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プロトコール（実験記録）の書き方
関

水

和

久

キュリー夫妻のプロトコールから、
彼らの指紋がオートラジオグラフィーで検出される、
という話は有名である。私は教室の大学院生諸君に対して、プロトコールをきちんと書く
ように言っている。プロトコールの書き方にきまりはないが、私が恩師の水野伝一、名取
俊二、両先生から教わった方法について紹介してみたい。
私は、ひとつの実験ごとにプロトコールを書くようにしている。アイソトープを使った
生化学実験はたいてい1日で終わってしまう。場合によっては数日間実験を継続し、それ
についてひとつのプロトコールを書くこともあるが、できるだけ短い期間に仕上げるのが
効率的である。
プロトコールは、
「目的」
「方法」
「実験」
「結果」
「考察」の各項からなる。
「目的」では、
実験によって何を明らかにするかを示す。
「目的」の設定においては、できるだけ答えが
はっきりでるように工夫するべきである。可能な限り、結果がイエスまたはノーとでてく
るように「目的」設定する。この「目的」をうまく書けるか否かが実験の成功不成功を決め
る。黙っていると、
「電気泳動を行う」や「塩基配列を決定する」
、といった実験手技を「目
的」として書く学生がいるが、それらは、
「方法」であって「目的」ではない。
「方法」では、
「目的」を達成するための実験計画の概要を記述する。実験を始める前の
この段階で、どのような結果が得られたら「目的」を達成したと判断するのかという基準
（クライテリア）を明確にしておくことが重要である。
「実験」の項には、文字通り実験の進行状況を詳述する。得られたデータをグラフや表
にまとめるのも「実験」の項にあたる。狭義の意味での実験記録はこれを指している。実
験の再現性を得るためには、条件を正確に記録する必要がある。生化学実験の場合には、
時刻、用いた器具や材料の由来等の記録が重要である。私は自分自身でプロトコールを書
く場合、全ての試薬のロット番号を記載するように努めている。また、
「実験」の項は実
際に実験をやりながら書くべきである。後で思い出しながら書いているようでは、生きた
プロトコールとは言えない。前述のキュリー夫妻のプロトコールの話はその重要性を語っ
ている。
「結果」では、次の「考察」を導くための客観的事実を箇条書きにする。
「結果」に基づい
て「考察」を書く。その際、
「目的」が達成されたか否かについての判断を最優先に書くよ
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うにする。次の実験の提案もそこでなされることになる。
「目的」から「考察」に至るプロトコールの作成を反復してゆくことにより、データを集
積し、ひとつの体系へと自分の考えをまとめてゆくのである。そこに実験科学の醍醐味が
ある。上に述べた「目的」
「方法」
「実験」
「結果」
「考察」の各項は、それぞれ、投稿論文
の INTRODUCTION, MATERIALS AND METHODS, FIGURES AND TABLES, RESULTS,
DISCUSSION に対応している。したがって大学院生諸君にとって、毎日プロトコールを
しっかり書く訓練をすることは、論文を書けるようになるためにも必要である。
（大学院薬学系研究科）

放射線イメージング技術を用いた植物内水動態の解析
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１．はじめに
植物において水はとりわけ重要な意味を持っている。植物は土壌中から水分並びに養分
を吸収するが、そのうち大半の水分は蒸散により植物体外に放出されてしまう。このよう
な水の動きは植物活動の中心であり、水動態の研究が進むことで植物活動の理解が進むこ
とが期待できる。しかし、植物における水動態の知見は非常に少ない。その理由の一つと
して、実験手法の未発達が挙げられる。つまり、水動態を研究する場合には、実験対象が
根圏（根─土壌の関係）であっても茎であっても、非破壊で実験を行わなくてはならない。
そこで、筆者らは非破壊分析法として優れている放射線を利用する方法を模索してきた。
その一部を紹介したい。
２．根圏のイメージング─中性子線の利用（NRG）
一般に、物体の透過写真をとる場合には、レントゲン写真で代表されるように、X 線が
用いられている。X 線は原子番号が大きい
元素ほど透過しにくい性質があり、それを
利用して透過写真が得られる。一方、中性
子線の透過度は原子番号の大小ではなく核
の性質による。特に1H の原子核において
は透過係数が非常に低くなる。原子炉（軽
水炉）で減速材や冷却材として水（H2O）が
使用されるのも、この性質を利用したも
のである。よって、植物体の中性子線透
過像を撮影した場合には、水の透過像が得
られることになる。この撮影方法は NRG
図1 NRG で撮影したカーネーションの様子
（Neutron Radiography）と 呼 ば れ て い る。 右図）NRG 像。水分量が多いところほど白く表さ
図1はカーネーションの水分布を撮影した
ものである。

れる。
左図）花の貼り付けなどはアルミニウムテープを
用いた。
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この手法を用いて、根圏の水分布の可視
化とその解析を試みた。その結果、土壌中
の水分に比較して根中に水が大量に存在す
ることから、普段見ることのできない土壌
中の根の様子を可視化することができる。
また、周囲土壌中の水分布も非破壊状態で
調べることができる（図2）
。そこで、根の
極近傍における水動態の解析を行ったと
ころ、酸性土壌の生長阻害要因であるアル
ミニウムを土壌に添加すると、根近傍の土
壌水分量が減少することが判明した（大國
他、2001）
。
NRG の他の応用例として、種子が発芽
する際の水分吸収動態解析がある。植物は
次世代へと遺伝子を残す際に種子を形成す
るが、種子は冬の寒さにも耐えられるよう
に水分含量が非常に低く設定されている。
温度と酸素と水分量の条件がそろった場合
に発芽することから、その際の水の動態に
ついて NRG で解析を行った。図3に示すよ
うに、トウモロコシの種子は水に浸した後
数時間で中心部位にある胚の部分に多量の
水分を蓄積した。一般に商品作物の種子に
は付加価値を高めるために、プライミング
処理と呼ばれるものが施されるが、これは
保存される種子中の水分管理と化学薬品の

図2 ダイズの根の中性子透過図
上図）根の中の水は、周囲の土壌中よりも大量で
あるので、根の透過図が得られる。また、
土壌中の水分分布も得られるため、根圏に
おける水動態の解析が可能である。
下図）上図から水量をｚ軸で表した。水が多いと
ころが浮き出て表されている。

添加により、発芽率を高め発芽時期をコントロールすることを目的としている。よって、
種子中の水分布について詳細な解析が必要であるが、そのためにはより高い分解能が必要
であろう。

図3 種子の NRG 像
高さは水量を表している。
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図4

植物におけるポジトロン放出核種の経時的な取り込みとイメージング

３．ポジトロン放出核種による植物体内元素のイメージングと水動態の定量
植物体内元素のリアルタイムの動きを調べるためには、非破壊手法の開発が不可欠で
あり、その手法の一つとして、ポジトロン放出核種の利用があげられる。ポジトロン放出
核種を用いたイメージングは、PET（Positron Emission Tomography）と呼ばれ、ガン診断
や脳機能の研究等、医学分野において発展してきた。ポジトロン放出核種の特徴は、核種
より放出されたポジトロンが消滅する際に二対のγ線を互いに反対方向に放出する性質を
有しているところであり、その性質を利用してポジトロン放出核種の位置を割り出し画像
化するのが PET である。本手法を、厚みのある人体ではなく平面な植物に応用するため
には新たな検出系の開発が必要である。そこで図4
に示すような計測系が日本原子力研究所高崎研究所
と浜松ホトニクスにより開発された。この計測系は
非破壊で経時的なイメージングを可能とした一方、
問題点も残されている。まず、動物組織に比べて植
物組織は薄いので、ポジトロンの持つエネルギーが
高いと組織から抜け出したところでポジトロンが消
滅してγ線を放出するため、組織の厚さにより計数
効率が著しく異なる事象が生じる。また、分解能は
2.4mm 程とまだ低い。水動態を解析するためには
15

O により水をラベルすることが望ましいが、15O の

半減期が2分と極めて短いために、この実験系では
18

F を用いて水の流れを解析した。
試料として用いたササゲはアジア・アフリカの半

乾燥地で生育できる重要なマメ科の穀物である。乾
燥状態で他の植物と比較して光合成能が高く、葉の
水分ポテンシャルも保たれることが知られている。 図5 ササゲの中性子ラジオグラフィ像
実際に前述の NRG で撮影してみると、図5のように
なった。つまり、初葉と第一本葉の間の節における
水分量が他の節と比較して多いことが示され、貯水

白いところほど水分量が多い。上
図はそれぞれ茎部の断面図。下図は
他のマメ科植物の中性子ラジオグラ
フィ像。
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−

図6 ササゲとインゲンの F （水のトレーサー）吸収動態
左図は、測定ターゲット図。右図は乾燥処理前（上図）と乾燥処理後（下図）

組織として機能していることが予想された。他のマメ科植物ではこのような組織は見当た
らなかった。次に、乾燥時の吸水能について調べてみた。ササゲとインゲンを用い、18F
をトレーサーとして用いて水動態を比較した。その結果、ササゲでは乾燥処理化でも吸水
能を維持することが示された（図6）
。
以上の結果は、ポジトロンの性質を利用して非破壊で水を解析できるという利点を生か
したものである。しかし、測定結果はあくまでも相対値であり同一箇所における水分値の
比較をすることのみ可能であった。そこで、水量を完全に定量できる実験系の作成を試み
た。今回は水のトレーサーには、15O 標識水を用いた。
15

O が半減期2分と非常に短いため、サイクロトロン

で作成した後すぐに実験に供しなくてはならない。
15

O を作成する傍らで実験をするという条件の整って

いる放射線医学総合研究所において実験系を組んだ。
図7に示すように、ダイズの茎部（直径3mm）を1cm の
BGO（bismuth germanate: Bi4Ge3O12）検 出 器 で 挟 み、
その部位の15O 標識水量の定量を試みた。15O 標識水
量とカウント数の検量線作成にあたっては、BGO 検
出器で測定後、測定した同じ部位の茎を1cm の長さで
切りだして井戸型式ガンマーカウンターで測定する
ことにより求めた（図8）
。ダイズに15O 標識水を供し
たところ、茎中の15O 標識水吸収動態は図9のように
なった。一見なんの変哲もない吸収動態であるよう
に思えたが、我々が当初予想していた以上に多くの
15

O 標識水を茎に輸送していることが分かった。つま

り、測定ターゲットである長さ1cm の茎中の導管の体
積は約2μl であるのに対して、300秒（5分）で既に導管

図7

15

BGO 検 出 器 に よ る O 標 識 水
吸収実験茎を2つの BGO 検出器
ではさんでいる。
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図8

15

BGO 検出器によるカウントと茎中 O
の放射能量
傾きは計数効率：0.12％

15

図9
O 標識水の茎における吸収動態
測定ターゲットに吸収された水分量は300秒
で導管体積を上回ることがわかる。

体積以上の15O 標識水をその茎に輸送していることになるのである。土壌より吸収された
水は導管を通り葉より蒸散するまでどのような経路をたどるのか、これまで定量的に知る
方法が無かったが、本研究で、導管は非常に活発に導水を周囲組織へと移動させているこ
とが判明した。この発見も、15O 標識水を完全に定量することができたからこそ得られた
結果であった。現在さらに詳細を追跡中である。
４．おわりに
植物体内の水動態を研究するためには放射線測定手法は非常にパワフルな武器である。
後半の、ポジトロン放出核種（15O など）の植物への応用はまだ始まったばかりであるが、
今後、測定技術が進歩することによりさらに、これまで明かされなかった植物の水分生理
が発見されると予想される。
謝
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●センター日誌

産業医による職場巡視が行われる
去る7月2日（金）13時30分から約3時間に
わたって、東京大学産業医による初めての
職場巡視が実施された。
4月の国立大学法人化に伴い、本学の安
全衛生に関する事項を規定する法が人事院
規則から労働安全衛生法に変わったことに
より、産業医の選任が必要となり、同法に
より定期的な職場巡視が定められた。
当日は、センター担当の産業医、岩澤邦
明助手のほか、
産業医の大久保靖司助教授、
中谷充助手（いずれも保健センター）が同
行された。
巻出センター長より、センターの概要、
安全衛生管理にかかる職員・学生等への教
育等、センターの取組み状況について説明
の後、建物の5階から順次1階まで巡視が行
われた。各研究室、実験室、放射線管理室
等を丹念に見て回り、一部については、時
間の都合上、次回巡視の際に行うこととなった。
終了後、各産業医より講評があり、一部のボンベや薬品棚の固定が不十分、タコ足配線
や水回りのコンセント等の指摘があったが、総体的に建物内は清潔で、セキュリティの面
でもきちんと対応しているとの評価であった。
指摘のあった点については、早速改善を図ることとなった。

自衛消防訓練を実施
去る6月25日（金）13時30分から約1時間半
にわたって、教職員及び大学院生等約30名
の参加者を得て自衛消防訓練を実施した。
講義室で防災対策ビデオ上映と説明の
後、緊急時における連絡先、自衛消防隊の
各自の役割分担、各室の防火担当者・火元
責任者、各階の消火器設置場所、避難誘導
路等の説明を受けた。
その後、屋外にて普段消火器の使用訓練
をする機会が少ないと思われる大学院生等を中心に消火器を使った訓練を行った。
平成16年4月28日

裁量労働制についての説明会実施

5月21日

安全衛生ガイダンス実施

6月25日

自衛消防訓練

7月16日

平成16年度第Ⅰ期共同利用終了
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9月6日

平成16年度第Ⅱ期共同利用開始

教育訓練の実施
平成16年7月20日〜22日

新規放射線取扱者講習会第117回 RI コース（A、B）

7月16日

新規放射線取扱者講習会第86回 X 線コース

7月12日〜13日

理学部生物学科

9月6日〜17日

理学部化学科

学生実習
学生実習

●委員会だより
○放射線・安全衛生管理委員会

平成16年5月24日（月）開催

○放射線・安全衛生管理委員会

平成16年7月 2 日（金）開催

○運営委員会

平成16年7月 9 日（金）開催

○放射線・安全衛生管理委員会

平成16年7月12日（月）開催

○センターニュース編集委員会

平成16年7月23日（金）開催
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博士課程半ばで退学し、農学部 RI 施設の管理の職を得てはや1年が経ちました。
学生から教職員へと立場が変わったことで、このセンターニュース編集委員を始
めとして様々な分野の方々と交流できることに幸せを感じているところです。RI
の利用に関しても多種多様の実験を知ることで、未熟な自分が少しずつ向上する
ことを期待しているところであります。研究紹介にあるように、中性子利用と植
物内水動態という一見関係のない分野同士が融合して生まれた研究に携わったこ
とのある私としては、今後も様々な分野に目を向けていこうと考えています。こ
の歴史あるセンターニュースが交流の場となり、皆様の研究に新たなアイディア
が付加されますことをご期待申し上げております。

（田野井慶太朗）
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