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カイコ核多角体病の多角体は，その光学顕微鏡レベルで観察される形状が 6角形であ

るとされてきたが，北島(1935)は6角形の形状のほかに 4角形および 5角形の形状

のあることを報告し鮎沢 (1955)は踊において 4角形の多角体が形成されることを報

告している.著者は血球細胞における多角体の形成を観察し，形成初期の小型多角体は

3角形に近いものが多く，成熟多角体は 4角形に近いものが多い点などから，核多角体

の形状の多様性は， ウイノレスの系統的差異によるものではなく，成熟過程でその立体構

造が変化すること，および宿主細胞の種類によっては最終的に完成された立体像に到達

しえずに未完成のままにとどまるものがあることによると考え，多角体の形成過程にお

ける形状および立体構造の変化についての観察を行なった.以下にその概要を報告す

る.報告に先だち， ご指導をいただいた蚕糸試験場病理部蚕ビーノレス病研究室長鮎沢千

尋博士，ならびに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

本試験には蚕糸試験場蚕ビーノレス病研究室で継代している核多角体を供試し，継代に

あたっては常に日 124号×支 124号の幼虫が用いられた.すなわち，各齢の脱皮後の幼

虫に 107~108/ml の多角体浮遊液を塗布した桑葉を食下させたのち，経時的に血液，そ

の他の組織をとりだしてスライドグラスに塗抹し，ライト・ギムザ染色を行なって観察

した.また多角体のみの観察には病死虫の磨砕液より遠心分離をくりかえし行なって得

た多角体を供試した.

走査型電子顕微鏡による観察にあたっては， 日立 HSM-2を用いた.
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多角体の各面の形状を明らかにするために，スライドグラスに多角体を塗抹し，乾燥

無封入で観察した.すなわち，多角体の面のうち上下の平行な面は透過光が直進して観

察者の目に到達するが，上下の面が平行でない場合には，光が空気→多角体→空気を透

過する閥に屈折して直進せず， したがって観察者の自に到達しないで陰影を作るはずで

ある.このような光の屈折を利用して多角体の面の形状を観察した

観察結果

血球細胞の塗抹標本の観察を行なったところ，原白血球では多角体接種後 24~48 時

間で小型の 3角形に近い多角体が多く観察され〔第 1図)，接種後72時間以降の感染末

期の細胞では 4角形に近い多角体が観察された(第 1図d). 頼粒細胞では 4角形の多

角体が形成される場合が多く (第2図a)， 小球細胞では感染末期においても 3角形や

4角形の多角体が多く観察された(第 2図b，c). 仁|コ腸皮膜組織の円筒細胞の細胞核に

形成された多角体は，そのほとんどが 4角形であった(第 2図d)

核多角体を塗抹して乾燥させた無封入の標本を用いてその形状を観察したところ 3

角形および3角形に近いもの 4角形 8角形の平面像が得られた(第3図). 平面像

が3角形の多角体は中央が突出しており(第 3図 a)， 3角形に近い平面像の多角体は

中央に 3角形の面を有していた(第 3図b，C). 平面像が 4角形の多角体は 4角形の各

辺の中点を接点として内接する 4角形の商を有していた(第 3図d). 平田像が 8角形

の多角体では 4角形の商をrl"央に有するもの，および6角形の而を巾央にねするものが

観察された(第3図 e，f). 

走染型電子顕微鏡による観察ではほとんどの多角体が6国の 4角形と 12iIliの6角形

からなる 18面体であったが(第 4図a)， 4面体の]頁端を切取った 8面体も一部にみら

れた(第 4図 b)，

考 察

核多角外;の形成過程は第 1図の原白血球に示されたように，初期に形成された 3角形

の多角体から 4角形に近い多角体に発達するものと考えるが，穎粒細胞においては初期

に形成された多角体においても 4角形ろものが多くみられ，小球細胞においては感染末

期の多角体も 3角形や 4角形が多く， ，*，腸皮膜組織の円筒細胞の細胞核に形成される多

形体はそのほとんどが 4角形であることなどから考えると，細胞の種類によって多角体

の成熟に差異があるものと推定される 核多角体の形状の変化については，兵種比虫に

接種されその体内に形成された場合(北島， 1935)， rt~fJに形成された場合(鮎沢， 1955) 

感染個体を高温下に保護した場合(石jll・沖野， 1971)， それぞれ形状が変化すること

が知られており，多角体の形態は宿主の種類，発育ステージおよび環境によって左右さ

れるものと思考される.

多角体の立体構造についてみると 3第 3図aは 4面体(第 5図 a)，あるいは第5図b
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の 10面体の 3角形の面を底面においた像と考える.第 3図b， q土4面体の頂端を切

取ってできる 8面体 (3角形が 4商， 6角形が 4面， 第 4図b)，第 3図dは6面体の

隣りにあった 3稜辺の各中点を結ぶ線で頂端を切取ったもので，第5図bの10面体に

相当すると考える.第 3図 Eは6面体の各面に 4角錐台状に成分が蓄積したもので，第

5図dの平面像である第5図 eと一致し，第3図 fは第 3図eを4.50 傾斜させた像〔第

5図 f)であると考える.これらの各立体の相互の関係は第5図に要約したように 4

面体の各面に 3角錐状に成分が蓄積することにより 6面体が得られ，その過程で 3角錐

状の蓄積が 3角錐台であれば第5図bの10面体が得られる.さらに 6面体の各面に 4

角錐台状に成分が蓄積すると第 5 図 d~f の 18 面体が得られる.このような各立体の

聞の連続的な関係から考えて，多角体は形成過程において， 4面体から 10面体を経て 6

面体へ， 6商体から 18面体へと完成されてゆくものと思考される. Shigematsu and 

Suzuki (1971)は紙リボンのおりたたみによる模型から多角体の立体構造を示したが，

著者の得た像とは一致しなかった.

以上のように核多角体はその形態が多様であることが示されたが，このことは多角体

はその成熟過程において完成された形態とならず，途中の形態にとどまるものがあるこ

とによると考える.

摘 要

カイコ核多角体病の多角体の形成過程における形状の変化を観察するとともにその立

体構造について考察した.すなわち，多角体は形成初期にはその形態が 4面体であり，

次第に 6面体に発達し， 18面体となって成熟が完了すると考えた 多角体にみられる多

様な形状は 4面体から 18面体へと発達する過程で， 18商体の完成型とならず，途中の

形態にとどまる多角体の多いことによると考察し，多角体の形態は宿主細胞の種類，宿

主の発育ステージ，および宿主のおかれている環境によって左右されると考察した.
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Sunllnary 

On the forlllation of polyhedral bodies of 

nuclear polyhedrosis in the silkworrn， Bombyx mori L. 
by 

Y oshihiko ABE 

It is well known that ordinaly shape of the polyhedral body of nuclear ;polyhe-

drosis is shown as a hexagon， though there are several shapes， such as trigon， 

teragon， and octagon in polyhedral bodies. 

In nuclei of proleucocytes， lots of small polyhedral bodies were in 24-48 hr after 

the inoculation of nuclear polyhedral bodies and most of them showed trigonal 

shape (Fig. a， b， and c). 

At more than 72 hr after the inoculation of nuclear polyhedral bodies， their shape 

changed to tetragon or octagon (Fig. 1， d). 

In白ucleiof granular cells and cylindrical cells of mid-gut epitherium， most of 

polyhcdral bodies showed as tetragonal in shape while in those of spherule cells， 

both shapes of polyhedral bodies， trigonal and tctragonal wcre observcd in disserscd 

larvae (Fig. 2). 

As shown in Fig. 3， polyhedral bodies were classable into three groups， trigonal， 

tetragonal， and octagoal in shape， and the crystalographic forms of thcse polyhedral 

bodies were determined出 atetrahedron (Fig. 3， a)， octahedron (variety of tetra-

edron，h Fig. 3， b and c， Fig. 4， b)， decahedron or tetradecahedron (Fig. 3， d)， hexa-

hedron， and octadecahedron (Fig. 3，' e and f， Fig. 4， a). 

From the results of observation mentioned above， it is suposed that polyhedral 

bodies of nuclear polyhedrosis of the silkworm are五rstlyappeared as a tetrahedron 

and they grow up to cube following the tetrahedron with cube (decahedron)， and 

finally the shapes of polyhedral bodies are estab!ishcd as a dodecahedron with cube 

(octadecahedron) . 
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E玄planationsof Figures 

Fig. 1， Polyhedral bodies formed in proleucocytes. a. and b. Most of them show 

trigon in shape 24 hr after the inoculation. c. 48 hr a氏erthe inoculatilon. d. 

Polyhedral bodies show tetragon or octagon in shape 72 hr after the inoculation. 

Fig. 2， a. Polyhedral body in granular cells shows tetragon in shape 72 after the 

inoculaticin. b. and c. Polyhedral bodies in spherule cells show trigon or 

tetrzagon in shape 72 hr after the inoculation. d. Polyhedral bodies in cylin-

drical cells of mid-gut epitherium show tetragon in shape. 

Fig. 3， Shapes of polyhedral bodies. a. trigon (tetrahedro吋 b.and c. trigon 

(octahedron). d. tetragon (tetahedron with cube=decahedron). e. and王oc-

tagon (dodecahedron with cube=octadεcahedron). 

Fig. 4， Shapes of polyhedral bodides observed with scaning electron microscope. 

a. dodecahedron with cube. b. One of octahedron was observed. 

Fig. 5， Schematic diagram of polyhedral bodies. When constituents of polyhedral 

bodies are accumlated on each plane of tetrahedron (a.) as a frustum of pyra-

mid， tetrahedron becomes to tetrahedron with cube (b.)， and tetrahedron with 

cube turns to cube (c.) with growi時 thefrustum of pyramid to pylamid. And 

when constituents of polyhedral body are accumlated on each plane of cube as 

a仕ustumof tetragonal pyramid， cube becomes to dodecahedron with cube 

(d. f.). 
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