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Glucoseを基質として加えた場合の

謹婦の methyleneblue還元力

入 戸野 康彦 ・竹 下弘夫

見虫の踊期間中に於ける methyleneblue 還元力については，家還に闘する伊藤('5 ) 
2) 

の報告， クロノレリパエに闘する AgreL(' 47)の報告等がある.と〈に Agrel1{士種種

なる物質を基質として加えた場合の還元カをも測定してL、るが glucose を基質とし

て加えた場合の記載はない.そこで著者等は家露を材料として嫡期間中の methylene

blue 還元力を，基質として glucoseを加えた場合と加えない場合について測定し，稿

者の時期的な泊長を見ると同時に g!t;cosedehydrogenaseの存在をも知ろラとした.

Glucose.dehydrogenaseが作用するのに必要な coenzymeをとくに加えることもせ

ず甚だ不備ではあるが，何かの参考にでもなればと考えここに報告する.

賓 駿 材 税 並 に 方 法

1950年から数回にわたり震駿を行い，材料には支 1Ox日 112他致品種の主として

夏翠期及晩秋期の醤踊を用い，その寅験方法にも時によむ多少の差異があったがその内

最も代表的なものについて記載する.先ず獲の生E豊重量を秤量して生障重量 1g蛍り

1 cc の PH7l ， tII101 のNa2HP04-KH~P04 t;ilt慨を加え筑鉢で磨砕する 出

来た磨惇粥た 3つω 回再で 10分間遠心分離すると判然と 3暦に分れるが，その最も大

きな部分を占める中層をとって酵素液とした.Thunberg管には酵素液 0.5cc， pH7.1 

mol の Na2HP仏-KH~P04 緩衝液 1 ccの外に gIu.ose添加匿にはー molι10 ...-- - -.------， -， "~，-，，.~ -- -...-~-- ....".，，~.--.-. 10 

glucose 0.5 ccを釘照匿には蒸溜水 0.5ccを加えた・ glucose添加R[， 聖母照匿とも

に排気後上記内容物と molの methyl巴neblueとを混じ， 380Cのi室温崎中で
2CO 

methy:ene blueが約 90%還元脱色されるまでの時間を測定し，要する時間の逆童文の

100倍をJj，て還元力とした.

寅駿結果

霊u会の結果は下回に示す如〈である.すなわち，謝照区l土化閉 2B自に一時還元力が

強〈なるがその後3目白 4日目 5日自の 3区間は還元力が揚<6日目から 9日目ま

で漸次強〈なりイヒ蛾前日たるイ問!o日目に再び多少揚くなる・こ~Lは伊家('51)の成

簡とほぼ一致する・ Glucose添加医は化鴎3日自に一時還元力が弱〈なるが6目白から

9日目まで再びi1f'JJ次強〈なり化峨前日たるイヒ踊 10日目に多少弱〈なる.イヒ前1i2日目を

除き各時期とも glucose添加直は針照直よりも還元力ヵ:ij1il( ， glucose dehydrogenase 

〔重量糸研究第 4競， 1953年 雪月〕
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第 1国 家震の踊期間中に於げる methylene blue 還元力の?信長・縦軸iま
methyJene blueを 90%還元股色ずる迄に要する時間の主主主主の 100
借であらわした還元カ・横軸i主化嫡常日を 1日目とした程;包日数，

が存在するものと考えられる.若し glucose添加亙と針照区の還元脱色までに要す

る時間の逝訪の差を以て glucosedehydrogenaseの作用をあらわすものと寸寸Lば，

glucose dehydrog己nase作用は化踊2日目 3日自に弱〈町Jの末期化桶 9巨 1::1に強い

と云える.

考 察

用いた苦手素液は全〈精製していなL、のでその中には glucosedehydrogenas己以外の

<iehy drogenas邑も蛍然存在十るものと思われるし，又 glucose及他の dehydrogenase

の基笠たるべき物質も含まれていると考えられるので，以上の如き震段結果:二相方式、考

察を加えることは無意味であるので一段的な考察を加えるにとどめたい.

踊期間中の童まのl乎1&量lご闘する従来の研究成演を見ると，用いた材詳の閉会日聞の長短
3)" - -4Y 5) 

によむ多少の差異はあるが"卒塚く.17).藤井('30). 板谷 ('4) とも踊。前刻化踊

2~5 S目頃に呼吸量が一時低下し以後湾n次増加することを認め，と〈に板谷l主化生活訪日

に呼E延長が低下することをも報じている.これら諸氏の成震は著老等の得た笠if照匿の還

元力のj信長と金〈一致し. glucose孫加I[の;還元力の消長及 glucosedehydrogenase 

の消長とも大陸一致している.摘の呼'.~史に dehydrogenase がどの程度の役割を果して

10 
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L 、るかは明かでなL、が，その消長が日手段量の}信長と一致することはむしろ嘗然のことと

も云えよト

イヒ踊3日目頃を中心にして還元カが弱〈なることは従来からこの時期が幼虫箆から成
6) 

虫堕への轄換期であるという説明が既につげりしているが，イヒ蜘Rの還元力及呼吸量

の低下を如何に設回すべきであろ告か.入戸野('52)が報告した家重量血液の所語チロ

シナ~.必作用 (brenτc旦techin を基質として加えた場合の酸素消費量〉もイヒ峨前日に低

下するのであるが， これらの事宣は化験前日には既に成虫謹への histogenesisが完了

しその histogenesisに関係する箆内の生化竪作用も衰え踊皮の下には羽化をまつばか

bの妖態にある峨陸がぼぼ完成されていることを示すものであろラ.

摘 要

1) 化捕直後から化明記官までの各時期の醤摘の E草津粥を材料とし，基質として

glucoseを加えた場合と加えなL、場合の methyleneblue 還元力 (methylene blue 

が引%程度還元股色されるまでに要する時間の逆慾〉を穀べ，さらにその南区の差を

以て glucosedehydrogenaseの作用をあらわした・

2) Glucose添加医は添加しない釘照直よりも大陸常に還元力が矢で、あ 1) glucose 

dehydrogenaseの存在が推定された.

3) Glucose添加匿と針照匿の還元力及び glucosedehydrogenase作用の消長を

みると，化捕3日日頃を中心とする踊の前期に弱<::，隔の後期とくに化蛾前今日に強

い.但し化蛾前日は前今日よりも多少弱〈なる この傾向は虫雨期に於ける呼段量の消長

とほぼ一致する.
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