Obser vation

Observation

［Method4］

［Method5］

［Method6］

l ［Method7］

l

Obser vation

Fig．2．Procedureoisample preparation forscanningelectronmicroscopic observation（2）
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酸波衝液（pH7。J4）で導電染色を行なってからエタノール系列で脱水した．液体窒素を用いて酢酸イソアミル段階に
凍結剖断を行なってから、CPDで乾燥し，金を未着した（F短．2）．

5）酢酸イソアミル凍結割断−CPD：4）の試料作製法のうち金の未着を行わなかちた（Fig・2）．
6）エタノ・−ル凍結判断−CPD一・金蒸着：4）の試料作製過程のうち凍結判断は無水エタノ−ル段階で行った（Fig・
2）．
7）くエタノt−ル凍結割断−CPD：6）の試料作製法のうち金の未発を行わなかった（Fig．2）．

8）パラフィン切片：3％グルタールアルデヒドと1％オスミウム簡の01Mカコジル駿緩衝液（pH7．4）で画定
し，乃−ブタノ・−ルで脱水後，ノヰラフインに包埋した．厚さ15Jムmのパデフイン切片を作成し，カバーグラスに貼付
けてから，キシロ・−ルで十分にパラアィンを除去し，無水エタノ・−ルを通過させそから自痍乾煉した．ついセカバー
グラスを試料台に貼付け，金を蒸着した（Fig．3）小

Oatleaves（cv‖Victoria）infected with Puccinia coronata壬lSp aVenae
l

Prefixation：3％glutaraldehyde−0．1McacodすIatebuHer（pH7．4），

Washing
l

Postfixation：1％OsO4−0．1Mcacodylate buffer（pH7．4），2hr

l

Washing

l

Dehydration：n−buthanoIseries
I

Embedding：para董fin

seヒti。。ing：Yamat。R。taryty。emicr。t？me，thickness15pm
Mounting：COVer glass
し

Dissolving：Ⅹylol
l

Dfying
『

l

Observatiorl

〔Metbod8］

Fig．3．PrOCedureofsamplepreparationforscanning−electronmicroscopicobservation（3）．

3… SEM観察

日立走査型電子顕微鏡S−450，S−430と明石MinトSEMおよび日本電子走査型電子顕微鏡JSMN35を用いて，
加速電圧15〜35KVで行い，写共撮影も同時に行った．

実 験 結 果
1．試料作製法による像質の比較
感染葉内の立体構造をSEMを：用いて観察することは無固定一凍結乾燥試料（Platel），固定試料（Plates2〜
8），金無未着（導電染色，Plates7，8）およびパラフィン切片（Plate4）試料ともに可能である．導電性ほ金茶
着試料（Plates5，6）が金無茶著試料（Plates7，8）よりも高く，分解能も前者が後者より高い．無間定一凍結
乾燥試料（Platel）と固定試料（Plates2，3，5，6）を比較した場合，像質には相遊ば認められないが，試料の
収縮は前者で若しかった固定試料において昼ダルク1−ルアルデヒド固定試料（Plate2）がグルタールアルデヒドと
オスミウム散固定試料（Plate3）よりも収縮は少なかった．パデフイン切片は良好な像質を示しているが，切断時の
押放しか観察された（Plate4）
2 細胞間菌糸

感染某内を錯綜した細胞間菌糸の収縮は無間定一凍結乾燥試料（Platel）および同定試料（Plates2〜6） ともに
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認められるが，同定試料におけるグルタ・−ルアルデヒドとオスミウム敵国定，タンニン酸による導電染色および酢酸
イソアミルと無水エタノ−ル段階での凍結割断時期，さらに金未着の有無によって収縮の程度は多少異なっていた．
グルタ1−ルアルデヒド固定（Plate2）と前期二重固定試料（Plate3）を比較すると前者における収縮程度が後者の
それよりも少ないようであった．しかし，願固定一凍結乾燥試料（Platel）では，細胞間菌糸の著しい収縮がはとん
どの菌糸で認められ，固定試料（Plates2〜6）における像とは大きく異なっていた．細胞間菌糸は幅約3〜4pm
で，よく分枝しているが，隔壁の観察頻度ほ著しく低く，まれにしか認められなかった（Platesl，2，5，6）．
また，細胞間菌糸の表層ほ無間定∧凍結乾燥，同定およびパラフィン切片試料ともに収縮は認められるが，滑沢な構
造であった（Platesレー6）
3■L．吸器

無間定一凍結乾燥（Plate9），同定（PlateslO，11）およびパラフィン切片（Plate12）試料ともによく観察され
た．吸器の形態は長柄円体である（Plates9〜12），．その表層を試料作製法によって比較すると無固定一凍結乾燥
（Plate9）とパラフィン切片（Plate12）試料では吸器の表層ほ波状のしわと凹凸が認められるが概して滑沢であっ
た．これに対し，同定試料（PlateslO，11）では宿主細胞内がよく固定されており，微細な繊維状あるいは綿層状の
構造物が吸器表層に付着していたい付着の程度はグルタールアルデヒド固定（PlatelO）あるいはダルク・−ルアルデ
ヒドとオスミウム敵国定試料よりもタンニン酸による導竃染色試料（Platell）で多くなる傾向を認めた．
4葉肉細胞
英肉細胞の凍結判断部位に規則性はなく，種々の細胞割断面が露出し，菓肉細胞表層のみでほなく，葉肉細胞内を
も観察できる（Platesl〜3，6）．また，葉肉細胞細胞壁の下側にある細胞間菌糸や葉緑体が細胞壁を通して認めら
れた（Platesl，3，6〜8）．しかし，パラフィン切片では某肉細胞内は観察できるが，葉肉細胞表層の状態ほほと＼
んど観察できなかった（Plates4，12）．葉肉細胞の表層はいずれの固定法，凍結判断時期ともに不規則な袴曲は認め
られるが，表層に付着物は認められず滑沢であった（Platesl〜3，5〜8）い菓肉細胞内を観察すると固定試料では，
細胞内に繊維状および綿層状の構造物が多数認められる（PlateslO，11）．細胞内には約8×みmの核，約4×3Jばn
の集録体および約1×08〟・mのミトコンドリアなどの細胞内小器官が細胞壁に沿って認められた．これら小器官の収
縮はほとんど観察されず，小器官の表面には繊維状および綿層状の構造物が付着していた…なお，この繊維状あるい
は綿層状の構造物が剥がれ落ちて−いる像がまれに観察された（Plate15）小 これに対し，無固定一凍結乾燥試料では，
細胞内の繊維状および綿層状の構造物はほとんど認められヂ，細胞内は均質な構造物で覆われていた（Plates9，

13）小 しかし，細胞内小器官の核は約8×6Jんm，葉緑体は約4×3ルm，ミトコンドリアは約0．．7×0小侮mの顆粒とし
て観察され，細胞壁に沿って認められた（Plate13）．なお，まれに管状の構造物が細胞内を占め，網状になってい
る場合も観察された（Plate14）巾パラフィン切片蘭料でも細胞壁に沿って8×伽mの核，4×3い払mの某緑体，1×

11祀nのミトコンドリアは認められたが，繊維状あるいは綿層状の構造物は認められなかった（Plat911）い
考

察

SEMで葉肉内を観察するには，観察面を剖出しなければならない．感染案内の剖出は，これまでの報告では臨界
点乾燥後にカミソリ刃で切断する方法け・18tl＄〉，脱樹脂法（13・15〉，有機溶媒を用いた凍結割断法（10・12・14）およびパラフィ
ン切片億（6〉などで行なわれている．0 Donnellら（1O）は無水エタノ−ル段階た液体窒素申で凍結割断後，液体二酸化炭
素を用いて臨界点乾燥を行なった試料は脱樹脂法あるいはパラフィン切片法よりもエぬ00SC炒ゐαγ場≠言ゎ花5と 月沼よ之α

que14）idotiaのapothecia，均ycomycesblahesleeanusのZygOSpOreおよびPuccihiamaYide−Wilsoni−aevar．maride一
紗言gs飢去beの鋳胞子時代の宿主であるC吻血血涙−γ官まわf〟の葉肉内の観察に適すると報告している．
P‡Jingら（13′15）はこル0∽．γCβ1S♪ゐαざgOJま感染のインゲン豆英を脱樹脂法で，Plotonikovaら（12〉は触あまαgね制裁お
f．sp．triiiciraceB感染の小麦菓をエタノ・−ル段階でそれぞれ凍結割断し，CPDで乾燥後に，また，、岳t‡Ombe摺
ら（l＄）ほFusariおm o不γ1申OYum f．sp．lyc少esici感染トマトの維管束をCPDで乾燥し，カミソリ刃で観察面を剖出
後にSEMで観察している．いずれの試料ともダルク・−ルアルデヒドとオスミウム酸の二重固定を行っており，細胞
間菌糸′吸器，宿主細胞および宿主と寄生者の接触部などは一応観察されているが十分な分解像ほ得られていない．．

宿主一寄生者相互関係を自然のままの状態で保存するには無固定試料を液体ヘリウム申で温度を下げた飼ブロックに
接触させて瞬間凍結後，固定剤と凍結置換すべきであると考えるが，この方法を植物試料に応用するにはなお多くの
検討が心要である．
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本実験では無固定試料を液体窒素中で凍結割断し，−70℃下で真空凍結乾燥を行ってからSEMで観察した．その

結果，凍結防止を行わない場合に認められる蜂巣状の氷結は成案と初生薬の葉肉細胞でははとんど認められず，まれ
に初生其の気孔部で氷結を認めた、細胞間菌糸は無固定一凍結乾燥試料では著しく収縮しているが，その表層構造は
グルタ・−ルアルデヒド固定あるいはダルクールアルデヒドとオスミウム酸固定試料に校べて相違は認められない．ま
た，葉肉細胞の表層構造も無固定と固定試料で差はみられない．従って，無固定一凍結乾燥試料ではエソバク冠さび
菌感染案内の水可溶性物質も保存され，細胞間菌糸と葉肉細胞の接触部，細胞間菌糸と葉肉細胞の表層を観察するに
は適していると考え．られる．しかし，凍結剖断時に微細構造の変化を生じる可能性も考えられるので結果の判断には
なお慎重さを要するい
宿主細胞内をSEMで観察した場合に，固定試料では仏経状および綿層状の構造物が観察されるが，無闇定一凍結
乾燥試料では観察されなかったい この相違は液胞膜の保存の差と考えられ，同定試料ではこの膜が破壊され細胞内小
器官が露出し，無固定試料ではこの脱が保存され細胞内小器官を覆っているためと推定される．．なお，繊維状と紙屑
状の構造物は透過型電子顕微鏡で認められる小胞体，ゴルジ体などに匹敵すると考えられるが，これら構造は明らか
にされていないようである（78・10・12〜15〉なお，宿主細胞内の核，葉緑体とミトコンドリアの表層構造には無闇定一凍
結乾燥，固定およびパラフィン切片試料の間で相違は認められない。
凍結割断時期によって，感染案内のSEM像に相遊ば全く認められなかった．しかし，ブ釈水エタノール段階で割断
する場合にほ，エタノ・−ル（融点−112℃）が液体窒素中で1一分に凍結しないでゼリ一状に凝固し，割断時に葉肉細胞
を押潰すことがあるLこれに対し，酢酸イソアミルは液体窒素中でも凍結不良にはならない 凍結割断時のartifact
として固定試料において特定部分の繊維状あるいは綿層状の構造物が剥がれ落ちている場合が観察される−従って，
割断後の内容物の移動を考えるならば，凍結割断はCPD債前に行うべきである小
SEMで動植物組織を観察する場合にほ試料に導電性を与える必要がある（19）．このためにはばとんどの試料で金属
膜の未着を必要とする．本実験でも無間定一凍結乾燥試料，グルタ・−ルアルデヒド固定，グルタ1−ルアルデヒドとオ
スミウム酸の固定およびパラフィン切片試料では金を未着した∫金を試着する代わりに生物試料に還元剤（タンニン
酸，チオカルポヒドラジドなど）を用いて金属（オスミウム酸や塩化白金酸）を植込むと通常のSEM観察に適当

な導電性が得られるりこの方法を導電染色法というい本実験ではタンニン酸とオ■スミウム敢を用いて導電染色を行
いSEMで観察した．その結果，低倍像（×2000まで）でほ細胞間菌糸，宿主細胞表層は観察できるが，金蒸着に較
べて導電性は悪かった．高倍像（×3000以上）では分伊能，導電性ともに金蒸着試料よりも著しく悪く観察は不可鱒
であった．さらにタンニン酸は組織内に残存しやすく，細胞内で繊維状の構造物を作りやすい．これらのことからエ
ンバク冠さび菌感染菓内の観察にはタンニン酸とオスミウム酸を用いた導電染色法ほ適当でないと推定される．
以上のことよりエソバク冠さび菌感染案内の観察にはダルクールアルデヒド闇定試料が適当であると考えられる．．
なお，水可溶性物質あるいほ葉肉細胞表層の観察に無間定一凍結乾燥試料も適していると推定される．
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Explanation o王plates

Platel．Samplel：Shrinkageofhyphaeis remarkableand septa（arrows）arehardly visible
Plate2．，Sample2：Shrinkageolhyphaeis slightand septa（arrows）areclearly observed
Plate3．Sample3：Shrinkageof hyphaeis moderate
Plate4．Sample8：Shrinkage O董hyphaeis slight
Plate5．Sample4：Shrinkage of hyphaeis slightand septa（arrows）are hardly visible
Plate6．Sample6：Shrinkageof hyphaeis moderateand septa（arrrows）are clearly observed
Plate7．．Sample5：Theelectricconductivityisin董eIior as compared with thatin Plate5
Plate8．Sample7：Theelectricconductivityisin董erior as compared with thatin Plate6．
Plate9。Samplel：Haustorialsurfaceis smooth，but haustorialbody shrinks
PlatelO Sample2：Filamentous and cottony structures are observed on haustorialsuIfacein

host cytoplasm
Platell：Sample4：Filamentous and cottony structuresin host cytoplasm are abundant
Plate12．Sample8：Filamento11S and cottony structures are similar to thatin Plate9．
Plate13… Samplel：Nucleus，Chloroplast and mitochondoria are recognizedin host cytoplasm
Plate14．Samplel：Host cytoplasmis filled with tuberous structure
Plate15。Sample4：Filamentous or cottony structuresis absent on nucleus surfaceindicated by

the big arrow，prObably of artificialremovalduringfreeze fracturing process
Sample numbers corTeSpOndto method numbersin FigS。1，2and3．

Abbraviations usedin plates

C：Chloroplast，H：haustorium，IH：intercellular hypha，M：mitochondoria，MC：meSOphyllcell，
N：nuCleus，T：tuberous struCture
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