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NORIKO IIDA， YUJI TSURUI， NAOKO FUKUTA， MASAYOSHI NAKAYAMA and IZUMI TSUNEYAMA: 

Experiments on the selection of flavonoido-rich cocoon by ultraviolet rays 

緒言

花丹の分野では UV-Glance法，すなわち紫外光を用いた生花弁のフラボノイド検定法I)が開発されてい

る。これは， トルコギキョウなどの生花弁に365nmの紫外光を当ててその明るさを観察することによっ

て，フラボン，フラボノールなどの狭義のフラボノイド含量の推定および分布の判定を行う簡易検定法で

ある。 一方，繭の色相が変異に富むとされる蚕の分野では，着色繭のうち笹繭と緑繭の繭層に含まれる色

素はフラボノイド系に大別され2) 笹繭(大造系品種)の色素はフラボノールおよびフラボノール配糖体

であることが判明している九

そこで，本研究では， フラボノイドの含量が多い優良繭を作る実用品種の開発を目指して， I大造」を

育種素材とした緑繭原種 IBNgJおよび IBCgJの育成を進めるにあたり，繭色による蛾区選抜および個

体選抜の際に，これまでの可視光下の目視による選抜に加え， UV-Glance法の導入を試みた。

その結果， UV-Glance法の併用は，両緑繭原種の選抜育成において有効であることが明らかになったの

で報告する。

本文に先立ち，材料の提供と助言を賜った蚕業技術研究所上席研究員田中幸夫氏ならびに元技師長阿相

敏雄氏，本稿の高聞を賜った蚕業技術研究所所長井上元博士に感謝の意を表する。

材料と方法

1)紫外光下の繭の色相

花舟の分野で行われている UV-Glance法I)に準じて，暗箱(コスモバイオ社 CSN・15)の中で， トルコ

ギキョウ生花弁，緑繭種「大造」および白繭種 IWJの繭にフラボノイドの極大吸光波長である365nm

の紫外光を当て，それらの色相を観察した。次に，繭色に濃淡差がみられる日本種系緑繭原種 IBNgJお

よび中国種系緑繭原種 IBCgJについて，繭色による蛾区選抜および個体選抜の過程で，同波長の紫外光

による繭の色相観察を行った。

2)交雑種の繭色調査

UV-Glance法を併用して選抜育成を進めた緑繭原種 IBNgJと IBCgJの交雑種 IBNgXBCgJ，これ

らとは異なる品種で繭色選抜を行っていない緑繭種同士の交雑種 1M1 xM 2 Jおよび白繭種同士の交雑

種 IW1 xW 2 Jの3つの組み合わせについて，前項1)と同波長の紫外光下で繭の色相を観察した。

結果と考察

1.紫外光下の繭の色相

可視光と紫外光の下で， トルコギキョウ生花弁，緑繭種「大造」および白繭種 IWJの色相を観察した
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結果を図 1に示した。

紫外光下でトルコギキョウの生花弁を観察すると，既報))のとおりフラボノイド含量が多いと思われる

部位ほど暗く見えた。しかし，繭の場合は全く異なった色相を示し，緑繭種「大造」は黄緑蛍光色に，白

繭種 rWJは青白蛍光色に見えた。この結果より， UV-Glance法の理論，すなわちフラボノイド含量の

多い部位ほど暗く見えるという花舟の分野における学説を，そのまま繭における同物質の含量の判定に当

てはめることは難しいとみなされた。つづいて，繭色に濃淡差がみられる IBNgJおよび IBCgJの繭に

ついて，紫外光下での観察を行った。その結果， IBNgJおよび IBCgJ共に，可視光下で淡色の繭は全

て白繭種 rWJの青白蛍光色に近い色相を示した。次に，淡色の繭を取り除き，濃い色の繭について紫外

光下の色相を観察した結果，緑繭種「大造」の色相に近い黄緑蛍光色のものと，やや青みを帯びた黄緑蛍

光色の 2種に大別することができた。そこで， これらの繭を可視光下(目視)で観察してみたところ，濃

い色の繭のうち紫外光下でやや青みを帯びた黄緑蛍光色を示した繭は，淡色の繭と比べると明らかに濃く，

紫外光下で「大造」の色相に近い黄緑蛍光色を示した繭よりもやや淡い色にみえた。また，可視光下で濃

い色を示し，紫外光下で強い黄蛍光色を発する繭が少数混在していた。これらの結果より， IBNgJおよ

び IBCgJの淡色の繭は，紫外光下で青みを帯びた黄緑蛍光色を呈し，より淡色の繭ほど青みを増すこと

が判明した。

繭色を支配する遺伝子は，それらの作用の違いや遺伝子の組み合わせによって繭色の濃淡など種々の変

異をもたらす2)とされている。また，フラボノイド系色素を含有する繭については，単純優性緑繭遺伝子

Gcをもつことで緑繭が，笹繭補足遺伝子 Gα および Gbが共に存在することで笹繭がつくられぺ紫外光

下で繭が黄蛍光色を示す遺伝子 ηは，Gbと同じように Gaに対する笹繭補足遺伝子である 5)ことが明ら

かにされている。そのため， IBNgJおよび IBCgJで共にみられた可視光下で繭色が濃く，紫外光下で

強い黄蛍光色を発する繭については，YfとGaが共存している可能性も示唆された。これらのことから，

IBNgJおよび IBCgJについては，可視光と紫外光の下でそれぞれの繭色を揃えることが適切であり，

紫外光下の繭色が「大造」と大きく異なるものを継代に用いることは不適切と考えられた。

以上のことを考慮に入れて， IBNgJおよび IBCgJの繭色による蛾区選抜および個体選抜の際に UV-

Glance法を導入した結果， これまで繭色の濃淡の分別に迷っていた中間色の繭の選抜が容易に，より確

実に行えるようになった。また， この方法を用いた選抜を数世代繰り返したところ， rBNgJおよび

IBCgJの繭色は「大造」の濃さに近づき，可視光下および紫外光下での繭色がそれぞれ均ーとなること

が確かめられた(図 2)。これらのことから，緑繭原種 IBNgJと IBCgJの選抜育成の過程において UV-

Glance法を併用することは，限られた時間の中で進めなければならない育種現場での作業上，非常に有

効であると考えられた。

2.交雑種の繭の色相調査

UV-Glance法を併用して繭色による選抜を数世代繰り返した緑繭原種 rBNgJと rBCgJの交雑種

IBNgXBCgJ，これらとは異なる蚕品種で繭色選抜を行っていない緑繭種同士の交雑種 rM1 xM 2 Jお

よび白繭種同士の交雑種 rw1 xW 2 Jの三つの組み合わせについて，可視光下および紫外光下の繭の色

相を観察した(図 3)。その結果， IBNgXBCgJおよび rw1 xW 2 Jは，可視光下および紫外光下で繭

色がそれぞれほぼ均一に近い色相を示した。一方， rM 1 XM 2 Jは，可視光下で繭色に明瞭な濃淡が認

められ，紫外光下においては，黄緑蛍光色，青みを帯びた黄緑蛍光色ならびに強い黄蛍光色を発する繭の

混在が認められた。このことから，着色繭品種を改良し実用化するためには，選抜により原種の繭色を揃

えて維持していくことが極めて重要であるといえる。

以上のことを総括すると，緑繭原種 rBNgJおよび IBCgJについては， UV-Glance法で繭色を観察

して， これらの育成素材である「大造」と紫外光下の繭色が大きく異なる繭を除外して継代を進めること

が適切であり，これによって繭色遺伝子の組み合わせを可能な限り単純にすることで，遺伝子のホモ化へ

と近づけていくことが可能であると考えられる。

今後は，本研究で得られた知見を参照に， これまで行ってきた原種の育成およびその系統維持と併せて，

紫外光下の繭色とフラボノイド含量の関係を明らかにすることで， UV-Glance法による緑繭のフラボノイ
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図1.可視光下と紫外光下での生花弁および繭の色相

上段は可視光下の，下段は紫外光下の色相を示す

図 3.交雑種の繭の色相

IBNgXBCgJ:緑繭原種同士の交雑

1M 1 X M 2 J : IBNgJ. IBCgJとは異なる品

種で無選抜の緑繭種同士の交雑

IW 1 XW 2 J 白繭種同士の交雑

左側は可視光下の，右側は紫外光下の色相を示す

①は黄緑蛍光色， ②は青みを帯びた黄緑蛍光色，

③は強い黄蛍光色を発する繭

図 2.緑繭種 「大造」と IBNgJおよび IBCgJとの系統相関ならびに繭の色相

左側は可視光下の，右側は紫外光下の色相を示す
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ド含量の推定を確立したい。

摘要

緑繭原種 IBNgJおよび IBCgJの育成の過程で行っている目視による繭色選抜は，室内および照明の

色合い，個人差な どにより，その判定基準が影響を受けやすい感覚的な作業である。そのため，科学的な

根拠に基づいた繭色選抜の方法として，花子与の分野で開発された UV-Glance法 (紫外光を用いた生花弁

のフラボノイド検定法)の導入を試みた。

波長365nmの紫外光下で，育種素材の緑繭種「大造」の繭と近似の色調を呈する繭を選抜することに

より，両原種の繭色は 「大造」の濃さに短期間で近づき，可視光下および紫外光下の繭色が均ーとなるこ

とが確かめられた。このように，緑繭原種 IBNgJおよび IBCgJの繭色による蛾区選抜な らびに個体選

抜の過程において UV-Glance法を併用することは，育種に有効であることが明らかになった。

Summary 

A general visual inspection to estimate cocoon color tone has a problem that the estimation is easily 

influenced by bias of the inspector due to interior， lighting etc. In order to support the method， we 

introduced UV-glance method that samples are observed under UV 365 nm wavelength light. We could 

easily classify cocoons to three types irradiating fluorescence of each white-blue， yellow-green and 

bright yellow under the UV light. By selection and breeding of ‘BNg' and ‘BCg' races using both 

methods， we succeeded to obtain green color cocoons possessing uniform tone under both visual and 

the UV lights in short term. They also had comparable deep color with a standard green color race 

‘Daizo¥Performance using UV-glance method is useful for selection to breed green color cocoons 
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