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蚕糸研 究第89号 1973年9月

Sanshi-Kenkyu (Acta Sericologica) 

~o. 89， Sep.， 1973 

カイコの核多角体および細胞質多角体の染色性

阿部芳彦

カイコ核多多角体病の多角体(以下 ~P と略す〉および細胞質多角体病の多角休(以下

CPと略す〉は， 形態的に類似しているため，遊離の多角体を光学顕微鏡で観察しその

種類を判別することは極めて困難である.一方これらの染色性についてみると， ~P およ

び CPはともに酸などによって加水分解を行わないと染色され難いが，加水分解後は酸性

色素によく染まるようになる.また， ~P および CP の染色性の差異についてみると， ~P 

はメチノレグリーンに淡染し， ホイノレグン反応に弱く反応するが， CPはメチノレグリー γに

不染で，ホイノレグン反応も陰性である(岩下・有賀， 1957) また 60 0C に加湿した 1~

HC1による瞬時の加水分解後には CPはプロモフェノーノレプノレー (B.P.B)に波染し，

~P は不染，あるいは淡染すること(大場・ )11 船， 1961)が知られている.

核多角体病および細胞質多角体病の診断・同定は，組織・細胞レペノレで多角体の形成部

位を観察すれば容易にできるが，病虫が死後腐敗したような場合には組織・細胞レベノレで

の診断は困難であり，遊離の多角体のみで診断しなければならない.このような場合に

は，前述の染色性の差異を利用して診断を行なうことも可能であるが，岩下・有賀~(l957)

の方法では染色像が淡く，大場・川船の方法では ~P の一部も CP と同様に濃染する場合

のあることなどの理由により，必ずしも適確に診断できるとは言い矧fい.そこでこれら多

角体を染色により適確に識別する方法を見いだすために， ~P および CP の染色性につい

て検討を行ったので，その概要を報告する.

報告にあたって助言をいただいた蚕ピーノレス病研究室長鮎沢千尋博士，ご校閲を賜わっ

た病理部長小林勝利博士に厚くお礼申しあげる.

材料および方法

1) 多角体浮遊液・核多角体病および細胞質多角体病(外観角 4形の多角体を形成する

系統および 6角形の多角体を形成する系統の 2系統〉の躍病幼虫のまさい・ろ液の分l国遠

心分離をくりかえして多角体の精製を行った.得られた多角休浮遊液は 50Cに保存し，必

要に応じて接種に供試された.染色試験に用いられた多角体は，保存条件による染色性の

変化についての試験をのぞいて，経病幼虫より調製したのち数日以内に供試した.
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2) 染色:権病幼虫組織および多角体浮遊液をスライドグラスに塗抹して風乾させ，無

水メタノーノレをそそいで固定し，そのまま放置して風乾させた.これらの塗抹標本を所定

温度の蒸溜水に所定時間浸演するか，あるいは 600Cに加湿した 1NHC1で所定時間加

水分解し，その後染色を行った.染色は 1%B.P.B.， 0.1%エオシンの各水溶液，およ

び40倍のギムザ液で、行った 他の染色としては Duijn(1960)のアクロレイン・シッフ染

色を原法にしたがって行った.すなわち， 95%エタノーノレに 5%の割合で溶解したアクロ

レイン (Acro1ein，CH，=CHCHO)に標本を 5分浸漬したのち， 95%エタノーノレで5分

ずつ 3回洗い，更に10分流水洗を行って常法適りシツフ試薬による反応を行った.なお，

アクロレインは揮発性の刺激性物質で，取り扱いに難点が多いので，揮発性の少ないクロ

トンアノレデヒド (Crotona1denyde，CH3-CH == CHCHO)を代用する方法を試みた.す

なわち， 33%エタノーノレに 7%の割合で溶解したクロトンアノレデピドに様本を 5分浸潰し

たのち 5~10分の流水洗を行い，常法によってシッフ試薬による反応を行った.

結果

1 ) 熱湯浸演による染色牲の変化

外観4角形および 6角形の CPおよび NPについて，沸とう水に浸潰したのちB.P.B.

およびエオシンで染色を行ったところ， CPは4角形および 6角形の両者とも 5秒の浸漬

でよく染色されたが，浸漬日時間が長くなるにしたがって染色性が低下した.また NPでは

10秒以上の浸演でよく染色されたが，浸漬時間を長くしても CPで示されたような染色性

の低下は認められなかった(第 1表). gooC， 800Cおよび 700Cの熱湯浸演を行った場

合でも沸とう水浸演の場合の染色性とほぼ同様の傾向を示したが， NPは800C以下， CP 

は600C以下の温度の熱湯浸演では， 20分浸漬しでも染色されなかった〈第2表).つぎに

沸とう水浸演後ギムザ染色を行って色素I脅好性の変化を観察したところ， CPは浸漬時聞

が短い場合赤染して好酸性を示し，浸演時間が長くなるにしたがってこの染色性が低下

し，やがて青染して好塩基性を示すようになったが， NPでは浸漬後青染されるようになる

第 1表沸とう水浸潰した多角体の染色性

一一一一一一一一一一一一

浸漬時間 5秒 10秒 20秒 l分 2分 5分 10分

「「-+ 朴 十ト 十十 + + 十

エィfシン染色 NP 
土~+ 十 + 十 十

1H「-廿+ ++ + + + 十 十

B.P.B.染色 TCP 什十 十十 十+ + 十 + + 

十 + 十 オ十 什 十十

HCP: :外観6角形の細胞質多角体， TCP:観角 4形の細胞質多角体， NP:核多角体，

一:不染，土:不染性のものと染色性のものの混在+弱染，十t:良染，村十:波染，

以下の表でも同様に用いる.



106 

20分

浸演混度および浸漬時間とB.P. B.に対する染色性

10分5分1分20秒10秒5秒。
第 2表

土士十+件十十ιυ 十ト

什+ 

十+十+ハ
竹十+

浸演時間

I HCP 
900C I 

I NP 

I HCP 
800C i 

i NP 

Iffi'， 

十+ + 

十十付十十+ + 土

第3表沸とう水浸漬後の色素好性の変化(ギムザ染色〉

設瓦王子1--0----~秒 仰 205 1分=瓦 5分

Hl好塩基性(青)1 

C I 
pl好酸性(赤)， 

N i好塩基性(青)i
p1好酸性(赤)I 

20分

十十 ++ + ー

土-+十+十冊

十

判十

土

村++十十

第 4表 ク百トンアノレテ・ヒド・シッフ染色に対する多角体の染色性

処理時間 I 0 5秒 30秒 1分 5分 ω 

HCP I一+朴什件付
う水!

I NP 

1 HCP 1 

600Cの1NHC1; 
1 NP 

沸と

十ト十十 件

++件

が，色素l啓好性は好塩基性のままで変化は認められなかった〈第 3表). 

クロト γアノレデヒド・シッフ染色では CPは5秒の沸とう水浸漬て、染色されたが， NP 

は20分の浸演でも染色されなかった〔第4表). アクロレイン・シッフ染色を行った場合

も，クロトンアノレデヒド・シッフ染色と全く同様の結果:であった.

2) 加水分解による染色性の変化

60'Cの 1N HC1で、加水分解を行い染色性の変化を観察した.

70。C1HCP1

I NP 

度(FF1
I NP I -

ギムザ染色では CPは
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第 5表 600C 1 N HClによる加水分解後の色素好性の変化(ギムザ染色〉

加水分解時間 I 0 5秒 10秒一竺分 5分 附

HI好塩基性(育)I一一一一 土
C I 
P!好酸性(赤)I一一 一 一 件 + ::1:: 

NI好塩基性(青)I一一 一 一 一 十 件

pl好酸性(赤)I 土 十 件付

20分

+ 

ιυ 

第 B表保存条件による染色性の差異(沸とう水浸i賞後B.P.B染色〉

年 灸ー20
0

Cにi::p1= 

:l浮遊液で 5
0

C に4年 |:;p1= 

;[浮腕で誼に 2 ヶ ~J 1 :~P 1 -

lduhj-

5秒 10秒

十+ t+ 

日
刊
一
件

5分 20分

t+ t+ 

朴朴 十+ 十+十+

件十+ 付 十+件

日
竹

川
甘 + + 

+ 4十 件

l分以上の力加口水分解でで、好酸性を示し， 2却0分の力加日水分解で

てNPでで、はlω0秒の力か加f口j水分解で、好酸性を示し 5分の加水分解で好塩基性に変化した〔第5

表)• 

クロト γ アノレデヒド・シッフ染色で、は CPは30秒の加水分解で染色されたが， NPは 1

分以ヒの加水分解を行わないと染色されなかった(第4表). アクロレイン・ジッフ染色

の場合も，クロトンアノレデヒド・シッフ染色と全く同様の結果であった.

3) 多角体の保存条件と染色牲

(A) 5
0

Cの冷蔵庫に浮遊液として 4年間保存した多角体， (B)凍結乾燥後 200C に4

年間保存した多角体， (C)室温に浮遊液で 2ヶ月間放置した多角休，のそれぞれについて

沸とう水浸涜後 B.P.B. 染色を行った. CPではいずれの保存の場合にも沸とう水に浸

演するとよく染色されたが，新鮮な多角体で示されたような長時間の浸漬で染色性が低下

するような現象は認められなかった これに対して NPはいずれの保存条件のものでも20

分までの浸漬では染色されなかった.
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考察

組織染色の多くは色素分子の組織内への浸潤と色素分子の極性吸着により説明でぎると

され，組織の構密度の粗密，および色素親和性の基の有無が関係するといわれているく佐

野， 1965). CPおよび NP両者の染色牲の差異として， CPは NPに比較して短時間の

染色前処理で染色される傾向を示したが，このような現象は， CPは NPvこ比較して構密

度が粗構化しやすいことを示しているのかも知れない.このことをアクロレイン・シッフ

染色についてみると，アクロレイシ(CH2=CHCHO)は 2重結合を閉し、て SS基やSH碁と

結合し，そのアJレデヒド基とシッフ試薬が反応して発色するといわれているので (Duiin，

1960，市川， 1967)， CPは NPに比較して短時間の染色前処理で SS基や SH基が震出す

るものと考えられる. 本試験に用いたクロトンアノレデピド (CH3CH=CHCHO) もアク

ロレインと同様に 2重結合をもっており，染色像もアクロレイ γと類似しているので，ア

クロレインと同様に SS基や SH基と結合するのかも知れない.

CPおよび NP両者の色素鳴好性の差異を観察した結果，沸とう水浸演においては CPは

好酸性から好温基性へ変化し， NPは好塩基性を示すのみであった. このことは， CPは

構密度が粗構化した時点で蛋白の滞電状態が正であり，浸演時間が長くなるにしたがって

負に変化するが， NPでは構密度が粗様化した時点で滞電が負であり，浸演時間が長くな

っても滞電状態、が変化しないためであると考えられる.

室温に放置した NPおよび長時間冷蔵保存した NPでは沸とう水に長時間浸潰しても染

色されなかったが，これは構密度が粗構化しないか，粗構化しても色素親和性の基が露出

しないことによると考えられる. CPでは室温政置および長期間冷蔵の場合，長時間の沸

とう水浸演での染色性の低下を示さなかったが，このことは蛋白の滞電状態が正のままで

負に変化しないことによると推察される.これらのことから多角体は保存期間中，あるい

は凍結乾燥などの保存前処理によって何らかの変化をきたすものと思考された.

いずれにしても CPおよび NP両者の間には加水分解および沸とう水浸演後の 2， 3の

染色に対する染色性の差異が明らかであるので，染色によって向者を区別することが可能

である すなわち，材料の塗抹乾燥標本に無水メタノーノレをそそいで固定・風乾させたの

ち，沸とう水に 5秒浸潰し， B.P.B 染色，ギムザ染色，あるいは不飽和アノレヂヒド・シ

ッフ染色を行うと， CPは斉一に濃染されるが， NPは全く染色きれない.

摘 要

カイコの核多角体 (NP)および細胞質多角体 (CP)の染色性を調べた.多角体が新鮮な

二場合， CPは NPより短時間の加熱でよく染色されるようになり，加熱時間が長くなると

その染色性は好酸性から好塩基性へ変化したが NPは好塩基性を示すのみで，不飽和ア

ノレデヒド・シソフ染色では染色されなかった.

塩酸で加水分解するとギムザ染色に対して NPが CPより短時間で染色されるようにな

り，両者とも好酸性から好塩基性へと変化した. 不飽和アノレテ・ヒド・シッフ染色では CP
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が NPより短時間の加水分解で、よく染色された.

これらの結果から，標本を無水メタノーノレ回定後沸とう水に 5秒浸演し， B.P.B.，ギ

ムザ，不飽和アノレデヒド・シッフ染色を行うと核多角体および細胞質多角体を明瞭に識別

しf与ることが明らかになった
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Summary 

A鑑nityfor biological stains of nuclear polyhedera and cytoplasmic 

polyhedra of the silkworm， Bombyx mori L. 

By 

Yoshihiko ABE 

Affinity for biological stains of polyhedra of nuclear polyhedrosis and cyto-

plasmic polyhedrosis of the silkworm has been studied. 

Tow kinds of polyhedra， nuclear and cytoplasmic， were smeared on slide 

glass and fixed with absolute methanol， and heated with boiling water or 

hydrolized with 1 N HCI at 600C respectively. After the heating and hydro-

lization， those samples were stained with eosin solution， bromophenol blue 

s01ution， Giem旬、 solution，and Sch!.汗's reagent after the treatmcnt with 

acrolein or crotonald巴hide.

when polyhedra were heated with boiling water in 5 sec， cytoplasmic po-

lyhedra were clearly stained with eosin and bromophennol blue， while nuclear 

polyhedra were not stained. On the other hand， both cytoplasmic and nuclear 

poJyhedra were stained with eosin and bromophenol blue after the heating 

of above 5 sec. Cytoplasmic polyhedra showed acidphilic character in Giemsa 's 

solution at 10 min in heating and changed aciphilic character to basophilic 

one in 20 min or mOre of heating. However， nuclear polyhedra showed as 

only basoph日iccharact巴rand did not show any sign of acidphilic character 

in 20 min of heating. And cytoplasmic polyhedra were stained with Schiff's 

reagent following heating in 5 sec or more after the treatment with acrolein 

or crotonaldehide， but nuclear polyhedra were not stained with the same 

reagent in 10 min of heating. 

When polyhedra were hydrolized with 1 N HCl at 60oC， both cytoplasmic 

and nuclear polyhedra showed acidphilic character in hydro1ization of several 

minutes， and this acidpbilic character was changed to basophilic one in 

hydrolization of some 10 minutes. And cytoplasmic polyhedra were stained 

with Schi妊'sreagent after the treatment with acrolein or crotonaldehide at 

30 sec of hydrolization， while nuclear polyhedra ware not stained with the 

same reagen t目 However，both cytoplasmic and nuclear polyhedra were stained 

with Schi任、 reagentafter the treatmep.t with acrolein or crotonaldehide 

following hydrolization in above 1 min. 

From the aforegoing results， it may be able to distinguish the nuclear 
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polyhedra from the cytoplasmic polyhedra by several biological stains， such 

as eosin， bromophennol blue， Giemsa 's solution， and Schiff 's reagent follow-

ing after the treatment with acrolein or crotonaldehide， after heating of 5 

sec with boiling water. 

(Sericultural Experiment Station， Suginami-ku， Tokyo) 
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