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ツマグロヨコバイの甘露か らの

メレジ トースの単離
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Abstract: An oligosaccharide was isolated from honeydew excreted 

by Nephotettix cincticeps. It was identified as melezitose based on 

HPLC retention times, qualitative and quantitative profiles of prod-

ucts formed by HC1 hydrolysis, hydrolytic responses to invertase, ƒ¿-

and ƒÀ-glucosidases, and 13C-NMR spectra.
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アブラムシやカイ ガラム シの排 出す るいわゆ る甘露の 中に特

異 なオリゴ糖類 が存 在する ことは,よ く知 られて いる。 た とえ

ばGRAY and FRAENEL (1954)は ジ ャガイモの芽 に寄生す る コナカ

イガラムシPseudococcus citriの甘 露中 にフル ク トース,グ ル コー

ス,ス クロースと ともにグル コス クロース を,WOLF and EWART 

(1955a)は レモ ン樹 に寄 生す る ヒラタカ イガ ラム シCoccus hes-

ri dumの 甘露 中か らフル ク トース,ス クロース と ともにグル コ

ス クロース,マ ル トス クロース,マ ル ト トリオ スク ロー ス,お

よびおそ ら くマル トテ トロス クロース と考 えられるオ リゴ糖 類

をそれ ぞれ検 出 した。 また アブ ラムシにつ いては,BACON and 

DICKINSON (1957)はEucallipterus tiliaeの甘露か らメ レジ トース と

グル コス クロース を,BARON and GUTHRIE (1960)はMyzus persicae

の甘露か らグルコス クロース,マ ル トスク ロー ス,マ ル ト トリ

オス クロース をそれぞれ検 出 してい る。 一方,ウ ンカ,ヨ コバ

イ類の甘露で は,フ ル ク トー ス,グ ル コースお よびス クロース

の存在 はよ く知 られて いるが,3個 以上 の単糖 が縮合 した オ リ

ゴ糖は同定 されていない(例 えば寒川,1970; OYA, 1980; OYA and 

SATO, 1981)。

われわれ はイネに寄生す るウ ンカ ・ヨ コバ イ類 の吸汁調節 機

構 を研 究 中,ツ マ グロヨコバ イNephotettix cincticepsの甘 露中 にフ

ルク トース,グ ルコースお よびスク ロース以外の複 数の低分 子

炭水 化物の存在 を認 め,そ の一 つ を単離 して メレジ トー ス と同

定 したので,こ こに報告 する。

実 験 方 法

1. 甘露の捕集 と糖画 分の調 製

イネ苗(品 種:ト ヨニシキ,3～4葉 期)の 下位 葉葉 身 を切 除

し,根 を湿 らせ た脱脂綿 で被 い,両 切 りガ ラス管(22mm I.D.

×70mm)に 通 した。葉鞘 部が ガラス管内 に,ま た上位 葉葉 身

と根部 が管外 になる よう,ガ ラス管 の両端 をパ ラフ ィル ムで閉

じた。 ガラス管内には10頭 の ツマグロ ヨコバ イ雄成虫 を放 し,

葉鞘部 を吸汁 させ た。25±1℃,湿 度50～70%の 室内 に水 平に

お き,下 方か ら照 明(摺 りガラス板 を通 して約10cmの 距 離に

5W蛍 光灯 を点灯;16時 間明8時 間暗)し た。24時 間後 にイネ

苗 と成 虫 を除 き,ガ ラス管 内壁 に付着 した甘露 を蒸留水で洗 い

流 した。洗 液 を減圧 濃縮 し,陽 イオ ン交換樹 脂(Dowex50×8,

H+型,200～400メ ッシ ュ)お よび陰イオ ン交換樹 脂(Dowex1×

8,ギ 酸型,200～400メ ッシュ)か ら順次水 で溶出 し,糖 画分 を

得 た。

2. 糖成分 の分析

糖 画分に存 在す る糖 の分析 は,高 速液体 クロマ トグラフ ィ(以

下HPLCと 略す)に よ り,保 持 時間(Rt)と ピー ク面積 を標 品 と

比較 して行 った。 分析条件 は,ポ ンプ:HITACHI L-6000;カ ラ

ム:SHISEIDO CAPCELLPACK-NH2 4.6mmI.D.×250mm;溶

離液:ア セ トニ トリル/水=3/1;流 量:1ml/min;検 出器:Wa-

ters 401示 差屈折 計で あった。

3. 未 同定オ リゴ糖 の構造確 認

HPLCを 繰 り返 して未 同定の オ リゴ糖(Rt14.6分)を 分取 し,

結 晶 と して単 離 した。一部 を とり,5%塩 酸 に溶解 し,80℃ で

30分 間加 温 した後,反 応 液 を減圧濃 縮 して塩 酸 を除 き,HPLC

で生 成物 を検 討 した。 また0.5mlの 蒸留水 にオ リゴ糖1mlを

溶解 し,イ ンベル ターゼ(EC3.2.1.26, Sigma製)1mg, β-グル コ

シダーゼ(EC3.2.1.21, Sigma製)1mg,ま たはα-グル コシダーゼ

(EC3.2.1.20,和 光純薬 製)1mgを 加 えて,そ れぞ れ55℃ で10

分 間,35℃ で20分 間,ま た は40℃ で10分 間反 応 させ た。各

反応 液 を酢 酸セル ロース膜 で濾過 した後,生 成物 をHPLCで 分

析 した。 さ らに単 離 オ リゴ糖 お よびそのア セチル化物(無 水 酢

酸/ビ リジ ンで1夜 処 理)を 重水/重 メタノール に溶解 して13C-

NMRス ペ ク トルを測定 した(使 用機種:JEOL JNM-FX60Q)。

結 果 お よ び 考 察

糖 画分 のHPLC分 析 によ り,フ ルク トー ス(Rt6.1分),グ ル

コース(Rt7.4分),お よびス クロース(Rt9.9分)以 外 に,複 数 の

低分 子糖類 の存 在が認 め られた(Fig. 1)。それ らの 中で,上 記3

種類 の既知糖 に次 ぐ大 きい ピー ク として検 出 された オ リゴ糖

(Fig. 1の ピー クIV)は,そ のRt値(14.6分)を 標品 と比較 した結
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果,三 糖 類の メ レジ トース と推定 された。

これ を確 認す るため,HPLCを 繰 り返 して分 取 したオ リギ糖

の結晶 を希塩 酸 と加 温 したところ,反 応液 中に単離 オ リゴ糖 は

検出 されず,代 わって単離の フル ク トー ソ とグル コース,さ ら

にス クロース と同 じRt値 をもつ二糖 がモル比で ほぼ1:4.5:1.7の

割合 で認 め られ た。す な わち構成 単糖 は フル ク トース とグ ル

コー スであ り,そ れ らの モル比は実測値 約1:2.3か ら,1:2と 推

定 された。

単離 オリゴ糖 は α-グル コシダーゼ によって フル ク トース とグ

ル コース に加水 分解 され たが,イ ンベ ル ターゼ と β-グル コシ

ダー ゼに よる分解 は まっ た くみ られ なかった(Fig. 2)。すなわ ち

オ リゴ糖 を構 成す る1個 の フルク トース と2個 の グル コース

は,グ ル コス クロースの ような フル ク トースーグル コース-グ ル

コー スの配列で はな く,グ ルコースーフル ク トースーグル コー ス

Fig. 1. High performance liquid chromatographic profile of sugars 

in honeydew excreted by adult male Nephotettix cincticeps fed on 
rice seedlings. Peak I: Fructose, peak II: Glucose, peak III: 
Sucrose, peak IV: Tisaccharide identified as melezitose.

Fig. 2. High performance liquid chromatographic profiles of hy-

drolytic products of honeydew trisaccharide, incubated with 

invertase (top), ƒÀ-glucosidase (middle), and ƒ¿-glucosidase (bot-

tom). Peak I: Fructose, peak II: Glucose, peak III: Honeydew 

trisaccharide (unchanged).

Fig. 3. 13C-NMR spectra of honeydew trisaccharide (bottom) and of authentic melezitose (top) (measured in D2O/CD3OD at 15 
MHz).
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の配列 を とる ことが わかった。 また2個 のグル コースはいず れ

も α-結合で フルク トース と結 び付 いてい るこ ともわ かった。

単離 オ リゴ糖 とメ レジ トース標 品の13C-NMRス ペ ク トル を

Fig. 3に 示す。単 離オ リゴ糖 お よびその アセチル化物 のスペ ク

トル は,い ず れ もメ レジ トースの構造 か ら予想 されるそれ と矛

盾せ ず,ま た メ レジ トー ス標品 お よび標 品の アセ チル化 物 の

13C-NMRス ペ ク トル とそれぞれ一致 した。

以上,HPLC保 持時 間,希 塩酸 処理生成物 の定性 的定量的 分

析結果,各 種酵 素処理 に対 す る応答,お よび13C-NMRス ペ ク

トル解析の結果 か ら,ツ マ グロ ヨコバ イの甘露か ら単 離 された

オ リゴ糖 はメ レジ トース と同定 された。

メレジ トース は コナ カイガラム シや ヒラ タカタカイ ガラムシ

の甘露か ら検 出された グルコス クロース と同様,フ ル ク トース

1分 子 とグル コース2分 子か ら構成 され る三糖類 であるが,3個

の単糖の配列 はグル コスク ロー ス と異 な り,フ ルク トース の2

位 お よび3位 にそれ ぞれ グル コースが結 合 している。上記2種

類の カイガラムシか らは検 出されてい ないが,イ セ リア カイガ

ラム シIcerya purchasiや アブラム シEucallipterus tiliaeの甘 露か ら報

告 されてお り(WOLF and EWART, 1955b; BACON and DICKINSON, 

1957),同 じ同翅 目の ツマ グロヨ コバ イの甘露 に見 出 されて も,

あえて異 とす るにあた らない。 すで に述べ た ようにウ ンカ ・ヨ

コバイ類の甘露か らは,メ レジ トース を含 めて オリゴ糖 は報告

されていなか ったが,今 後各種 のオ リゴ糖 の存在が 明 らか にな

る もの と思 われ る。 これに関連 して,OYA (1980)お よびOYA 

and SATO (1981)が ツマグ ロヨコバイの甘 露に見 出 し,イ ネ由来

の成分 と考 えた未同定化 合物 は,こ の メレジ トースで あった可

能性が あるこ とを指摘 して お く。

なおコナカ イガラム シあ るいは アブ ラム シ類(Eucallipterus tiliae

やTuberolachnus salignus)の寄主植物 か らグル コス クロースや メ レ

ジ トースが検 出 されなか った こ と(GRAY and FRAENKEL, 1954; 

BACON and DICKINSON, 1957; MITTLER, 1958),ヒ ラタカ タカイ ガ

ラムシや イセ リアカ イガラム シの甘 露か らスクロース を唯 一の

基質 として,そ れぞれ フルク トース,グ ル コース,グ ルコスク

ロース,お よびフル ク トース,グ ル コース,メ レジ トースを生

成す る酵素が認 め られた こと(WOLF and EWART, 1955b)な どか

ら,こ れ らの オ リゴ糖類 は昆 虫起源 のイ ンベ ル ターゼの糖転 移

作用 に よって生 成 した もの と考 え られてい る。

ツマ グロ ヨコバ イの場合 も,イ ネ節管液中 の糖 類 と してはス

クロースのみが検 出 されてお り(KAWABE et al., 1980; FUKUMORITA 

and CHINO, 1982),今 回 ツマ グ ロヨコバ イの甘 露中 に見 出 され た

メレジ トース は虫体 内で スク ロースの分解 によって生 じたグル

コースが 未反 応 のス ク ロース に転 移 して生成 した と考 え られ

た。 こ の点 を明 らか にす るた めの実験 はほ ぼ終了 し,メ レジ

トースが虫体内で 生合成 されてい るこ とが確か め られたが,そ

の詳細 は別 に報 告す る。
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