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ウイルス感染病蚕の脱水素酵素作用

村井貞彰*.鮎沢啓夫

正常蚕の脱水素酵素作用については methylene blue 還元による伊藤 (1951)，入戸

里子等(1953)の報告がみられるが病蚕のそれについては未だ報告3れたものがないよう

である.著者等は膿病iと感染した蚕の脱水素酵素作用がどのような消長を示すか幼虫血

液および踊乳剤を酵素液として 2，3，5ー triphenyltetrazolium chloride (TTC)還元

によって測定を試みたので結果を報告したい.

実験材料および方法

酵素液 臆病に感染した踊から採血して遠心分離 (2，OOOrpm15分〉しその上清を

10倍l乙稀釈して幼虫および婦に接種したのち 250Cで飼育または保護した.幼虫の場合

は採止して遠心分離 (2，000rpm15分〉しその上清を酵素液として用い，踊宇L斉りの場合

は蒸溜水を加えて 10%乳JfiJをつ〈り遠心分離 (3，000rpm15分)しその上清を使用し

た.なお対照区として同一経過の正常幼虫および踊を同様iと処理して酵素液とした.幼

虫，婦ともに雌雄同数を供試した.

酵素活性の測定 深見 (1954)，ITo (1955)等の方法に準じたが著者等の場合の反

応液の組成は次の通りである. ;Jj~質無添加の場合lとは M/ IO phosphate bu任er (pH 

7.0) 2ml，酵素液 1ml，2 x 10-3M TTC 1m]. 基質添加の場合iとは更に 1¥1110の基質

1m! (最終濃度 0.02M)を加えた(対照は bu仔er 1m!を加える). 3rC '1耳温槽iζ血

液の場合は 90分，踊乳邦lの場合は 60分 incubateし，反応液の 1/10量の 20%三

塩化酷酸，耐酸エチjレラm!を加え撹持，遠心して上清の光学的密度を 480mμ で測定

し酵素活性の強きとしてあらわす.

組織の TTC呈色反応 中腸，脂肪組織，皮膚(幼虫および血百)，絹糸腺，マノレピ

ギー管(幼虫)を摘出し生理食j孟水でト洗縦し M/ 10 phosphate buffer 0 _ 5m!， 10-3M 

TTCO.5m! 混合液K浸漬し室温で lおよび611寺間後正常蚕と病蚕とについて組織の着

色を比較した.

実 験結果と考察

基質無添加の場合 5 齢 4 日の幼蚕を供試した場合 6~7 日頃まで活性は漸減す

るが後漸次強くなる傾向がみられた.一方ワイノレス感染幼虫の活VI:の消長は正常幼虫の
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それと大体平行状態を示したが正常幼虫より幾分強(その傾向は時間の経過と共に増大

するようである (Fil!. 1 参照).踊乳斉1)を用いた場合lとは，化踊 3~4 日後から漸次活
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Fig. 1 Dehydrogenase activity of 

the virus-infected blood 

0-0 Normal， .ーoVirus-infect-

ed. Beginning of the experiment，ラ

th day of 5 th instar. Same numbers 

of male and female were sacrificed. 

Reaction mixture: M(10 phosphate 

buffer (pH 7.0) 2 ml， Sup巴rnatant

(2，000 rpm 15 min.) of the blood 1 

ml， 2 X 10-3 M TTC 1 m1. Procedure : 

Thunberg technique was employed. 

Incubation at 37'C for 90 min. For-

mazan was extracted with 5 ml of 

ethyl acetate. Uptical density was 

measured at 480 mμ. 

性が強くなる傾向がみとめられワイノレス

感染踊の活性は正常婦のそれよりも幾分

高いが姥死直前になると正常踊のそれよ

りも弱〈なる (Fig2参照〉なお奨死直
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Fig. 2 Dehydrogenase activity of 

virus咽 infectedpupae 

0-0 Normal， .ー.Virus-infect-

ed. Beginning of the experiment， 
ヲrdday of pupal stage. Supernatant 

(3，000 rpm 15 min.) of 10% pupal 

homogenate was used as enzyme. 

Incubation at 37'C for 60 min. Proce-

dure is the same as in Fig. i. 

前の活性の低下はワイノレス感染幼虫でもみとめられた.

YAMAFUJI et al (1943)， 阿久根 (1951)は正常蚕と膿病蚕の呼吸量を測定し膿病蚕

の呼吸量は正常蚕のそれよりも多い乙とを報告しているが，著者等も病蚕の酸素吸収が

多い ζとをみとめた. ワイノレス感染幼虫の血液および踊乳剤の脱水素酵素作用は正常幼

虫および舗のそれよりも日郎、傾向がみられるが， クイノレスの堵】殖に関与するエネノレギー

源の問題は重要な課題であり， ワイノレスの増殖様式(鮎沢 1954)からみて興味ある現

象と考える.しかし virusgroup Kよっては全〈逆の態度を示すこともあるので更に

比較検討されるべきであろう.

また組織，器官を摘出し TTC呈色反応を試みたが正常蚕よりもワイノレス感染病蚕の

方が若干強〈染まる傾向を示したが，組織によっては発色に部分的な濃淡が生ずるので

明らかに断定する乙とを避けたい.

基質添加の場合 幼虫血液の場合は glucose，glutamate， malate， fumarateぉ
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よび pyruvate，踊乳斉1)の場合KHJ::記基質の1fuKsuccinate， lactateおよlfcitrate 

を基質として用いた.ワイルス接種 48，72， 96時間後に測定を行ったが終死jn前を除

いてクイノレス感染病蚕の方が活性が強い. しかし前記のような酵素標品そ用いたので各

基質の脱水素酵素作用を正常蚕とワイノレス感染病蚕について比較したが， クイノレスhJl殖

lζ伴って著しい変化を示す脱水素酵素tζついては明らかにしえfよかった.

総 括

ワイノレス感染病蚕の脱水素際素作用がどのような消長を示すかJ志賀無添1)11， I，vn添加

の場合について TTC還元によって測定した.

1. 基質無添加の場合正常幼虫血液および面白乳芥1)の酵素ili'['1は発症期を除いてワイノレ

ス感染病蚕の方が正常蚕のそれよりも幾分蛤い傾向を示す.

glucose， succinate， citrate， malate， fumarate， lactate， pyruvateおよび

glutamateを基質として，正常蚕とワイノレス感染病蚕との酵素前十lーをワイノレス持組 48，

72， 96時間後K調べたが2 主H'I[無、添加の場合と同様Kワイノレス感染病蚕の々が蛤い.し

かし前記のような酵素擦品を用いたので，正常蚕とワイノレス感染病蚕の脱水素防系作用

で著しい差異を示す酵素については明らかにしえなかった.
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Resume 

Dehydrogenase activity in the jaundice.diseased silkworm， 

Bombyx ~llori 

Sαdaαki Murai and Keio Aizawa 

Dehydrogenase activity of the jaundice.diseased silkworm was measured 

employing the larval blood or pupal homogenate as enzyme without substrate 

In both the blood and pupal homogenate， the dehydrogenase activity of th巴

diseas巴dsilkworm more incre在日edthan that of normal onp. except the period 

before the death 

Similar result was obtained with glucose， succinate， fumarate， malate， citrate， 

glutamate， pyruvate and lactate as substrates， however， the dehydrogenase 

which was a任ectedby su任eringthe disease was not cleared. 
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