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Resumee 
Der Ort， an dem K spat abends ankam， war ein Dorf im Schnee. K und das Dorf， 

dann trat sofort als巴inHauptbegriiff das grose Schloss ein. K， ein Dorf， ein Schloss 
hier und der Winter als Umw巴lt 弓 d.h.diese vier wichtig巴nElemente bilden den 
Kern dieses Romans. K blieb nur im Dorf司 woman ein Schloss hinsehen konnte， 
und immer noch nicht als Einwohn町、 sondernals ein Fremder. Das Schloss liegt 
aber immer im ganz gleichen Abstand von K und Dorf. Vor allem muss man auf 
die erst巴 Frage，was ftir ein Dorf das sei， antworten. Das Dorf hier ist vielleicht ein 
kleines und namenloses Dorf in Nord-8ohmen， aber wahrscheinlich kann man den 
festen geographischen Ort dieses Dorfs， nicht so genau erahnen. 

Schlusselindexworter Schloss， Dorf， Roman， Kafka， K， Winter， Schnee， Landvermes-
ser， fremd， Kampf， 8au巴r，Frauen， 

I 

Kafkas Planung hat sich zuerst teils aus so ge-

planter Gesta1tung， teils aus so komplizierter Idee 

zusammengesetzt， dass das Schloss wahrend etwa hal-

ben Jahres immer mehr hypertrophisch gestaltet 

wurde， zuletzt dieser Roman auch unvollendet ist. 

Ausderdem hielt Kafka selbst das Schloss dafur， dass 

es doch nur> zum Geschrieben-ーち nichtzum 

Gelesenwerden < 1list， deswegen kδnnte man es nicht 

ubersehen， seinen Schaffensprozess mδglichst ver-

schwiegen zu haben. 

2 

2.1 Nach dem Zeugnis der Handschrift zu 

schliesen， entschlos sich Kafka von der ersten Per-

son>ich <zu> K <ub巴rzugeben，wahrend der N ieder-

schrift des dritten Kapitels. Daruber gibt es einen auト

fuhlichen 8ericht in Apparatband von Pasley. Hier 

konnte man danach fragen， warum Kafka zunachst 

den Helden mit>ich <bezeichnet hat. Mit Sicherheit 

hat Kafka seit dem>Urteil<in 1912 die meisten 

Helden in der dritten Person vorgestellt， namlch 

als>er<oder>sie<. Wenn Kafka trotzdem bei 

seinem letzten Roman， in der lch -Form zu schreiben 

begann， konnte man daraus schliesen， dass das 

Schloss als ein autobiographischer Roman nieder-

schreiben wollte， und dass das Schloss vor allem ein 

vollendetes Werk werden sollte， trotz der Paradoxie， 

dass sowohl das Leben von Kafka als auch dieser 

Roman ganz unvollendet waren. Aber dieser Per-

sonwechsel von> ich < bis > K < ist einers巴itsdie pas-

sende und notwendige Folge aus der eigentumlichen 

Erzahlmethode司 weildie erlebte Rede im Schloss弓

also die Innendarstellung in der Er-Form Kafkas 

Ich genug entwickeln konnte. Einfach durchgelesen， 

kann man leicht verstehen今 dass K viel grober， 

aktiver oder kampferischer und kδmischer als Kafka 

selbst ist， so dass man K fast fur eine andere Person 

halten kann. Jedenfalls vertritt K die Objektivitat， 

die Sachlichkeit und Entfremdung der Hauptper-

sonen im Schloss am besten. Nach Walser wird>die 

totale Kongruenz von Autor und Medium < 2)in 

diesem Roman zumindest unvermeidlich. 

2.2. Wenn K in einem Dorf ankommt， liegt das 

Dorf im Schnee， besonders> in tiefem Schnee <. N un 

ist die Ankunft eben im Schnee. Der Buhnenhinter-

grund im Schloss ist sicher der Spatwinter， weil 

diese Schneeszene gerade wirkliche Landschaft des 
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Romans ist， deutet sie wahrscheinlich an， dass K's 

al1e kunftige Taten vergebens werden， denn diese 

Schneeszene druckt nicht nur eine Grenzsituation， 

sondern auch eine absolute Negativitat aus. Vor 

allem bezeichnen der tiefe Schnee， die Kalte und die 

Menschenleere dem Leser das Al1einsein und das 

Fremdartiges von K eindrucklich. 

2.3. Bei der Ankunft muss K endlich auf einem 

Strohsack in der Wirtsstube schlafen， wahrscheinlich 

ist K damit einverstanden ungern. Das Wort> Strolト

sack < ist zugleich ein Bild， das K's wirkliche Situa-

tion beleuchtet. Und das Dorf hier besteht aus den 

Bauern. Die Eindrucke， die K von den Bauern hat， 

sind fur ihn zwar angeblich gleichgu1tig， sie wirken 

aber angstvol1 und schau， gleichzeitig jedoch un-

schuldig und kindisch. Die Bauern sind neugierig 

auf vieles， besonders auf K， den Fremden， also noch 

sind sie gerade dabei. 

Weiter schliesen sie aber die Familie des Barnabas 

im Dorf aus， laut der Klage von Olga， und sie spre-

chen von der Familie des Barnabas nicht mehr wie 

von Menschen. Was ihr al1tagliches Leben beherr-

scht， ist nichts anderes als die Angst vor dem 

Schloss， vor al1em ist das der absolute oder blinde 

Gehorsam fur die Schlossbehδrde. Schlieslich sind 

die Bauern auch die entfremdeten Menschen. 

Dagegen schrieb Kafka selbst uber die Bauern seiner 

Umgebung in Zurau bejahend folgendes ; > alト

gemeiner Eindruck der Bauern: Wirkliche Erdenbur-

ger< 3). Das Dorfleben in Zurau war eindrucksvol1 

fur Kafka. Dort fuhlte er sich etwas menschlich. 

Aber im Roman > das Schlos < scheint es ganz 

anders zu sein. 

2.4. In seinem Kommentar halt Binder K's Aus-

sage， der vom Schloss bestel1te Landvermesser zu 

sein， fur eine Luge. 

Seit langerer Zeit hatte das Dorf hier einen Land-

vermesser brauchen mussen und die Nachricht dar-

uber hatte K auch wahrscheinlich gewust， deswegen 

rechnet er plotzlich mit einigen Moglichkeiten gegen 

den Vorwurf> Landstreicher <. Aber die beiden Ge-

hilfen verstehen nichts> von Landvermessung <， son-

dern auch K verrichtet> keine Vermesserarbeit <， und 

fahrt K immer damit fort， zu meinen， dass er> hier 

fremd， erst seit gestern abend in Ort < 4)sei und er 

sich im Dorf hier verirre oder er> soweit in der 

Fremde， wie vor ihm noch kein Mensch < 5)ein Frem-

der sei. Vor allem gibt es hier die Hauptfrage， ob K 

wirklich ein Landvermesser sei und was die Land-

vermesserarbei t sei. 1 n der letzten Szene d i eses 

Romans gibt es weiter ein interessantes Gesprach， 

sogar einen kecken Wortwechsel zwischen K und der 

Herrenhofwirtin ; >“Was bist Du denn eigentlich?"， 

“Landvermesser'¥“Was ist denn das?"<6). 

Zwar bedeutet die Landvermessung buchstablich 

die Uberprufung der Boden -und Besitzverha1tnisse， 

doch sol1 das Dorf hier auch wahrscheinlich dem 

Graf Westwest gehδren， und dabei braucht man 

keine Landvermessung und keinen Landvermesser， 

wenigstens nicht fur die Besiztverha1tnisse. Es sei> 

kein Landvermesser nδtig<7)， heist es auch an einer 

Stelle im Roman. Uber K's Beruf， namlich uber 

Landvermesser muss man nachher weiter in Frage 

kommen. 

2.5. K horte im Halbschlaf， dass es im Dorf hier 

ein Telephon auch gibt， dabei ist er im einzelnen 

uberrascht daruber， aber in Ganzen erwartet er es 

freilich， da das Telephon schon uberal1 eingerichtet 

wurde und dieses Dorf keine Ausnahme hat. Am 

nachsten Tag telefoniert K selbst nach der Schloss-

behδrde. Das Telephon ist unmitterbares und prak-

tisches Informationsmittel， zugleich gibt es aber darin 

eine Gefahr mit den Misverstandnissen immer. Das 

Telephon hier ist wirklich merkwurdig und undurch-

dringlich. Es war，>wie wenn sich aus dem Summen 

zahl10ser kindlicher Stimmen - aber auch dieses 

Summen war keines， sondern war Gesang fernster， al-

lerfernster Stimmen < 8). Der Ausdruck> Gesang < erin-

nert hier an>Jos巴fine，die Sangerin <， Kafkas letzte 

Erzahlung. Vor al1em funktioniert das Telephon im 

Schloss offenbar ausgezeichnet. 

2.6. Von einer Seite， ist das Leben von Franz 

Kafka eine kampferische Geschichte gegen Vieles， 

besonders gegen seinen Vater， gegen manche Frauen 

und gegen sein Schreiben usw. Dabei muss man das 

W ort > Kampf < kommentieren. 

Nach Emrich ist K's Kampf> doppelter， nur 

scheinbar widerspruchsvolle Kampf<9)， denn in Wirk-

lich hat K immer die Zweideutigkeit， also muss er 

immer dagegen kampfen， namlich > im Schlos zu 
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gelangen und zugleich kampt er um seine Unabhan-

gigkeit vom Schlos， ja gegen das Schlos< 10). 

1m Tagebuch erklart sich Kafka uber die Vorstel 

lung> Kampf< > Die durch den> Kampf<erzielte 

wahrscheinlich sein Hδchststarke des N egativen 

macht die Entscheidung zwischen Irrsinn oder Si-

cherung nahe bevorstand < 11). 

Vor allem muss K immer tatsachlich gegen neue 

Bekanntschaften hier im Dorf kampfen， taglich 

gegen > jede einzelne Kleinigkeit selbst < 12)erkampfen. 

2.7. Wenn man das Verh引tniszwischen dem 

Schloss und K kurz bestimmt hat司 hattedas Schloss 

einerseits schon gegen K die Uberlegenheit今 muste

gleichzeitig das Schloss sich anderseits gegen K die 

Tauschung nachher ausgeliert sein. Zwar uberschau-

erten diese unvorstellbaren dynamischen entsprechen-

den恥1asnahmender Schlosbehorde gegen K leicht 

in diesem Augenblick， aber das kummert ihn nicht 

dauernd， namlich ist das nur alles fur K守 vielmehr

macht es bei ihm immer mδglicher， ihn zum Kampf 

anzuregen. Wahrend man hier im Dorf ablesen kann， 

dass K auch empfindlich die absichtliche Ent-

sprechung des Schloss巴suberblickt， kδnnte man die 

gleichgultige Kluft zwischen der Erkenntnis und der 

Tatsache weiter anschauen， anders gesagtラ dieGrenz巴

des menschlichen Verstandnisses. Viele Erwartungen 

gegen viel巴 Enttauschungen，also ist das sowohl das 

ewige Paradox als auch das unvermeidliche Prinzip. 

2.8. Um die Wahrheit zu sagen， K soll weder den 

Grafen noch das Schloss kennen今 undseine Aus-

sage> ich kenne den Grafen noch nicht < 13)druckt 

nicht anders als seine grobe Offenbarung und seine 

unschuldige Wehrlosigkeit aus， wenigstens gegen den 

Wirt， naturlich unmittelbar kummert er sich schon 

um den Lohn fur seine Arbeit， daher ware er auch 

ja der Besitzer eines grundsatzlichen 

Arbeiterbewusstseins， und mit ausdrucklichem Verlan-

gen erwartet er ， dass er viel bezahlt wurde. Damit 

will er auch etwas heimbringen， weil er so weit von 

Frau und Kind reist， als sei er als Gastarbeiter her-

gekommen. Aber Binder kommentiert uber Frau und 

Kind folgender; > Luge K's， um Mitleid zu erregen， 

andernfalls muste der Erzahler spater， wenn K 's 

Heiratsabsicht巳ndargestellt werden司 daraufzuruck-

kommen. Wenig spater bezeichnet sich K auch selbst 

als unaufrichtig< 14). Wenn man damit meinen kann， 

dass K schon verheiratet ist. dann muss man mit K 

die verfehlte Moglichkeit von zwei Frauen meinen. 

Kafka beschrieb fruher uber zwei Frauen in Frag-

ment >es ist aber kein Ratsel司 esliegt offen da， 

ich w巴rdees dir zu erzahlen versuchen. Ich lebe also 

mit diesen Frauen < 15). Hier muss man die zwei 

Frauen K、s，in denen sich Kafkas Verhaltnisse 

spiegeln， wie Phi¥ippi meint， in Betracht ziehen， und 

schlieslich interpretiert Philippi uber die zwei 

Frauen von K > Daβdiese Tauschung K弓sLeben 

ausmacht， ist seine int巴lIekuelleTragik一一一-keine 

sei ner faktischen Existenz. Das konkrete gegen wartige 

Leben im Dorf tragt ihn er aber merkt es nicht司

weil er im Geiste schon uber es hinaus ist. K konn-

te - nach allem， was wir gesehen haben - zu einem 

n巴uen Anfang finden， wenn er seine Art des 

Strebens als leere metaphysische Formel durch-

schaute und ich selbst neu deutete<16). 

2.9. Alle seine Verbindungen im Dorf dienen nur 

seiner Landvermesserung und durfen nicht aus den 

Augen gelassen werden， sucht K unwidestehnlich司

also neue Bekanntschaften nach und nach， aber als 

Erfolg verstarkt jede neue Bekanntschaft nur Mudig 

keit司 vielmehran dieser Stelle wird mehr Kafkas 

Eigentumlichkeit als K's Besonderheit erzahlt， >die 

mich von allen Bekannt巳nnicht wesentlich < 17)ist. In 

dieser Stell巴 gibtes vier Variationen nach dem Ap-

paratband. Gegen Friedas Wunsche> irgendwohin， 

nach Sudfrankreich， nach Spanien < 18l， mit K aus-

zuwandern， sagt K fest entschlossen zu ihr ;> ich bin 

hierhergekommen司 umhier zu bleiben. Ich werde 

hier bleiben .・・・・¥ was hatte mich denn in dieses δde 

Land locken kδnnen， als das Verlangen hier zu 

bleiben < 19). Jedenfalls bleibt die Frage司 obK ver-

heiratet ist oder nicht， im Unklaren， trotzdem diese 

Frage eine grose Roll巴 in der Handlung dieses 

Romans spielen sol¥. Dabei， wenn man K's Leben 

und Kafkas Leben in dichter Zusammenhang bringt， 

kδnnte man zweifellos K fur einen Junggesellen 

halten. 1m Allgemeinen gibt es zwar f，δrmlich einen 

grosen U nterschied zwischen dem Schloss und dem 

Dorf， nam¥ich zwischen Herren und Bauern vielmehr 

scheinbar ein巳nfunktionell巳nUnterschied. Marthe 

Robert kommentiert sich darub巳rsehr interes 
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sant > Das Schlos und das Dorf， das Alte und das 

Neue stehen zwar formal im Gegensatz zueinand町、

fliesen jedoch in Wahrh巴itheimlich ineinander 

uber<20) 

Schlieβlich weisen zwei Aspekte darauf hin， dass 

K seiner Selbsttauschung nach einerseits keine Frau 

hat， andererseits er bestimmt seine Familie ver!ast 

und sich allein auf den Weg macht， nach seiner 8e-

hauptung， dabei ware die Liebesgeschichte mit 

Frieda nur eine augenblicklich巴 1rre und Tau-

schung. 

2.10. 8ei Familie 8arnabas war 8runswick bis vor 

drei Jahre ein Gehilfe， der>immer etwas grob ist 

fur Naturen wie Amalia kein Verstandnis hat<21). 

Zwar hat er eine Abneigung gegen K， spater argert 

er sich uber K sehr und nach Hansens Meinung 

wurde er gewis niemals erlauben， dass K zu seiner 

Mutter kommen， doch nach dem 8ericht des Vorste-

hers mag er ein gefahrlicher und bδser Mensch sein， 

eigentlich K's Gegner nicht sein， vielmehr muss K's 

Ankunft im Dorf fur 8runswick willkommen sein， 

weil er der Fuhrer derjenigen ist， welche， sei es auch 

aus politischen Grunden， die 8巳rufungeines Lan-

dvermessers verlangt. Schlieslich ist seine Figur auch 

ziemlich unklar und widerspruchsvoll， aber kurz 

gesagt， er steht im Gegensatz zu seiner Frau， nam-

lich er sch巴intimmer und tut ungeduldig， wahrend 

seine Frau immer schweigt und todesgleichgultig ist. 

Nach K's Meinung raubt er弓 um> sich einmal als 

ein kleiner Klamm zu fuhlen < 22)verhalt. Vor allem 

verstehen diese zwei Gehilfen aber nichts von der 

Landvermesserarbeit. Endlich sind die unnutzlichen 

Gehilfen fur K nur der grδste Schrecken， den K bis-

her im Dorf hier erl巴bthatte. Diese Aussage K's ist 

wirklich ironisch und paradox， nicht einfach， viel-

mehr kompliziert. Unscheinbar ist K wahrscheinlich 

mit Absicht hierhergekommen und Lasemann besucht 

er absichtlich， wahrend er alles im Dorf durch 

Zufall erlebt， bald hoffnugsvoll， bald verzweifelt. 

Schlieslch steht K immer in der> unzahligen Ab-

stufungen der Hoffnung oder Verzweifl ung < 23)nach 

wie vor ist seine Lage unverandert hoffnungslos. 

Letztens stand K vor der Gerstackers H utte， n ur 

vom Widerschein des Schnees bel巴uchtet. > die 

Augen， alte braune Augen und eine zittrige Frauen-

stimme < gehoren ，wahrschei n 1 ich zu > Gerstackers 

Mutter<24)， noch eine Mann巴rstimmeist bestimmt 

Gerstachers Stimme. Das Gerucht， dass ein Landver-

messer schon gestern abend plotzlich angekommen 

sel， v巴rbreitetesich durch das Dorf. 

3 

Vor allem versteht K gar keine Landvermessungs-

kunst， also wenn er auch als Landvermesser， sowohl 

dem Namen nach als auch in Wirklichkeit， vom 

Schloss anerkannt wurde， kδnnte er keine Vermesser-

arbeit machen. Uberdies verstehen seine Gehilfen 

auch keine Landvermessungskunst. Trotzdem h巴istes 

im zweiten 8rief von Klamm an K， den 8arnabas 

am funften Tag mitbringt， folgendes > Die landver-

messerischen Arbeiten， die Sie bisher ausgefuhrt 

haben， finden meine Anerkennung. Auch die Ar-

beiten der Gehi lfen sind lobenswert < 25). Ei nerseits 

scheint es ein ganz erstaunlicher Widespruch zu sein. 

Der and巴rerseitsscheint巴sdie recht notwendige 

Handlung dieses Romans zu sein. Der 

misverstandnisvolle und widerspruchsvolle Abstand 

zwischen den beiden ist unveranderlich nach wie 

vor， verringert sich nicht， als ob das K's Schicksal 

hier im Dorf symbolisch darstellte. 

Spater erfahrt K von Olga andere Nachrichten 

uber das Verkehrsmittel > Es gibt mehrere Zufahrten 

ins Schloss. Zwar vereinigten sich in der Nahe des 

Dorfes alle Zufahrtsstrasen， aber dort rasen schon 

alle Wagen<26). Daraus ist巳sklar， dass es hier 

Schritten und Wagen gibt， und Gerstacker ist ja kein 

anders als Fuhrmann im Dorf. 

Auf der letzen Seite in der Kritischen Ausgabe des 

Sch lossgeschichtes erscheint Gerstack巴rsMutter > Es 

war Gerstackers Mutter. Sie reichte K. die zitternde 

Hand < 27). Wegen des Alt巴rsund der Krankheit 

mehr als aus Angst hat sie nun vielleicht eine 

zittrige Frauenstimme. Sie scheint K， dem fremd巴n

Mann， mitleidig helfen zu wollen， weil sie K an das 

Schicksal ihres Sohns巴rinnert.
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Abstract 
We study relationships between the semi-invariant and it's automorphic form， then we ana-
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Sec 9 Schwarz微分と保型形式

ここで半不変式と保型形式の関係について系統的に議論し

ておこう.楕円関数や超幾何関数などの枢要な特殊関数はそ

れが従う微分方程式によって特徴づけられているが，保型形

式は非線型ではあるが 1階および 2階の定数係数の微分方程

式の原点近傍における有理形解で特徴づけることができる.

独立変数μ，従属変数 Cに対して

{ S-'μ}二(s-"/ご)，ー(ピ/{) 2/2 

とかき，この量を μに関する tの Schwarz微分という.複

素平面上の単連結領域 Dで，関数 Q(μ) は正則であるとす

る. 2階の線形微分方程式:

内)+すQ(J.lh，• (J.l)二 O )
 

-(
 

の基本解の Iつを (p，(μ)， P2 (μ) )と書くとき， P2 (μ) /p， 

(μ) = s-(μ) は3階の微分方程式

{S， μ}二 Q(μ)

を満たす.逆に η(μ) をD内の点μ。で正則であるような上

式の解とすれば(1)の互いに 1次独立な解 p，(μ)， P2 (μ) が

あって， P2 (μ) /Pl (μ)二s-(μ) と表される.なお，この場合

Pl (μ。)= 1とすれば， (Pl (μ)， P2 (μ) )は唯一確定である.

これは，以下のように示される. Pl (μ)， P2 (μ) は(J)の基

本解であるので，
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とかけるので，
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つまり， 1 P 2 P 11は定数であって，これを 1として一般性
I P2 Pl I 

を失うことはない.このとき，
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ど/s'三一2 ・~， {s"/s'}'二一 2 ・ ~+2・ (~l'y
Pl - Pl¥Pl/ 

となる.ここで， p/'二一(1/2)・Q(μ)Plであるから，

{ s'μ}= {s"/sγ-{S"/S'}/2=Q(μ) 

が得られる.逆にこの 3階の微分方程式のμ=μ。において正

則であるような解を s(μ) とかき，この解のμ=μ。における

初期値を s(μ。)， s' (μ。)， s" (μ。)とする. s(μ) はμ=μ。で

正則であるので， S'(μ。)ヰOである.よってこの線形微分方

程式の基本解で初期値が

(Pl (μ。)， P2 (μ。))= (1， s(μ。)) ， 

(P/(μ)， pz' (μ) ) 

一/二芝生よ 2ご(μ。)2-s(μ。)S"(μ。L¥
¥ 2 s(μ。) ， 2ご(μ。 )

であるもの選ぶことにする.こうすると s(μ)=P2(μ)/Pl 

(μ) となることをいえばよい.そして，それには初期値が

一致することをみれば十分である. (Pl (μ)， P2 (μ) )のμ。に

おける初期値について

[P2/P1J"= s(μ。)， 

P2'(μ) Pl (μ。)一P/(μ。)P2 (μ。)
[P2/P1J'1'=μ。 Pl(μ0) 2 

=s'(μ:0) ， 

であり，同様に [P2/P1J"，uO=ご，(μ。)が示される. (証明終

り)

したがって，(J)で， 1]" (μ)=0の解は μについて 1次式で

あるから

s=(αμ+β)/(γμ+δ) (( oβ)εGL(2， C)) 
1γα/ 

φ{s，μ}=o 

であることが導かれる.また， ds/dμ=dS/du・du/dμ であ

るから

{ s'μ}t(手/if十倍/~;n
={s， u}(du/dμ)2+{U，μ} 

が成り立つので U→ μとして {μ，s}(ds/dμ) 2十{s， 

μ}=oがいえて，さらに μ→(αs+β/γs+δ) とすると

{s' ，u }={S' 告書}(:~y +{手5，μ)
=防王子， μ}(まY+{三45，μ}: 

(~ ~)一二(~: ~:) 
={出， ，u}: [(日)EGL弘 C)] 

が得られる.最後に上式でμ→(αμ+β/γμ+o) を代入す

れば

{ s'手引=-{μ，c}(jt)2(如 +O)4/

(α6一βγ)2

={s'μ}(γμ+δ) 4/ (α6βγ)2 

であることが導かれるので

{ s'芳45)・(3312二 {s'μ}: 

[( oβ)EGL(2， C)] 
1γα/ 

(2) 

なる Schwarz微分がもっ基本的性質に関する公式が得られ

る.以上の準備のうえで保型形式および保型関数の一般的定

義からのべることにする.

複素数体Cに∞を加えた Riemann球面 Cをとる.

c-{∞}では s'c一{O}では S-lが局所座標になってい

る. c上で SL(2，C) は1次有理変換:

c →手~ ((日)ε山叶

としてはたらしこのとき， kernelは土1であるので PSL

(2， C) = SL(2， C) / :t 1を導入すれば，射影特殊線形写像群

PSL(2， C)が C に作用するということでもある. PSL(2， 

C)の部分郡rとCの領域 Dに対して， rの要素が Dを

Dの上に写像し Dの任意点品について，集合 {σ(品)Iσε 

r}が Dの内部に集積点をもたないとき，部分群rが領域

Dに真性不連続に作用するという.

{ oβl 
σ=( ~ /")が同じ固有値をもっちき， σは放物裂 (para-

1γα/ 
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bolic) であるといい，その不動点 (σ(α)二 αとなる点)を

その放物型不動点であるという.部分群Fが放物型が要素

をもち αがその不動点であるとき，。を rの放物型不動点

または尖点とよぶ.定義から明らかなように尖点はrが真

性不連続に作用する領域 Q に含まれない.いま

であることが条件である.つまり， (4)はh(S-)が指数 2k

を持つための必要条件なのである.

部分群Fについての指数 2kの保型形式 h(S-)で， k次

微分 h(S-) dS-kが各尖点の Riemann面上の像において，高々

(k-l)位の極しかもたないときには，これを指数 2kの

尖点形式とよぶ.そこで，整保型形式が尖点形式であること

o=ou{rのcusp全体} (3) を判別する手段として尖点およびその Riemann面上の像に

とかくと，商空間 o/rには 1次元複素多様体であるとこ

ろの Riemann面の構造が自然に入る.これが (0，r) の

Riemann面と呼ばれるものである.商空間 o/rは o/rの

なかで桐密である.この小論では o/rがコンパクトな

Riemann面のときを論じることにする.

つぎに， Riemann面 M の点 pのまわりで局所座標 Cの局

所有理型関数 h(S-)を用いて， h (S-) dS-kと表される量を h

(S-)の k次有理型微分と呼ぶ、ことにする.ここに， kは整数

であり τ(μ)(判Lh(C)であるときに限り， h (S-) dS-k二 τ
¥dS-! 

(μ)・dμkである.すなわち， M 二 UVα(Vα:局所座標ひの

近傍)であり， Vaで、のふの有理型関数の組 {ha(S-a)}がん

にα)dS-aK=hs(会)dS-sk (Vanvβ) を満たすところの M上の

1つの k次有理型微分を定義する.さらに C の領域 Q に真

性不連続に作用する PSL(2， C) の部分群を rとし， (0， 

r) のRiemann面M 二 o/r二 (0u {rのcusp全体})/rは

コンパクトである.0の有理型関数 h(S-)と整数 kに関し

てh(S-) dS-kが Riemann面 M のk次有理型微分に拡張される

とき h(S-)は rに関する指数 2kの有理型保型形式 (mer-

omorphic automorphic form) と呼ぶ.

特に kが正の整数のとき， k次微分 h(S-) dS-kが高々尖点のと

ころでだけ k位以下の極しか持たないとき，h (S-)を指数-

2kの整保型形式と呼ぶ.ここで， M上の点 pの局所座標を

5とかき h(S-)dS-k=τ(s) dskとおくとき r(s) の，点 pにおける

極の位数を， rにおける h(S-) dS-kの極の位数とよぶことにす

る.このとき，h (S-) dS-kが k次有理型微分であるためには

h(手3)(d(53)/匂)

刊記~)(山)ぐ ~)ε山川

とし〉うことから

h(αS-+β/γS-+δ) = (γC十δ)-2kh(S-) 

( Iδβ}司 ) (4) 
¥γα/ 

ついての標準局所座標の組を導入しよう .α をrの尖点と

するとき，複素数cを適当に選んで

S-1二 c/(s--a)，(J=(~ c) 
¥ 1 - al 

とすれば S-=aは∞に写り， σ1rσ の要素で∞を不動点とす

I 1 1 ¥ 
る要素のみがつくる部分群が!= = 1で生成される無限群に

¥ 0 11 

なるように選べる.このとき， q士郎p{i2π. S-1} とおいて，

(S-l' q) を尖点 G およびその像についての標準局所座標と

よぶことにしよう. kを正の整数とし， h (S-)を rに関する

保型形式にする.さらに対応する k次微分を

h (S-) dS-k二 g(S-I)dS-1k二 τ(q)dqk 

と3通りの表現を用意してみる.いま

dq/dS-1二 i2πq， g (S-I)ニ r(q){dq/dS-1}k二 {i2π}k r 

(q) qk 

であるので， h (S-)が整保型形式(尖点形式)であることと，

g(色)が qの関数として

q=Oで正則かつ零点をもつこととは同値である.

Fを領域 Q に対し真性不連続に作用する PSL(2， C) の

部分群， kl' k2， .・， kNを正の整数とし，ZI二 2kl' 

z2=-2k2，・・ ZN二一 2kNとかく.指数 2kl'-2

k2，・・ -2kNのrに関する保型形式を h1(S-)， h2 

(S-)，・・， hN (S-)， (dl' d2，・・， dN; p)型の半不変式を

宮(.;-/的， S1(1)，・・， ξN(叫， ξN(川・・)で表す Bの変数ごj(t)

に代えて

{Zj (Zj-1)・・ (Zj-[十1)}-1・(d/dS-)lhj(S-) (5) 

を代入した量は rの指数 2 (~djkj +p) の保型形式である.

h1(S-)， h2(S-)，・・， hN(S-)が整保型形式ならば整保型形式

であり，特に Eの重さ pが零でなければ尖点形式になる.

一般に，代数多様体の部分集合 Sに対して， sを含む最小

の部分代数多様体を SのZariski閉包と呼ぶ. S上で零をと



10 日本歯科大学紀要第 37巻

る多項式は Sの Zariski閉包上でも零になる.いま， h， (S-)， 

h2 (S-)，・・， hN (S-)を指数がそれぞれ Z，二 2 k" Z2二 2 

k2，・・， ZN二 2 kNである Fに関する保型形式とする.r 
の Zariski閉包が PSL(2) である場合には {h，(S-)， h2 

(S-) ，・・， hN (S-)}に対応する C {((d/dS-)河); 1孟 j孟

N}の微分イデアルは {Zl' Z2' ・・， ZN} にかんして sl(2) 

認容になる.さらに， rの保型形式 h，(S-)， h2(S-)，・・，

hN (S-)の共変式環は{h， (S-)， h2 (S-)，・・， hN (S-)}の定数

係数微分多項式形(5)全体の保型形式に一致する.次節にお

いては幾つかの指数の場合について保型形式を規定する微分

方程式の具体形を論じる.
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十勝港での圧力センサーによる 2007年ペルー津波の観測
Observation of the 2007 Peru tsunami at Tokachi port by a pressure gauge 

日本歯科大学新潟短期大学 阿古s:f間百

Kuniaki ABE 

Junior College αt Niigata， Nippon Dental University 

(2007年 11月 30日受理)

Abstract 
A distant tsunami being generated in Peru on 15 August 2007 was observed at Tokachi 

port， Hokkaido， Japan in a process of seiche observation using a pressure gauge. The sea 
1eve1 oscillation for 18 hours inc1uding sea conditions before and after the arriva1 was 
decompos巴dinto the spectra. As the resu1t we found that dominant periods varied from 19 
minutes to 56 minutes for time domains before the arriva1 and a白erthe arriva1， respective1y. 
These dominant periods are interpreted as ones of the port and the she1f as estimated from 
Merian's formu1a. The former one of 19 minutes is a1most equa1 to one -third of the 1atter 
one of 56 minutes. B巴forethe arriva1 the most dominated period was 19 minutes， and after 
the arrival it was displaced to 20 minutes occupying a second highest peak following the 
most dominated period of 56 minutes. A仕erthe arrival a natural oscillation of the port was 
excited as a resonance to first higher mode of the shelf oscillation. 

Key Words : Peru tsunami， pressure gauge， dominant period， seiche，Tokachi port 

Introduction 

Data of dominant periods in seiche， collected from 

various bays， were proved to be useful to estimate a 

period of tsunami under a condition of combining 

the amplification (Abe， 2005). It shows that reso-

nance is an important factor to understand amplifica-

tion of tsunami. It is interesting to use a period 

dependence of bay and port for determ i n i ng the 

period of tsunami. To determine the period deperト

dence we need much data of different seiche period. 

A portable pressure gauge is an important instrument 

to collect much data. [t is important to observe seト

che not on1y at bays but also at ports to study tsu-

nami amplification. 

Pacific coast of Japan frequent1y receives a distant 

tsunami generated in South America. Hatori (1968) 

studied a percentage of tsunami propagating to Japan 

from South America in all the tsunamis generated in 

South America， and showed a lower limit being 

within 7.7 -8.0 in earthquake magnitude from the 

earthquake magnitude dependence. Two Peru 

tsunamis of 1966 and 1974 arrived at Hokkaido are 

reported in tsunami collections edited by Sapporo 

District Observatory (1986). 

Observation of tsunami by a pressure gauge 

It had been planed to obtain data of seiche at 

bays and ports in south east Hokkaido using a pres-

sure gauge.According to the plan an observation of 

seiche was conducted at Tokachi port in Hokkaido， 

Fig.1 Obs巴rvationpoint of seiche (solid circle) and Tokachi 
tide station (open circle). 



Japan on August 16， 2007 (Figure 1 ).At that time 

news of a large earthquake of M即=8.0 generated in 

Peru， South America was brought. It had an ongm 

time of 23h 40m 57.8s on August 15， 2007 (UT) 

with hypocenter of S 13.3860， W76.6030 and depth of 

39 km. As the result observation of the tsunami was 

expected in the port. We started to observe the seiche 

at 17:30， August 16 (JST) (8:30 UT) before the 

arrival and continued the observation until 11 :30， 

August 17 after the arrival 

Thus， time variation of sea level司 sampledwith 

time interval of 1 minute. was obtained as shown in 

Figure 2. It was difficult to determine an initial 

arrival of tsunami from the waveform. Si nce the 

measuring point is located in front of Tokachi tide 

station (N420 18¥E 143" 19') as shown in Figure 1， 

the epicentral distance is estimated to be 15005 km. 

Referring the 1960 Chilean tsunami propagating 

across the Pacific Ocean， we can obtain an average 

appar巴ntvelocity of 198 m/s (8erkman and Symons弓

1961). When we apply the velocity to this tsunami， 

we can calculate a travel time of 21 h 03m. Adding 

this time to the ongm time司 weobtain an expected 

arrival time of 5h 44m， August 17 (JST) 
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Spectra of the tsunami 

Amplitude spectra were obtained for the three 

stages by using the method as Abe (200町、 whichis 

shown in Figure 3. 1 n the first stage the most domi-

nant period is 19 minutes with the amplitude of O. 

0065 m -s. The dominance is not so notable in com-

parison with other spectral peaks. On the other hand 

the most dominant period shifted to 56 minutes with 

the amplitude of 0.0323 m -s in the third stage after 

the arriva1. The period and the amplitude increased 

by three and five times， respectively. It is concluded 

that the increase was attained by the arriva1. In the 

third stage period component of 20 minutes also 

developed itself. The amplitude is larger than that of 

the dominant period of 19 minutes. It is notable that 

the period is approximately equal to the dominant 

2.5 mHz 

2.5 mHz 

Amplitude spectra for three stages. Solid circles are 
dominant periods. First (top)， second (middle) and 
third (bottom) stages 
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Fig.4 Sea bottom topography around Tokachi port (top) and 
the profile along a dotted line through the port (bot-
tom). Shelf oscillations are modeled in the profile 

period of the first stage. 

We will add a consideration to explain the excita-

tions. Using Merian's formula we will represent a 

period of shelf oscillation Ts like as 

To= ~ -

4瓦
in which L is the width， g is gravitational accelera-

tion and hs is sea d巴pthof the shelf. As for the 

shelf in front of Tokachi port we assume the width 

L of 30 km， and sea depth hs of 130 m as shown i n 

Figure 4. From the model we obtain a period Ts of 

56 minutes. This is fundamental mode of the shelf 

oscillation. The first higher mode has a period of 19 

minutes. It is concluded that the most dominant 

period in the third stage is the fundamental mode 

and th巴 seconddominant period of 20 minutes in 

the third stage almost corresponds to the first higher 

mode in the shelf oscillation. 

In the next step we notice harbor oscillation. Har-

bor respond to long wave and as the seiche period 

we can apply恥1erian'sformula. The period Th is巴x-

pressed as 

4
一「仇

in which 1 is the length and hh is the sea depth. 

Referring a home page of Obihiro Development and 

Construction Office (http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/ 

kou/kou4.html)， an average s巴adepth hh of 7 m， 

and the length 1 of 2.3 km are assumed. From this 

assumption we obtain a period Th of 19 minutes. 

Thus， we can explain the dominant p巴riodof 19 

minutes in the first stage as a fundamental mode of 

the harbor oscil¥ation. This mode was one of the 

modes which is easily excited in a calm sea condi-

tion and observed as the most dominant period in 

the first stage. Since the period is approximately 

equal to the first higher mode of the sh巴Ifoscilla-

tion， it was also excit巴dby tsunami. It formed the 

second highest peak of the tsunami. This mode was 

amplified by a synchronization of the harbor oscilla-

tion to the shelf oscillation. It is understood as a 

resonance of the port to the tsunami. 

Sea level observed at To匙achitide station 

ln relation to measuring instrument we notice tide 

gauge record observed at Tokachi tide station. The 

station was operating on August 16 -17， 2007 nearest 

to the seiche observation point (Figure 1) and the 

raw record is shown in Figure 5. Comparing this fig-

ure with Figure 2 we understand a difference of 

response. The tide station records sea level on a float 

in the well， which is connected to the sea with an 

intake pipe. The geometry is as follows (Shuto， 

1988) Diameters of well and intake pi pe are 1.2 m 

and 0.1 m， respectively. Length of the intake pipe is 

2.8 m. The intake pipe has a role to decrease short 

period components in the sea level oscillation 
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Fig.5 Sea level observed at Tokachi tide station. Time is 
Japan Standard Time (JST) 

Summary 

A distant tsunami from Peru was observed at To-

kachi port using a pressure gauge. The spectral anal-

ysis revealed that a shelf oscillation and a harbor 

oscillation were excited by the tsunami. The domi-

nant periods of the shelf and the port are 56 and 19 

minutes， respectively. The harbor oscillation was 

excited as first higher mode of the shelf oscillation. 

。
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A pressure gauge detects pressure of water and this study. 

transforms the pressur巳 intothe sea level. The sensor 

is nakedly hung in a quay. The sea 1巴velis detected References 
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the coast line. This directivity suggests the weak radi-

ation toward Japan. This generation mechanism is 

related to a tsunami with the small initial motion 

and with th巴 excitationof shelf oscillation. 

Bul1. Earth. R巴s.Inst.， 46， 345-359， 1968. 

Sapporo District恥1eteorologicalObservatory， Earthquake 

Tsunamis in Hokkaido， 1-189， 1986， (in Japanese). 

Shuto，N.， Characteristic response of tide weU， in “Genera-

tion and amplification mechanism， destructive force of 

Nihonkai -Chubu Earthquake Tsunami"， Report of 

Grant -in -Aid from Ministry of Education， 1 -324， 

1988 (in Japanese). 
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12-ジメトキシベンゼ、ンのフィルスマイヤーホルミル化反応

Organic Synthesis Using Microwaves 11 

The Vilsmeier Formylation of 1，2-0imethoxybenzene 

新潟生命歯学部鈴木 常夫

種村 潔

西田洋子

Tsuneo SUZUKI， Kiyoshi T ANEMURA， and Yoko NISHIDA 

The Nippon Dental University， School 0/ Life Dentistry at Niigata， 

Hamaura-cho， Chuo-ku， Niigata 951-8580， JAPAN 

(2007年 11月28日受理)

Abstract 
The Vilsmeier formylation of 1，2-dimethoxybenzene (1) with N，N-dimethylfor-

mamide (2) or N-methylformanilide (6) and phosphorus oxychloride (3) or pyro-
phosphoryl chloride (8) was carried out without solvent. The corresponding 3，4一
dim巴thoxybenzaldehyde(4) was obtained in moderate yields by microwave (MW) 
irradiation compared with conventional heating. The reaction time by using MW  
irradiation was shorter than that by using conventional heating. 

Key words microwave， Vilsmeier reaction， formylation， aldehyde， N-methylfor-
manilide司 pyrophosphorylchloride 

1 緒言

最近，省資源，省エネルギーを目的とした，環境に優しい

グリーンケミストリーが盛んである O マイクロ波 (MW)照

射による加熱は通常の加熱に比べて熱効率が良く，省エネル

ギーの観点から注目されている。現在，それは多くの有機合

成反応に利用され，通常の加熱に比べて反応時聞を劇的に短

縮する事が知られている。 1)

我々は，この紀要に 1，3ジメトキシベンゼ、ンの Vilsmeier

反応をすでに報告している。2)その中で，溶媒の有無に関わ

らず 2，4ジメトキシベンズアルデヒドは収率良く生成し，マ

イクロ波加熱は通常の加熱よりも大幅な反応時間を短縮する

事を述べた。

通常の加熱による 1，2ジメトキシベンゼン(1)の Vilト

meler反応を Scheme1に図示した。 Buu-Hoiらは，化合物

1， N，N ジメチルホルムアミド (DMF) (2) とオキシ塩化

リン (3)の混合物を 4時間沸騰させ， 3，4-ジメトキシベン

ズアルデヒド (4) を30-40%の収率で合成した。3)また，

Sommersらは， DMF 2の代わりに N メチルホルムアニリ

ド (MFA) (6) を用いて同様の反応を行い， 70oC， 18時間

の加熱でアルデヒド 4を低収率 (38%)で得ている。4)さら

に， Lambooyは，化合物 1，DMF 2とオキシ塩化リン (3)

のVilsmeier反応から 4を11%で，化合物 1とMFA6と

オキシ塩化リン (3) の Vilsmeier反応からアルデヒド 4を

収率 52%で得ている。5)Downieらは，オキシ塩化リン (3)

の代わりにピロホスホリルクロリド (8) を用いて同様の反

応を行い， DMF 2を使用したときに化合物 4を52%で，

MFA 6を使用したときに化合物 4を83%で合成した。6)こ

のように，化合物 1からアルデヒド 4をVilsmeier反応によ

って合成するには，反応温度を 1000C前後に設定しかっ長時

間の加熱が必要である O

M W照射による Vilsmeier反応を Scheme2に図示した。

ベンゼ、ン環や複素環のホルミノレ化問そして環化反応による

複素環の合成9.10)などが報告されている。いずれも MW照

射により短時間で反応が終了し，化合物 9，11， 13， 15から

化合物 10，川2，8)14，9) 1610)がそれぞれ収率良く得られてい

るO
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/、 ~OCH，
|、|“+Me2NCHO 十 POC13

CHO 
f 、h

\~\OCH 3 boiling， 4 h 
~ J + Me2NH 
¥r、OCH3

1 23  

1 + MeN(CHO)Ph + POC13 

6 3 

1 + 2 + 3 

1 + 6 + 3 

1 + 2 + (POC12hO 

8 

1 + 6 + 8 

OCH3 5 
4 (30・40%)

700C， 18 h 
4 (38%) 

ー 4(11 %) 
heating on the 
steam bath， 2 h 

heating on the 
steam bath， 2 h 

950C， 24 h 

1150C， 1 h 
and then 
1000C， 18 h 

4 (52%) 

4 (52%) 

4 (83%) 

+ PhNHMe 

7 

+ 5 

+ 7 

+ 5 

+ 7 

Scheme 1. The Synthesis of 3，4-dimethoxybenzaldehyde (4) by the Vilsmeier formylation. 

我々 は， 1，2ジメトキシベンゼ、ン(1)と DMF2または

MFA 6とオキシ塩化リン (3) またはピロホスホリルクロ

リド (8) を用いた Vilsmeier反応を詳しく研究し興味ある

知見を得たのでここに報告する O

2 実験

2. 1 試薬・装置

MW照射には SHIKOKUINSTRUMENTATION簡易型

マイクロ波テスト装置 SMW-041を用いた。照射ノfワーは

power 1で約 65W (照射局期:照射時間 5秒，非照射時間

49秒)， power 2で約 130W (照射周期:照射時間 5秒，非

照射時間 22秒)， power 3で約 195W (照射周期:照射時間

8秒，非照射時間 19秒)， power 4で約 260W (照射周期:

照射時間 10.5秒，非照射時間 16.5秒)， power 5で約 325

W(照射周期:照射時間 13.5秒，非照射時間 13.5秒)であ

る。 1，2ジメトキシベンゼ、ン(1)， DMF 2， MFA 6，オキ

シ塩化リン (3)，ピロホスホリルクロリド (8) は市販品を

そのまま精製せずに用いた。カラムクロマトグラフィーには

Kiese1gel 60 (Merck) を用いた。 3，4ジメトキシベンゼ、ンの

構造は生成物 4の lHNMRスペクトルと赤外線吸収スペク

トルを市販品のそれらと比較して決定した。

2.2 3，4ージメトキシベンズアルデヒド (4)の合成

氷水冷却下，オキシ塩化リン (3) (1.12 ml， 0.012 moI) 

にN メチルホノレムアニリド (6) (1. 48 ml， 0.012 moI)を

少量ずつ滴下した。その後，混合物を室温で 20~30 分撹枠

しVilsmeier錯体 2日を調製した。再び氷水で冷却し， 1，2ジ

メトキシベンゼン(1) (1.27ml， 0.010moI)を少量ずつ添

加し撹枠した。その混合物を室温に戻し，撹枠しながら

MWをPower1で 20分間照射した。冷却後，氷水 100ml 
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2/3 

MW  irradiation 

(300 W) with 
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0aJ 2/3 

MW  irradiation 
(30% Power)， 
1.5min 

Et 

11 

N→H-D--附σ人CH3 2/3 
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:
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ゆ
、
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臥
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げ
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a
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1

(

d
0
5
 

m
a
l
t
-

-mσ
拘

cc5NHくト02

2/3 

MW  

15 
irradiation 

(350 W)， 
1.5 min 

仰な
10 (78%) 

0:0 
Et 

12 (89%) 

一三手
σ13 

14 (78%) 

ρ 
l 

16 (79%) 

Scheme 2. The Vilsmeier reaction of compounds 9， 11， 13， and 15 with DMF 2 and phosphorus oxychloride (3) by M W  irradiation. 

に注ぎジエチルエーテル (200mJ)で生成物を抽出した。

エーテル溶液を 6M塩酸 (40mJ)，水 (40mJ)， 5%炭酸ナ

トリウム水溶液 (40mJ)，水 (40mlX3)で洗浄した後，無

水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し残誼(1.403

g) を得た。残撞をカラムクロマトグラフィー (Si02，70 

g) にかけた。ヘキサン エーテル混合溶媒 (6: 1および

15 : 4 vol/voJ)で溶出して，出発原料 1(0.506 g， 36.6 %) 

とアJレデヒド 4(0.698 g， 42.0 %)を各々得た。

MWの照射パワーを変えて，また通常加熱(シリコンオ

イルパス)による反応を行い， Table 1にそれらの結果をま

とめた。さらに，オキシ塩化リン (3) の代わりにピロホス

ホリルクロリド (8) を用いた反応を行い， Table 2にそれ
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らの結果を掲げた。化合物 1，アニリド 6およびクロリド 8 たは Bの組み合わせで同様の反応を行い，それらの結果を

のモル比を変えて同様の反応を行い， Table 3にそれらの結 Table 4にまとめた。

果をまとめた。化合物 1に対して 2と3または札 6と3ま

Table 1. The Vilsmeier formylation of 1，2-dimethoxybenzene (1) 

using N -methylformanilide (6) and phosphorus oxychloride (3) a) 

Run 

q
/ハ】

q
三

リ

ィ

斗

ゐ

Procedure Temp. Time Yield of 4 Recovery of 1 

of heating or Power /min /% /% 

Oil bath 1000C 240 46.5 29.2 

MW  power 1b) 20 42.0 36.6 

MW  power 2C) 10 46.0 34.8 

MW  power 3d) 10 。C') 。

a) A molar ratio of 1， 6， and 3 is 1.0: 1.2: 1.2. b) Power 1: about 

65 W. c) Power 2: about 130 W. d) Power 3: about 195 W. e) Alde同

hyde 4 was not obtained as the intermediate 22 was decomposed 

during MW  irradiation 

CHlR)NCHO + POCl3 

2:R=CH3 3 

6: R= C6H5 

CH， -'- 9 
4¥T /"一、 I/Cl

一一一一一一一 N二二 CH-O-K 
-)、Cl

R¥ー/亡l

17: Rニ CH3

18: R = C6H5 

ICH] + 
一一一一一一一ー N=ご CHCl

l ノ

I R 

CH3、 +
;N-CHCl I P02C12 

R 

19: R= CH3 

20: R= C6H5 

1 19 or 20 

+，R 
FH=N¥CH3Cl 

(1 
k¥/ジヘ¥
y 、OCH3

OCH3 

21:R=CH3 
22: R= C6H5 

α + 

CH3、+
N一一CHCl

/ 

R 

H20 

H
 

C
 

o
 

o
-
-へ

H

印
|
、
グ
|
舵

4

+ CH3(R)NH + HCl 

5: R=CH3 
7: R= C6H5 

Scheme 3. Reaction pathways for the formation of 3，4-dimethoxybenzaldehyde (4) by the reaction 

of 1，2-dimethoxybenzene (1) with compounds 2 and 3 or compounds 6 and 3. 
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3 結果と考察

最初に， 1，2ジメトキシベンゼ、ン(1)と MFA6とオキ

シ塩化リン (3) を用いた Vilsmeier反応における通常加熱

とMW照射による加熱を検討した。そして，それらの結果

をTable1にまとめた。化合物 1を6と3から調製した Vil-

smeler錯体 20と1000Cで 240分オイルパス中加熱し，アル

デヒド 4を46.5%で合成し，出発物質を 29.2%で回収した。

続いて，同様の反応を MWの照射パワーを変えて行った。

power 1， 20分の照射で，化合物 4を42.0%の収率で得た。

また，化合物 1を36.6%で回収したo power 2， 10分の照

射では， 4を46.0%の収率で合成し， 1を34.8%で回収し

た。 power3， 10分の照射では 4は生成せず，また原料の回

収も無かった。このように通常の加熱と MW照射による加

熱では化合物 4の生成と出発物質 1の回収に大きな違いはな

かった。しかし， Run 1とRun2の結果を比較し，マイク

ロ波照射により反応が加速されていることが判明した。 MW

をpawer3で 10分照射したところ，化合物 4の生成は見ら

れず¥原料 1の回収もなかった。これは 1と20の反応で生

成するインモニウム塩 22が MW照射により分解したためと

II 

考えられる (Scheme3) 02) 

2番目に，オキシ塩化リン (3) の代わりにピロホスホリ

ルクロリド (8) を用いて同様な反応を行い，結果を Table

2に載せた。通常加熱(1000C，240分)で，化合物 4が収率

57.3 %で得られた。また，出発物質 1が 9.0%で回収された

(Run 1)。マイクロ波を power1から power5に変えて

5~12 分照射し，アルデヒド 4 が 42.4~62.6 %で得られた。

化合物 1 は 24.2~10.2 %で回収された (Run2~6) 0 power 

1，照射時間 10分のとき，化合物 4が最も良い収率 (62.6

%)で生成した (Run2)。ここでもマイクロ波加熱は通常

加熱よりも反応時間を大幅に短縮した。また， Table 1の結

果と比較し，ピロホスホリルクロリド (8) を使用した方が

オキシ塩化リン (3) を用いるよりもアルデヒド 4の収率が

向上することが判った。

3番目に，化合物 1と6とBのモル比を1.0:l.2:l.2か

ら1.0:3.6 : 3.6に変えてマイクロ波照射 (power1)によ

る反応を行った。それらの結果を Table3に掲げた。モル比

is l. 0 : 1.2 : 1. 2， l. 0 : l. 8 : l. 8， l. 0 : 3.0 : 3.0， 1. 0 : 

3.6: 3.6 では，化合物 4 の収率は 62.6~68.7 %であった

マイクロ波を用いる有機合成鈴木・種村・西田

Table 2. The Vilsmeier formylation of 1，2-dimethoxybenzene (1) 

using N -methylformanilide (6) and pyrophosphoryl chlor泊 e(8)川

Recovery of 1 

/% 

Yield of 4 

/% 

Time 

/min 

Temp. 

or Power 

Procedure 

of heating 

Run 

9.0b) 

10.2 

11.4 

24.2 

17.1b) 

24.。

57.3b) 

62.6 

46.3 

42.4 

60.3b) 

58.9 

240 

10 

10 

12 

7 

5 

1000C 

power 1C) 

power 2d) 

power 3e) 

power 4') 

power 5g) 

Oil bath 

MW 
MW 
MW 
MW 
MW 

ーよ

q
L
q
J
s
a
τ

戸

J
D
P
O

A molar ratio of 1， 6， and 8 is 1.0: 1.2 : 1.2. b) Yield of 4 and 

recovery of 1 were obtained by 1 H NMR analysis of the residue. 

Benzyl alcohol was used as the internal standard. c) Power 1: 

about 65 W. d) Power 2: about 130 W. e) Power 3: about 195 W. f) 

Power 4: about 260 W. g) Power 5: about 325 W. 

a) 

Table 3. The Vilsmeier formylation of 1，2-dimethoxybenzene (1) 

using N -methylformanilide (6) and pyrophosphoryl chloride (8) a) 

Recovery of 1 

/% 

Yield of 4 

/% 

Irrdiation Time 

/min 

孔101arratio 

1 : 6 : 8 

Run 

10.2 

2.7 

0 

Trace 

Trace 

62.6 

68.7 

78.1 

62.6 

63.8 

30 

20 

20 

20 

15 

1.0:1.2:1.2 

1.0: 1.8 : l.8 

1.0: 2.4 : 2.4 

1.0: 3.0 : 3.0 

1.0: 3.6 : 3.6 

1
i

ヮ
“
つ
d
A
q
F
U

a) Power 1: about 65 W. 
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Table 4. The Vilsmeier formylation of 1，2-dimethoxybenzene (1) using 

N，N -dimethyformamide (2) or N -methylformanilide (6) and phosphorus 

oxychloride (3) or pyrophosphoryl chloride (8)al 

Run Reaction Conditions Yield of 4 Recovery of 1 

Amide Chloride Irrdn. Time/min /% /% 

1 2 20 19.7 62.7 

2 2 15 40.1 28.3 

3 6 20 60.9 22.8 

4 6 20 78.1 。
a) A molar ratio of 1， amide (2 or 6)， and chloride (3 or 8) is 1.0 : 

2.4: 2.4. MW: power 1 (about 65 W). 

2: R= CH3 

6: R = C6Hs 

CH. ， ，0 
人十 ¥L ~CI 

+ (POCI2hO一一一- y=CH-o-RKPOC12 
R cCv 

8 23: R = CH3 

24: R = C6Hs 

CH3(R)NCHO 

|CHL+?  
一一一一一...I :N= CH-O-P -C1 

K C1 

CH. ム o
3¥11 ー

←→ -y-CH  O F-Cl|P02C12 
K CI 

25: R= CH3 

26: R= C6Hs 

1 25 or 26 

+_R 
FH=N¥CHf02C12 

f ¥、
¥ /ヨジヘ

¥「〆、OCH3

OCH3 

27: R= CH3 

28: R= C6Hs 

C工叫+CH. 0 
J¥ 十 11
JN CH-o p-Cl 

R C1 

H20 

H
 

C
 

0
 

0

、|
l
へ

H

印
|
札
、
グ
|
ぽ

4

+ CHiR)NH + H3P04 + 2HC1 

5: R= CH3 

7: R = C6Hs 

Scheme 4. Reaction pathways for the formation of 3，4-dimethoxybenzaldehyde (4) by the reaction of 1，2-dimethox-

ybenzene (1) with compounds 2 and 8 or compounds 6 and 8. 
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(Run 1， 2， 4および 5)0 しかし，モル上七が1.0:2.4 : 2.4 

のとき，アルデヒド 4の収率が 78.1%となり，最も良い結

果を与えた (Run3)。

最後に，化合物 1に対するアミド 2と6およびクロリド 3

と8の組み合わせの違いによるアルデヒド 4の生成を検討し

た。反応条件は，化合物 1，アミド 2または 8およびクロリ

ド3または Bのモル比が1.0:2.4 : 2.4， MWの powerはL

20または 15分の照射である。それらの結果を Table4に示

した。化合物 1，DMF 2および POCI3 3のとき，アルデヒ

ド4の収率は 19.7%であった (Run1) 0次に， 3の代わり

にP203CI.8を使用すると 4の収率は 40.1%に向上した

(Run 2) 0 DMF 2の代わりに MFA6を用いて POCI3 3ま

たは P203C14 8と化合物 1を反応させると，アルデヒド 4

の収率は各々， 60.9と78.1%であった (Run3と4)。

DMF 2とMFA6を比較すると同じクロリドを使用した場

合， 6を使用した方が 2よりも化合物 4の収率は高くなった。

また，オキシ塩化リン (3) とピロホスホリルクロリド (8)

を比較すると同じアミドを使用した場合， 8を使用した方が

3よりも化合物 4の収率が良くなった。これは化合物 2と3

から生成する Yilsmeier錯体 19，2とBから生成する同錯体

25，同じく 6と3から生成する錯体 20，6とBから生成する

錯体 26の求電子試薬としての反応性や熱に対する安定性6)

の違いによるものと思われる (Scheme3と4)。

Scheme 3にYilsmeierformylationの反応機構を示した。

まず最初に， DMF 2とオキシ塩化リン (3) から Yilsmeier

錯体 19が生成し，それが 1，2ジメトキシペンゼ、ン(1)の 4

位に求電子置換反応を起こし，アミニウム塩 21が生成する O

続いて，それは加水分解を受けてアルデヒド 4になる O 同様

に， MFA 6を使用した場合も同じ機構で進行していると考

えられる。 Scheme4のピロホスホリルクロリド (8) を使

用した反応でも，同じように錯体 25または 26が生成し，そ

れが化合物 1と反応して生じたアミニウム塩 27または 28を

経て，化合物 4が生成したと考えられる O

4 結論

1，2ージメトキシベンゼン(1)の Yilsmeier反応において，

加熱の方法(通常加熱，マイクロ波照射)，モル比，試薬の

違いによるアルデヒド (4)の生成を検討した。 N メチルホ

ルムアニリド (6) とピロホスホリルクロリド (8) を用い，

マイクロ波照射による加熱のときに，化合物 4が収率良く生

成した。また，マイクロ波照射による加熱が通常の加熱より

も，顕著に反応時間を短縮した。
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生体膜系における自励発振の相転移モデノレIV
外部電流による電位振動の変化

A Model for Self -Sustained Potential Oscillation of Lipid Bilayer 

Membranes induced by the Gel-Liquid Crystal Phase Transitions 
IV Control of the potential oscillation by the external electric current 

歯学部佐々木直幸

Naoyuki SASAKI 

The Nippon Dental Universiか，

Chiyoda-ku， Tokyo 102-8159， JAPAN 

(2007年 11月30口受理)

Abstract 
To clarify the mechanism of self -sustained oscillation of the el巴ctricpotential between the 

two solutions divided by a lipid bilayer membranes， a microscopic model of the membrane 
system is presented， on the basis of the observed resu1ts， that the gel -liquid crystal phase 
transition of the membrane drives the potential oscillation. It is studied， by using the model， 

how and under what conditions the repetitive phase transition may occur and induce the 
potential oscillation. When these conditions are fulfilled， the self -sustained potential oscil la-
tion may be brought about by adjusting temperature， pH， and the cation concentration in 
the solutions on both sides of the membrane. Application of electric current across the mem-

brane also induces or modifies the potential oscillation. Periodic， quasiperiodic， and chaotic 

oscillations appear especially， depending on the value of the alternating current. 
Key words: self-sustained potential oscillation， gel-liquid crystal phase transition 

1.序論

種々の動物の情報処理機能は，非平衡状態にある生体膜の

電気的性質に本質的に依存している o とくに膜電位変化の特

性は，味覚や嘆覚のような外部刺激の受容・変換・処理に重

要な役割を果たしている。

第 I報1)では，脂質二重層膜で隔てられた 2つのイオン溶

液問で観測される膜電位の自励発振を説明するモデルを提唱

した。このモデルでは，自励発振を引き起こす駆動力は脂質

二重膜のゲル 液晶相転移である O この相転移が，イオン溶

液と脂質二重層の極性基聞の界面におけるプロトンの吸着と

脱離を引き起こし，これがまたゲルー液晶相転移を引き起こ

す駆動力となる O この繰り返しで膜電位の自励発振が起こる

というのが我々のモデルの本質である。

I報では我々のモデルを詳述し，このモデルで、膜電位の自

励発振が起こることを数値計算で示し，自励発振が起こるメ

カニズムを詳細に説明した。第II報2)では，溶液中の陽イオ

ンや脂質三重膜の性質の違いによって白励発振の様相がどの

ように変化するかを報告した。第III報3)では，溶液の温度，

pH，陽イオン濃度などの外部ノfラメータの変化によって，

自励電位振動のパターンがどのように変化するかについて報

告した。本報では，外部からの電流刺激による自励発振への

効果について報告する。適当な条件下ではカオス的発振が得

られたことも報告する O 説明の都合上，また本報単独でも読

めるよう，モデルの説明と必要な表式を再掲した。

2.モデルの説明

脂質二重膜が水溶液の中にあり，溶液を 2つの領域に分け

ているようなモデル系を考える O 二重層は中性と酸性の脂質

分子からなり，酸性分子はイオン化した状態で正味負の電荷

をもっとする。

膜の表面電荷は溶液中に拡散電気二重層を生じ，表面電位

をもたらす。膜を貫く拡散電位は，膜中のイオンの浸透によ

って生じる O 膜電位 φmは図 lのように

φm二百+恥 φR (t) 

で与えられる。 φ;，CT:はそれぞれ膜の左側と右側における

表面電位であり， φdは拡散電位である。考えているイオン

種はプロトン H勺水酸化物イオン OH-， 1種類のアルカリ

イオン M+，1種類のハロゲンイオン Aーの 4種である o 陽イ
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図 l 溶液を 2つの領域に分ける脂質二重膜系の断面図。 φとCレは各領域の電位，イオ

ン濃度である。 φとιに付けられた数字は，本文中の式の番号である。

オンは酸性脂質分子の負に帯電した極性基に吸着し，膜表面

の電荷密度を変える。表面電荷密度が増えるほど液晶状態、が

安定化するので，電荷密度の変動は相転移を引き起こし得る。

膜と水溶液聞でのイオンの分配係数がゲル状態と液晶状態と

で全く異なるため，相転移に伴って膜電位が大きく変化する。

このモデルを使って我々は，膜表面から遠く離れた領域で

の固定イオン濃度として与える化学刺激や，交流電流として

与える電気刺激に対する φmの動的応答を調べる O

3 .膜電位を定める基本方程式

種々の刺激のもとでの膜電位の時間依存性を決定する基本

方程式を導く。膜電位恥は左右の表面電位百， 4>:と拡散

電位恥から(t)式によって求まる O 解析にあたっては，膜の

物理的性質が膜に沿う方向では一様であると仮定し，膜に垂

直な方向に沿ってのみ物理量の空間変動を考える。

まず，拡散電位恥を表す式を求める。膜を通って流れる

全電流 Jはイオン電流と変位電流からなり

" ~ m ， oEm J=Fょんφ~t+E刑どこ互L
す川 δt (2) 

と表せる。ここに vはイオン種 (ν=H九 OH-，M+， 

CI-)，φ?はイオン vの膜内での流束 (mol/m2s)，んはイオ

ンvのイオン価， ε聞は膜の誘電率 Emは膜内の電場，Fは

Faraday定数である O 生体膜のような薄い膜では電場は空間

的に均一であると考えてよく Emは拡散電位 φdを用いて

Em土 砂d/(2t)と表せる。 21は膜の厚さである 0 (2)式は

d4>d _ 21 r~_ =m 21 Z旦二 F~zvcþ 7} -~J (3) 
Em v Em 

と書き表すことができる。

電流の連続性から，Jは刺激として加える外部電流と等し

い。イオン流束φ?はGoldmanの式4)を用いて次のように表

せる。

φ一二 D7}三壬 φd V r rLma一、「 空白<Li
レ 21 2RT sinh(zレF4>d/2RT)ハ L'-レ '-Al-'l 2RT j 

cmexpl主 当 壬II (4) 
-- ---rl 2RT )J 

D7}はイオン U の膜内での拡散係数 (m2/s)，Tは系の温

度， Cγ c~m はそれぞれイオン U の膜内左端 (x二一t)，

右端 (x=!)での濃度である。

dm(x二L，R)が時間の関数として分かれば， (3)， (4) 

式から恥の時間依存'性を求めることができる。 dmは二重

層領域におけるイオン濃度を用いて

dm二0c('Ux，t)， (X二L，R) (5) 

と表せる。c;(んt)は X側の膜表面 Ux= 1 for X=L， 

b二1for X=R)近傍におけるイオン νの溶液中の濃度，
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k'[はX側の膜と溶液問でのイオン U の分配係数である o

ce (Jx， t) と表面電位 q/;，c/>:の表式は二重層領域でのイ

オン分布から導くことができる。イオン分布の緩和時間

(λ2/ D0 竺1O-6s) は電位振動の緩和時間 (~ls) よりずっと

短いので，この領域でのイオン分布は熱平衡状態に近いもの

と考えられるので

I ct(λx， t){cotht[}{X (x-lx) +α'X]}2 for v=H， M 
c2(x， t)斗 1

ld(λx，t){tanh吉[}(x(x-lx)+aX]}2 for 1ノ=OH，A

(6) 

と近似する O ここに，X=Rに対しては λx二 λ，X二 Lに

対しては λx-λである。 d(x，t) は溶液中のイオン U の濃

度である。 }(xとaxは

均二〔4Jx]1/2 (7) 

ax=[~XJlnr[l+ ~f2_[令f2] (8) 

ここで

Qx=FEF(λx， tl (9) 

F rεm ， λX i2 

-~I ~n; ch" σy 1 (10) 
8RTes l21 'Ya λ X) 

である o esは水溶液の誘電率， σxはX側膜表面での固定電

荷である。表面電位 φfも同様に，二重層領域における電位

φ(x， t) を用いて次のようにかける。

2RT _ 1(. Wx i1/2 

件 φ(い )φ(λx，t) 二~'~' lnlll +亨J
( TAス '11/2I 

+1ーさと11 (11) 
" blXノ l

(3)式の恥， (11)式の φfを解くためには，ct(λx， t) とσx

を決める式が必要である O 溶液中のイオン濃度 ct(x，t) は，

ct (x， t)が x=lxで固定値 c;∞をとり ，x=λxで流束(

D0θct(x， tl/ δx が φ~À(t) をとるという境界条件のもとで

拡散方程式を解いて求める。

アルカリイオンとハロゲンイオンに対する解は

ct(x， t) ニ c;∞ +1与 11 ∞φ~À (t 山 1/2
l A )，/0 

[ (~λx) 一丁~Jdu (12) 
4U0U 

ここに D0は溶液中におけるイオン vの拡散係数である。

平衡条件 (H+十OH一字三 H20) のもとでの H+とOHの濃

度は

C~(X， t)= dJH(川) = cif∞位。+1与11開|ぽ(t-u)
l A )，/0 l 

i" r (x λx) 1 
-吋(t-u)lxu山田pl . ~S 

JγL 斗D~u J 

c~(x， t) CtH(X， t)二 Kw

( 13) 

( 14) 

Kwは水のイオン積である。 x=λx面を横切るイオン流束ct;A

(t)は

ぜ (t)ct，;n-[ケ〕会;(t) (15) 

Q;(t)ザ (λx，t)二 (λl叶(1明川
/ TA，λ， ¥ 1/2 I I 

l吋言) 11 (16) 

で与えられる。

電荷面密度σkは膜面 (x=lx) における陽イオン濃度 c['

(x， t)を用いて表すことができる O 表面電荷は酸性脂質の

イオン化した極性基 (p-)から生ずる。陽イオン H+とM+

はP に吸着されるので H+十P一手二三 HPとM十+p-;;=三 MP

の吸着平衡の仮定から求められる。

-FAL竺2:.
町 1十 Kレ2Mkd(ん t)

( 17) 

ALMは膜における脂質分子の面密度，Cxは二重層の X側で

の酸性脂質分子の割合 Kuはイオン vの吸着反応の結合定

数である。

4.膜系の構造変化の記述

脂質二重膜の構造変化の典型として，ゲル・液晶椙転移に

基づく膜電位変化を考える O この相転移は酸性脂質の極性基

にプロトンが吸着することによって生ずる。プロトンの吸着

が酸性脂質問のクーロン反発力を減少させてゲル状態、を安定

化させ，脱離が液晶状態を安定化させるからである。我々は

以前温度変化による相転移のモデル4-6)を提出したが，ここ

では 2状態モデル7-9)に基づくイオン誘起相転移を記述する。

脂質分子の各炭化水素鎖は 2つの状態:オールトランスな基

底状態 Gか，キンクを含む励起状態 Eのどちらかの状態を

とるものとする。脂質単分子膜のギッブス自由エネルギー

は7)

F 二 N~{(Ea-TSa十PAa)pa+ KBlかlnρα}

3NE仰仰十 We1 (18) 

と与えられる o Nは炭化水素鎖の数， α とβは G(ゲル状

態)， E (液晶状態)の 2つをとる O ραは α状態の脂質分子

の割合，Ea， Sa， Aα はそれぞれ α状態での内部エネルギ

ー，エントロピー，鎖の断面積を表す。 Pは鎖の側圧，Jas 

は隣接した α状態と β状態の鎖の聞の相互作用の強さであ

る。 Welは膜の脂質分子のイオン化による静電エネルギーで

「〆 '1-1/2

Wel二 Nwl仇+う旦ρEI 
、 J 且 G

という形にかける。 wは膜に依存する定数である。

ゲルー液晶相転移のオーダーパラメーター ηは

(19) 
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77ριρE (20) 

により定義される。ゲル状態，液晶状態はそれぞれ η二1，

η=一lに対応している。 ηは

dη1  aF 1 ， ~， (1十η¥
百T77二万福二 2ksTln¥亡;) + go + gl 77 +万w

1 --'-''''-+ { 1 瓦 η]ω[AE(AE)-M  
AG ¥ - AG 

go二士[EE-EG-T(SE-SG)十P凶 AG) + 3 (JGG -JEE) ] 

(22) 

g&1 =〈?( kんGけ+JE恥E-2υ抗比川Jんんωι臼ωE) 口
、

ゲル←液晶相転移の時定数 τ許P竹Tは電位振動の周期に較較一べてずず

つと短いのでで、'膜の構造は定常状態として'すなわち，dη/ 
dt二Oとして扱うことができる O したがって，熱平衡状態に

おける ηは自由エネルギー Fを最小化することによって得

られる O

方程式 aF/δη=0は電気的相互作用の大きさ wに依存し

ていろいろな種類の解 ηをもっo W は膜の表面電荷に依存

しているので，膜を横切ってのプロトン流束は W の値を変

えることになる。以下に Wの変化によって相転移がどの

ようになるかを簡単に示そう。 wが (W，。ームW<W<  Wo十

ムW)にあるとき， δF/δ77二Oは3つの解 (771'77u'η'g) をも

っ。ここに，ムwは wの臨界領域の幅である。 ηtとηgは，

それぞれ，液晶状態とゲル状態に対応し，れは不安定状態に

対応している。 W>W，。のときは，液晶状態が安定，すなわち，

F (77) < F (ηg)， w< w，。のときには，ゲル状態がより安定，

W 二w。のときには，この 2つの状態が共存して存在する O す

なわち，F (77)二F(ηg) である。

熱的に誘起きれる相転移の実験で示されているように，陽

イオンの吸着によって誘起される相転移はヒステリシスをも

っている 10-12)。したがって，相転移が起こる W の値は w。か

らシフトしている。

我々は次のように仮定する wが減少していって川

yムw(O<γ<]) に達したとき，脂質分子の状態 (η)が急

激に液晶状態(771) からゲル状態(待)に変化し wが増加

していって，wo+γムwに達したとき，状態がゲル状態

(俗)から液晶状態 (77) に変わると仮定する O このヒステ

リシスが我々のモデルで白励電位振動が生ずる本質的なメカ

ニズムの 1つである。

単層膜，二重層膜を横切ってのイオン透過率がゲ、ル 液晶

相転移によって劇的に変化することはよく知られてい

る13-16)。ここで，ポテンシャル障壁の高さをオー夕、ーパラ

メータ ηの2次式で近似すると， X側単層膜 (X士 R，L) 

をよぎっての vイオンの透過率 Dvmkf/Lは

I dlm一ψ(ト 774n
D:J'kt / (21)二 Pfexpl CVU[A '- 7"' '[M (24) 

L kBT J 

と表せる。ここに pfは定数項， E51はゲル状態(不二J)と

液品状態(炉二 J)の聞の差を表す項， εfiは転移点 (ηx~

0) 近傍での密度ゆらぎから生ずる項である O

5. /'¥ラメータの値

計算は種々のパラメータ値に対して行ったが，以下に示す

ものは標準的なセットである O

21二5nm，A G二0.204(nm)2， A Eニ 0.34(nm)2，CR二0.3，

CL二 0.7，εm=2ε0'εs=78Eo' prf-5X 10-7， Ps二 5X 10-13， 

P6H二P(f， Pf=IOPs， KH=I04.7S， KM二0，EE-EG二2595ks，

SE-&二14.98ks，JGG二677ks， JCE二0.148JGG，JEE = 0.022JGG， 

P = 33dyn/cm2， T二323K，ctI∞二 10-4・5mol/m3，Cr:∞ェ

5moI/m3， C~oo= 1O-3mol/m3， Cr&oo二 50moI/m3，C6Hoo= Kw/ 

Ci; 00 ， cf∞二 cii∞十 cs∞ C詣c

6 .計算結果と考察

膜電位 c/Jmと二重層膜両側の状態の時間変化

数値計算は次の手順で求めた。まず過去のイオン流束の値

φ戸(t-u) (初期条件として t<Oについて φfA(t)=0とし

ている)から(12)式を使って d(士λ，t) を計算する O 次に，

(6)， (9)， (10)， (17)式を連立させて解き σX' c~ (-:t 1， t) 

を求める (()Xを求めるとき Newton法を使う。恥の初期値

はゼロにとっている)。のの値から(18)式の右辺を極小なら

しめる ηを求め， (4)， (5)式から φ7を得る o (15)， (16)式

から φfを算出する。新しく φPの値を過去の φPの値に付

け加えて次の時間ステップに進む(既に記憶させている過去

のφfの indexを lつずつずらして，新しい φfAを最新の

indexに入れる)。次の時間ステップでの恥の値は(3)式から

決まる O こうして計算手順が一巡し，再び最初の計算に戻る。

これらの手順と並行して各時間ステップごとに(J)， (1])式

から膜電位 φmを求めてしミく O

標準的なパラメータ値に対する膜電位恥の計算結果を図

2に示す。脂質二重層の左右両面の相状態の変化と，図 lに

示した左右両 λ面における H+とM+の濃度の振動パターン

を図 2に示した。 φmの自励振動は繰り返し起こる脂質二重

膜の相転移に起因している。この相転移は膜を横切る H+と

M+の濃度勾配で駆動されている O この過程がどんな条件の

下でどのように起こっているのかは前報 Iで説明した。第II

報2)では，溶液中の陽イオンや脂質二重膜の性質の違いによ

って白励発振の様相がどのように変化するかを報告した。第

III報3)では，溶液の温度， pH，陽イオンj農度などの外部パラ

メータの変化によって，白励電位振動のパターンがどのよう

に変化するかについて報告した。
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図2 膜電位 φmと三重層膜両(目lの状態の時間変化。 LとG はそ

れぞれ液品状態とゲル状態を示す。両方の λ面 (x二 λ， 

λ) におけるプロトン H+，および，アルカリイオン M+濃

度の時間変化も示した。パラメータの値は 4節に与えたも

のである。
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の場合のんの温度依存性。脂質二重相の左側の状態は T>
322Kで液品状態にあり ，T<322Kではゲル状態にある O

外部電流による電位振動の制御

加える直流外部電流を変化させたときの電位振動の周期ん

の変化を !g/んの変化の共に図 3に示す。ここで !gは，脂質

二重膜の右半分がゲル状態にある時間間隔である O 電流の向

きは左側溶液から右側溶液への方向を正(J>O)，その逆を

J<Oとしている o H+流束は外部電流 Jに伴って変化するの

で，二重層右半分の表面における H+濃度は，J>Oの場合，

Jの増大と共に増加し，J<Oの場合には， IJIの増大と共に

減少する O したがって，図 3に見るように，んは Jの増大に

{半って最小値をとり ，tg/んは Jの増大と共に増加する O
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右側溶液への方向を J>Oとしている。
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同5 正弦波電流 Josin(2πjOを加えたときの膜電位 φmと二重層

膜両側の状態の振動ノfターン Jo=0.2mA/m2， f二2.55s10 

である。下の図は相転移の時間間隔 Tnのリターンマップで

ある。 τ。はより二Oの場合の周期である O

t。の温度依存性も直流外部電流によって変化する o t，。の温

度依存性に対する Jの効果を図 4に示す。図に示したよう

に，電流によって低温度領域に異なるタイプの電位振動が現

れる。これまでの振動では，三重層の右半分が相転移を繰り

返し，三重層左半分は常に液晶状態にあったが，この低温側

に現れる振動では，二重層の右半分が相転移を繰り返すが，

二重層左半分は常にゲル状態のままである。

最後に，電位振動への交流電流 J(t)二Josin(2πjt) の効果

を図 5に示す。周波数の高い交流電流の場合は，み二Oに対

する元の振動をわずかに変化させるだけである O しかし，相
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転移の時間間隔 τnの時系列プロットから，Jo and/or fの

値を変えることによっていろいろ種類の振動ノfターンが導か

れることがよく知られている。我々のモデルでもいろいろな

周期を含む周期振動，準周期振動，カオス振動を含むいろい

ろな振動パターンが得られた。カオス振動に対する τnのリ

ターンマップも図 5に示した。これは，点 (Tnlto一1，Tn+J 

九 1)， (n=I，2，3…)をプロットしたものである。

考察

ある種の生体膜やバイオミメティック膜では，膜に加えら

れた外部電流が電流の向きやその大きさに依存して電位振動

を生じさせたり変調させることが観測されている 17)。我々の

計算結果は観測される電流効果とよく合致している。とくに，

興奮性生体膜において，正弦波電流刺激によって周期的な電

位振動が準周期振動にまたカオス振動に移っていくことが観

測されている l九我々のモデルでも膜を貫く正弦波電流によ

って準周期的な，またカオティックな振動が現れる。このモ

デルによる振動周期の分岐図の詳細は次号に示す。

参考文献

1)佐々木直幸，日本歯科大学紀要(一般教育系)32 (2003) 9-14. 

2)佐々木直幸，日本歯科大学紀要(一般教育系)33 (2004) 17 

23 

3 )佐々木直幸，日本歯科大学紀要(一般教育系)34 (2005) II 

16 

4) M.Naito， N.Fuchikami， N.Sasaki and T.Kambara， Biophys. 

J. 59(1991) 1218-1234. 

5) T.Kambara and N.Sasaki， Biophys. J. 46(1984)371-382. 

6)佐々木直幸，日本歯科大学紀要(一般教育系) 15(1986)53 

63. 

7) A.Caille， A.Rapini，M.J.Zuckermann and A.Cros， Can. J. 

Phys.， 56 (1978) 348-357. 

8) A.Caille， D.Pink， F.de Verteui1 and M.J.Zuckermann， Can. 

J. Phys.， 58(1980)581-611. 

9) O.G.Mouritsen， A.Boothroyd， R.Harris， N.Jan.， T.Lookman， 

L.MacDonald， D.A.Pink and M.J.Zuckermann， J. Chem. 

Phys.， 79(1983)2027 -20411. H.C.Pant and B.Rosenberg， 

Biochim. Biophys. Acta. 225 (1971) 379-381. 

10) H.Traubl and H.Eibl， Proc. Natl. Acad. Sci. USA.， 71 

(1974)214-219. 

11) R.C.MacDonald， S.A.Simon and E.Baer， Biochemistry， 15 

(1976) 885-891. 

12) A.K.Watts， K.Harlos， W.Maschke and D.Marsh， Biochim. 

Biophys. Acta， 510(1978)63-74. 

13) A.D.Caille， A.Rapini， M.J.Zuckermann and A.Cros， Can. 

J. Phys.， 56(1978)348-357. 

14) D.K.Papahadjopou¥os， K.Jacobson， S.Nir and T.lsac， Bio-

chim. Biophys. Acta， 311 (1973) 330-348. 

15) S.Doniach， J. Chem. Phys.， 68(1978)4912-4916. 

16) J.F.Nag¥e and H.L.Scott，Jr， Biochim. Biophys. Acta， 513 

(1978) 236-243. 

17) K.Yoshikawa， T.Omachi， T.Ishii， Y.Kuroda and K.liyama， 

Biochem. Biophys. Res. Commun.， 133 (1985) 740一744.

18) H.Hayashi， M.Nakano， and K.Hirakawa， Phys. Lett. 88A 

(1982)265-266. 



Field-driven spin reorientation of one-dimensional 

ferromagnet with impurity spin 

Yoshikazu ENDO 
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(Received 22 December 2007) 

Spin-wav巴 impuritylevels in one-dimensional ferromagnets with a single impurity spin are studied 
under an applied field perpendicular to the easy axis. The direction of the magnetization changes 
as a function of the external field， and the energy gap caused by the anisotropy field of dipolar 
interaction vanishes when th巴 magnetizationorients to the direction of the applied field. Depending 
on th巴 valuesof J' / J， ratio of the stre時 thof the exchange integral between impurity spin and the 
hosts， impurity levels are obtained below and above the spin-wave band. 

Keywo'rds: Reorientation; Magnetic impurity; Localized spin-wave; Ferromagnet 

Spin-wave impurity states of exchange coupled 

ferromagnets and antiferromagnets containing a sin-

gle impurity spin have been extensively studied 

in the past by the approach suitable for localized 

perturbation.1-4) The method has been applied to 

more complicated casesぅ suchas the study of im-

purity states near the surface of exchange coupled 

semi-infinite ferro-and antiferromagnets， and thin 
films.5) In low-dimensional magnets including thin 

films dipole interactions play a dominant role in 

stabilizing long-range order in ferromagnets6，7) and 

antiferromagnets.8，9) We have studied in a previ-

ous paper (hereafter referred to as 1) the effect of 

the dipole interaction on spin-wave impurity states 

in two-dimensional ferromagnets.lO) In 1 we have 

shown that the anisotropy of the dipolar field re-

moves the degeneracy or causes a mixing of the 

corresponding impurity levels of the case without 

dipole interactions. 

The preferred direction of spins in two-

dimensional dipolar ferromagnets is in-plane， 
whereas a reorientation to a perpendicular phase 

may occur if a perpendicular surface anisotropy ex-

ists and is su伍cientlylarge.ll) Then the spin-wave 

impurity states would reflect the orientation of spins 

through the anisotropic nature of the dipole inter“ 

action. Spin reorientation may also occur by an ap-

plied五eldto the direction different from the easy 

axis. The field-induced spin reorientation in on。
and two-dimensional magnets has been the subjects 

of recent study.12-15) 

In this brief report we consider a one-

dimensional ferromagnet with a single impurity spin 

in an external五eldapplied perpendicular to the easy 

axis. The Hamiltonian Ho of the host spins may be 

written as 

Ho = -f"LS1' S同

Iρ 

+ (gμB)2ゃ JS1'S，::: _ 3iTlm . Sz)(Tlm . Sml~ 
一一一

2 f;;; II Tlm 13 1 Tlm 15 J 

-gμBHX L S[， (1) 

where J> 0 is the exchange integral of the hostう Tl

the lattice cite， Tlm = Tl-Tm， and p denotes nearest 

neighbors. Here， we have assumed all the spins have 
magnitude Sう andneglect the shift of g-factor of the 

impurity spinヲ sothat the dipole interaction in the 

Hamiltonian may be included in the unperturbed 

parts. Due to the dipole interactionぅ spinsalign in 

the direction of the chainう zaxis， and an external 
field HX is applied perpendicular to the chainう z



Bulletin of The Nippon Dental University， General Education VoI. 37， March， 2008. 

axis. The perturbation caused by a sing1e impurity 

spin is given by 
Z 

30 

Z' (2) v=一(l-J)乞So・Sρ，

Z 

h 

2 

J where l means the exchange integra1 between the 
impurity spin and its nearest neighbors. 

Since the externa1白e1dis app1ied a10ng the x 

axisう themagnetization rotates a certain ang1e e as 
shown in Fig.l. We introduce a new coordinate z' x' 

by rotating zx p1ane by an ang1e e about y axis: 

X' 

FIG.1. Definition of the orientation angle θ. External field 
h is applied along the hard axis (x axis). 

sfニ sfcOSOSf，sid， 

sf二 St'sin e十 sf'cos e， 

sfニ sy'
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1
J
J
1
1
1
J
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120.r十「←十ナ寸ー←「十ナ~十寸~~十T十「→十寸~十十「

LJ 

5 っ一γ← 7JT4

(3) 

The z' axis of the new system is set to be paralle1 to 

the magnetization direction. Thenぅ spinoperators 

are expressed in terms of annihilation and creation 

boson operators， αz and αj う via Ho刷fお刷O叫ls坑耐削t悦凶ein仕吋lト司♂Pri山mak王∞O

transforma叫tion1己16め) 90. 

<:D 60. 

(4) 

St'二 S-dαz，

s+=dhl1-h I . --V - 2S ι? 

町 二 V2S)1-aJazα! . --V - 2S --1 

h 

30. 

O. 

0 

Substituting Eqs.(3) into Eq.(l) and Eq.(2)， and 
then rewriting them by Eqs. ( 4) within the 1inear 

spin-wave approximationぅ weget first-and second-

order terms in the boson representation of the 

Hami1tonian. The first-order terms 1ead to 
FIG.2. Orientation angle () as a function of the external field 
h for the case with E = 0.5. The value of the critical field hc 
at which the spins r巴orientin the direction of applied field is 
3.606. 

3(gμ8)2S . Il ~ 
ゴ可示~ω 5予子Sむ以叫叶z{[引トドlト円一-['州f

一号竿旦HX手(αz+α;)，
The orientation angle e is determined by vanish-

ing the first幅 orderterms of the boson operators: 

(5) 

(7) 

where E = (gμ8)2/(α3J)ぅthemeasure of the strength 

in-1 h 
3ESz(O) ， 

(6) 

where αis the 1attice constantう and

ー一山
一一Z

 

Q
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of the dipole interaction， and h = gμBHX /(JS)， the 
scaled strength of the applied field， a吋 sz(O)= 
L11/1113 2((3) 2.4041， ( designates the (-
function.17) The orientation angle () as a function 

of h is plotted in Fig.2 for E 0.5. The critical 

field hc at which the magnetization reorients in the 

direction of the external field is 3.606. The angle () 

changes continuously from 0 toπ/2回 his increased 

from 0 to hc， and () = 7r /2 for h greater than hc 

In order to calculate the impurity levels and 

spin-wave spectra， we introduce a Green function 

Gt".(t)三 ((αl(t);α九)) .18) The equation of motion 

for Gtn (t) couples with Gふ(t)== ((αj (t);仏)).In 

addition to Gtn (t) and Gふ(t)，one needs Gみ(t)三

((αl(t);αm)) and Gふ(t)三 ((αj(t);αm)) as shown 
in 1.10) The equation of motion for these four Green 

functions， after performing a Fourier transform with 

respect to time， can be expressed in a matrix form 

as 
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where 1 is the unit matrix and matrix elements of 

Ao and Bo， scaled by SJ， are given by 

AO，lm = (2 + h sin ())Dlm一乞Dl，m+p

+E(3cos2 () -1)Sz(0)Dlm 

+E(1-LM2匂 sz(l'-l)Dml" (9) 
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Q
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q
d
一
円
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D
内 (10) 

Matrix elements of V is given by 

巧m=ç~二 ( DIODmO -DlpDmO 
p 

-DIODmp + DlpDmp)， (11) 

where c = J' / J -1. 

The method to obtain the impurity levels is sim-

ilar to the one developed in 1.10) It is convenient 

to define unperturbed Green functions by setting 

V = 0 in Eq.(8) and replacing the right-hand side 

ofEq.(8) by a simple unit matrix， i.e.， delete 1/(2π) 
and replace -1 by 1. Then， in terms of the lattice 
Fourier transform 

G1m (ω)=Lεe~φ(l-m)G(い)，
一 φ

む(l-m)=4ztφ(l-m)州 ) ，ロ)
ト φ

we get unperturbed Green functions GO (仇叫 and

Gu(仇ω)，

+ω十 A(ゆ)
Gt(φ，ω)= 

U ¥ .. ，..， -I w2 - [A (φ)2-
-B(ゆ)

Gu(仇ω)=9ru iw  nr i、?1' (13) 

where 

A(ゆω)= 2(ο1一 C∞osゆω)+ hs討m

+E可(3c∞OS2 () 一 1)片sむ以zバ(仰0)

+判吋州ε吋仰(ο1一 ; 山 ) む( ゆ)， 

B(ゆ)=-L山む(ゆ)，

(14) 

(15) 

where sz(ゆ isthe lattice Fourier transform of 

Eq.(6). The pole ofthe unperturbed Green function 

yields the excitation spectrum of the spin-waves: 

ωφ=VA(ゆ)2-B(ゆ)2. (16) 

Since the unperturbed Green function may be 

written as 

(253253)=(コア JL)-l， 

we can get full Green functions by operating Eq.(17) 

from the left on Eq.(8)， 
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FIG.3. Plots of the impurity levels as a function of the ex 

ternal field h for E = 0.5. Figures attached to the solid line 
designate the value ofα ニ J'/ J and s and p in the paren-
thesis means the type of impurity levels. Dotted lines mean 
the top and bottom of the spin四 waveband. 

(;:;:;;:;:;) 
(1 -Gt(ω)V δ6(ω)V ¥1 

2π 人 -Gu(ω)V I+Gム(ω)V) 

× (GJ(ω -G6(ω~) 
Gü (ω -G~(ω) ) 

The energy levels of impurity spin-waves can be cal-

culated from the poles of the full Green function: 

lI GJ(ω)V -Gu(ω)V I 
~.;.{ --I~TT I = O. (19) 

Gu(ω)V 1 -Gt( ω)VI 

Herewehavemedtherelatiom GJ(ω) = -Gu(ω) 
and G~(ω) = -Gt(一ω)， By definin 

g;(ω)=去ε…oGま(仰)
一 φ

(η ニ 0，1う2)う

(20) 

2 I 

←一一一一-
α 

FIG.4. Plots of the impurity levels as a function ofα 二 J'/J
for the case with Eニ 0.5and hニ 2.0.

α 

FIG.5. Plots of the impurity levels as a function ofα = J'/J 
for the case with Eニ 0.5and h = 5.0. 

the determinant (19) leading to impurity levels can 

be factorized into s-and p-types according to the 

symmetry with respect to the impurity spin， The 
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s-like impurity levels can be obtained by 

|1-U)-59i(叫 I(¥ 
-~g;(ω1 -~g::-(一ω) I ~ 

(21) 

with 

i:(ω) = 3g~(ω) -49t(ω)十gi(ω). (22) 

On the othe1' hand， the p-like impurity levels can be 
obtained by 

1 1 叫(ω -~g:;;(ω) 1-n 
-~g五 (ω 1- ~g:(一ω) 1 ~ 

(23) 

with 

gi(ω) = g~(ω)-gま(ω). (24) 

The impurity levels as a function of the external 

field h is plotted in Fig.3. Dotted lines 1'ep1'esent the 

top and bottom of the spin-wave band. The ene1'gy 

gap at zero-field is caused by the anisot1'opy fieldう

which is in the p1'esent system the dipole-dipole in-

te1'action. In the case with E = 0.5 the magnitude 

of the ene1'gy gap ωG is given from Eq.(16) by wG二

ゾ互Eて B2with A = 2(1-cosrt) +ε(2sz(0)十 Sz(ゆ))

and B = 0う leadingto WG 二 3.571whenゆ=0.387. 

Note that it is not always the unifo1'm mode with 

rt O. B 0 comes f1'om the fact that the to-

tal SZ 乞1Sf is a constant of motion of the 

Hamiltonian and then the equation of motion fo1' 

ctn (t) does not couple with Gf::m (t)ぅ which1'ecov-

e1's the 1'esults shown in Ref.17. The magnitude 

of the gap dec1'eases as h is inc1'eased and goes to 

ze1'o just at the 1'eo1'ientation field hC1 and then in-

c1'eases as h is inc1'eased fo1'm hc. The magnitude 

of the gap at h = hc is given byωG ゾ互玄士豆吉

with A 二 2(1-c∞osゆω)+ hc一ぞ(いSz(仰0)+ Sむz(ゆω)/2an 

B = -3E臼Sむz(ゆ引)/2ラ thus the gap ω G vanishes fo1' the 

unifo1'm mode withゆ=O. When α= J'/J = 2.5 

both s-like and p-like levels appea1' above the spin-

wave bandヲ whilefo1' α=  -2.0う whe1'ethe impurity 

spin couples antife1'romagnetically with the neibor 

ing hostsぅ onlyp-like level appea1's below the spin-

wave band. On the othe1' handう fo1'α二 Oぅwhe1'ethe 

impurity spin couples with hosts by only th1'ough 

the dipole-dipole inte1'actionsう the1'eappea1' s-like 

and p-like levels below the spin-wave band fo1' the 

field weake1' than the 1'eo1'ientation field hc・

In Fig.4 impurity levels a1'e plotted fo1' E = 0.5 

and h = 2.0 as a function of α二 J'/Jう andin Fig.5 

fo1' h二 0.5.In both cases when αhas small 01' neg-

ative valueう boths-and p-like levels appea1' below 

the spin-wave bandう whileαis positive they appea1' 

above the spin-wave band. 

In this b1'ief 1'epo1't we have calculated the impu-

1'ity levels as a function of the exte1'nal自eldapplied 

pe1'pendicula1' to the easy axis in one-dimensional 

dipola1' fe1'1'omagnet. We have studied in p1'evious 

pape1's19) the impurity states in one-dimensional an-

tife1'romagnet and found that degene1'ate s-and p-

like modes appea1'ed above the spin-wave band with-

out dipola1'五ledsplit into s-and p-type levels due to 

a mixing ofα-and β-magnons. The 1'eorientation ef-

fect induced by an applied field along the ha1'd axis 

would yield inte1'esting 1'esults fo1' one-dimensional 

antife1'romagnets with impurity spin due to the ex-

istence of α-and β-magnons. 
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IRスペクトルを使った単糖の配座解析

Conformational analysis of monosaccharide using 

IR spectra 
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(2007年 12月 14日 受理)

The IR spectra ofGalsl-Me were performed with ab initio molecular orbital calculations 

using B3LYP/6-31G(d). The conformation of Galsl-Me was assigned by comparison with 

the observed IR spectra (ATR) and the calculated one. 

以前，我々は lH_NMRスベクトルを用いて単糖

(Methyl-s-D-galactopyranoside (Galsl・Me)1) )と二糖

(α，α-trehalose2) )の水溶液中の配座解析を報告した。こ

れらの報告では，糖のlH袖低スベクトノレのケミカルシフ

ト値が，分子の立体構造を反映し変化することを利用して，

測定スベクトルと安定配座全ての計算スベクトル

(B3L YP/6-31G(d，p)// B3LYP/6-31G(d，p))を比較すること

により立体配座解析を行った。

lH_m仮スペクトルと同様に立イ材毒造変化がスベクトノレlこ

鋭敏に反映する分析法の一つにIRスペクトルがあるoIR

スペクトルは， N個の原子からなる分子の吸収が 3N-6個

の基準振動によって引き起こされるために， Hの吸収の

みを観測するlH_NMRスペクトルに比べて得られる情報

量が多い。また， ATR法を使うことにより簡単に固体と水

溶液の測定が可能である。従って，糖の固体状態と水溶

液状態の立体配座の比較検討が容易で，また，立体配

座解析に必要な安定配座全てのスベクトル計算も

lH_NMRスペクトルで使用した関数系よりも小さな関数系

でも十分な精度で計算できる。

。同H

H H 

GaIs1-Me 

今回， IRスペクトルを用いてGalsl・Meの水溶液中の立

体配座解析を試み，併せて， 1H_NMRスペクトノレの結果1)
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との比較を行った。

計算方法

ab initio計算は，Gaussian 03w 3)を，入力ファイルの作成

と出力データの表示にはGaussViewW 4.03)を使用した。

RスベクトノレのScalefactorは，0.96134)を用いた。

IRスペクトルの測定

GalsI-Meの R スペクトルは，固体および水溶液共に

日本分光製FTIIR-4100を用し¥1回反射ATR(ダイヤモ

ンドプリズム)で測定した。

結果と考察

GalsI-Meの固体と水溶液の mid-IR領域のスベクトノレ

をFigure1に示した。両スベクトノレ共に，ATR法により測

定した。水溶液のスペクトノレで、は，水のスペクトルを除去

した差スベクトノレとして示した。

100 

ト
求

60 h 

Figme 1 IR spectrain themid-lRregion 

ー-ATR(国体)

一一ATR(水溶液)

1oOO 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 
VVavenumnber[CDl'U 

Figure 1 に示したGalsI-Meの固体と水溶液中のスベク

トノレを比較すると，1000-11 OOcm -1で、スベクトノレパターン

が異なっている。このスベクトノレパターンの違いは，固体

と水溶液で、GalsトMeのコンホメーションが異なっているこ

とを示唆している。この場合，次の 2つの可能性が考えら

れる。

1.水溶液中で、は別の単一配座構造をとっている。

2 し、くつかの配座異性体の間で相互変換している。こ

の場合，IRスペクトルでは，それぞれの配座異性体の

ピークが観測される。

ここで，立体配座解析に必要な，GaIsI-Meに可能な安

定配座の理論スペクトルを計算した。計算スベクトノレは，

前報1)と同様にGalsl-Meの環構造を，4Clいす型に固定か

し 1-位の-OCH3基と 5イ立の-CH20H基に由来する配座異

性体をCONFLEX5)で発生させ， その内の安定配座 8種

類(0， 1， 3， 6， 9， 10， 11， 11e)について ，

B3L YP/6-31G(d)// B3L YP/6-31 G(d)でRスペクトルを計算

した。配座異性体 0，1， 3， 6， 9， 10， 11， 11eの構造を

Figure 2に，相当する計算スベクトノレをFigure3に示し

た。

Figure2 

。 9 

10 

3 11 

6 11e 

計算スベクトノレの波数は，Scale factor=0.9613で補正し

た。各配座の計算スベクトノレを比較すると， 1イ立の-OCH3

基と 5・位の・CH20H基のコンホメーションの違いによりそ

れぞ、れスペクトノレパターンが異なって表れていることがわ

かる。特に配座異性体 1と日 では， 4イ立の-OH基のコン

ホメーションの違いのみであるにもかかわらず，スベクト

ルパターンは異なって現われている。



ている配座異性体のなかで 10%以下の寄与の配座異性

体の吸収ピークは，ブロード、ピークの中に埋没してその

吸収ピークを解析することは困難である。従って，

GaIsI-Meは，水溶液中で，ほほ単一の配座構造をとっ

ているとし，900・1150cm-1で、の測定Rスベクトノレパター

ンと配座異性体 0，1， 3， 6， 9， 10， 11， 11eの計算スベクト

ルパターンの一致度を計算6)した。

その結果，配座異性体 1が，測定スベクトノレのスベクト

ルパターンと最も良い一致をしていることがわかった。

Figure 6に900・1150cm-1における測定スペク卜/レと配座

異性体1の計算スベクトノレを比較したチャートを示した。
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まず，Galsl-Meの固体での立体配座について検討し

た。900・1150cm-1で、の測定スベクトノレ(ATR(固体))と配

座異性体 0，1， 3， 6， 9， 10， 11， 11eの計算スベクトノレのス

ペクトルパターンの一致度を計算6)した結果，最もよし、一

致を示した配座異性体は 3で、あった。F明間 4に

900・1150cm一1で、の測定スペクトノレと配座異性体3の計算

スベクトノレを比較したチャートを示した。

次に，GaIsI-Meの水溶液中で、の立体配座について検

討した。Galsl-Meの水溶液中での立体配座は，以前

IH_N九1Rスベクトノレから，ほぼ単一配座と考えられる

90%が 11の配座構造であることを報告しているσ19ure
57))。

Figur巴 lに示したように，Galsl-Meの水溶j夜中で、のR

測定スベクトノレの吸収ピークは，固体の吸収ピークに比

べてブロードである。そのため，水溶液中で、相互変換し
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FigUl"e 6 
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FigUl"e 7 
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この結果は，IH_N孔1Rスベクトノレから帰属した配座構造

11と異なっていた。そこで， IH_N恥眠スベクトノレから帰属し

た配座構造 11とRスベクトノレから帰属した配座構造 1の

違いを比較した。Figure7から，配座異性体 11と1は 4-

位の-OH基(緑の楕円で、囲った部分)のコンホメーション

が異なっているのみで他の配座構造は同じであることが

わかる。従って，IH_NMRスペクトノレによる帰属と眠スベク

トルによる帰属は，糖の骨格構造に関しては同じ配座を

支持している。

これは，両方法共にスベクトノレピークの一致で、はなくス

ペクトルパターンの類似性により帰属しているために， 4-

位の-OH基由来の配座異性体をヒoコ秒よりも遅い時間で

相互変換する複数のコンホメーションで、観測するRスベク

トノレと，ミリ秒より早く相互変換するコンホメーションをその

平均で、観測8)するIH_NMRスベクトノレの相違に起因する

のではなし、かと現在は推定している。

最後に，固体のGaIsI-Meが水溶媒に溶解すると配座

構造は，疎水性の高い l・位の・OCH3基のコンホメーショ

ンは変化せずに，親水性の高い 5イ立の-CH20H基のコン

ホメーションのみが変化する。
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日本産海藻の生物活性;IL-6活性阻害作用

Bioactivity of Japanese Seaweeds， Inhibition ofIL-6 Activity 
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TheE氾ract仕omS回 W∞ds(Dilophus okamurae Dawson ) showed selωtive growth inhibition a伊instIL・6dependent 

human myeloma ∞lls (MH60).百lisextract did not inhibit the growth of celllines which are not ILゐ d~光ndent and 

廿legrowth inhibition of the MHω∞llline was reversed by addition of ex∞ss IL・6ωtheculture media 
Keyword:旨 s拙町民d;inhibitor;江・6;interleukin -6 

生体防御機構の恒常他維持に必須の IL-l(Interleukin-l) 

や TNF-α(T田町 NecrosisFactor α:腫蕩壊死因子)など

のサイトカイン分子は、さまざまな炎症性疾患Lの病態に深く

関わっていることが明らかされるようになり、炎症性サイト

カインと呼ばれている。 1)

たとえば、関節リウマチ (RA: rheumatoid arthri tis)の関節

炎が起こる最初のステップでは、血液内に存在するリンパ球や

好中球などの白血球が、血管内皮細胞との接着を介し、関節へ

移行することからはじまるο この過程には、白血球と血管内皮

細胞の接着に関わる分子や各種ケモカイン、炎症性サイトカイ
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ンなどさまざまな分子が関与する。一方、関節局所では、 TNF

α、IL-l、IL-6などの炎症性サイトカインの産生が異常に高ま

り、それらはリンパ球浸潤、滑膜増殖、破骨細胞による軟骨組

織破壊といった関節の病変形成に深く関わっていることが明ら

かにされた。 2-4)このように、制御機構から外れて産生された

炎症性サイトカインは、 RA炎症病態のさまざまな過程で重要な

役割を演じていること、また、さまざまな疾患の病態に関わる

免疫調節分子としてのサイトカイン、さらにその受容体が明ら

かになってきたことから、サイトカインと特異的に結合し、そ

の機能を臨書するモノクローナル抗体、さらにサイトカインの

働きを阻害する受容体や措抗物(アンタゴニスト)が検討され

るようになってきた。

ここで、 IL-6がある種のガン細胞の成長の調節に関与する多

機能サイトカインであることが明らかになり 5)、当グ、ループに

おいて IL-6要求性変異株を用いるスクリーニングにより、放線

菌第二次代謝産物として IL-6活性の特異的インヒピター

Madindol in 6)を見いだした。

本研究では、調査対象を海藻に含有される化合物として、同

様のスクリーニングを行った結果、 IL-6活性を阻害する成分を

有する海藻が見いだされたのでここに報告する。

材料と方法

1)海藻の採取

本研究に用いた海藻類は、 Table1に示したように、茨城

県ひたちなか市平磯、千葉県館山市坂田、神奈川県横浜市金沢

区野島公園、横須賀市天神島、静岡県下田市白浜、国牛、新潟

県柏崎市鯨波、沖縄県奥武島、西表島、南大東島、山梨県河口

湖の各地より採取し、淡水・気生藻を含んでいる。また、全て

の海藻は潮間帯で採取した後、すみやかに -25"cにおいて凍

結保存したものを用いた。

2)評価試料の調整

採取地において凍結した海藻試料を解凍し、水洗によって

付着物を除いた後、表面の水分を除いた葉片岡gを秤量した。

これに蒸留水を 200nu加えてミキサーで粉砕し、さらに 10

分間超音波粉砕を行い海藻懸濁水を得た。次し、で、これにクロ

ロホルムを等量加えて 1時間スターラーで撹枠した後、セライ

トを補助剤として用いた鴻過によって固形物を除いた。通過液

を分液漏斗に移して水相を分離後、クロロホルム分画を無水硫

酸ナトリウムにて脱水し、減圧下乾固し評価試料とした。なお、

前報においてクロロフィル類の抽出量を制限することが明らか

になっていることから、活性物質の分離操作を考慮して溶媒と

してクロロホノレムを用いた7)。

一方、水相部分については、減圧か濃縮乾回しこちらも評価

試料とした。

試料の評価方法

細胞増殖の作用判定に用いた人骨髄腫細胞 (humanmyeloma 

cell: 1制 60)及び同細胞の IL-6非要求性変異細胞の継体培養に

は、 Eagle's最小発育培養液 (MEM)、10%牛胎児血清 (FCS)

を添加したMEMまたは、同様に 10%牛胎児血清 (FCS)を

添加した RP阻 1640培養液用いた。海藻抽出物の殺細胞作用

を判定するために、それぞれの細胞を 200μlの培養液に加え

た後、 96-wellの培養プレート (Corr由19)に移し C02通気下、

37"Cにて 24時間培養を行った。その後、それぞれの wellに各

段階濃度の海藻試料を含む溶液5μlを加えた。72時間培養後、

テトラゾリウム塩法(島ITT)を用いて比色定量により細胞の成

長を確認した。細胞増殖作用の判定に用いる細胞は、

m∞mbinant human IL-6 (rhIL-6)を完全に取り除く必要があ

るため、細胞を2回即阻 1640培養液にて洗浄した。次いで、

96・wellの培養プレートを用い、 1well当たり洗浄した細胞

(5x 1がωlls)を、 10%牛胎児血清 (FCS)を添加した腔阻

1640培養液 100μlに懸濁した。次に、演IJ定試料5μIを加え

た後、 0.02UrhIL-6 (100μ1)を添加して 5%CU2-9 5 %air通

Table 1. List ofthe te蜘 dseaweeds and s伺 g部 S

和名 学名 採取地 採取年月日

カギイバラノリ Hypneaoeae japonica Tanaka 静岡県下回市白浜海岸9 198816/16 

へライワズタ 白昨年78brachypus Harvey 千葉県館山市坂田 34.86992622 200115/25 

フクリンアミジ D説明Ihusok友muraeDawson 神奈川県横須賀市天神島 173 1999/12115 

アミジグサ Dictyo句 dichotvma(Hu伽on)Lamouroux 静岡県下回市白浜海岸 162 2000/415 

タマイタダキ lJeh"sea japonica Okamura 静岡県下回市田牛52 20001415 

ミノレ αJdiumfi羽'gile(Surin伊 r)H紅 iot 静岡県下田市白浜海岸28.73674884 2000/6117 

スギノリ 臼 ondracan必uslEnelll凶 (H釘 vey)Hommersand 神奈川劇賞須賀市天神島1.310624639 1999112115 
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Table 2. Effect of organic extracts仕omseaweed on the growth ofIL-6 de問 ldentand IL-6 independent human myeloma celll 

Sample カギイバラノリ ヘライワズタ フクリンアミジ アミジグサ タマイタダキ ミノレ スギノリ

(f!glml) 

E・6deJ光ndenthuman myeloma cell 

1000.0 35.9 61.4 10.0 4.1 81.3 4.4 4.8 
250.0 93.1 86.9 22.3 912 78.6 610 48.8 
62.6 78.8 84.6 70.0 76.6 83.0 92.1 91.0 
15.6 89.4 88.3 83.2 83.2 83.7 83.7 89.4 
3.9 91.8 l∞9 90.0 88.6 86.1 87.4 93.4 
1.0 97.6 94.5 87.2 88.7 91.6 88.6 96.5 

IL-6 independent human myeloma cell 

1000.0 ヲ8.0 91.8 83.5 88.6 93.3 78.9 92.9 

250.0 98.8 l∞4 79.5 95.5 88.9 81.2 95.0 
62.6 98.0 92.8 91.2 93.6 96.7 84.3 90.9 
15.6 1∞5 97.2 98.3 93.4 92.2 96.9 98.0 

3.9 103.2 94.5 95.3 94.1 92.7 88.0 94.5 
1.0 101.7 98.3 101.1 100.8 97.9 91.9 96.5 

キGrowthofIL-6 dependent hwnan myeloma田 llin出epresen∞of巾止る isthe control of all and growth per'∞凶ofthe包stsamplesw田 ωIculated

Table 3. Effect of aqu訂 e油田ts仕oms伺 W田 donthegrow血ofIL-6dependent and IL-6 independent human myeloma cell 

Sample カギイバラノリ ヘライワズタ フクリンアミジ アミジグサ タマイタダキ ミノレ スギノリ

(μglml) 

E・6dependent human myeloma∞11 

1000.0 95.0 99.5 93.8 94.9 74.9 110.7 102.1 

250.0 96.9 96.1 99.2 88.7 90.4 95.0 90.5 

62.6 90.2 86.7 99.5 89.7 91.7 91.0 88.7 

15.6 95.0 99.5 93.8 94.9 74.9 110.7 102.1 

3.9 96.9 96.1 99.2 88.7 90.4 95.0 90.5 

1.0 90.2 86.7 99.5 89.7 91.7 91.0 88.7 

IL-6 independent human myeloma∞11 

lαlO.O 99.6 l∞2 96.4 97.5 98.6 98.1 98.9 

250.0 103.0 l∞3 99.2 97.8 95.6 96.3 101.4 

62.6 99.3 l∞2 96.4 94.2 94.8 89.0 98.7 

15.6 101.1 97.9 101.7 99.2 91.0 94.6 98.1 

3.9 97.3 95.6 95.6 94.5 92.2 101.1 95.1 

1.0 99.7 99.2 103.7 98.8 101.3 97.5 99.3 

*Grow廿1ofIL-6 dependent human myeloma cell in the presen∞of巾IL-6is the control of all and growth阿切れ包ofthe test samples were calcula凶

気下 37tlこて 72時間培養を行った。細胞の増殖は、上記に示

したテトラゾリウム塩法(M'I寸)を用いて比色定量により求め

た。一方、出160細胞の IL-6非要求性変異株は、 IL-6の濃度

を徐々に低下させることにより確立させたものであるロ出160

細胞の IL-6非要求性変異株の培養液中の生育は、 IL-6を納日

しない場合であっても、通常の旧160細胞の生育と同様であり、

この場合も上記テトラゾリウム塩法(長灯寸)を用いて比色定量

により増殖を判定した。

結果と考察

人骨髄』重細胞 (humanmyeloma cell :出160)のIL-6要求性

変異細胞に対し、 re∞mbinanthuman IL-6 (rhIL-ωを添加した

場合と無、納日の場合の細胞増殖率を各種海藻有機相粗抽出物質

及び水相粗抽出物質それぞれについて測定し、 Table2.および

Table 3. に示した。また、それぞれの Tableには、 IL-6要求

性変異細胞に対し、 re∞mbinanthuman IL-6 (rhIL-6)を添却し
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た場合の増殖率を 100%として、各種海藻抽出物質を添加した

場合の細胞増殖率を示している。また、 IL-6要求性変異細胞に

おいて、 rhIL-6無添加の場合の細胞増殖率は、 20_5%であった。

IL-6非要求性細胞に対しの活性を細胞毒性の指標として見て

みると、有機相抽出物質を添却したものについて最大濃度

1000μglmlにおいてフクリンアミジ、アミジグサおよびミルに

わずかな細胞増殖阻害が見られるが、有機相、水宇品、ずれの抽

出物質について高い細胞毒性を示すものは無かった。一方、 IL-6

要求性変異細胞の細胞増殖率を見てみると、カギイバラノリ、

フクリンアミジ、アミジグサ、ミルおよびスギノリの各有機相

抽出物質を添加した試料で 1000μglmlにおいて、高い細胞阻害

活性が見られた。カギイバラノリおよびアミジク守サについては、

この濃度段階にのみ顕著な悟性を示している。一方、フクリン

アミジ、ミルおよびスギノリの各試料について見てみると、

1000μglmlについては、ミルおよびスギノリの有機相粗抽出物

質を添却した各試料がそれぞれ4.4μglm、4_8μダ'mlと高い細胞

増殖抑制効果を示した。しかしながら、各段階での有機相粗抽

出物質添加濃度を比較するとフクリンアミジにおいて、濃度依

存的に活性の低下が見られまた、希釈した後、 15.6μダmlまで活

性が保持されることから、本海藻中には添却した rhIL-6の効果

を濃度依存的に阻害する物質の存在が示唆される。また、 IL-6

レセプターと相互作用しその効果を阻害していることも考えら

れる。

関節リウマチ (RA)の治療について見てみると、 IL-6などの

炎症性サイトカインは特異的な受容体に認識され、作用を示す

ことから、サイトカインと受容体の結合を阻害する措抗物(ア

ンタゴ、ニスト)によりサイトカインが本来の受容体に結合でき

なくなるのである。

このような分子標的を行うことにより、従来のように炎症反

応を全般的に抑制する抗炎症薬による治療とは異なり、特定の

炎症反応を抑制することが可能となる。実際 RAに対し、 TNF-

αを標的にした生物学的製剤を用いた抗サイトカイン療法は、

すでに実用段階にある。また、この作用のほかに IL-6は、免疫

反応、急性期反応の制御及びある種のガンの成長の調節に関与

する多機能サイトカインである。そのため、 IL-6の活性を阻害

することはガン悪液質及び慢性難治性炎症疾患(キヤツスルマ

ン病、急性リウマチ及びAIDS) に有効であると考えられる。

今後、フクリンアミジを大量採取を行い、活性成分を単離す

るとともに物理化学的測定を行い活性物質の構造を明らかにし

たい。
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海産付着珪藻 Tabulariafasciculata (C. A. Agardh) Williams & Roundの

殻微細構造

Morphology of Marine Diatom Tabularia fasciculata (c. A. Agardh) Williams & Round 

東京海洋大学 栗山佳奈
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田中次郎

生命歯学部 南 雲 保
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(2007年 12月16日受理)

The morphology and fine va1ve structure of the marine diatom Tabulariafasciculata (c. A. Agardh) Williams 

& Round have been investigated. Valves are lanceolate to linear and the shape of tips is rounded to obtuse. 

Stria consists of two large arωlae with thin cross-bars. There is a single r加 oportulaat one pole. An 0∞lluiimbus 

is sunk into the polar valve mantle with a slightly thickened rim. A valvocopula is plain， and other bands have 

a single row of poroids. 

Key index Words: fine structure， marine diatom， morphology， Tabularia fasciculata， 

TabuJaria属は主に海藻・海草または砂粒に着生し，

世界各地の海域または汽水域に広く分布している。本

邦においても本属の出現は数多く報告されている(南雲

ら1998，鈴木・南雲 2004，鈴木ら 2007)。しかし，殻

微細構造の形態観察や出現地域間の形態の比較はいま

だに行われていない。本研究では，沖縄県久米島と千

葉県館山市で採集した海藻上に着生していた

TabularIa fasciculata (C. A. Agardh) Williams & 

Roundの形態を報告する。

材料と方法

観察に用いた試料は次の 2つの標本から得られた。

標本番号MTUF-AL-S-678.着生基質はヒトエグサ

Monostroma nitidum Wittrock(緑藻)，沖縄県島尻郡

久米島町シンリ浜で2006年 5月12日採集。標本番号

MTUF-jミL-KK-005.着生基質はケイギス Cerami山 η

tenerrImum (Martens) Okamura(紅藻)，千葉県館山

市坂田で2006年12月1日採集。珪藻試料は定法(長田・

南雲 2001)に従って処理した後，光学顕微鏡(LM)およ

び走査電子顕微鏡(SEM)で観察を行った。 SEMはS-

4000(HITACHI)を使用した。また，本研究で用いた術

語は小林ら (2006) に準拠した。
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Figs 1-10. Tabulariafiωciculata. 

Figs 1-8. LM. 1・5:Valve views， 6-8: Girdle views. 

Figs 9，10. SEM. 9. External view of a whole valve. 10. External view of a valve mantle. 

Scale bars = 10μm (Figs 1-9)加 dIμm (Fig 10) 
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Figs 11-17. Tabulariafasciculata with SEM. 11. Extemal view of stemum and areolae with thin cross-bars. 12. Internal view of 

stemum and areolae with thin cross-bars. 13. External polar view， showing single rimoportula (arrow)， isolated simple pores 

(double arrowhead) and ocellulimbus (a汀 owhead).14. External polar view， showing ocellulimbus (arrowhead) and spines 

overhanging ocellu¥imbus (a汀ows).15. Intemal polar view， showing single rimoportula， isolated simple pores (double arrowhead) 

and ocellulimbus (訂rowhead).16. Internal polar view， showing ocellulimbus (arrowhead). 17. External polar view showing 

ocellulimbi， a valvocopula (VC) and three bands (B) with a single row of poroids (arrows). A valvocopula is plain and open 

(arrowhead). Scale bars = 1μm 
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結果と考察

Tαbulαriafasciculata (c. A. Agardh) Williams & Round， 

1986， Diat. Res. 1: 326. figs 46-52. 

殻面は皮針形から線形，両殻端に向かつて殻幅が狭

まり，殻端は広円である(Figs1-9)。殻長53-105μm，

殻幅5-7μm。条線は10μmあたり 10-12本で，殻肩で

途切れた 2つの胞紋からなる(Fig10)。胞紋は，スリッ

ト状の細い縦小肋をもっ複雑な簡板で覆われている

(Figs 11， 12)。唇状突起は片端にのみ 1個見られる

(Figs 13-16)。外側の開口部は円形または楕円形をし

ており(Fig13矢印)，内側は半円形の 2枚の唇に固ま

れた縦裂溝をもっ(Fig15)。最末端の条線と並んだ，軸

域上の中心線よりやや横にずれた位置にあり，縦裂溝

の方向は個体によってそれぞれ異なる(Figs13， 15)。

Williams & Round(1986)は，唇状突起を両殻端にそれ

ぞれ 1個もつ個体と，片端にのみ 1個もつ個体が共に

観察されたと報告している。また， Snoeijs(1992)では，

本種は両殻端にそれぞれ唇状突起を 1個もっと記載し

ている。このように，唇状突起を両殻端にもつかどう

かは報告によって異なることから，さらなる観察が必

要である。両殻端には殻套眼域があり，肥厚した縁辺

で固まれた内側には小胞が規則正しく並ぶ(Figs13-16 

矢尻)。その縁辺部に角状の突起物をもっ個体も見られ

る(Fig14矢印)。最末端の条線と殻套眼域の聞には，

小孔が殻縁まで数個並ぶ(Figs13，15二重矢頭)。接殻

帯片を含むすべての帯片は片側が開放し，互い違いに

重なり合うことで，内側から開放部分を塞いでいる。

被殻に接する接殻帯片には胞紋列はなく，第 2"'4帯

片には胞紋列がそれぞれ 1列ある(Fig 17矢印)。

Williams & Round(1986)は，本種の半殻帯は接殻帯片

の他，中間帯片および、連結帯片(連結帯片は中間帯片に

比べ幅が狭く，小舌が大きい)がそれぞれ 1枚の計3枚

からなると報告している。今回の観察では，第2"'4

帯片はその厚さ以外には明確な区別はできなかった

(Fig 17)。

LMでは，本種は同属内のT.investiens (W. Smith) 

Wil1iams & Roundと混同されやすい。これまでの筆

者ら(出井・南雲 1997，南雲ら 1998，鈴木・南雲

2004，鈴木ら 2007)の報告をもとに，両者を比較した

結果，次のことが明らかになった。 T.fasciculataの殻

面の幅は中心部が広く，殻端が狭まった皮針形である。

これに対し，T. investiensの殻面は線形で，殻幅はあ

まり変化しない。また，T.白sciculataの殻面の胞紋の

形がほぼ三角形であるのに対して，T. investiensは楕

円である。 SEMで観察すると，T. investiensの条線

は1つの胞紋で成り立っていることがはっきりと分か

るので，条線が殻肩で途切れた 2つの胞紋からなる工

血sciculataと区別することが可能である。以上より，

鈴木・南雲(2004)が記載した T.investiens (Plate. 7， 

Figs 1，2)は T.fasciculata，鈴木ら(2007)が記載した

T. fasciculata (Figs 36，37)は T.investiensであると

考えられる。
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海産種子植物ウミヒルモ (Ha1ophilaovalis)の夏季の光合成

一光特性と光合成-温度特性

Photosynthetic responses to light and temperature in summer plants of the seagrass Halophila ovalis. 
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Photosynthetic responses to light and temperature were examined on summer plants of Halophila ovalis at Tateyama 
Bay， Chiba， the Pacific c伺 stof Central Japan. Photosynthesis and陀 spirationof a single leaf were measured by a Clark-
type oxygen electrode system. The light-saturated net photosynthetic and the dark respiratory r羽田 atin si.似 tem戸r細胞

(230 c) were 16.9 and 1.5μL02 mg(d.w.yl hべIkvalue and light compensation point (Ic) were 97.2 and 7.5μmolm司2

S-I. Photoinhibition田 curredbetween 500 and 2000μmol m-2 S-I. The light-saturated net photosynthetic and the dark 
respiratory rates increased with increasing temperatu陀 atthe temperature range of 20-300C. Daily net production of a 
shoot was estimated by using the P-I model equations of a single leaf and the data on respiratory rates of non-photosynthetic 
戸市 suchas horizontal rhizomes and vertical fine roots. The estimated daily production showed a maximal value at 
250C， not at 300C. This result suggests that respiratory loss at night is an important factor affecting the relationship 

between productivity and temperature in H. ovalis. 

Key index Words: Halophila ovalis， light， photosynthesis， respiration， temperature 

海産種子植物からなる海草群落は、1)生物の多様性

を高める， 2)有用な水産資源を維持する， 3)海水

を浄化する， 4)底質を安定化する， 5)地球規模で

の炭素，窒素の循環において一定の役割を担うなど，

沿岸生態系において重要な役割を演じている一次生産

者である (Hemmingaand Duarte 2000)。しかしな

がら，近年，浅海域の埋め立てや海水汚濁に伴う水中

光量の低下により多くの海草群落が消滅している。ま

た，将来的には，地球規模の環境変動が海草群落に及

ぼす影響が懸念されている (Shortand Neckles 1999， 

Short et a1. 2001)。したがって，海草群落の保全は危

急の課題であり，群落周辺の物理化学環境データとと
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もに，光量や温度と関連した海草の生理生態的特性に

ついての基礎データを積み重ねていくことは重要であ

る。

海産種子植物ウミヒルモ(Ha1ophilaova1is)は，環境

省により準絶滅危倶種に指定されており(環境庁

2000) ，その保全は急務となっている。この種の分布域

は，太平洋西部とインド洋の熱帯から温帯までと広く，

日本沿岸については，太平洋側が房総半島・ 三浦半島

以南，日本海側が能登半島以南とされていたが，近年，

佐渡島や陸奥湾などでも生育が確認されている(桐原

ら2005)。また，生育水深帯は範囲が広く，潮間帯下

部から水深35mまでと報告されている (Shortet a1. 

2001)。

本研究では，日本沿岸に分布する他の海草に比べ生

理生態学的知見が少ないウミヒルモの夏季の草体につ

いて，生育水深帯や地理的分布と密接な関係があると

考えられる個葉の光合成一光特性，光合成温度特性

を夏季の草体について明らかにした。また，非同化器

官である葉柄，地下茎，根の呼吸速度を測定，それら

のデータと個葉の光合成一光曲線のモデル式，光環境

データをもとに， 2枚の葉，地下茎，根で構成される

シュート単位での生産量を推定し，日生産量に及ぼす

温度の影響を明らかにした。

材料と方法

2004年7月に千葉県館山市羽佐間地先 (Fig.1)の

潮間帯下部に生育するウミヒルモ(Fig.2)を採集し，実

験に供した。採集した草体は，直ちに館山市坂田の東

京海洋大学水圏科学フィールド研究教育センター館山

ステーション坂田実験所に運び，実験に供するまで現

場水温 (23"C)とほぼ同様な水温の流海水中に保持し

た。クラーク型の酸素電極(RankBrothers， UK)を

用いて，同化器官である個葉の光合成・呼吸による酸

素の発生・消費を，種々の光・温度条件で測定した。電

気乾燥機で850C，48時間乾燥させた試料の重量を秤量

し，乾燥重量とした。得られた乾燥重量データをもと

に乾燥重量あたりの光合成及び呼吸速度を計算した。

個葉の光合成速度と光強度との関係はPlattet a1. 

(1980)の式に曲線近似した。

現場の水中光量子束密度は，銚子地方気象台におい

て観測された全天日射量の日周変動データ，潮汐調和

定数(海上保安庁水路部 1992)をもとに計算した現場
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Fig. 2. Photographe of Halophila ovalis. 

水深の日周変動データ，周辺水域で計測した吸光係数

の値(=0.194) (松本 2003)を用いて， Sakanishi e t 

a1. (2004)の方法により推定した。推定の際，群落の

葉面積指数は1mm-1以下であること(井上 2005)か

ら，自己被陰 (se1f-shading)の影響は考慮しなかっ

た。推定された現場における光量子束密度の日周変動

データ，種々の温度における個葉の光合成一光曲線の

モデル式及び非同化部分(葉柄，地下茎，根)の呼吸

速度を使って，株単位でのウミヒルモの日生産量と温

度との関係を求めた。

結果と考察

現場水温 (23'C)におけるウミヒルモの光合成一光



(Short et a1. 2001)の生理的特性といえるのかもしれ

ない。

オーストラリアのシドニー産ウミヒルモでは， P品 4

とクラーク型酸素電極を用いてクロロフィル蛍光と酸

素発生速度を調べたところ，天然に生育している草体

と培養した草体(25'C， 100""mol m-2 8-1，光周期14L:

10D)いずれの場合でも， 500及び1000μ.molm-2 8 

1の光強度で強光阻害が起きることが報告されている

(Ralph and Burchett 1995， Ralph et a1. 1998)。本

研究の結果 (Fig.3)も，これらの報告を概ね支持する

結果となった。

現場水温 (230C)近傍の温度範囲 (20'" 30. C)で，

ウミヒルモ個葉の光合成一温度特性を調べた結果

(Fig. 4a)，光飽和またはそれに近い光条件下と考えら

れる 400μmolm-2 8-1では，純光合成速度は30.Cで

最も大きな値を示したが， 100""mol m -2 8-1では25.C

で極大値を示し， 50，25，13μ.molm-2 8-1の光条件で

は20.Cで最も高い値を示した。暗呼吸速度は水温の上

昇に伴い増大した。光飽和 (400μ.molm-2 8-1におけ

る)純光合成速度と暗呼吸速度の値から計算した，光

合成と暗呼吸の Q10値と P:R比(暗呼吸速度に対する

400μmol m-2 8-1における純光合成速度の比)をTable

1に示す。 20'"25'Cでは，光合成能力の増加率が暗呼

吸のそれに比べて大きく(光合成の Q10>暗呼吸の

Q10)' 25'" 30'Cでは，光合成能力の増加率が暗呼吸の

それに比べて小さい(光合成のQ10く暗呼吸のQlO)こ

とが明らかになった。このような温度域による Q10の

差異を反映して， 20'" 30'Cの範囲では， P:R比は25

℃で高い値を示し， 30'Cで急激に低下した。計算され

49 海産種子植物ウミヒルモ (Halophilaovalis)の夏季の光合成光特性と光合成温度特性坂西・井上・川俣・田中・南雲

Table 1. QlO for net photosysnthesis and dark respiration and 

P : R ratio in a single leaf of Halophila ovalis. 
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曲線をF塩.3に示す。光合成速度と光強度との関係を

モデル式 (Plattet a1. 1980)に近似して得られたパラ

メータである光飽和純光合成速度及び呼吸速度は，そ

れぞれ 16.9μLO2 mg(d.w.)-l h-l， 1.5μL02mg 

(d.W.)-l h-1， Ikfl直は97.2μ.molm-2 8-1，光補償点(Ic)

は7.5μ.molm-2 8-1であった。 500"'"2000 ""mol m-2 

8-1の光強度で強光阻害がみとめられた。

本研究で得られたウミヒルモのIk値，光補償点の値

は，海草の炭素代謝に関する総説 (Touchetteand 

Burkholder 2000)の中で報告されている温帯性種の

Ik値，光補償点の平均値 (146.0士38.8!1ffiolm-2 8-1， 

28.5士3.3μmolm-2 8-1)に比べ低かった。これは，本

研究で得られた値が，比較的深い水深帯までの生育が

確認されているウミヒルモについての値であるのに対

し， Touchette and Burl王holder(2000)が報告した

値は，生育水深帯が浅い種を含む様々な種についての

値を平均したものであることに起因すると考えられる。

今後，館山周辺海域の深い水深帯から採集したウミヒ

ルモ草体についても調べる必要があるものの，本研究

で得られた低いIk値，光補償点の値は，生育水深帯が

広く，より深い水深帯まで生育できるウミヒルモ

Pn= 18.4( l-exp(日 0.1941/18.4)exp(山 u.00202I/18.4)同1.5

Halophila ovalis Ikェ97.2
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Fig.3. Photosynthesis-light curve at in silu tempera伽re(230C) in a single leaf of Halophila ovalis. Fitted by 

the model equation ofPlatt et al. (1980). Vertical bars denote SD ofmeans (n=4) 
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たP:R比は，光量が飽和光，昼夜が同時間の場合の「炭

素収支の指標」と見なすことができるので，個葉レベ

ルでのウミヒルモの余剰生産は現場水温 (230C)に近

い25"Cで最も大きくなることが推察された。

種々の温度における個葉の光合成一光曲線のモデル

式と現場の光量子束密度の日周変動データをもとに計

算した夏季の個葉レベルでの 1日あたりの純生産量は

250C付近で極大値を示した (Fig.4b)。計算に用いた

現場の光量子束密度は，南中時には 1500μmolm-2c 

1を越え，昼間の平均光量子束密度も 500!tmolm-2 s 

lを越えているにもかかわらず，ウミヒルモの日生産量

は，光飽和 (400μmolm-2 clにおける)純光合成速

度が最大値を示した300Cではなく， 25"C付近で最大値

を示した。この結果は，ウミヒルモの物質生産に及ぼ

す温度の影響を考える場合，非同化器官を含む夜間の

呼吸量が重要な要素になることを示唆している。

本研究の遂行に御協力いただいた東京海洋大学水

Fig. 4. (a) Net photosynthesis-tempera制 rerelationships at various Iight 
conditions and dark respiration-tempera加陀 relationshipin a single leaf 
of Halophila ovalis. Numbe四 onthe graph denote Iight intensities at 
photosynthesis measurements. Vertical bars denote SD of means (n=4). 
(b) The estimated daily net production-民mperaturerelationship in a shoot 
of Halophila ovalis. Vertical bars denote: SD of means (n=4). 
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北海道東部太平洋岸に生育する褐藻コンブ目 4種の光合成窒素利用効率

Photosynthetic nitrogen-use efficiency in four laminarian plants 

at the eastern Pacific coast of Hokkaido， Japan. 
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(2007年 12月16日受理)

Photosynthetic capacity per unit nitrogen， termed as photosynthetic nitrogen-use efficiency (PNUE)， was examined 

on four dominant laminarian plants， Alaria praelonga， Costaria costata， Saccharina coriacea and Saccharina 

longissima， at出ecoast of Kushiro， the eastem Pacific coast of Hokkaido， Jap皿. PNUE of laminarian plants negatively 

correlate with tha11us weight per unit area， termed as tha11us mass per蹴 a(TMA)， of them. This negative correlation 

is similar to the trade-off relationship between photosynthesis叩 dpersisten田 cost，described in terrestria1 plants， and 

may be a useful tool for explanation on a large variation in eco-physiologica1 characteristics among a1ga1 species. 

Key index Words: Alaria praelonga， Cosωriacostsa似，laminarian plant， photosynthetic nitrogen-use efficiency (PNUE)， 

Saccharina coriacea， Sacc加 rinalongissima， trade-off， tha11us mass per areaσMA) 

単位窒素あたりの光合成能力は光合成窒素利用効率

(Photosynthetic nitrogen-use efficiency=PNUE)以下

PNUE)と呼ばれ，陸上植物の重要な生理的特性のー

っとみなされている(Field加 dMooney 1983， Field et al. 

1983)。また， PNUEは単位面積あたりの葉重量(Leaf

mass per area= LMA，以下LMA)と負の相聞を持つ

ことが明らかになっている (Hikosaka2004)。高い

LMAを示す種，すなわち頑丈な葉を持つ種は，窒素を

厚い細胞壁にも分配する必要があり，その結果，光合

成器官に分配する窒素を減らすことになる。これが

PNUEとLMAとの聞に成立する負の相関の原因であ

ると考えられている。さらに，葉の頑丈さは葉の寿命

と相闘があることから， PNUEは葉の寿命とも負の相

関を持つことが知られている (Hikosaka2004)。この

ような葉の光合成能力と葉の維持コスト(葉の重量=

葉の丈夫さ，葉の寿命)との聞に成立するトレードオ

フ(trade-off)の関係は，様々な生理生態特性を持つ

植物の多様'性を実現している要因のーっと考えられる

(Hikosa1回 2004，Wright et al. 2004)ほか，コストー

ベネフィット cost-benefit)概念を基礎として，植物

の様々な生態現象を説明する際の重要な理論的背景に

もなっている(彦坂 2004，菊沢 2005)。しかしなが
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日g.1. Photographes of four laminarian plants. A. Alaria praelonga， B. Costaria 

costata， C. Saccharina coriacea， D. Saccharina longissima. 
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ら，藻類について，このような特性を調べた例はない。

そこで，本研究では北海道東部太平洋岸の釧路沿岸に

生育する褐藻コンブ目 4種について，単位窒素あたり

の光合成能力と藻体の単位面積あたりの重量を測定し，

両者の関係を検討した。

材料と方法

北海道釧路市桂恋地先の岩礁地帯の水深 50cmに生

育する褐藻コンブ自の 4種，アイヌワカメ Alaria

praelonga (Fig.1A) ，スジメCostariacosωω(Fig.1B) ， 

ガッガラコンブSaccharinacoriace，α(Fig.1C) ，ナガコ

ンブSaccharinalongissirna (Fig.1D)をほぼ周年 (2""' 

3月， 4""'5月， 7月， 10月)にわたり採集し，それら

の藻体片を光合成測定試料とした。現場水温における

光合成測定の詳細はSakanishiet al. (2ω4)によった。現

場水温で測定した光飽和純光合成速度 (Sakanishiet al. 

in preparation)と釧路沿岸のコンブ目藻類の Ql0値

(Sakanishi et al. in preparation)を用いて，光合成能力(20

"C， 4OOmmol m-2 S-l)を求めた。単位面積あたりの藻体

重量ぐfhallusmass per area (g m-2) = TMA)は，光合成を

測定したコンブ目藻類の藻体片(1.5cm2)を600Cで48

時間乾燥後に秤量し，求めた。藻体の窒素含量は，光

合成を測定した試料又は同じ部位から切り取った藻体

片を試料とし，元素分析器 (FlashEAl12，Thermo-

Finnigan)を使用し，求めた。試料あたりの光合成能力，

試料の乾燥重量，試料の窒素含量から単位窒素あたり

の光合成能力 (Photosyntheticnitrogen-use efficiency 

(mmol mol-1 S-l) = PNUE)を計算した。

結果と考察

コンブ目藻類4種の単位窒素あたりの光合成能力

(PNUE)と単位面積あたりの藻体重量(Th仏)との関

係をFig.1に示す。 PNUEは，アイヌワカメとスジメ，

ナガコンブ，ガッガラコンブの順に，高い値を示した。

アイヌワカメとスジメは，ナガコンブとは競合関係に

あり(名畑 1991)，しばしば漁獲対象であるナガコン

ブの生育を阻害することから，それらの高い PNUE

は，ナガコンブとの競争において有利な生理特性とし

て機能している可能性がある。

PNUEはTMAと負の相関を示した (Fig.2)。藻類

では，陸上植物で明らかになっている“葉重量の違い

に起因する細胞内の窒素分配率の種間差"に関する報
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Fig.2. Relationship between photosynthetic nitrogen-use efficiency 
(PNUE) and thallus mass per訂回(TMA)among four Pollard， D. 
A. 1984. A review of ecological studies on seagrass-fish 
communities， with special reference to recent studies in Australia 
Aquatic Botany. 18: 3-42. 

告はないので， PNUEとTMAの逆相関の原因は不明

である。今後，解析に加える種数を増やすとともに，細

胞内の窒素分配率に関する情報を加えることにより，

褐藻コンブ目を含む多細胞藻類についても，光合成能

力 (PNUE) と光合成部位の維持コスト (TMA) との

聞に成立すると考えられるトレードオフ関係をより明

瞭に示すことができるであろう。
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