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家蚕における蝋物質についての 2，3の知見

上回 悟・平尾常男

家蚕のカロチノイドに関する研究中，クロマトグラフィによる同色素の分離過程にお

いて，たまたま蝋物質が同時に分離してくることを見たので，この概要について報告す

る.

家蚕蔽居r中の史民物質については奥 (1929)1)の詳細な報告がある. 著者らは中腸・血

液・絹糸腺および繭府よりカラム・クロマトグラフィーによりこれを分離したので，以

下にその方法と，これに関連して 2，3の知見について述べる，

本研究において X一線回析像により判定して下さった清水正徳化学部長および同研究

室の方々に厚く御礼申し上げる.

材 料 お よ び 方 法

家蚕の中腸・血液・絹糸腺および繭殻等から蛾物質を抽出した. そのブj法は，針塚

(1953)2)がエーテノレ可溶性物質の抽出に用いた方法にしたがって行ない， この抽出液を

低温下で乾回し残澄を石油エーテノレ (b_p_ 40_60oC，以下単に石油エーテノレと記した

ものはすべてこの沸点のものをいう)の少量 (5-10cc) に溶解せしめた. そしてこの

溶液をカラムクロマトグラフィの試料とした

分鮮は吸着剤として平日光純薬製品のプノレミナの 200メッシュを使用し活性アノレミナと

処理アノレミナ(メタノーノレで 30~60 分間浸漬し後 ， i戸過してメタノーノレを一昼夜室温

で乾燥せしめたもの)を 4:1の重量割合(アノレミナの活性度によってこの割合を変え

る)に混じたものを常法にしたがってカラムにし上記の試料溶液を庄いだ.展開剤とし

ては石油エーテノレとアセトンの混合液を用いた.

クロマトグラフィの結果は石油エーテノレのみで展開するとかカロチンを溶出する.

つぎに 8-10%のアセトン含有石油エーテノレで展開すると，まず最初にネオーβーカロチ

ンの一極と思われる帯が溶出する.これについで若干遅れて下降する無色の帯があり，

フラスコに採取すると少量の結品物が生じ，これを一夜冷蔵庫に放1宣すると多:ITtの沈澱

物となる.この沈澱物をt戸別すると白色盤状結晶の蛾物質が得られる.

機物質の性質

家蚕のヰ:腸・血液・絹糸線および繭殻のいずれを材料としても，この蝋物質は分離析



出するが， 特に繭殻の場合そのilIが多

い 1例を示すと蚕品種 (2.4x 5.4)の

繭殻 988gより 0.86g採取され生繭殻

に対し 0.09% であった.

以下において述べる蛾物質の性質はカ

ロチノイド色素の研究に供した種々なる

系統の繭穀より分離したものを合し，

95% アノレコーノレで再結せしめたものに

ついて行なったものである.

(a) X-線回析像: この物質はそのX

線回析像(第 1図)より娘物質であるこ

とが判明した.

(b) 融点 78.2~78.50C
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(c)その他の性質: 化学的性質につ

いては機物質を十分に採取することがで

きず確かな数値をうることができなかっ

たが，参考のために記すと酸価 6.70，
第 l図 家蚕の蝋物質の X一線回析像

鹸価 123.83，エステノレ価 117.13であった.

考 察

以との突験結果について 2，3考察を付加すると，まず実験方法に関してはすでに

DANIEL， D.，その他 (1945)4)が羊毛脂の不鹸化物を石油エーテノレに溶かし，アノレミナの

カラムを通じて各種の成分とともに機物質を分離しており ，著者らの場合とほぼ同様の

結果を得ている.

家蚕における蝋物質については従来の研究で皮府め .科目糸腺6)・磁殻1)においてすでに

明らかにされているが，.IUJ.液については必ずしも明瞭ではなかった.この点この研究に

より確められ，したがって蝋物質が家蚕のほとんどの組織に分布していることが判明し

た.

摘 要

家蚕のカロチノイドをクロマトグラフィーによって分離するとき一つの帯として蛾様

物質が分隊した との蝋様物質は X一線像その他から婚であることが判明した

この種の蝋物質は著者らが突験材料とした中腸 ・血液 ・絹糸腺および磁殻のいずれか

らも分離析出しており ，特に従来不明とされていた血液においても確認された.
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Resume 

On the wax.substanc巴 inthe silkworm， Bombyx mori L. 

By 

Satoru UEDA and Tsuneo HIRAO 

1n the process of separation of carotenoids from intestinal mucosa， blood， 

silkglands and cocoon shell， a waxy substance was obtained. The band of 

the substance on the alumina column was situated between neoーβ-carotene

band and lutein band. 1t was shown that this was pure wax by its X-rays 

analysis showing a typical piture of wax. The phygico-chemical nature 

was as follows: m. p.; 78.2~78.50C ， acid value; 6.70， saponi五cationvalue; 

123.83 and ester value; 117.13. 
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