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Thepolyethyleneglycol(PEG)-embeddingandsubsequent deembedding method has

revealedthethree-dimensionallatticeormicrotrabeculaeinthecytoplasmicmatrix,which

hadsofarbeenunrecognizedclearlyintheconventionalelectron microscopy,mainly due

tothesimilarelectronscatteringpropertybetweenthemicrotrabeculaeandtheepoxyembe-

ddingmedia. Basedonthisobservation,anew ideahasbeen strongly proposed thatthe

cytoplasmicmatrixisstructuredandconsistsortwophases,i.e.,a protein-rich phase

representedbythemicrotrabeculaeandawater-rich phasebytheintertrabecularspace.

Sincethen,thisfascinatingideahasbeenexposedtoseriouscriticism. Themain notion

againsttheideaisthatthemicrotrabeculaearetheartifacts derived from the procedures

employedforthespecimenpreparationincluding the chemical触ation and the critical

point-drying. ThepresentauthorhaspresentedevidencestronglysuggestingthattheIでare

nomeaningfuldifferencesinultrastructuralimagesbetweenthechemicallyfixedspecimens

andtherapidfreezingoneswithoutthechemicalfiⅩation. However,he has alsoshown

thatthebovineserum albuminsolutionsexhibitlatticesnotunlikethemicrotrabeculaein

theembedment-freesection. Thererore,itiscautiousto concludesimply thatallthe

microtrabecularstrandsinintactcellsarerealstructuresanditismore sa一e to observe

cellspretreatedwithdetergentsinembedment-freesections.

Inadditliontothe investigationofthecytoplasmicmatrix,the PEG一method is of

potentialvalueforimmunoelectronmicroscopy,surfacereplicamorphology,and intermi-

croscoplCCOrrelationorimagesbetweenlightmicroscopy,scanningelectronmicroscopyand

transmissionelectronmicroscopyorbiologlCalspecimens.
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は じ め に

生体の正確な観察とその詳細な記載を通して生命現象

を解明しようという目的をもつ形態学でも,他の自然科

学と同様にその進歩発展に方法論の革新が大きな寄与を

果してきた.顕微鏡の開発の歴史をひもとけばその一端

が容易に理解されよう.そしてそれに伴う観察対象の試

料作製法の工夫改良も重要な貢献を担ってきたわけであ

る.この点に関して最近の形態学におけるトピックの 1

つは無包埋電顕観察法の開発であろう.本論文ではこの

方法とそれにより得られた所見について概観し,そこに

槙たわる問題点を検討してみたい.

無包埋電顕観察法の開発の経過

通常の透過電子顕微鏡 (以下電顕と略す)による観察

で用いられる試料は,エポキシ樹脂に包埋された薄切切

片である.透過電顧観察法の基本は,電子線を試料に透

過させてその途上の物質の電子散乱度の違いによりコン

トラス トを生じさせることなので,試料をできるだけ薄

く切ることが要求される.そしてそのためにエポキシ樹

脂が開発されたのである.ところが樹脂そのものがアル

ミニウム程度の電子散乱度をもつので,観察試料中の物

質それぞれの最終的なコントラス トは,その物質固有の

電子散乱度と固定 ･染色によりそれらと結合 した重金属

の電子散乱度との和からエポキシ樹脂のそれを差 し引い

たものに依存するわけである.したがって,固定 ･染色

後の電子散乱度がエポキシ樹脂のと類似の物質は透過電

顧観察では明瞭には認められないことになる.この点に

無包埋観察法の必要性が存在するのである.

薄切しなくても充分の電子線が透過できる試料があれ

ば包埋剤は不要となり,無包埋観察ができるわけである.

このことから,薄く伸展して培養された細胞を丸ごと電

顕で観察しようという発想が出てくるであろう.そんな

試みが電顕の生物学-の応用の極く初期 (1945年)に早

くも K.氏.Porterによりなされている.その報告はそ

れまでの光線顕微鏡 (光顕)により得られる情報を大き

く越える内容ではなかったが,光顕の分解能以下の細胞

内構造を光顕的広がりの中で理解しようという遠大な夢

を内蔵したものであった.そしてその後30年間に彼はこ

の試みを持続 し,一般電顕試料作製法の発展と超高圧電

顕の開発とを充分に活用して,ここ10年間に再び培養線

維芽細胞の丸ごと観察 (すなわち無包埋観察)による所

見を発表してきた.その研究では,それまで包埋切片に

よる電顕観察で等閑視されてきた細胞基質と名づけられ

る領域に観察の主眼がおかれたのである.さらにその後

まもなく,細胞を水溶性の polyethyleneglycolに一

旦包埋して,帝切後に切片を水に浸して脱包埋すること

による無包埋切片観察法が開発された. なおこの

polyethyleneglycolは別名 carbowaxともよばれ

て古くから光顕用標本作製に使用されてきたもので,吸

湿性が高いが故に殆んど見捨られていたものである.こ

の無包埋切片観察法により,培養細胞ばかりでなく生休

内のあらゆる細胞が超高圧電顕を用いなくても無包埋状

態で観察されるようになった.そして培養細胞の丸ごと

観察により得られる細胞基質についての所見を,一層詳

細に検討することが可能になったのである.

これまでの包埋切片観察による電顕像では,種々の細

胞小器官や封入体の間を占める細胞内領域が細胞基質と

総称され,そこには明確な構造はなんら認められていな

かった.しかしそこが完全に無構造に見えるのではなく,

雲架状としばしは表現される糸屑状のもので占められて

いる(図1).そしてその輪廓不明瞭の構造が全 く無視さ

れたわけではなく,例えば神経の成長円錐内部や軸索の

神経微細管 ･紬糸同志の間に見られるものは,コントラ

ス トがやや高いためにその存在がくりかえし記載されて

いた.しかしその輪廓を明瞭に規定することができない

ために,その解釈に大きな進展はなされなかった.とこ

ろが新 しい無包埋観察法によりある種の線維芽細胞を調

べると,その細胞基質には多数の明瞭な線維様構造が明

瞭に認められ,それらが全ての細胞小器官を繋 ぎとめて

全体として三次元網工をつくっているのが観察され

た (図2). K.R.Porterはこのような所見から細胞

基質が protein-richな microtrabeculaeと wateト

richな intertrabeculanspacesとの二相から成ると

結論した.そして容易に拡散しうる小分子は後者を移動

し,前者はゲルに相当して,細胞の構造的支持をなすだ

けでなく小器官の細胞内運動に深く関与すると解釈した.

さらにいわゆる可溶性蛋白の多くは前者となんらかの関

連をもって存在すると彼は考えたのである.

microtrabeculaeの実在性 についての批判

上記のような観察結果と解釈はただちに厳しい批判に

藩され,microtrabeculaeは生体では実在 しない標本

作製過程での人工産物であるという見解が提示されたの

である.そのような強い反証が全 く異なるもう1つの無

包埋電顕観察法である急速凍結エッチングレプリカ法に

よってなされたのは興味深い.そこで先ずその新しい方

法の発展の経過を簡略にふりかえってみよう.
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図 1 ラIt/トト酎本申間葉の細胞のエポキシ樹脂UjfLrrJJラン鉛染色による電抑像

分泌累投 (G)間の細胞基質の写楽状構造と図 2の対応部の構造とを比較
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従来の形態学的観察法における固定についての理論的

基盤は,化学固定剤を使って細胞内の主に蛋白質を交叉

橋わたしすることにより,細胞の生活現象を停止させて

構成要素を安定化させることにある.しかし固定剤によ

る生活現象の停止にはある程度の時間がかかり,固定剤

との化学反応によって細胞構成要素の分子構造や配列に

変化をきたすことを考えれば.化学固定剤を用いずに凍

結により細胞を氷の中に封じ込んで しまおうという発想

がおこるのは当然であろう.実際そんな考えは古くから

あって,凍結乾燥法や凍結置換法などが開発されて光顕

的観察にしば しば用いられてきた.それ らの電顕-の応

用もかな り早 く (1950年代)から試みられていたが,そ

れを完成させたのは.神経終末での伝達物質放出という

非常に速い (ミリ秒の単位)現象を形態学的にとらえよ

うとして研究 していた J.E.Heuserと T.S.Reeseで

量る.そしておそらくその副産物として,凍結試料を高

真空中で割断エッチングし,その面に白金カーボン蒸着

を施 して レプリカを得ることにより.細胞内部 (割断面

からエッチングされた深さまで)の無包埋観察を可能に

したのである.

この方法を用いて先づ彼は,培養線維芽細胞を界面活

性剤あるいは低張液で前処理 して化学固定なしで観察 し

た.その結果,既にその存在の確立された 3種の線維系

(微細管,中間細糸,微細糸,まとめて細胞骨格と総称

される)の美 しい細胞内配列が観察され,その他にはな

んら細い線維は認められないと述べた.さらに,上述の

細胞に化学固定を施した後に界面活性剤処理とそれに続

くアルコール処理をして急速凍結エッチングレプリカ法

に従って標本作製 して観察すると,細胞骨格がゆがんで

お互いに融合 した像が見出された.その像が無包埋丸ご

と観察法で見出された microtrabeculaeの網工 と一

見似ていたので,∫.E.Heuserは,microtrabeculae

が従来の化学固定を初めとする標本作製過程において変

形融合 した細胞骨格に相当すると結論づけた.さらに,

K.R.Porterが用いた細胞には基本的には界面活性剤

等による前処理が施されていないので,∫.E.Heuserも

なんらの前処理もなしでその線維芽細胞を急速凍結をし

て観察してみた.ところがそんな条件では彼の使用 した

細胞には頼粒状構造が細胞全体に充満しており,細拍内

部の観察は殆んど不可能であった.そしてその後の研究

により,その額粒成分は細胞種により量が様々であるこ

とがわかった.たとえば腸上皮細胞ではそれが細胞内に

充満しており,界面活性剤処理で初めて細胞骨格が明瞭

に観察される.神経軸索では額粒成分が中程度の量なの

で,無処置でも細胞骨格が容易に認められる.

ここで J.E.Heuser等が当初は microtrabeculae

に対 して弱千の誤解をもっていたことに注意 したい.す

なわち microtrabeculaeが従来のいわゆる細胞骨格

以外のものでかつそれらの間をは りめぐらす線維様構造

であることを認識 していなかったのであった.ところが,

急速凍結 レプ リカ法を額粒成分の少ない神経軸索に応用

して初めてそれに気づいたようである.すなわち軸索で

はそれまで観察に用いてきた線維芽細胞と異なり,多数

の細胞骨格線維系が一定の方向に配列している.そのた

めに,それらと走向の異なる3-5nm の太さの細い線

維様構造の存在が初めて注目され,界面活性剤処理によ

りそれらの全貌が明瞭に観察されたからである.その細

い線維様構造は,細胞骨格同志やそれ らと隣接する膜性

小器官や細胞膜 との間に橋わた し状に存在するので

cross-1inker と名づけられた. その後あいついで他

のいくつかの細胞でも,同様の観察によって 3種の細胞

骨格と太さや長さの異なる cross-1inkerの存在が認

められた.こうなると cmss-1inkerは micmtrabeculae

と同じものであることは容易に想像されよう.

著者自身による検討

凍結技法のつくり出す細胞像と化学固定に基づいた従

来の方法による像とには大きな差異があるのだろうか.

この点を調べるためにこれら2つの方法による同種の細

胞を比較観察 した.腸上皮を化学固定して無包埋切片を

つくり観察したところ,細胞基質は非常に細かな粒子の

集合というか一様に均質な高電子密度を示しており,他

の内部構造は不明瞭であった.そして抽出処理を化学固

定前に施すと,微細毛の芯をは じめ種々の太さの線維の

粗な網工が顕わになった.この様相は凍結技法による像

と全 くよく対応するものである.つまり,無包埋切片法

で細胞基質が常に microtrabeculaeの網工 としてだ

け現われるわけではないのである.神経軸索では,無抽

出状態でも,微細管と神経細糸そしてその間を橋わたし

する紬線維がかなりよく見え,それに加えてところどこ

ろに額粒状物質の集合が観察される.この像も凍結法に

よるものとよく対応する.これらの無包埋切片に白金カ

ーボン蒸着を施 して レプリカを作製 して観察すると,両

者の方法による像の類似性が一層明確になる.これまで

の凍結技法を用いた報告にも,化学固定をした後に凍結

エッチングした レプリカ像がしばしば発表され,それら

は化学固定せずに凍結したレプリカ像と大差ないことが

示されている.つまり,化学固定を初めとする従来の試



近藤: 無包埋観察法による細胞の微細形態

料作製法と化学固定なしの急速凍結エッチングレプリカ

法とでは,理念的には前者の方が理想に近いが,それら

の最終像においてはほとんど違いが識別されないのであ

る.凍結技法で額粒状のものは化学固定 ･無包埋切片像

でも同様に観察されるので,可溶性蛋白が凍結により額

粒状になり化学固定で線維状に現われるとしば しば凍結

技法を常用する研究者間でなされる判断は当たらない.

いづれの方法によっても界面活性剤処理等を施さない

正常の細胞の細胞基質は 3種の細胞骨格要素およびより

細い線維状構造と頼粒成分とから構成され,細い線維状

構造は切片では microtrabeculaeとよばれ,凍結レプ

リカでは cross-1inkerとよはれる.そして顕粒成分

は界面活性剤による抽出が容易である.なお化学固定 ･

脱水の過程を経ると急速凍結エッチングによるものと比

較して額粒成分の密度は少なくなるようである.また,

切片は対象の透視像が基調である一方,レプリカは表面

形状が強調されるので,同一対象を観察しても切片では

全体として線維状, レプリカでは頼粒状というように異

なる印象を観察者に与えるようである.

では次の疑問として,無包埋切片像と従来のエポキシ

樹脂包埋切片像とは如何に対応するであろうか.この点

を調べる目的で,同種の細胞を両方の方法で試料作製に

供し,無染色 ･染色両条件で比較観察してみた.無包埋

無染色切片では microtrabeculaeが一様に明瞭にみ

える.無包埋染色切片では細胞小器官全体がコントラス

トを高めるが,microtrabeculaeは部分部分で不均一

に高コントラス トを示す.包埋切片においてはエポキシ

樹脂のコントラス トより高い細胞構成要素だけが観察さ

れることを考えれば,microtrabeculaeは もはや線維

状には認められずに染色により高コントラス トを得た部

分のみが目につき,全体として雲葉状領域として観察さ

れることになろう.つまり無包埋切片で観察されるもの

全てが既に従来の方法による樹脂切片内に含まれており,樹

脂との相対的コントラストの相異によって対象が樹脂切片

では明瞭あるいは不明瞭に見えるだけなのである.

つぎに,可溶性蛋白が化学固定 ･無包埋切片で如何な

る構造を示すかを血清アルブミン(BSA)水溶液を用い

て調べてみた.その結果,蛋白の濃度に比例して網目が

細かくなる線維状網工を示した.約 8%BSA 液は一般

細胞の細胞基質が示す microtrabeculaeの網工と同

様の網目を示す.30%BSA液は網というより板に小さ

な多数の穴をあけたような筒状構造を呈し,50%以上の

BSA 液ではもはやその穴も見られず一様な板状構造が

見られるだけである.一般細胞内の蛋白濃度は 8%前後

365

と推定されており,赤血球内ヘモグロビン濃度は約30%

である.そして赤血球の無包埋切片像は 30%BSA液が

示したのと同様の節状網工を示す.さらに,ゼラチン水

溶液を温度変化によりゾルとゲルの状態に保ったまま化

学国定して無包埋切片観察法により検討してみた.する

と濃度が同じであれば BSA 液とゼラチン･ゾルとは

同様の紬かさの網工を示し,同濃度のゼラチン･ゾルと

ゲルとではゲルの方がずっと細かな網目の網工を示した.

凍緯技法による同様の観察精査が必要であるが未だ詳し

い解析はなされていない.しかし前述の無包埋切片観察

法と凍結 レプリカ法とによる細胞形態の酷似性とを合わ

せて考えると,化学固定,凍結法いづ九の方法によって

も細い線維状構造(microtrabeculaeと cross-1inkers)

のなかには可溶性蛋白由来のものが含ま.れる可能性を無

視することはできなくなる.そうなると,界面活性剤処

理をしない細胞に化学固定あるいは急速凍結を施して観

察した時に出現する細い線維状構造を,そのまま実在構

造と判断するのは早計であろう.抽出処理をして可溶性

成分を除去したうえでなお観察できるものを実在物とす

るのが確実な判断である.

それでは界面活性剤による抽出処理を施した細胞の形

態が意味をもつのであろうか.つまりそんな細胞が依然

として機能を保持して生命現象の解析への実験に供され

るであろうか.その例としてはいくつかあげることがで

きる. 1つはジギ トニンまたはサポニンで前処理した単

離副腎クロム親和細胞であり,それらは leakychr0-

maHincellsとよばれる.培養液に Ca≠や ATPを

加えると細胞内に容易に侵入 してクロム親和穀粒を

exocytosisに導く.こうして分泌されるカテコラミン

はコントロ-ルの10倍量も多い.すなわち抽出処理し

た後の可溶性成分なしの細胞骨格と細い線維状構造だけ

で exocytosisが強力におこるのである. したが って

それらの線維系の変化を解析すれば exocytosisに至る

細胞内機構の解明に近づくことができよう.同様の実験

系は神経軸索にも応用される.抽出処理をして軸索内可

溶性成分を除去しても軸索流が保持されるので,外から

種々の薬剤その他を投与することにより,それらは容易

に軸索内に入り軸索流を停止させたり付活させたりでき

る.このようにして線維系を解析することも重要と思わ

れる.

無包埋切片法のその他の有用性

Polyethyleneglycol包埋 ･脱包埋操作は細胞の形

態に変形や収縮等の悪影響を殆んどおよはきず,非常に
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図 4 1=/.:,卜副腎J7ロム粗相細胞の撫染色無包咋切片 上で tubulinの免疫電銅的

観察を行った例

金コロイドで標識された もubu王inの明瞭な細胞内局在 (矢印)が観察される啓

(:.:ツりJ､開和果粒,M:ミト:･Jントり'~,∴ PM:臣腎股.＼.1111OOO

良好な細胞形態を保存することが判明した.さらをこ額包

埋切片を低粘調度の樹脂で薄く丙包埋すれば従来の樹脂

切片と大差ない良好な微細構造を示す (図 3). しかも

細胞内の種府の物質の抗原性の良好な保存と健包埋ゆえ

の良好な抗体浸透性とをこより,凍結超薄切片法の代りと

なる免疫電離的良法となろう (図4).

片を得て光顕または透過電顕的に観察した後?こ,残存ブ

ロックの切片採取面を脱包埋して遼査電顕的観察をおこ

なうこともL亜巨で:壬＼る.これに上り.叱鋸 ･透過電鋸と

走査電顕的観察を同一細胞組織領域でおこなってそれぞ

れの正確な俊の対応をさせることができるやまた前述の

ごとく無包埋切片に白金力-ボン蒸着をして レプリカを

碍て観察すれば,急速凍結エッチングレプu力演をこよる

のと劣らない非常をこ良好な紬腹の内 8外義政および内部

構造についてのレプリ寿像がより容易をこ得られる.さら

に予め隣接切片で透過電顕像を観察しておけば,望みう

る細胞組織のいかなる部位のレプリカ像も正確をこ解析 し

うる.

お わ り に

ftJ-.I;態芋におtナる絶え間ない技術革新により,今や高分

解竜鋸を川いての無包埋観察も=J能にな-_-た.ところが

研究のうらで methodologyに依存できるL71はいわゆ

る客観的実在論ともいうべき部分であり夢それが科学と

な引こは客観的に.Flえるもののrflかr-n的に応じて意図

的に駅捨選択することか必要となる.そこiこ研究苦の.__i:.

観的発想が大きく稚用するのである.この点を念頭をこお

し､て,この無辺1-l相川一法による細胞L])Jf:1態を追求して い

きたい.なお本論文をこ関連する写桑や図は紙面の都禽上

最小限にとどめた.それこ閲Lては !本誌 j95巻4O9貢,

｢ミクロスコピア｣i巻128頁書および ｢生 体の科学｣

35巻摘9意の拙著論文と随伴する電顕写真等をあわせて

参照いただければ幸甚である.凝後に5年半の在任中

に終始変 らぬ暖かい励ましをいただきました藤田恒美

教授ならびに新潟大学医学部に裏心より感謝申し上げ

蜜す.


