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イラガ越多前踊のグリセリン(予報)*

竹原一郎朝比奈英三

(低混科学研究所生物学部門)

t昭和 田年 7月受Pj!)

1. 

前報。で越冬昆虫の体内に含まれるグリセリジについてのべた際， イラガでは休眠期を終

った越冬中の前踊， 又はそれを -50C で 5 月まで保存したものは生体重量当り 1~2% のグリ

セリシを含んでおり，乙れをI [=1間， 200C ICおくと 1%以下と減少すること，踊化の近づいた

前踊，及び踊ではグ Fセ9~が検出されなかったことなどを報告し，その結果から I(IH凍性の高

い時期lこグリセリシが存夜しているらしい乙とを述べたι

それでは，自然状態で，グリセリシ含量はどのように変化し，最高どのくらいになるか?

他の炭水化物の含量との関係はどうか? グリセリシ含量と耐凍性及び休眠との聞には何らか

の関係があるであろうか ?ζれらの点について更に実験を進め 2~3 の結果を得たので ζ こに

報告する。

11. 

材料は札幌産のもので，大部分は幼虫の聞に採集し，屋外lζ作った金網張りの虫合の，*で

飼育した。餌はイタヤカエデの葉で，虫合の中lζ植えた木及び水差しの校から与えた。マユは

その木又は校の上に作らせた。このようにして飼育していたイラガは 9月 1日からマユを作り

始め 9月 21日までに 10数匹を残して，大部分のものがマユを作 f)終った。残りのものも 1

週間以内にマユに入ったようである。 9月 28I~IIC最後のものと忠iわれる 1 匹がマユを作ってい

るのを見た。

グリセ日シの定量及びI(II，PJR性テストの方法は前報りと同じである。グ Pゴ{グシと税If州は

80%エタノーノレで抽出可能か否かにより分離した。 即ち，虫体を 80%エタノーノレと共lこ磨砕

し，遠心して抽出液を分け，更に沈澱を 80% エタノーノレで 2~3 田洗ひ，その洗1fl床液は先の抽

出液と一緒lこし， これに少量の活性炭を加えて l皆く放置した後，暖かい空気を吹きつけて蒸発

乾留し，これに 5%TCA脅持者 5mlを加えて減、過，無色透明の滅、液を得た。これを糖の定量に供

した。 一方 80%エタノ{ノレ抽出後の沈澱lこ， 同じく 5%TCA5 mlを加え， 1000Cで 15分間

義北海道大学低温科学研究所業績第 563号

時 80;1';エタノーノレで抽出され，アンスロンで発色するもの。幾つかの混合物であるが，未だ向定じていti.い。

袋栄養 TCA: Trichloro acetic acid 
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加熱後，冷却，溶過し，その漉液を定量，グリコ~グシとした。糖及びグリコ{グシの比色定

量lこはアジスロジ法を用いた。虫体のグ Pセリシは 3個体で，グリコーグシ及び糖は各 1個体

を使って定量した。又 9 月 7 日の前踊はマユに入って 1~2 EI経ったもの， 9月 16日のは 10日

経ったもの 10月211定量のものは少なくも 9月 10日以前にマユに入った前踊である。なお

10月 15I~I 以降に定量したものについてはマユを作ったけを特に考慮しなかった。

III. 

まずグリセリシ，グリコーグシ，柿の自然状態での変化を見ょう。第 1関に見られるよう

に，グリコーグシは最初の 2カ月の間に，急速な増加と，それに次ぐ急速な減少を示し， 11月

半ばには糸んど最低備に達し，少くとも 3月半ば過ぎまではその値にとどまる。一方グリセ F

Yはグリコーグシが減少し始めるとほぼ時を同じくして急、に増加Iし始め 10月半ばから 11月

半ばにかけて著しい増加を示す。その後の変動は緩慢となって， 12 月初めからr!~頃にかけて大
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第1図 グりセザン，グリコーゲン，糖及びi本恨の深さの季節的変化

0: ゲりセリン e: グリコーゲン X: 糖(以上は生体重 gr.

当りの mg数j， 荷主線: 休眠の深さ (?b)， 点線: 平均気温 (Co)
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体最高値に達し，以後翌春3月末頃までは殆んど変らないらしい。グリセ 9y及びグリコ{グ

シのこのような著しい変化に比べ， 糖はマユに入った後， 10 E1程の間に一定の値に落ち蒼き，

そのまま 3月半ば過ぎまでは変化は見られない。 3月四日既に休日民からさめてしまっている

イラガ前踊を平均気温 20C内外の戸外から 200Cの相潟に移すと，約20Rばかりの聞にグリセ

9 yは治んど消失してしまい，これに対応してグ Pゴーグシが生成される。勿論ζ の聞に変態

は進行し，早いものでは 14H 自に踊化したものもある。

次にグリセリシ定量と同時におこなったI耐凍性のテストの結果を第 1表lこ示す。この表か

らはI附凍性が 10月中に急増し， 11月からも更に増大しているように見える。しかし例年のイ

ラガ前蛸の鮒凍性テストの結果から見ると(朝比奈未発表)恐らく 11月初匂から耐凍性は既lこ

最高値に達していると思われる。又越冬して休!I~期を終っている前踊を保温した場合にはその

体内で踊への変態が急速に進行するが， 200Cで 2週間おいたこのような前蛸は -100Cで l時

間の凍結にもl耐えないのが常であるο これらの結果から克ると，少なくともイラガ前踊の場合

はグリセリシ含量の増加が耐凍性を高めるのに役立っているように見える。乙れは昆虫の耐凍

性機構を， 血液の凍結保存で知られたグリセリシによる権害の防止説2)と同様に見る Saltの

第1表イうが自iJ!婦の鮒凍性

時 !切 |休 1Jli;* iIi!J. ~ 111 }~\~.*了LJi 凍結時間 i 結 果後持

-100C 1 時間 生
9月21日 100 130~ ー 150C

一lデC 1時間 死

-100C 4日 主主

10月 1日 100 -150~-200C -150C 2時間 安 (60μ)

-200C 1.5時間 死

-150C l 時間 生
10月 9日 -150~ -20oC 

-20oC 20時間 死

-20oC 2.5時間 生 (40%)
10月 15日 80 主今 200C 

-200C 20時間 生 (60%)

-200C 1時間 生
11月 2日 日0 約一200C

-200C !日 位三

11月 16日 20 約 200C -300C !日 生

12月 11日 。 -3デC !日 生

保 200C に100日おいた時変f患の進行が認められたものの百分率。

附 この温度に 1日放寵してすべての虫体が凍結した場合の滋皮。
後終決 生死の判定;各悶 5~10 匹の前婦を使用。常態、に恢復して少くとも l ヶ月以上生育したもの。

休眠終了のものではいずれも変態が進行した。数値の記してないものは全部俊叉は死である。
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考え方めを支持するようである。 しかし， クキパチャドリパチ殺の場合を除き，今迄lこ調べら

れた耐凍型昆虫のグジセリシ含量はMれも 2-3%内外，又はそれ以下である。 従って虫体に

おける凍害防禦効果を Saltのいうように， グリセ日シその他の中性小分子物質の落存による

東一的性質のあらわれと考える為には，グ Pセリシ以外に多量のこのような物質がなければな

らない。イラガ前踊では，グリセリシ以外の多価アノレゴ{ノレは現在までのと ζ ろ検出されてお

らず，又糖の量も僅かでしかも虫体の耐凍性と無関係に 9月中旬より冬期を通じて，ほぼ一

定値を示している(第 1図)。 また越冬期の前踊の血液の氷点変化めの程度から考えても， ζ の

ような溶存物質の急増はきわめてお乙りがたいと思われる。体内のグ Pセリシが局在している

という考え方もあるめが， イラガ前踊では血液とその他の部分との聞にグリセ 9y含量の違い

は殆んど認められなかった(竹原未発表)。いずれにしても，イラガ前踊の耐凍性の機構はその

体内における中性溶震の単なる増加などによってはごく一部しか説明できないものであろう。

イラガ前踊の休眠については， 前lこ朝比奈によって耐凍性との関係が論じられているが6)

今回グ Pセリシの季節的変化を追うに当って，グ Pセリシ定量と同時に，あらためてその休|恨

の深さも調べてみた(第工図)。その結果によると，休眠の深さとグリセリシの増加との聞にも，

mH凍性の増大と間様lこ，密接な対応が見られるのは非常に面白い。即ち，グリセリシが急、lこ増

加し始める 10月半ばには， 20
0

C の恒漏で変態の進行する前~日]は 20% にすぎないが， 11 月半

ばにはその 80%が，そしてグりセリシが最高値lこ達する 12月中頃には全部が休眠からさめて

しまう。

以上の結果から見ると， 前踊体内のグリセ 9yはマユlζ入って 20-25日の聞に一旦蓄積

されたグりゴ~グシから生成されるように見える。乙の生成の場合，両者の聞に定量的な関係

は見られないが，これはグリゴ{グシの一部がこの時期の脂肪組織の増大に関与している為で

はなかろうか。 一方 3月の前踊を 200Cにおいてグリセリシが消失した時にはグリゴ』グシの

生成が定量的にお乙っているようである。蚕の卵で茅野は休眠中，グリコ{グシが定量的にグ

リセリシとソノレピット l乙変り，休眠が終ると逆反応がお ζ ることを明らかにし，グリセリシと

ソノレピット生成の機構について論じている九又 Wyattと Meyerはνクロピア蚕で，その血

液中のグリセ 9yが休眠中蓄積し，休n民が破れると急速にそれが消失することを報告してい

る町。 両者共，酵素的な実証はしていないが同じ経路でグジセリシが生成されると考えている

ようである。イラガ前踊でも，茅野が提出した機構lζ従ってグリコーグシ:グリセ 9yの転換

がおこるとするのが最も考え易い。しかし，これは今後明らかにしなければならない問題の一

つである。

蚕の卵とイラガ前踊の簡に見られる大きな違いは，グ Pゴ戸グシログ Pセリシ転換と休眠

との関係である。 蚕の卵では 250C，10臼間でグ Pセジシ及びソノレピットは最高値lこ達し，そ

の後50Cで休眠が終ると減少し始め，遂には消失してしまうのに，イラガ前踊では， 200C にお

殺 虫{本内のゲりセリン合誌は 20~30μ にも達ずる。
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くと，休f1良が被れない場合lこもグリセ 9yは消失してしまう九 なお平い時期，少なくもグリ

セリシが少量しか無い時期lこ， 20~C おかれると一時的にグジセ 9 yの治加がおこるようである

が今回の実験では個体数が少ないのでどの程度はっきりした増加を示すかは分らない。しかし

とにかく休i肢が終っていないのにグリセリシが消失してしまう ζ とは確かである。一方自然状

態では 12月中頃休日民が終ってしまってもグリセ 9yは全然減少しない制。 νクロピア壁の場

合では，休眠中 250Cでもグ Pセリシの蓄積が起って 7カ月 lこもわたって次第に増加し， 減少

は見られない。これもイラガ前踊とは異なる点である。ではイラガ前踊で何がグリセ 9y生成

の閃子になっているのであろうか。第 1図に示した結果から見れば，休眠に入る ζ とが第一条

件のようであって， ζの点では蚕の卵やνクロピア蚕と全く変らない。違う点は温度の影響で

ある。今回の結果だけからすれば，休11Kに入って後おこるグリセリシの増減は温度のみによっ

て右右されると言っても良いようである。

摘要

イラガ越冬前~自の体内のグリセリシ，グリゴ{グシ，械の増減を 9 月より翌年 3 月まで調

べ，グリセリシと休眠及び耐凍性との関係を論じたι

グ9セリシは 10月中匂より 1カ月の聞に急激lこ増加し， 12月以後3月まで，増減は見ら

れない。一方グリコ{グシは 10月中旬から同じ 1カ月の間lこ急激に減少し，それ以後変動はな

い。休眠の終了したイラガ前踊を 200Cにおくと 2 これと逆にグリセリシが急、減し，グリコーグ

シが急増する。又精はマユに入って 10EI間程の聞に生体重当り 2-3mgとなって，そのまま

3 月まで続く。これらの結果から，グリコーグ Y~グ日セリシ転換がお ζ っていると思われる。

同時に調べた乙の昆虫のi肘凍性の変り方から見ると，グリセリシ含量の増加がその耐凍性

を高めるのに役立っているように見える。しかしグリセリシの量は最高時でも 3%程度に過ぎ

ず， ζ れだけによっては ζ の前踊のもつ高度の耐凍性の機構の一部しか説明できないように忠

われる。なおグリセリシ以外の多価アノレゴ{ノレは現在までのところ検出されていない。

休眠の深さとグリセ 9yの増加との聞にも密接な対応が見られる。即ち，前踊の休眠終了

への過程はグリセリシの;増加と共lこ進み， グリセ 9y量が最高値lζ達する 12月中旬lこは全部

の前踊が休眠を終る。しかし休眠が終つでも，少なくも 3月末まではグリセリシの減少は見ら

れない。乙の場合虫体内のグヲセリシ代謝に関係する要因の重要なものは温度であるかも知れ

TピEし、。
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Resume 

In prepupae of a slug moth， Cnidocampa flavescens， the behavior of glycerol， glycogen 

and sugar was examined for the period from September 1959 to March 1960. ln 

connection with glycerol content， frost-resistance and diapause of prepupa was discussed. 

During a month beginning at the middle of October， glycerol showed a rapid increase 

and thereafter remained at almost a constant level from December to March.On the 

other hand， glycogen content remarkably decreased from the middle of October to the 

middle of November and thereafter showed no change in amount. In prepupae released 

from diapause， when they were incubated at 20oC， the relation between glycerol and 

glycogen content began to reverse rapidly. Total sugar content was always constant 

throughout the period examined. No appreciable polyhydric aIcohol other than glycerol 

was detected in this insect. According to these results， a glycogent:;glycerol conversion 

seemed to occur in this prepupa. 

Judging from the change of frost司resistancein this insect in autumn and winter， 

glycerol seems to be effective to increase the frost-resistance. It seems， however， that 

the mechanism of the frost崎resistanceis not explained by the presence of glycerol alone. 

The intensity of prepupal diapause also appears to be closely related with the glycerol 

increase. In this insect the release from diapause proceeded as the glycerol increased 

and at the middle of December， when glycerol content came up to maximal level， the 

prepupal diapause had already terminated. At least until the end of March no decrease 

of glycerol content was observed in these insects. In this insect， one of the important 

factors to control the glycerol metabolism may be temperature. 


