
植 物の 耐寒 性について学ぶ

昭和56年 1月初日から 1月初日に亘って、

北海道新聞に「寒さと植物」という連載記

事がのっていた。道内在住の大方の諸賢は

読まれたことと思うが、山野草愛好者Kも

大変参考になる内特なので、その大意を記

して、各{、?と共に考えてみたいと思う。

これは今年の夏札幌で聞かれる予定の植

物の耐凍性に関する日米セミナ の、日本

側代表となった北大低温科学研究所の酒井

昭教授t亡、厳寒K生きる植物の、さまざま

な形態と条件について語って貰った記録の

一部である。

(1) 

植物の耐寒性の研究は、農林作物の凍害

防止に大きく役立ってきたが、最近の基礎

研究では細胞内の生体膜の変化と耐凍性と

のかかわりあいを解明する方向へと向って

いる。そして遺伝子の凍結保存については

国際的な関心事となってきている。

冷温回避の仕組み

趨冬する多年草は、芽や生長点、を地中や

水中K置いて避寒する。熱帯の高地植物に

は樹幹をコ Jレク層で覆い、冷え込む夜間十亡

は、大きな葉を閉じて頂芽を凍結から保護

するものがある。

高等植物の種子や下等植物の地衣、コケ

類は数%以下の低合水量の状態にまで乾燥

する ζとで、厳冬に対処できる。早春に花

を開くミズパショウK似たザゼンソウは、
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開花期の2週間、肉穂花から発熱して外気

漏より 10数度高い漏度を保つことで知られ

ている。

乙れらは冷温回避の仕組みであるが、細

胞のレベノレで凍結を回避する方法もある。

多くの植物は、気泌が低下ーすると、細胞

内の水を細胞壁外に排出し、細胞の外で凍

らせる。この現象は家庭菜樹でも簡単に確

かめられる。箱の降った朝、ぐったり地面

に倒れた野菜の葉柄を手袋をはめて折ると、

中に氷品が見える。朝IJI場があたるとしおれ

た野菜がぴんと立ち上がるのは、氷が解け、

細胞内に水が再吸収されて、膨圧を伺復し

たからである。

雪国の植物はこのように凍結と融解を繰

り返して冬を過しているが、細胞外凍結で

も、ある限界を超えて凍結脱水が進むと、

細胞は死んでしまう。

凍死に耐える能力

凍死する組度は、撤物の種類によっても

また季節によっても、みな違う o 一般に亜

熱帯→暖帯→蹴帯→亜寒帯と、自生地の気

温が低くなる程、凍死K耐える能力は高く

なる。関東地方が自生の北限であるクスノ

キ、カシ、ツバキなどの常緑広葉樹は氷点、

下 100~17 。、それより北のブナ、ケヤキな

どの温帯落葉樹は氷点下初。以下にも耐え、

さらに寒さの厳しい地域にまで自生するポ

プラ、ヤナギ、シラカパなどの盛寒帯性の

木は、氷点下70
0

以下でも耐えられる。

しかし、冬にはこんなに寒さに強いポプ
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ラにしても、夏の生長している時期は、氷

点下 50の凍結にも耐えられない。

夏の細胞を顕微鏡でのぞくと、液胞が細

胞の大部分を占める水っぽい構造である。

冬の細胞は多量の糖分、タンパク質を含

み、細胞膜の成分も構造も変化している。

植物の冬仕度は、生長を停止して休眠す

るといった消極的なものでなく、夏裂から

冬型への体のっくりかえなのである。生長

停止に関係するのは、臼照時間の長さ〔日

長)である。北緯650

のアラスカの樹木は、

降霜 1ヶ月前の 7月下旬、日長18、 9時間

で、また北緯43。の札幌では 8月上旬、日

長14時間で生長を止める。

そして夏型から冬型へと、細胞を転換す

る。よってアラスカのヤナギを札幌に移植

すると、 5月中旬に開芽し、 6月中旬には

生長が止まる。

札幌の夏至の日照時間は16時間。アラス

カの植物が生長停止する日照時間より短い

から、移植したヤナギは数年後でも盆栽状

である。逆に本州中部山岳地帯に自生する

カラ 7 ツを本道に移すと、 10月中旬になっ

ても生長が止まらず、冬仕度のない俸厳寒

期を迎えて先枯れを起こす。

器官ぐるみの方法

寒さと植物の相関のメカニズムは、ここ

20数年で急速に進展した研究分野であるが、

まだ充分には解明されていない。

植物体内の一部器官が、細胞外凍結に似

た仕組みで凍結を回避している現象も、つ

い2、 3年前に見つかったばかりである。

モミ、 トウヒ、カラマツといったモミ亜

科の針葉樹の冬芽を切断すると、次に新し
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い枝となって伸びる芽が、多数のりん片に

囲まれているのが見える。

ζの芽一枝状原基の基i誌にクラウンと呼

ばれる膜質の薄い構造体がある。むき出し

にされた枝条原基は、氷点下100

にも耐え

ないが、冬芽のなかでは氷点下50
0

でも凍

らないで生きている。

一つの器官ぐるみの凍結回避の方法なの

で、器官外凍結という。

(2) 

小麦もコーヒーも

夏から冬に向かつて植物細胞は体質変化

を行うから、厳寒期の寒さよりも、むしろ

春や秋の晩霜や初霜の方が、農林作物に多

く被害を与える。

わが国は夏作物のイネが主要作物であり、

イネの冷害への関心が高く、早くから研究

された。一方アメリ力、力ナダ、ソ述、東

欧の諸国では小麦、ライ麦などの冬作物が

重要である。冬の冷え込みが日本より厳し

いこれらの国で、横物の凍害研究が始まっ

たのである。

ソ連は 2年続きの不作に見舞われたが、

数年前にも冬小麦が凍害を受け、大量の小

麦を緊急輸入して国際価格の高騰を引き起

こした。この時はソ連だけでなく、アメリ

力、カナダの穀倉地帯が翌年、異状低温K

見舞われている。

植物の寒害、発生原因の解明、防i徐対策

は、われわれの日常生活に密接に関連して

いる。主要作物だけでなく、 I瞥好作物の研

究も同様に必要である。 6年前の冬、ブラ

ジノレのコーヒー栽培地が寒さで被災して、

わが国の喫茶庖のコ ヒー代が、ぴんとは
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ね上ったのは記憶に新しい。コーヒ の成

本は凍結に耐えられない。最低零下 7
0

の

気温が約 6時間続いたら、プラジノレ南部の

パラナ州では樹高 2、 3mの成木の70%約

6億本が枯死した。

ブラジJレのコーヒ←生産は世界の25%を

占めている。隣国のコロンビアも同時に被

害を受け、その後 3年間コ ヒ の国際価

格の高値をもたらした。

極東寒波を契機に

1963年から64年にかけては、異常な極東

寒波が襲来し、わが国の林木、かんきつ類、

茶樹などは大きな被害を受けた。

これが一つのきっかけになり、従来から

凍害の研究を進めて来た農林省の各試験場、

研究機関の支援のもとに、 1966年に北大低

温研内に植物凍害科学部門が設立された。

農林作物の寒害は、いわば自然界での壮

大な凍結実験である。地域、寒さの度合、

冷え込みの時期、冬の乾燥度、土壌の条件

によって、同ーの作物でも被害の現われ方

が異なる。自然の現象は複雑であるが、各

種の災害を観察し研究するにつれて、発生

の要因と被害の現われ方が類型化されてき

た。一口に寒害と言って来たのが、凍害と

寒乾害に分けられる ζ とが明らかになった。

凍害は植物がある限度以下に冷やされる

ζ とで起こる。

特に耐凍性を高めていない初冬や、春に

成長を初めて耐凍性を失う時期の晩霜で害

を受けやすい。本道ではトド 7 ツは 5月下

旬に芽を開くが、 6月中旬、時には 7月上

旬になっても降霜があり、造林上の障害に

なっている。

道東に多い寒乾害

戦後拡大造林が提唱され、天然林を大規

模に伐採Lた裸地にトドマツを植えたとこ

ろは、 30年後の今日も寒害、病害虫、雪害

のため成林成績が良くない。

このため10年ぐらい前から皆伐造林をや

め、夕、ケカンパといった落葉樹をある程度

残L、その樹下に植栽するようになった。

トドマツ、アカエゾ7 ツの幼木は落葉樹

の下で生長し、やがて落葉樹と針葉樹の混

交林となる。両者の生長度に合わせて落葉

樹を間引くと、立派な針葉樹林となる。こ

の方式で造林地は見違える程良くなった。

士嬢の凍結地帯では、冬の閥、棋が吸水で

きない。この状態で日射や強風で水分の蒸

散を促されると乾燥死する。

これが寒乾寄である。北関東の北向き斜

面は土壌が凍り、乾燥した季節風の吹きさ

らしに合う。この地方では古くから、スギ

の造林後 1、2年間は12月苗木を倒して士

をかげる土伏せが行なわれる。寒乾害を防

ぐ古人の知恵であった。

本道では積雪が少なく、乾燥が厳しい冬

の道東でトド 7 ツ、アカエゾマツの寒乾害

が大規模に発生する。とうした冬にはミヤ

コザサも枯れ、春から初夏にかげ、山野は

赤く焼けたようになる。

1961年 5月、両陛下を迎えて植樹祭が行

われた。 1万人が 3万本のアカエゾ7 ツを

支勿湖畔の台地に植えたが、眺望を良くし

ようと防風林を切ったために、苗木は残さ

れた防風林の後背地を除いてほとんど全滅

した。再度植林したがまたも枯死、 3度目

の冬に思いがけない大雪で苗木が埋もれ、
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夜間

土伏せと同じ効果を発保して、漸く寒乾害

をまぬがれ、今では立派なアカエゾマツの

成林になっている。

(3) 

北大で育つヤナギ

酒井教授は、細胞をゆっくり冷却し、細

胸外凍結で細胞内の水分を十分に脱水して

から急速冷却しても、細胞内の水分は殆ん

どないから、細胞内凍結は起きにくいと考

えた。とれが人為的に細胞外凍結を起こす

予備凍結法である。

北大構内のヤナギ、ポプラ、クワの皮層

細胞を氷点下 50で凍結、さらに氷点下100

から500 まで予備凍結後に、液体窒素(氷

点下 200。近い)K 1時間投入した。

それを 1ヶ月後に調べたところ、氷点下

加。から 300

まで予備凍結した校は生き

ていた。 1955年のことである。

その後 1961年には絶体零度に近い 2690 

の液体ヘリウムでも成功した。その完全な

蘇生を実証するため、細胞の切片の実験だ

けでなく、長さ 2.30cmの枝を冷却処理後

に発芽、発根させた。その記念のヤナギが

2本、今では大きな枝を伸ばしている。

増殖技術にも応用

地上の植物35万種のうち食用・薬用・観

賞用の有用植物は 2万種、栽培穏はその十

分のーで、特に大切Kしているのは数百穏

に過ぎない。

人類は生産性の高いものだ貯を残し、生

産性の低いものは、ほかK良い性質があっ

ても切り捨てた。しかし気候の変動や産業

技術の進歩で、無視して来た品種が有用種

に変わる可能性もある。
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1960年代から遺伝資源の保存(ジーン

・パンク)が国際的な関心事になってきた。

遺伝子の保存には、種子保存や継代栽培

が行なわれてきたが、手間もかかり、環境

汚染の碩からも困難になっている。

その点凍結保存は、遺伝的変化が少なく、

数年間の長期保存に耐える。しかもイチゴ

のランナ のように、凍結処理する事で、

一同体の生長点部位が数百個体となる。と

の大量生産システムは米国で実用化されて

いる。

イネ、サトウキビ、ノミレイショ、力 ネ

ーションの生長点をアンプノレに入れ、液体

窒素で凍結保存する同際協力事業も数年後

には具体化する。好i物の{氏損保存の限界を

探る基礎研究が、今や最先端の応用妓術と

して脚光を浴びている。
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