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麻酔と植物─麻酔分子はなぜ外界への応答を失わせる
のか ?
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Anesthesia and plants : Why do anesthetics extinguish a response to external stimuli in plants?
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Kitami Institute of Technology

Anesthesia was firstly discovered in the 19th century and has been essential for many medical treatments such as surgery. Nevertheless, the
action of anesthetics on nerve cells how the drugs induce the state of unconsciousness remains largely unclear. One of the big mysteries is that
many anesthetic molecules share no or little similarities in atoms and structures. Even chemically-inert xenon gas is known to be an excellent anesthetic. It makes the study of anesthetics challenging to find out the target of the drug molecules in the biological systems. Besides animals, narcotic drugs have a broad effect on living organisms, including plants. French physiologist Claude Bernard performed the immobilization of the
mimosa plant with diethyl ether anesthesia in the late 19th century. I reproduced the experiments of Bernard and tried to see what happens in living
plant cells under anesthesia using current research techniques. Here I would like to introduce my results and discuss the possible action of anesthetics.

はじめに
麻酔効果をもつ分子は 200 年以上前に偶然発見され

このように麻酔の発見以来，現在に至るまで世界中で大
量の麻酔薬が合成され，医療現場で日々消費されている．

た．例えば，化学者であるジョセフ・プリーストーリが亜

しかし，麻酔作用を持つ分子がどのようなメカニズムで細

酸化窒素（笑気ガス）を発見したが，当時，特別な用途は

胞に作用し，外界への応答（意識）を失わせるのかについ

特に見いだされなかった．ガスを吸入すると少し酔った気

て，未だ多くのことが不明のままである．作用の解明が困

分になり，アルコールのように二日酔いも起こさないこと

難な大きな理由として，以下の特徴がある．麻酔作用を持

から，パーティーで楽しむガスとして貴族の間で利用され

つ数多くの分子種の間に，化学構造や構成原子に類似性が

ていた（比較的高価であったため）
．亜酸化窒素に加えて，

ない，または低い点である．なかでも化学的に不活な希ガ

ジエチルエーテルなどの蒸気も同様に陶酔作用があること

スであるキセノンが優れた麻酔効果を持つことが，問題を

が知られるようになった．その後，電磁気学分野で大きな
貢献を残したマイケル・ファラデーが 1818 年にエーテル

余計にややこしくしている．つまり，神経細胞における特

蒸気が痛みを伴う治療に利用できるのではないかと記して
いる（Bergman 1992）
．それに引き続き多くの医師たちが

こういった麻酔の捉えどころの無い性質に，多くの科学者

相次いで，全身麻酔の成功の栄誉を目指して熾烈な競争を

麻酔にかかる，という現象は生物学的には何が起こって

行った．ついに，アメリカの歯科医師であるウィリアム・
モートンが 1846 年 10 月 16 日，
世界で初めてジエチルエー

いるのだろうか．動物だけでなく，神経細胞を持たない微

テルを用いた全身麻酔により，首から腫瘍を除去する公開

れると思うが，実際に麻酔にかかるのである．本稿では，

手術を成功させた．この日は，その後の医療の発展に大き

植物が麻酔研究に用いられた歴史と，それに触発された筆

く貢献したことから「エーテルの日」と呼ばれている．こ

者が現在行っている植物麻酔研究の結果と展望について紹

の日よりも以前は，英単語の「surgery ＝手術」と「pain

介したい．

＝苦痛」は同義語であったことが知られている．つまり全
身麻酔は手術から，耐えがたい苦痛を取り除き，その後の
医療技術の急速な発展に大きな恩恵をもたらした（Rinaldi
2014）．
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定のターゲット（受容体，チャネルなど）の想定が難しい．
が魅了され，麻酔の発見以来様々な研究が行われている．

生物や植物も麻酔の効果がある．植物に麻酔 ? と訝しがら

「麻酔にかかるものこそ生命」
筆者がポスドクとしてドイツ・ボン大学に滞在中，
とある機会に一冊の古書を手にした．それは 1878 年にフ
ランスで出版されたもので，
「動物および植物に共通の生
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図 1 ベルナールの実験．（左図）動物と植物の呼吸を調べる実験装置．（右図）ガラス容器内でオジギソウにエーテ
ル麻酔をかけている．

命現象に関する講義（原題 : Leçons sur les phénomènes de
la vie communs aux animaux et aux végétaux）
」というタイト

したベルナールは，麻酔を用いて様々な実験も行っている．

ルであった（Bernard 1878）
．フランス語はまったく理解で
きないが，タイトルに animaux（動物）と végétaux（植物）

という状態に陥り，一時的に停止することを見出した．麻

と読める単語があることに興味を持った．著者は，フラン
スの医学・生理学者，クロード・ベルナール（1813-1878）

麻酔から醒めることを説明した．このコロイド凝集により

であり，彼は「ホメオスタシス」の概念を確立したことで

せ，植物であるオジギソウは接触刺激へ応答ができなくな

有名である．当初，ほとんど文章は理解出来なかったが，

る．麻酔薬が，細胞で構成させる生命体にとって普遍的な

書中には興味深い実験の挿絵が沢山掲載されていた．例え

効果を持つことを示した．そして，麻酔に影響を受ける
「何

ば，二つの小さなガラス容器の中に動物と植物が並列して
収容されている（図 1 左）
．これは，
「呼吸」が植物と動物

か」が，生命が外界へ応答するための基本要素であると考

に，
共通して存在することを調べるための実験装置である．

かる性質をもち，そうでない（麻酔にかからない）ものは

現代では，生理学レベルの研究においては動植物を並列に

死んでいる」とまで述べた．まさしく，ベルナールの着目

用いることが少ないので，本書で紹介されている実験の

した「何か」が麻酔の作用点であり，この実体については

数々には斬新な印象を受けた．さらにページをめくったと

現在も多くのことが不明のままである．

ころで，植物に麻酔をかけている実験のイラストを発見し
て驚いた（図 1 右）
．ガラス容器の中にオジギソウを入れ，

ベルナールは，麻酔処理下では原形質流動がコロイド凝集
酔から回復することで再び流動が開始する．これによって
細胞が外界へ応答できなくなり，動物の場合は意識を失わ

えた．ベルナールは「生きている，ということは麻酔にか

麻酔にかかるオジギソウとハエトリグサ
筆者は，ベルナールの植物の麻酔実験と，生命が外

エーテル（ジエチルエーテル）を含ませた海綿を入れる．

界へ応答することについての考察に強く感銘を抱いた．ま

そうすると，エーテルの蒸気によりオジギソウは麻酔にか

た，麻酔のメカニズム自体にも不可解な点が多いことに興

かった状態になり，葉に刺激を与えても葉を閉じることが

味を持ち，ベルナールの実験の再現を行った．オジギソウ

できなくなる．ガラスを取り除くと，オジギソウは麻酔か

をガラス容器に入れ，15% のジエチルエーテル蒸気で処

ら醒めて再び葉を閉じるようになることが示されている．
ベルナールの目的としたものは，動物や植物を含む生命

理したところ，1 時間後には完全に葉の接触刺激への応答
が失われた．その後，薬剤を完全に除去して約 7 時間後に

に共通する「ホメオスタシス」（本書では，内部環境＝
Milieu intérieur と呼んでいる）の維持の仕組みを証明する

は葉の応答が完全に回復した．実験後にオジギソウは枯れ
ることなく元気に生育した（Yokawa et al. 2018）
．オジギ

ことである．そのため，ベルナールは動物だけではなく，

ソウのような素早く動く植物を利用することで，接触刺激

植物や微生物（酵母など）を用いた研究も行った（Bancroft
and Richter 1930）
．当時，麻酔の作用が世間に知られ始め

により麻酔にかかってかどうかを簡単に確認できる．

ており，麻酔薬の効果である「外界への応答消失」に着目

リグサも動く植物として麻酔実験に使用した．ハエトリグ

この観点からオジギソウに加え，食虫植物であるハエト
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サは，葉の内側にある感覚毛が刺激されると葉を瞬時に閉

1899 ; Overton 1901）．筆者はこの仮説に基づき，麻酔処

じる．このハエトリグサもオジギソウと同様，15 分のジ

理下での細胞膜の挙動を観察するため，シロイヌナズナ
（Arabidopsis thaliana L.）を用いた実験を行った．シロイヌ

エチルエーテル処理により応答がなくなり，麻酔薬除去に
より再び麻酔から復活することも確認した（Yokawa et al.

ナズナはオジギソウのような素早い動きを見せないが，根

2018）．ハエトリグサは接触の刺激により生じる活動電位

は半透明な組織であり麻酔処理下において細胞のリアルタ

が葉の運動を制御していることが知られている（Forterre
et al. 2005）．そこで，麻酔処理下のハエトリグサの葉にお

イムの顕微鏡観察に向いている．さらに，植物も動物同様

ける活動電位の計測を行った（図 2）
．100 秒ごとに感覚毛
を刺激すると，図 2 下のように下向きのスパイクが記録さ

ブレントラフィッキングが備わっていることが知られてお
り，関与している因子に類似点が多い（Jurgens 2004）．

れる．ジエチルエーテル処理の開始後，徐々に活動電位が
失われはじめ，15 分後には活動電位が完全に消失した．

根の細胞膜は脂質二重膜の染色試薬である FM4-46 で染
色し，Brefeldin A の処理によりエンドサイトーシスの可視

この状態では，感覚毛を何度刺激しても葉は閉じない．つ

化を行った．ジエチルエーテルやリドカイン，さらにキセ

まり，
ハエトリグサは完全に麻酔にかかっているのである．

ノンによる麻酔処理を行った結果，根の細胞におけるエン

さらに，ジエチルエーテルを除去した直後から活動電位が

ドサイトーシスが，ジエチルエーテルとリドカインの処理

徐々に復旧し，ハエトリグサの接触への応答も復帰してい
くことが分かった．興味深いことに，ここで使用した麻酔

でほぼ完全に抑制されたのに対し，キセノンで促進される
ことを明らかにした（Yokawa et al. 2018）．エンドサイトー

の濃度や覚醒にかかる時間などは，ヒトを初めとした動物

シスを初めとしたメンブレントラフィッキングは真核細胞

と同程度である．つまり，個体の大きさに差はあっても麻

に広く見られるダイナミックな膜の制御であり，重要な細

酔分子は細胞レベルで作用していることが考えられる．

胞イベントである．動物の神経細胞にとっては，神経伝達

にダイナミックな細胞膜の挙動制御メカニズムであるメン

それでは，ジエチルエーテルが活動電位を消失させるメ

にとってなくてはならない機能である．つまり，麻酔にか

カニズムはなんだろうか ? 最近，ドイツ・ヴュルツブル

かっている動物の神経細胞においても，正常なメンブレン

ク大学との共同研究を通して，ハエトリグサのグルタミン
酸受容体 GLUTAMATE RECEPTOR LIKE（GLR）が麻酔の

トラフィッキングがかく乱されていると考えられる．ただ

感受に関与していることを明らかにした．ハエトリグサに

先述のグルタミン酸受容体のような別の因子への作用を通

活動電位を生じさせるためには，感覚毛が折り曲げられる
部位の細胞（podium cell）でのカルシウム輸送の活性化が

したものによるのかを明らかにするためには，今後さらに

必要である．Podium cell 特異的に発現するカルシウムチャ

胞の要素に着目して，植物を実験モデルとして用いること

ネルのなかで，グルタミン酸に応答してカルシウム輸送を
行う GLR3.6 型カルシウムチャネルというものがある．今

で，謎の多い麻酔薬の作用機序について何かヒントが得ら

回，グルタミン酸を感覚毛に滴下するだけで葉が閉じるの

今回の結果が，薬剤が膜脂質に直接作用したのか，または

変異体等を用いた研究が必要である．動植物に共通した細

れるかもしれない．
種子発芽と麻酔

に対し，ジエチルエーテルで麻酔をかけるとグルタミン酸

本節では，麻酔と植物特有の現象に関する面白いト

滴下に応答しなかった．このことから，ジエチルエーテル
が GLR の阻害を通して葉の刺激への応答を抑制している

ピックスを紹介したい．発芽に光刺激を必要とする光発芽

ことが予想された（Scherzer et al. 2022）
．しかし，ハエト

ことに，ジエチルエーテルやクロロホルムなどの薬剤処理

リグサは他種の麻酔薬でも動かなくなるので，結果につい

を事前に施すことにより，暗黒化においても光発芽種子が
発芽することが報告されている（Tylorson and Hendricks

ては今後さらなる検討が必要である．
麻酔下の植物細胞

種子は吸水させても，暗黒化では発芽できない．興味深い

1979 ; Taylorson 1982）
．麻酔薬が，発芽開始に必要な何ら

麻酔をかけられている間，細胞の状態はどのように

かのプロセス（おそらくフィトクロム関連）を暗闇でも活

変化しているのであろうか ? 異なった化学種による麻酔
の効果を，包括的に説明する仮説として Meyer-Overton 則

性化，または発芽抑制しているものをブロックした結果と

というものがある．1900 年前後に，マイヤーとオヴァー

また筆者は，継続的な麻酔薬処理下では植物種子は吸水

トンがそれぞれ独立して発見した法則である．彼らは，分
子構造の異なる様々な麻酔薬の共通点として，脂溶性であ

または光刺激があっても休眠状態を維持することを報告し
た（Yokawa et al. 2018）．実験で用いたコショウソウ（Lep-

ることに着目した．オリーブオイルを用いた実験により，

idium sativum L.）の種子は通常，吸水から 24 時間後には

複数の麻酔分子の持つ脂溶性の高さと麻酔作用の強さに相

ほぼ全て発芽したのに対し，ジエチルエーテル，キセノン，

関が見いだされた．
つまり，
麻酔が脂質に富む細胞膜をター

リドカインやジエチルエーテルの存在下では，発芽を開始

ゲ ッ ト と し て い る の で は な い か と 考 え ら れ た（Meyer

することができなかった．驚くべきことに，麻酔薬剤を除

考えられているが，詳細は明らかになっていない．
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図 2 ハエトリグサのエーテル麻酔実験．（上図）麻酔下におけるハエトリグサの葉の活動電位を計測中．（下図）活
動電位の記録．各スパイクは感覚毛を刺激することにより生じさせている．

去すると全ての種子発芽が一斉に再開する現象が観察され
た（図 3）
．発芽に適した環境が整っているにもかかわらず，
麻酔薬の存在下では種子の休眠状態が強制的に維持され続
ける．まさしく，麻酔が種子の環境応答を消失させたわけ

時間の麻酔処理により，植物が「深く眠る」ことで越冬し
たと勘違いすると新聞記事としての報道が残されている
（“Putting Trees Under Chloroform”, Dunstan Times, 1920.）．

である．これらの結果から，種子の休眠打破のプロセスに

この時代には花の開花時期の促進に関する研究が盛んであ
り，実に 33 種類のガスに効果があることが報告されてい

麻酔分子が影響を与えていることは明確であり，植物の発

る（Vegis 1965）
．そのなかにはクロロホルムだけでなく，

芽メカニズムに麻酔薬を用いた研究の可能性も同時に考え

麻酔薬であるジエチルエーテルや抱水クロラールも含まれ

られる．

ている．また，テントで覆われた樹木にクロロホルム麻酔

新たな麻酔薬の利用展望
麻酔のメカニズムから少し離れて，過去に行われた
少し変わった麻酔薬の利用を紹介したい．現代では麻酔薬

をかけておくことで，植樹の際に根が受ける傷害ダメージ
を抑えられたという例も報告されている（同新聞記事）．
麻酔薬の医療利用が始まる前に，園芸分野において麻酔薬

のほぼ全てが医療を目的として生産，使用されている．し
かし，過去には麻酔薬が園芸のために用いられていた記録
がある．春になると開花する，ヨーロッパ原産のライラッ
クという花があり，芳香が強く花の色も美しいことから人
気がある．ライラックは春の開花のために，冬の間に十分
な低温期を過ごすことが必要である．したがって，開花に
必要な低温期間を短くし，季節はずれの花を出荷できるこ
とは，花の市場価値を高めることに直結する．20 世紀初
め頃，ある園芸家が，開花の春よりもずっと前の，クリス
マスシーズンにライラックを出荷することで，儲けをだし
ていた．その方法とは，ライラックの蕾に袋を被せ，クロ
ロホルムまたはエーテル麻酔を施していたのである．24

図 3 麻酔処理による種子発芽の抑制。麻酔除去により発
芽が再開する。
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剤が農薬のように経験的かつ先入観なく使われていた事実
は興味深い．現代の植物科学の視点から再び見ると，非常
に面白いことが隠されているように感じる．このような観
点から今後，麻酔薬の新たな活用方法などが考案されるか
もしれない（Yokawa et al. 2019）
．
おわりに
現在得られている結果では活動電位やメンブレント
ラフィッキングに素早く麻酔の効果が現れることから，や
はり細胞膜に何かターゲットがあることが予想される．た
だ，脂質二重膜への直接作用によるものか，それとも他因
子（受容体やイオンチャネルなど）を介した作用であるか
は，今後慎重な検討が必要である．また，植物固有（発芽・
黄化など）の現象も麻酔に影響を受けるなど，興味深いこ
とが次々と見つかる．ベルナールの「麻酔にかかるのが生
命である」という言葉を思い出すたびに，麻酔の不思議さ
と好奇心がより深まっていく．今後，植物を用いた麻酔の
研究により，作用機序の解明だけでなく農園芸分野への応
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0

0

0

用発展も期待される．本稿で紹介した動かなくなる植物の
麻 酔 実 験 の 紹 介 動画もぜひご覧頂きたい（https://youtu.
be/2sfA3YwaAcw）
．
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