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Resumee 
Fur die Lokalitat von Kafkas Schloss gibt es normalerweise zwei Hinweise : Fried-

land und Zurau. Zwar gibt es in Friedland kein Dorf， aber Zurau ist nur kleines 
Dorf in Nordwestbδhmen. Auser Friedland und Zurau weist Klaus Wagenbach auf 
das kleine， ganz wenige Einwohner zahlende Dorf > Wohsek < hin， wo die vater-
liche Familie Kafkas herstammte. Das Dorf liegt etwa ein hundert Kilometer sudlich 
von Prag. 1m AIIgemeinen tragt Kafka nicht eine Stadt， sondern ein Dorf als der 

Stoff oder der Gegenstand zusammen. 

Schlusselindexworter Dorf， Schloss， Fremder， Landvermesser， Nebel， Finsternis 

1 

Da > Ver10ckung im Dorf < ein Teil der Tage-
bucher ist， wird darin in der lch-Form geschrieben、

aber man kann diese Episode fur den ersten Entwurf 

zum Werk Schloss halten. Vor allem war der Ein-

druck von Zurau ziemlich stark fur Kafka， wo seine 

Schwester Ottla einen Hof bewirtschaftete， besonders 

kann man wissen， dass Kafka， der im September 

1917 Lungentuberkulose bekam und er sich schon 

im Juli wieder mit Felice v巴rlobthatte. Jedenfalls 

schrieb Kafka uber Zurau in 1917 an Felix Weltsch 

und an Max Brod : > vor allem kein freieres Leben 
als auf dem Dorf < 1) und > das Dorf1eben ist 
schon und bleibt es < 2). 

2 

2.1. Durch den > Schlosberg < kann man er-
stens wissen， dass es ein Schloss hier im Dorf gibt. 

Das Wort > Schloss < kann man wortwδrtlich ver-
steh巴n: es leistet sich von > schliesen und geschlos-
sen < her. Deswegen bedeutet das Schloss hier 

eigentlich ein geschlossenes Gebaude， namlich eine 

geschlossene Welt auch an. Nun konnte man sich 

uberhaupt vorstellen ， dass K das Dasein des Schlos-

ses hier schon genug erfahren hatte， zwar musste K 

die Hoffn ung auf den w irklichen A usb 1 ick d es 

Schlosses haben， gegen seine Erwartung wird aber 

das Schloss hi巴rdurch > T、~ebel und Finst巴rnis< 
umgeben. > Nebel und Finsternis < veranschauli-
chen nicht nur den Zeitpunkt des Spatabends im 

Winter， sondern auch zugleich die Atmosphare dieses 

ganzen Werkes， namlich deutet die Ratselhaftigkeit， 

die Unmoglichk巴itund die Hoffnunglosigkeit richtig 

an. Zwar ist das Wort > Finsternis < auch 
symbolisch und so wird es wenigstens siebenmal ge-

braucht， aber das Wort > Nebel < kann man nur 
zweimal finden. Vor allem wird das Schloss durch 

den dunklen Nebel umgeben und das Dasein gibt es 

nur in der ganzen Finsternis. 

2.2. A uf dem v巳r1assenenWeg im Schnee am 

Spatabend geht K mit schlurfenden Schritten. End-

lich bleibt K auf der Holzbrucke， die von dort zum 

Dorf hin fuhrt， ziemlich lange stehen. Hi巴rgibt es 

eine Brucke zwischen der Landstrasse und dem Dorf. 

Auch fur die Brucke gibt es Vorbilder : Kafka hat 

schon in Dezember 1916 ein巳 Skizze> Die Brucke 
< geschrieben > ich war eine Brucke， uber einem 

Abgrund lag ich…… Ohne ei nzusturzen kann keine 

einmal errichtete Brucke aufhδren， Brucke zu 

sein <3). In Friedland gibt es ein Schloss und auch 

eine Holzbrucke. Das Bild von der Brucke hier ist 

einerseits sicher landschaftlich bezeichne仁 besonders

die Holzbrucke erspricht dem dorflichen Charakter， 

andererseits ist das Bild der Brucke auch symbo-
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lisch， > in der Mitte der Brucke bekam ich Zw巴ifel，

ob ich auf dem richtigen Weg sei， und rief laut in die 

Finsternis， aber es antwortete niemand < 4). Ubrigens ist 
das grose Schloss scheinbar menschenlos und leblos， 

das Schloss oben scheint vollstandig von Schnee und 

Menschenleere umgeben. Wahrend er ziemlich lange 

mit dem gemischten Gefuhl der Erwartung und der 

Verlegenkeit oder der Enttauschung auf der Brucke 

allein steht， beharrt K darin， zum Schloss hier 

emporzublicken. 

2.3. Als er beschliest， weiterhin im Dorf zu 

bleiben， ist die Wohnungsfrage drigendes Problem 

fur K， ob er wolle oder nicht， schlieslich im Dorf 

ist K's wirkliche Tat wahrend der kurzen Tage 

nichts anders， als dass er jede Nacht ein neues 

Nachtlager sucht， als ob es fur ihn am wichtigen 

ware. Der Leser kann zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht wissen， ob K als ein Fremder oder als ein Ar-

beiter im Dorf ankomme. In diesem Dorf gibt巴sem 

gewohnliches Wirthaus > zum Bruckenhof <. Als 

Kg巴radeankam， war es schon zehn Uhr abends vorbei， 

da war man noch wach dort， aber dort gab白>zwar 

kein Zimmer zu vermieten …・・， K in der Wirtstube 

auf einem Strohsack schlafen lassen < 6). N achher 

spricht die Bruckenhofwirtin mit K noch weiter daruber. 

Ubrigens wird der Wirt K， dem spaten Gast， uberrascht 

und verwirrt. Die Worte > uberrascht < und > ver-
wirrt < sind beide zynisch， womit nicht nur das 

Benehmen des Wirts， sond巴rnauch Verhaltensweise 

K's und anderen Dorflern gegen Fremdes oder Uner-

wartes sehr bildhaft wird. Nun kann man aber das 

nicht noch ubersehen， dass sie alle immer unter-

druckt werden und sie immer zogernd fragen， > die 
Gesichtszuge hatten sich im Schmerz des Gesch-

lagenwerdens gebildet <. Endlich scheinen sie fur K 

argerlich zu sein， die Anwesenheit des Bauern macht 

ihn bδse， aber so oft fuhlt K， dass ihr Benehmen 

ohne Bosheit ist und aus einer Mischung von Kind-

lichkeit besteht， > sie alle auf ihn starrten， schien 

es ihm， als sei es gar nicht Bosheit <7). 

2.4. 1m Vergleich mit der Ausenwelt ist das 

Gasthaus hier etwas warm. Hier gibt es einen 

Kontrast zwisch巳nder Ausenwelt und des Inneres 

K. Vor Angst und Schuchternheit schweigen sie weit， 

d.h. zwischen Kalte und Warme. Trotz des spaten 

Abends trinken die Bauern still， aber sie haben 

dauernd starkes Interesse und haltnackige Teilnahme 

endgultig still. Bei den Werken Kafkas hat das 

Wort > stille < doppelte Deutung， das ist fur 

Kafka ein groses Ideal， aber still hier ziemlich un-

heimlich. K kummert sich 0仇 umdie Bauern， sieht 

aber 巴tztmit den muden Augen. In dem Aus-

druck > mit den muden Augen < haben besondere 
Bedeutung. Das Wort > mude < wird in ganzen 

Werk oft gebraucht. > K一 ichbin mude <， > 
Gerstacker-mude schmale Gesicht <， > Dorfvorste-
her -sich mude <， > Pepi - mude <， > Frieda-
mude lachelnd <， > Amalia - so mude <， > die 
Beamten - zu mude <， usw. Wenn man K's Ver-

halten genau untesucht， stellt man fest， dass K von 

Anfang bis Ende immer muder wird， das hangt 

damit zusammen， dass K mit vielen Leuten im Dorf 

immer an Schlaflosigkeit leidet. Zur Zeit der Arbeit 

am Roman Schloss Kafka selbst immer muder， weil 

seine Lungentuberkulose sich immer mehr verschlim-

merte. Bei K ist es sicher， dass diese Mudigkeit mit 

seinem Schlafen oder seiner Schlaflosigkeit zweifellos 

in ziehmich enger Beziehung steht. Vor allem kδnnte 

man eine Fantasie aus K's Traumen ablesen， trotz 

Burgels Lachens ; > K schlief，es war zwar kein 

eigentlicher Schlaf， er horte Burgels W orte vielleicht 

besser als wahrend des fruhern totmuden Wachens. 

Worte fur Worte schlug an sein Ohr， aber das las-

tige Bewustsein war geschwunden， er fuhlte sich 

frei < 8). 
2.5. Schwarzer， der junge Mann ， entschuldigt 

sich sehr hoflich， K geweckt zu haben， dann stellt 

er sich als Sohn des Schlosskastellans vor， vor allem 

lebt er aus Liebe zu Gisa， Lehrerin. Sein grδstes 

Vergnugen ist nichts anders als， neben Gisa zu sitzen 

und Schulh巴ftezu korregieren. Die Art dieser Liebe 

ist eine ernste， schweigsame Liebe， welche die beiden 

verband. Schwarzer ist stadtisch und den feinen 

stadtischen Kl巴idernangezogen. Zwar benimmt er 

sich scheinbar affektivert， druckend und ziemlich 

machtig， aber er ist vi巳Imehrein kleiner Mensch， 

und vor einer gnadigen Laune Gisas wird an der 

N ase herumgefuhrt， immer verletzt und auch schlaf-

los， deswegen， um sich dann an K fur sein Leid zu 

entschadigen， ist er vielleicht auch ein miserabler 
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Mann. Plδtzlich wird K geweckt und im halben 

Schlummer fragt er sich selbst > ln welches Dorf 
habe ich mich verirrt? 1st denn hier ein 

Schloss ? < 9). Diese Aussagen sind nicht nur Selbst-
gesprache， sondern auch Fragen印rLeser. Deswegen ist 

das sehr treffend und bedeutungsvoll. Wenn man K's 

scheinbar sinnlose Taten und sein vergebliches Streben 

danach genau uberpruft， kann man diese Selbstgesprache 

fur Andeutungen des wirklichen Geschehens halten. 

2ふ>“DieErlaubnis mus man haben'¥war die 

Antwort und es lag darin ein grober Spott fur K. < 10). 
In dieser Antwort verandert sich die Haltung Schwarzers 

gegen K's Frage grob， noch dazu grober Spott. Dieser 

Spott bedeutet wirklich ein Verlachen gegen K und 

seinen Mangel an der Einsicht im Organisationsform des 

Schlosses. Nach dem Apparatband von Pasley wird > 
ein wenig Spott < zu > ein grober Spott < verbes-
sert. Das Wort Spott wird nur an dieser Stelle hier 

gebraucht， aber das Wort > grob < kann man 

noch vielmals finden ; > grob， ohne Respekt <， > 
das AlIergrδbste < oder > der grobste Brief Sor-
tinis < usw. Vor allem bedeutet diese Erlaubnis die 
grafliche Erlaubnis， namlich die Erlaubnis des 

Grafen Westwest， im Dorf zu ubernachten， anders 

gesagt， das ist auch die pflichtgemase Androhung 

der Verweisung aus der Grafschaft， weil der Graf 

Westwest das Schloss hier besitzt. Diese Tatsache ist 

in sich selbst ganz recht， deswegen ist das unmog-

lich， ohne Erlaubnis darf kein Fremder ins Schloss. 

Dagegen versucht K' aber die Erlaubnis zu bekom-

men， vielmehr kampft sich darum durch. ln der 

doppe1ten Wiederholung Westwest gibt es sicher nur 

den unlδsbaren Eindruck， dann ist das unmoglich， 

vielschiedenartig zu interpretieren， doch gibt es auch 

keinen entscheiden Kommentar. N aturlich antwortet 

Schwarzer gegen K rufend und aufgeregt， > ich 
habe Sie deshalb geweckt um lhnen mitzuteilen， das 

Sie sofort das grafliche Gebiet verlassen mussen < ll). 
Das Gesprach zwischen Schwarzer und K ist bald 

hδflich， bald grob und todernst. 

2.7. Schwarzer ist im Begriff， seine Beherrschung 

wegen K's Gahnen und Gleichmut zu verlieren， und 

plotzlich beschimpt er zu K: > Landstreichermanie-
ren <. Der Begriff Landstreicher Steht dem Begriff 

Landvermesser gegenuber. Nachher schreit Schwarzer 

wutend noch einmal > Ich habe es ja gesagt， keine 

Spur von Landvermesser， ein gemeiner lugnericher 

Landstreicher， wahrscheinlich aber argeres < 12). Der 
Landstreicher ist kein Stadtstreicher， immer streicht 

er durchs Land， ohne festen Wohnsitz. keine feste 

Arbeitsstele hat er， ziellos und mit wechselnden 

N achtguartieren wandert er von Dorf zu dorf umher. 

Er ist ein Fremder， ein Wanderer，巴inauf der 

Landstrase Lebender und ein richtiger Vagabund.. K 

sieht auch wirklich so aus， als ob er ein Vagabund 

sei， also ist dieser angstliche und argerliche Ruf 

Schwarzers nicht immer verfehlt， vielmehr gans tref-

fend. Das Wort > Komδdie < wird nur dreimal 
gebraucht ; > genug der Komodie <， > es schien 
aber nur Komodie zu sein <， und > du bist auch 
bereit Komδdie zu spielen <. Das W ort bedeutet 

hier etwas Negatives， Tauschendes， oder eine Farce， 

in der menschliche Schwache verspottet werden. Fur 

K ist Schwarzers Belehrung ja nur leere Drohung， 

vielmehr nur Komodie ， und er scheint also diese 

Komodie nicht langer mitzumachen aber nicht angst-

voll， sondern scheinbar > auffallend leiseく. Bei 

naherer Betrachtung ist der Phrase > genug der 
Komδdie < auch symbolisch gemeint， weil man in 

diesem Roman nicht fur eine Tragδdie， sondern fur 

eine Tragikkomodie halten konnte， wenn man nur 

den Verlauf einiger Tage hier im Dorf beobachtet. 

Trozt seines standigen Strebens sieht K immer ganz 

ernstkomisch aus. 

2.8. K's Einfall， den der Graf hat kommen lassen， 

bestatigt sich ganz merkwurdigweise oder komischer-

weise， und dazu werden zwei Gehilfen aus dem 

Schloss entsendet， von denen K zu spat erfahrt， 

dass > sie auch Abgesandte Klamms < mδgen. 
Diese zwei Gehilfen sind fur K unbekannt. Don 

Quijotes wird von einem Gehilfe Samcho Pansa be-

gleitet， die ihrem Herrn fremd sind， Naturlich muss 

man bei der Landvermessungsarbeit wenigstens einen 

Gehilfen haben， also ist ihr Auftritt an sich nicht so 

merkwurdig. Diese zwei Gehilfen heisen， der eine > 
Jeremias <， der andere > Artur <. Sie halten > einan-
der umfastく undlacheln > Wange an Wange < 
zusammen. zuerst verstehen sie nichts von Landver-

messung wie K， immer erscheinen sie Arm in Arm 

miteinander， als seien sie ein Mensch. Daher sagt K 
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in befehlendem Ton， als Herr， > sonst seid Ihr 

Euch ja ahnlich wie Schlange…・・ ich werde Euch des同

halb wie einen einzigen Mann behandeln und beide 

Artur nennen < 13). Zwar sind die Benehmen dieser 
Gehilfen bald kindisch， bald komisch und miserable， 

aber gleichzeitig sind sie auch immer einerseits rat-

selhaft und scheinbar bedeutungslos， anderseits ziem-

lich bedeutung日'011，besonders fur K. Dann weis 

man nicht， ob sie demutig oder spδttisch seien， aber 

endlich konnen sie alle auch， > viel unschuldiger 

gedeutet werden， aus dem ganzen lacherlichen， 

kindischen， fahrigen， unbeherrschten Wesen der 

zwei <14). Schlieslich muss K die beiden Gehilfen， 

besonders Jeremias， der K Frieda entreist， als > 
zwei Raubtiere < betrachten. 

2.9. Kafka schrei bt sel bst u ber > zδgern < in 
seinem Tagebuch， wie folgt : > Das Zogern vor der 
Geburt. Gibt es eine Seelenwanderung， dann bin ich 

noch nicht auf der untersten Stufe. Mein Leben ist 

das Zogern vor der Geburt < 15). Das Wort > zogern 
< ist ja ein angeborener Charakter von Kafka auch. 
Wahrend man Landscha仇 undLeute im Schloss fur 

mittelalterlich halten kann， besonders an Gemalde 

von Peter Breughel erinnert wird， soIl man hier eine 

scheinbare Verbindung zwischen Dorf und Schloss 

durch das Telefon ， ein ganz modernes Mittel， be-

kommen. das ist wirklich ein Paradox und daneben 

ein Widerspruch. Nun， ohne Sorge um K's Schlaf， 

vielmehr seinen Halbschlaf， beginnt Schwarzer zu 

telefonieren， aber K last Schwarzer telefoni巴ren，wie 

er will und spielt dabei bewust den Schlafenden， ab-

sichtlich kehrt er in die Ruckenlagen zuruck.， weil 

alles sich nur um K selbst handelt. Das Dasein eines 

Landvermess巴rs，ist gerade nichts Geringes， und in 

diesem Augenblick sind die Bauern scheu ab， rucken 

zusammen und sprechen miteinander， wie sich die 

Situation entwickelt. Nach dem Telefongesprach hat 

das Schloss zum Erststauen aller einen Landstreicher， 

aJso zum Landvermesser ernennt， vor allem uberra-

scht dies巴 Antwortnicht nur K， sondern auch den 

Leser. Zwar ist das巴inerseitsganz merkwurdig und 

komisch auch， aber anderseits ist das， besonders bei 

den Werken von Kafka， eine notwendige Handlung， 

weil sich eine Szene plotzlich aus der anderen 

entwickelt. Naturlich fur K ware das mindestens 

scheinbar eine gunstige Entwicklung der Situation. 

Doch， wenn man das ganze Werk durchgelesen hat， 

dann kann man nicht leicht zum Schlus kommen， ob 

diese Entscheidung des Schlosses sicher oder unwahr ist， 

vielmehr wird das ein endloses Ratsel und endlich ein 

lacherlich hoffnungsloser Versuch. Deswegen ware es 

augenblicklich richtig， dass man diesen Antwort fur 

ein Halbunbestimmte halt. 

2.10. Bei Kafka sind die Personenbeschreibung， 

besonders im Schloss Roman mesistens an Ausdrucks-

beschreibungen gebunden， deswegen sind die Per-

sonen auch uberhaupt bald sehr verscheidenartig， 

bald sehr fein印 刷ig und ganz eigentumlich. Nach 

der langen Storung wegen des Verdachts， der auf ihn 

gefallen war， kann K endlich Ruhe haben und so 

tief， bis zum Morgen fast ungestδrt einschlafen. Als 

Einleitung zur Schluβphase beschreibender Partien 

oder als Entwicklungsstufe der nachsten neuen Szene 

braucht Kafka es im Schloss regelmasig， das ist wirl心

lich gerade das effective Ende erstes Tages im Dorf 

hier. Vor allem ist das Wirthaus hier nur ein Nacht-

lager， also trotzdem K zwar von den Hausratten， in 

diesem Gebaude die Mauselocker gegrabt und sich 

erst in tiefer Nacht rasch durch den Dachboden vor-

beigelauft und fortbewegt， oft gestδrt wird. Wenn 

man hier etwas uber das Tierbild， besonders uber 

Ratte und Maus sagen wollte， konnte man Ratte 

auch als eine interessante und symbolische Figur in 

Kafkas Werken betrachten， und man 】canndieses 

Tier mit > Josefine， die Sangerin oder das Volk der 

Mause < in 1924 und > Erinnerung an die Kal-
dabahn < in 1914 schon assozieren. Ein巴rseitskann 

man Ratte fur das Symbol der Stδrung und Unruhe， 

anderseits fur damonische Bedrohung und Masse 

unter Bezug auf Menschen verstehen. ln einem Brief 

an Felix Weltsch aus Zurau schreibt Kafka > ein 
schrekliches Erlebnis < und > das Grauen der 
Welt < gegen 巴ineMausernnacht. N ach Binder 

benutzte Kafka uberdieses in der Spatzeit die Ratte 

als Metapfer fur den inneren Schmutz und die 

eigene Verzweiflung. Wenn er als Landvermesser er-

kannt wird， dann wird K gleichzeitig als Herr vom 

Schloss behandelt und es wird ihm mδglich， mit 

s巴inenGehilfen zu wohnen. K kennt weder den 

Grafen noch das Schloss， deswegen bringt die Aus-
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sage des Wirts mit der Aussage von K. 1m Gegenteil von fern， dann im Naherkommen dorthin wieder， mit 

bleibt K ganz gelassen und verstandig， als man nicht Erwartungen， Enttauschungen und Erinnerungen an 

verfruht urteilen sol1. Wahrend er den Gefahr des seine Heimat， wo er schon so lange nicht gewesen ware. 

Vorurteils ruhig ins Auge sieht und gleichzetig Ver- Eineweile bleibt K ungestδrt steh巴nund vielleicht hat er 

trauen zu seinen Urteil hat， wird er spater von der die Fafigkeit， das Schloss mδglichst sachlich und ob-

Ungeduldigkeit gedrangt. Diese Ambivalenz ist K jektiv zu schauen. Das stille Bild des Schlosses gegen 

auch unvermeidlich. das larmende Gebaude hinter der Dorfkirche bildet 

巴inenauffallenden Kontrast. 

3 

Aus dem Aussagen verurteilt， K will immer als 

Fremder tun， spater gibt es etwas listge Feindschaft 

zwischen dem Lehrer und K， und es geschieht nichts 

anders als gegen den Willen des Lehrers， dass K mit 

Frieda in heiliger Schule als Schuldiener首bernach-

tet， aber gegen seine Willen muss der Lehrer K auf-

nehmen. Das Verhaltnis zwischen K und dem Lehrer 

steht wie immer feindlich und es macht immer 

schwerer， das Vertrauen des Lehrers zu gewinnen : > 
K seinerseits wuste， das er durch allzugroses Nach-

geben sich zum Sklaven und Prugeljungen des Leh-

rers machen wurde， aber zu einer gewissen Grenze 

wollte er jetzt die Launen des Lehrers geduldig hin-

nehmen < 16).Wenn die Leute im Dorf ， die Kinder 

auch， den graflichen Landvermesser erfahren， dann 

weg巴nder Uberraschung und der Neuigkeit oder der 

Peinlichkeit schweigen sie alle wie immer. 

1m schonen Wintermorgen sieht K oben das Schloss 
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Abstract 
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argue also asymptotic problem on the element of automorphic form. 

Key Words isomorphism， Lie ring， transvectant. 

である.rが Fuchs群であるとき mを整数として， u上

Sec 10 保型形式と保型関数体 の有利型関数fU;)が Fの任意の要素 γに対して fl[γ]m二f

をみたすなら fU;)はFに関する weightmの保型形式

ここで， GL(2， R)の要素 αに対して上半平面 U上の零 (weight mのr 保型形式)となる. weight mのF 保型形式

点を持たない正則関数ゆ (α，s-) =α21S-十α22を導入する.こ 全体を Dm(r)で表そう.もちろん Dm(r)は C上のベクトル

のとき 空間であり

ゅ(αβ，S-)二φ(α，βS-)・ φ(β，S-)， 

ct(α， S-)二1/ゆ(α，α1S-)，

d(αS-)/dS-二det(α) /[φ(α， S-)]2， (1) 

Im(αS-)二Im(s-)・ det(α) /1 ct (α， S-) 12， 

ct(α， S-) /ゆ (β，S-)二const. qαβ1εGL(2， R) 

Fコr' 宇 Dm(r)CDm(r')， 

fE三Dm(r)，gεDn(r) 今 fgEDm+n(r)，

fεDm (r)，αεGL(2， R) 

キ fl[α]m巴 Dm(αlrα)

(3) 

である.第 1種の Fuchs群 rにおいて， Dm(r) (m :整数)

である.ところで，ある整数 m に対して， u上の任意関数 により生成される加群:

についての GL(2，R)の要素 αの作用は

{jl[α]m}( S-)二det(α)".J: ct (α， s-)-mf(αs-) (s-ξu) 

(2) 

で与えられる.よって， (J)よりただちに，f I[αβ]m= (j 
1 [α]m) I[β]m (α，βξGL (2， R))が成り立つことが分かる.

(2)で αがスカラー要素である場合は

fl( ~ ~)ニf(α刈 f|(711)二(円

D(r) 二~ Dm(r) 

は環をなすことは(3)より明らかである.次に rの要素 α，

βについてゆ (α，s-) =φ(β， s-)特αβ1ξF∞である.いま，

r/uの測度 v(r/u)は有限であり， roo/uの測度は有限では

ないので roo/rは無限集合になる.よって Fの要素の列

{Yk}k'二回として kヰhのとき φ(γk，S-)ヰφ(γh，S-)となるよ

うに選べる.こうしたとき，fmEDm(r) (M壬m壬N)が
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五ん=0

なる関係を満たすとすると，任意整数 kに対して

N N 

Eん(同)二λφ(和S-)m，五(S-)二O

型であると表現する.同様に gがOで正則のとき， Dm (r) 

(4) の要素/(S-)が Fのcuspaにおいて正則であるという.mが

奇数のときには/2が Fのcuspaにおいて有理型であるとき

にfはαで有理型である，正則のとき fは Gで正則である

という. Dm(r)の要素fが rのcuspaで有理型であるとし，

μG二∞である SL(2， R)の要素μをとる.mが偶数である

場合，g (η)を(6)で与えられる有理関数としこれの原点にお

ける Laurent展開を
が成り立つ.この関係式はんは)(M孟m孟N)についての U

上の有理型関数を係数に持つ 1次方程式であるが， kが M三E
f!(η)=Z:;ak・ηk (aNヰ0)

m壬Nの範囲で動く時，これら (N-M)個の式は /m(S-)(M三 E η k~N η 

m三N)に関する斉次連立方程式に他ならない.この係数行

列の行列式は で表すと十分大きな正の数 lをとって， {sEUllm(s-)>!}に

おいては
N 

det[ゆ(Yk' S-)m]土 kFM6(?h t)M. 

zJ4(ぃS-)φ(戸S-)}
(jl[μl]m) (S-)二五ak叫 (27l'ikS-/ε) (7) 

が成り立つ.次に m が奇数である場合については， /2 
で与えられる.これは U上で恒等的に零ではない正則関数 1 [μ1]2m二(jl[μ1]m) 2が(7)のかたちに展開されること，およ

であるから び

fk二 o (M三三m三三N) (5) (jl[μl]m) (S-十ε)=:t(jl[μl]m)(S-) 

(ことは G の正則性の正負)

である.つまり， D(r)は次元付きの環なのである.つぎに，

Fが放物的尖点 cuspaをもっ場合について SL(2， R)の要素 であることより，十分大きな正の数 lをとれば， {s-EUllm 

μをμG二∞であるようにとると，正数 εが存在して (S-) >!}においては

、l
I
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I
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-

z
 

ε
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，zr 

とできる./(S-)が Dm(r)の要素であるならば/I[μl]mεDm

(μrμ1 )であるから mは偶数であるように選べる.このと

き， (jl[μ1 ]m) I( = ~)二/I[μ -l]miß成立するので
r- - '¥ 0 1/ 

(jl[μl]m)(S-十ε)= (jl[μl]m) (S-) 

となる.よって Sを原点 Oを中心とする単位円盤とすれば

S-{o}上の関数 g(S-)が定義できて

g (exp{2 7l'i s-/ε}) = (/I[μl]m) (S-) (S-EU) 

とできる.しかも fが U上有理型であるのだから gはS

{o}上の有利関数なのである.

さて， mが偶数である場合この関数 gが原点 Oで有利型

であるとき， Dm(r)の要素/(S-)が Fのcuspaにおいて有利

(6) 
(jl[μl]m) (S-)二忍ωxp(2πikS-/ε) (aNヰ0) (8) 

ここに kに関する和は cuspaが正則，非正則のそれぞれで

kミNにおける偶数，奇数にわたる和である.

(7)および(8)の右辺は{sEullm(s-)>1}において広義一様

に絶対収束し，さらに/(S-)が Uで正則ならば U全体で広

義一様に絶対収束する.また

fが αで正則 ∞ N~三 0 ， /が Gで零点を持つ

持 N>O

であることは明らかである.

さてここで， rが第一種の Fuchs群であるときに以下の

3個の C上のベクトル空間を導入する;

Am(r)二{fEDm(r)1/はTのcuspで有理型}， 

Jm(r) ={f E Dm(r) 1/はU上およびFのcuspで正

則}， 

Pm(r)ニ {fεDm(r)l/はU上で正則で Fのcuspで
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零点を持つ}.

Am(r)， Jm(r)それぞれの要素は Fに関する weightmの有

理型保型形式および正則型保型形式であり， Pm(r)の要素は

rについての cusp形式とよばれる.包含関係は一般に Pm

(r)亡Jm(r)亡 Am(r)と Dm(r)であるが，もし rが尖点をも

たなければ Pm(r)二Jm(r)， Am (r)二Dm(r)である.さらに，

fEAm(r)， f 宇oならば f-lεAk(r)，

fιAm(r)， g己An(r) 今 fgEAm+n(r)，

fE三Jm(r)，gEJn(r) キ fgEJm+n(r)， 

fE三Jm(r)，gιPn (r) 二争 fgE Pm+n (r)， 

であることも分かるので， D(r)が次数付きの環であること

を考慮すれば

A (r) 二 ~Am(r)， J (r) ~ ~Jm (r)， P (r) 二 ~Pm(r)
mη1  

で定義される A(r)，J(r)， p(r)は次数をもった環である

ことが分かる.とくに m二oの場合:Ao (r)は体であるので，

その要素を Fに関する保型関数， Ao(r)自体を保型関数体

とよぶ.fが Fに関する保型関数であるとき fl[γ]0二f(γc)

であるのでfはr/u上の有理関数 τによって f(と)二τoo'r

(c)と表わされる.ここにo'rは Uから r/uへの自然な写像

である.またfが Fの尖点で有理型なので τはコンパクト

Rieman面 Ar上の有理型関数である.反対に， τES(Ar)に

ついて f(c)=τoO，dc) (cεu)とU上の関数f(c)を定義す

れば，fEAo(r)であるから S(Ar)とAo(r)は T一→ '('00，1'

により同型な体である.

つぎに， rが第一種の Fuchs群のときについて， rの任

意の有限指数部分群を r'とする. Pm (r)の要素も Dm(r)n 
Pm (r')の要素も U上正則であって， rの任意の要素 γに対

しfl[y]m二fが成り立つ.よって Fが cuspを持たなければ

Pm(r)二Dm(r) n Pm (r')である.これは rが cuspを持つ場

合にもいえる.なぜなら， rが cuspaをもっとすると， αは

r'のcuspでもある. SL(2， R)の要素 λと正数 E を(6)のよ

うにとり p二[ra• {士l}: ra・{:tl}]を考えると pは有限の

量であって

ra，u-l・{士l}寸:t(~ャ)ikEZ}

となる.いま Pm(r)のひとつの要素fをとると

(jl[μl]m) (c)二呂ak叫 (2πikc/e;)

二 210k叫 (2πipkc/pe)

なのでfEPm(r')である.ぎゃくにfが Dm(r) n Pm (r)の

要素であるとすると(jI[μl]m) (c) = L;akexp(2nikc/pε)で

あるが，fは Dm(r)の要素なので(jI[μl]m) (C+e)二(j

I[μ 1)m) (c)であるので kとpが互いに素ならば ak二Oなの

で，これは(jl[μl]m)(c) = ~akPexp(2nikç/ε) を与えるこ

とになって fは Pm(r)の要素でもある.つまり Pm(r)=Dm

(r) n Pm(r)なのである. Am(r)， Jm(r)についても全く同

様にして

Xm (r) = Dm (r) n Xm (r')， Xm (r) CXm (r') 

(X二 A，J， p) 

であることが分かった.

(9) 

ここで，f (c)は Dm(r)の要素である U上の正則関数であっ

て，Im(c)→ 0のとき f(c)ェO[lm(c)-A]なる正数 λがとれ

るなら f(c)εJm(r)であり.さらに， λ<mであるなら f

(c)εPm(r)である.このことは， r/uがコンパクトである

ときは自明であるが， rが cuspを持つ場合については示す

必要があろう .aをFの実軸上にある cuspとする. SL(2， 

R)の要素μでμo ∞となるものをとり，正の数 E を(6)で

あたえるとき

(jl[，u-l]m) (c)二 Z∞ak• exp(2nikc/ e) (cEU) 

なる U上で広義一様に収束する級数に展開できる.係数 ak

はUの点 c。を同定すれば

ak二 lU'OH(jl[μ l]m) (c)・ 州 2πikc/ε)・dc/ε

で与えられる.ここで(μ1)21宇Oであるので，いま， IRe 

(c) I亘e/2において Re(c)に関しては一様に(jI[μl]m) 

(c) =f(μ lc) /[<;6 (μ 1， c)]m二 O[Im(c)λm] (Im(c)→∞) 

が成り立っている場合である.よって上記の積分において

む=iy-d2としてやればIakl二O[yA-m • exp (2πky/ε)] (y 

→∞)となるので， k<Oならば仇二Oであり，さらにもし

λ<mならば α。=0である.ゆえにf(c)は αにおいて正則

で， λ<mならば αで零点を持つことがわかる.ただし，も

し∞が rの cuspであっても rは第 1種の Fuchs群であるか

ら，実軸上に∞と同値な cuspを持つのでf(c)はrの任意

の cuspで正則であり， λ<mならばrの任意の cuspで零点
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を持つことが示された.このことから次の定理が示される;

定理 10・1: Dm(r)とその要素jCr;)について

j (s)ξPm(r) 件 j(s)[lm(s)]号が Uで有界.

(証明)まず，←は証明済みであるので→を示せばよい.g 

(s) =lj(s)1・1m(s) m/2とかくと g(ys)二 g(s)が任意の γ

(εr)において成りたつから g(s)はr/u上の連続関数とみ

られるので， r/uが compactなら g(s)はr/u上で有界で

ある.いま， rが cuspを持つ場合をかんがえる.g (s)は

r/uのcompactな任意の部分集合上では有界なのであるか

ら cusp近傍で有界のことを示せば十分である. rの任意

のcuspaをとり， μεSL(2，R)をμαニ∞でトある要素とする.

11 kc ¥ 
εはμraμl・{士1}二{土!:.~ )lkE:Z}を満たす正数にとる.

¥ 0 11 

このとき VI[μl]m)(s)二 Zlakexp(2πikS/ε)と展開されるの

でほ(μIs)I=IVI[μl]m)(s)I・1m(s)m/2→ O(Im(s)→∞)で

あるので g(s)は Gの近傍で有界である. (証明終わり)

よって j(s)E:Pm(r)のとき ，aoはrの cuspであり μ(ε

SL (2， R))として μao=∞ととる.ε はμraoμl・{士1}=

11 kc ¥ 
{:t( = .~ IlkE:Z}を満たす正数にする.このとき fの α。にお

¥ 0 11 

ける Fourier展開が

VI[，u-l]m) (s)エEGK叫 (πiks/ε)， 

であるなら ak二 u(k号)が成り立つことも同時に導かれる.
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鳥屋野潟における水位ノてルス波の数値実験
Numerical simulations of water-¥eve¥ pulse wave propagating across Toyanogata Lagoon 

阿部邦昭日本歯科大学新潟短期大学

University 

Kuniaki ABE 

Junior Col.必geat Niigata， NiJフtponDental 

(2008年 11月27日受理)

Abstract 

We caught a pu¥se wave of water ¥evel propagating across Toyanogata Lagoon in Niigata 

city， Japan. It was estimated to be excited by on-off of switch at a drainage system. It 
propagated with travel time of 13 minutes across the lagoon from west to east. The numeri-

cal simulations were carried out to reproduce the observed waveforms. We used a wave ob-

served nearby the drainage in th巴 westside as an incident wave to the lagoon and ca¥cu-
lated waveform expected at another observing point in the east coast. Reproduction of the 

observed wave led to a conclusion that th巴 pulseis explain巴dfrom long wave theory. It 

reveals that the pulse propagation excited a fundamental mode of the lagoon because of 
oscillations with reverse phase between west and east， and with the almost same dominant 
period. 

Key Words : puls巴 wave，Toyanogata lagoon， numerical simulation， long wave theory， funda-
mental mode 
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鳥屋野潟は新潟市の市街地の南方に位置し，日本海から

5km内陸に入った所にある海から切り離された周囲約 6km

の潟である。周囲は干拓により乾田となった所なので水面は

海面より低く保たれている。ここで 2007年 3月23日夕方か

ら24日の早朝にかけて，圧力センサー 2台を離れた 2カ所

に入れて，静振の同時観測を行った。 2カ所での同時観測は

時間変化の他に空間変化も見れる利点がある (図1)。そ

の際に， 23時過ぎ図 2に示すように西岸の上沼橋で高さ約
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NIIGATACITY 寸

￥

4h
川明
p

開示
1.22 

1:40 

tlme JST 

Observed pulse waveforms at Uwanumabashi (top) and 
Bentenbashi (bottom). 

0:40 23・4022:40 21:40 20:40 

1，20 

19:40 

M.ry 23.2007 

図2

L ームー--.J
1.0km 

k、OVAMATSUDRAINAGE 

Map showing Toyanogata Lagoon 図 l



12 日本歯科大学紀要第 38巻.

4cm，周期 40分のパルスを観測し，その 13分後には東岸の

弁天橋で類似のパルスを観測した。そこでこのパルスの伝播

を再現すべく，数値実験を行い，観測と比較したので報告す

る。

方法

l観測:センサーの設置方法は Abe(2005)が湾の静振の

測定で行ってきた方法と同じである。つまり，岸壁のような

垂直の壁を利用してセンサーを水面下 1-2mにつり下げ，そ

の上の水圧を水位に換算させて， 1分の時間間隔で記録する。

最小目盛りは lmmであるから有効数字4桁の測定値がえら

れる。振動の空間変化の検出を狙いとして，鳥屋野潟の西の

端の上沼橋とその東の対岸である弁天橋の 2カ所で同時観測

を行う。上沼橋は1.5kmの水路をへて親松排水機場に，弁

天橋は栗の木川に合流する水路の入り口にあたる。図 lにそ

の位置を示す。

2数値実験:基本式は津波のシミュレーションで使う式と

同じ線形長波の式(例えば阿部， 2003) に流速の 2乗に比例

する抵抗を加味したものである。x-y方向の粒子速度の X，Y 

成分を U，V，時間をし水位を Cとして二次元の運動方程式は

次の様になる。

す=-gま-Lfぷ存 (I) 

~=-Jl亘ι fエN芋干 (2) δtδδIy JC h V ~ ， ， 

ここでgは重力の加速度，Icは抵抗の係数，hは水深である。

また連続の式は

豆ζ 亘些笠L 亘些~
dt dx dy 

(3) 

である。重力の加速度 gは9.8ms一九抵抗の係数fcは0.01

を使用する。津波の場合は初期条件として地下で断層が出来

る事によって生ずる地表面の上下変位を水面に与え，その水

面が波動方程式に従って伝わる様子を求めるのに対し，ここ

では初期条件は水位，流速ともすべての場所でOとするが鳥

屋野潟への入り口という特別な境界でのみ水位が時間の関数

として変化する事で生じる波動が伝わっていく様子を求める。

その特別な境界での水位として上沼橋で観測された水位波形

を使う。また東の端の栗の木川に通じる水路では透過境界条

件を使用する。これも津波のシミュレーションで使われる方

法と同じものである。又陸と潟の境界では完全反射が成立す

るとしている。これら 3式を正方格子で差分化して leap

frog法で解く。

計算の対象とした鳥屋野潟の水深を図 3に，それを格子で

刻んで表したものを図4に示す。水深の値は新潟県地域振興

局地域整備部治水課の提供によるものである。格子の一辺の

長さは 20mで，総計 142X¥00個の格子に分割しである。こ

図 3 Depth of Toyanogata Lagoon measured from mean sea 

level in m. 

BENTENBASHI 

」ー一一一一」
0.5 1.0 km 

。
図4 Grid map used in the numerical simulations. 

の格子空間に対して Is間隔で水位を 1時間にわたり追跡し

た。計算の開始時刻を日本時間 2007年 3月23日の 23時に

対応させ，上沼橋で観測された水位波形を格子上での上沼橋

の位置で水位の時間変化として与えて，その後の鳥居野潟内

部での水位変化を求めた。このときその水位は平面波を形成

しているとして入り口を構成する y軸に平行な他の 3点にた

いしても同じ水位を与えた。水深の値は図 3に示す様に平均

海水面を基準に与えられているが，鳥屋野潟の水位が親松排

水機を通じてマイナス 2.5mになる様に調節されている関係

でマイナス 2.5mとの差を水深として計算で使用する。

結果

計算の結果得られた弁天橋での波形を，上沼橋と弁天橋で

えられた観測波形とともに図 5に示す。上沼橋の観測波形は

計算における入射波形でもある。線形の近似が有効なように

水深の最小値を 0.5mとし， 0.5mより浅い部分を 0.5mに引

き上げて計算を行っている。弁天橋の計算波形を観測波形と

比べたとき，振幅にはだいぶ差が出たが位相はほぼ一致し高

い相闘が得られた。特に 3つの山からなる第 l波押し波の様

子は良く再現されている。計算波形では押し波と次の引き波

の振幅がほぽ等しいのに対し，観測波形では押し波の振幅が

引き波に対して 3倍近く大きい。水の出入りがないときは前

者が自然で後者は不自然である。この事から観測波形には計

算では考慮されていない水の流入等があった可能性を指摘出
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UWANUMABASHI (OBS) 考察

上沼橋と弁天橋の両方の波形を比べると，上沼橋の水位が

プラスからマイナスに変わる時点で弁天橋の水位が Oからプ

ラスに増加し，前者がマイナスからプラスに変わるとき，後

者がプラスからマイナスに変化するというように，逆位相で

遷移している(図 5)0 これは第 l波から東西での水位のシ

ーソー運動が起こった事を意味する O 全体の水量が変化しな

いのだから片方の水位が上がれば片方の水位は下がるという

当たり前のことが起こったのである o 23時から l時間の計

算による最大水位の分布を図にしたのが図 6である O これを

みると西岸と東岸で高く，中央部で低い。さらに東岸の最大

水位は西岸にくらべて小さいという結果になっている。この

閲をみても東西でシーソー運動をした事が伺われる。

図7は 19時 40分から翌朝の l時 40分までの 6時間の観

測水位の振幅スペクトルである O 卓越周期は上沼橋で 35分，

弁天橋で 42分である O 両者には 7分の差があるがこの差は

観測点近傍の水深の差が反映したものと見られる。上沼橋で

深く，弁天橋で浅い分布になっていてこの差が卓越周期の違

いを引き起しているとみるべきである。平均を求めると 38

分である O 今鳥屋野潟を長さ 4km幅 0.5kmの矩形で平均深

さ1.5mの湖とするとき，長さ方向の基本モードの周期は 35

分となる。この値は平均値の 38分に近い値である O このこ

とからパルス波は長さ方向の振動の基本モードを励起したと

言える。基本モードの振動周期は往復時間に対応するはずで

あるが弁天橋と上沼橋の第 l波の到達時間の差は 13分で，

往復時間の 26分は基本モードの周期に比べてかなり小さい。

これは第 l波は深い所に沿って伝わったためで，その 2倍は

平均的な往復時間に比べて小さくなっているとすれば説明が

つく。

BENTENBASHI (OBS) 

BENTENBASHI (CAL) 

BENTENBASHI 

10 60 min 
unit: m 

白
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図 5 Comparison of waveforms at Bentenbashi between obser-

vation (midd¥e.and ca¥cu¥ation (bottom). The ca¥cu¥ation 

was obtained using waveform observed at Uwanumabashi 図6 Distribution of the maximum water ¥evel in the ca¥cu¥a-

(top) . tion 
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図7 Spectra of observed waveforms at Uwanumabashi (top) 

and Bentenbashi (bottom). 

議論

親松排水機場は鳥屋野潟の水位を-2.5mに維持すべく，鳥

屋野潟の水を信濃川に排水している。そして上沼橋の下の水

路は親松排水機場につながっている(凶 I)。排水モーター

のスイッチの ON-OFFに応じて水位が上がったり下がった

りする O 図8は2008年 9月20日の 18時から 9月23日の

18時までの 3日間，圧力センサーで先と同じ鳥屋野潟上沼

橋で観測した水位の変化である。ただしこのときは 10分に

l回のサンプリングである。 1日に 4-5回水位の急激な変化

が見られるがこの時刻は排水機の ON-OFFに対応している

事を親松排水機場に電話して確認している O 図8の縦軸は左

側がセンサーの水面からの深さであるが，右側は親松排水機

場が測定した鳥屋野潟側の水位である O これを見ると 2.

5m土O.lm以内に収まるよう調節されているのがわかる O ま

たスイッチの ON-OFFに伴って短周期のパルスが発生して

いる事もわかる O 従って我々が観測した 2007年 3月23日の

パルス波は親松排水機のスイッチの OFFに対応したもので

ある事がわかる。なお当日は記録によると 23時正時に OFF

としている。このときの水位は 2.62mであったという事で

ある(新潟県農林振興部農村計画課による)0 ここでは水深

water level 

sea level _ーーーー ーーーー 悶ーーー + ー_.1________ 冊--ーー ー司ー--- 時ーー-- 司

SHINANO RIVER L一一一ー二 waterlevel 
TOYANOGATA LAGOON 

sensor depth water level at OYAMATSU DRAINAGE 
above sea level m 

・，...

UWANUMABASHI 

醐
ω
田

市

1

抑
"潤Sept.21 Sept.22 

18:00JST 

Sepl.23 

図 8 Drainage system at Oyamatsu Drainage (top) and varia-

tions of water level observed at Uwanumabashi (bottom) 

in arbitrary days. 

の基準を 2.5mにしたが，スイッチを切った瞬間が 2.62m

だとすると 0.12mの差がある O そこでこの影響を調べるた

めに，水深を全カ所で 0.12m小さくしてシミュレーション

をしてみた所，弁天橋の波形にはほとんど影響を与えない事

がわかった。これには水深 0.5m以下の所をすべて 0.5mに

切り上げていることも影響している O 上沼橋に第 l波が到達

するのがお時 9分なので，すべての計時が正確だとすると

親松排水機のスイッチが OFFになってから 9分後に上沼橋

にパルス波が届いた事になる。それから鳥屋野潟に広がりさ

らに 13分で対岸の弁天橋に到達した事になる。このことか

ら親松排水機から出た水位信号が対岸の弁天橋に届くまで

22分を要する事がわかる O

まとめ

鳥屋野潟で親松排水機のポンプのスイッチの ON-OFFに

対応して発生する水面パルス波を観測した。そしてこれを数

値シミュレーションで再現した。これによってその水面パル

ス波は長波として上沼橋を通り，弁天橋に達したものである

ことが明らかになったo また上沼橋と弁天橋で同時観測した

波形を比較する事で水面がシーソー運動をした事，この運動
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は長さ方向での振動の基本モードにあたる事を示した。なお

その周期は 38分士4分である。
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2008年 2月24日に日本海で発生した高波の調査
Field surveys of storm surge generated in the Japan Sea on 24 February 2008. 

日本歯科大学新潟短期大学阿部邦昭

Kuniaki ABE 

Junior College at Niigata， Nippon Dental University 

(2008年 11月27日受理)

Abstract 
High water wave， being accompanied with a low atmospheric pressure， invaded inhabiting 

areas of Toyama prefecture and Sado Island in Japan on February 24， 2008. We carried out 
field surveys in these two areas on March 8 and March 21-22， 2008. A maximum water 

level was measured for each inhabiting area and the related information was collected in the 
survey. Three places with a high level among the maximum levels were commonly found at 

the roots of capes running out into the open sea including the same topography in the sea 
boUom. This fact suggests that a superposition of refracted wave contributed to the higher 
levels. Since the refraction is explained from long wave， it is conc¥uded that the high wave 
propagated as long wave at the sea shallower than at least 100m. Two maximum levels ob-
served in inhabitant areas having harbors were commonly found at roots of the breakwaters 

outside the harbors. Two great destructions of breakwaters were observed. The former is a 
proof of almost protecting harbors from the invasions but the breakwat巴rsplayed a negative 
role to cause the overflow at the outside of the harbor. The latter is a proof of the imper-

f巴ctprotection. 

Key Words High water wave， maximum level， low atmospheric pressure， field survey， long 

wave 

はじめに

2008年2月23日に日本海の東北日本西部で発生した低気

圧が発達しながら東進して東北日本を横断し， 24日には太

平洋に達した。これに伴って日本海北部では北よりの風が強

まり，波浪が発達した。その影響で富山県入善町とその周辺

の海岸，新潟県佐渡市の 2つの北に張り出した半島の海岸に

高波が押し寄せ，陸上に遡上し，家屋を損壊する等の害を引

き起こした。特に入善町では見回りに出た人が高波の犠牲に

なっている。

この高波の状況を把握するために，同年 3月8日に入善町

周辺と 3月21-22日に佐渡市で現地調査を行った。聞き取り

や痕跡をもとに最大水位を測定し，水位が高くなった場所の

特徴を調べた。参考資料として自治体の調べた被害統計，気

象庁による天気図，風の向きと強さの時間推移，検潮記録，

海上保安庁発行の海底地形図等を使用した。

調査の方法

調査は聞き取りや痕跡をもとにして陸上に遡上した部分で

の最大水位の測定，およびその地点の地図上での同定からな

る。最大水位はその時刻での水位からの高さをレベルとスケ

ールで測定した。その後，そのときの水位を近くの検潮所の

水位と同じと仮定して決め，これとの差をとる事で，海抜

Omからの高さに統ーして求めた。参照した検潮所は気象庁

のホームページに搭載されているもので，富山県については

富山検潮所，新潟県については佐渡検潮所である。位置の同

定は国土地理院発行の 2万5千分の l地形図によった。

結果

調査した順に地名(括弧は番号で地図と対応)を上げて得

た情報を要約する。

富山県入善町芦崎(J):散歩中の老人に訊く。防潮堤を越え

て流れ込み住宅を損壊させた。防潮堤は道路面から高さ

l.lmである。これがなければ被害はさらに増えたであ

ろうとの事。防潮堤のレベルを最大水位とする。防潮堤

と汀線の聞は磯遊びを考慮、したコンクリートの階段にな

っているが，めくり上がって，乱雑になっている。
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富山県黒部市生地(2):道路を清掃中の男性に訊く。波は堤

防を越して，倉庫を大破した。灯台の下で堤防が北側に

比べ1.2m低くなっている。越流は堤防が低くなってい

るために生じたと考えられる O

佐渡市崎(3):畑で作業中の老人に訊く。神社の南側が浸水

した。堤防と同じレベルで枯れ草を確認した。堤防のレ

ベルを最大水位とする。以下すべて佐渡市。

東強清水 (4):側溝に水による洗堀の痕。側溝のレベルを測

る。

月布施 (5):集落の中間にある家の老人に訊く。後片付けを

したのても残っていないが，道路は水をかぶった。堤防の

高さを川の出口で測る。庭木作業中の人に訊く。床上浸

水した所を教えてもらう。越流した水がたまって水位を

高くしたらしい。

片野尾 (6):車を運転して停車中の男性に訊く。北の集落で

は道路を流れた。金網に付着しているゴミのレベルを測

るO そのレベルは堤防のレベルと同じ。堤防の高さを最

大水位とする。

水津(7):道路で作業中の婦人に訊く。道路には上がったが

家まではこなかった。道路の路面の高さを測る。

道路より海側にある漁協事務所は破壊されている。港

の北側の外洋に面した堤防はちぎれて沈んだり，傾斜し

たりしている。

大川 (8):小屋を修理中の大工に訊く。修理は高波による破

壊のためである。薮の中に残る海藻，発泡スチロールの

レベルを最大水位とする O

羽二生 (9):遊んでいる小学生に訊く。旧道の高さ 30cmま

で上がったが家まではこなかった。旧道は海岸に面した

新道のレベルより低い。新道のレベルを最大水位として

測る。

両尾 (10):歩いている男性に訊く。道路の上まではきてい

ない。海側階段の手すりに枯れ草が付着している O これ

を最大水位とする O 漁師の話で自分の船は当時，豊岡に

入っていたので安全だ、ったが，この港においていたらや

られていたとの事。

北小浦(]1) :わかめ干し作業中の漁師に訊く。港北側にあ

る外海に突き出た防波堤の外側で道路に面して経つ堤防

を越流し道路に水が溢れた。道路がカーブして奥まって

いる所にある住宅に水が入った。堤防の高さを最大水位

とする O 防波堤が波を港に入れるのを防いだ代わりに，

その外側で高くなり堤防を越えて道路に入ったと理解さ

れる。

見立 (]2):外で作業中の主婦に訊く。朝から高かったが，

午後 l時頃の波が最も高く，道路まできた。斜面を駆け

上がる様に来た。全体が高い訳ではない。道路面の高さ

を最大水位とする。
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l因 調査地点と測定した最大水位。括弧内の番号は本文中の地

名と対応する O

鷲崎 (13):蛸かご修理中の漁師に訊く。港広場にあるデイ

サービス集会所は床上まで浸水した。然し，その北側奥

の港の部分はテトラと防波堤で守られた。防波堤は 5年

に l回の割合で壊されている O 入り口付近の外海に面す

る防波堤はちぎれて，傾いたり，沈んだりしている O 港

広場の奥で草にぶら下がっている合成繊維の紐のレベル

を最大水位とする O

北田の浦 (14):防波堤なしで海に続く墓地で，丸い輪のロ

ープに注目し，これが波で運ばれたとして，その水位を

最大水位とする O

千本駐車場 (15):上から 4段目にゴミの列あり O これを最

大水位とする O

高千 (16):保育園の塀が倒れたので工事作業中の男性に訊

く。隣の民宿に水が入った。その民宿の外階段の手すり

に付着する枯れ草のレベルを最大水位とする O ここは高

千漁港の南側防波堤の外側付け根にあたる O 防波堤の外

側で水位が高くなった例である。

戸中 (17):船から降りてきた漁師に訊く。港は西に向いて

いるので大丈夫だった。北側の平根崎に上がった波は滝

の様になって橋を流れてきた。橋は平根崎の頂上と戸中

の集落をつないで、いる O 平根崎の突端で頂上までの高さ

を測り，これを最大水位とする O

測定した最大水位を分布図にしたのが l図である。

考察

入善町芦崎は黒部川河口の右岸の高台に位置し，宅地は海

とは海岸に平行に走る道路を隔てて反対側にある。ここでは

道路と海を隔てる道路からの高さ¥.1mの防潮堤を越えた高

波が宅地を浸水させた。海底地形図をみると黒部川の運んだ

土砂が堆積した結果と見られる浅瀬が河口右岸から斜め前方
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に伸びているのがわかる O 芦崎の浸水域は 100m水深のコン

ターでみると海に突き出た地形の西の付け根の部分にあたる

(2図 a)o長波が浅瀬を感じて屈折し収束したとするとこの

地域の局地的な増加が説明される O

佐渡市大川の場合は東隣の集落である水津，西隣の羽二生，

さらに隣の両尾と最大水位を比べると，極端に高い事がわか

る。大川は地形的には両津湾の湾口の南の突出部分の姫崎か

ら1.3km両津よりの地点で， 100m水深線が姫崎沖で突出す

る所から約 4km奥にある (2図 b)o ここでも半島とそれを

取り巻く浅瀬の張り出しが屈折による波の収束を引き起した

と見られる O

もう一点考慮しなければならないのは，佐渡市平根崎の

22mという高水位である O 凹穴で知られる様にこの海岸斜

面は岩石で出来ており，傾斜角が 30度位ある急斜面で海に

面している。また岬構造なので海に突き出ている (2図 c)。

このため収束して海岸に到達した波は斜面に沿って遡上し，

このような高水位に達したと考えられる。 22mの高さに Om

から上がるにはエネルギ一保存則からして初速度で 21m/s

以上の水平流が必要な事がわかる O

この高水位の 3点に共通することは平面図または水深図で

突出地形であって，その突出部の付け根にあたる事である O

これは長波が突出した浅瀬で屈折する事で波の 2次元的な収

束がおこり，増幅されたことで説明出来る O 水位の増加が局

地的であることから見ると長波ではあるが波長はそれほど長

くないと考えられる。

見立での聞き取りによると最大水位の到達時刻は午後 l時

で近くの佐渡検潮所で最大水位になる午前 7時とはかなりの

聞きがある。これは佐渡の北端で東側海岸にトラップされた

波が小さな速度で南に伝播した事を示唆するものである O 引

用した主婦の話で古老の教えとして鷲崎方向に白波が見える

と見立に高い波が来るというが今回も白い波が見えた。波の

速度の値がわからないと検潮記録と比べられないが，風とは

直接つながらない境界波の存在が考えられる O

防波堤が入射波を反射させて外側の水位を上げたため，堤

防を越える高波を引き起こしたと見られるケースが北小浦と

高千で確認された防波堤と最大水位の観測された場所の位

置関係を 3図に示す。両者に共通するのは海岸に斜交して伸

びる堤防があってその海岸との交点付近で越波した事である O

また外海の波から港を守る様に建設された防波堤が，水津と

鷲崎で大規模に壊された。前者は防波堤が港に入る波を跳ね

返したが，その外側で越波して好ましくない結果を及ぼした

ケースであり，後者は防波堤が波に対して跳ね返せるだけの

強度を持ち得なかった結果である。後者から波の衝撃力の強

さが想像出来る O

議論

500m 

LU...l斗」
5km 

い~
O.5km 

1 

(2・a)

100m 

(2・b)

(17) 22.m 

(2・c)

100m 

5km 

500m 

200m 

2図 高水位を示した点の地形。
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(14) 4.8m 

L一一一一」一一一一一」。 O.5km 

(3・a)

L一一一一」一一一一一」。 O.5km 

(16) 6.8m 

(3・b)

3図 防波堤の外側で高水位となった例。

第 3田高波発生メカニズム共有に関するワーキング戸グルー

プ(気象庁， 2008) はその資料でこの波をうねりとして「高

波のソースは北海道西方海上で発生した風浪で，これがうね

りとして日本海を南方に伝播した。日本海中部では北西の風

が卓越し，この風浪が重なり，北から伝播したうねりと重な

0 
4.噂

。

:FS」合

(8) 

(9) 
(10) 

。
← L!j 

(η 

o 2008 High wave 
lロ1993Tsunami 

l合 1983Tsunami 

4図 佐渡市大川周辺の最大水位の津波の場合との比較。

って高波となった」と説明している。一方，この小論では最

大水位の分布からみて海底地形に対応する波の収束があった

として，早い段階で長波の性質を持っていたとした。海岸に

近づいて水深 100mの段階ですでに長波であったとすると，

波長は 2000mを越している必要があるするとこのときの

波の周期は 63sである O うねりとしてはかなり長い周期の波

になっていることになる O どんな周期のうねりでも海岸に到

達する段階では長波になっている訳で，どの段階で長波にな

ったかが重要である。

又第 l回高波発生メカニズム共有に関するワーキング、グル

ープ(気象庁， 2008) は2月24日3時現在で 7mを越す高

波高域が佐渡島から渡島半島西部までに広がっている事を示

している。また 2月 25日新潟日報夕刊は片野尾で被災した

人の談話として「午前 3時半ころ高波の侵入を受けた」と伝

えている O 片野尾は 3時現在でその高波高域の南の端に対応

している事から見て，この時刻で最も高い波が発生したとし

てもおかしくない。入善町を襲った波が同じ頃波源を出発し

たかとなるとそれを確かめるための適当なデータがない。

佐渡市大川周辺での岬の突出と最大水位の関係を津波の場

合と比較したのが 4図である O 図中の 1993年津波は 7月 12

日の北海道南西沖地震津波であり， 1983年津波は 5月26日

の日本海中部地震津波である。最大水位のデータは前者は阿

部他 (1994)，後者は早川(J984) によった。地図中の括弧

内の番号は今回の調査地点の番号である。これをみると両津

波とも値そのものが小さし変化も大きくない。これに対し

て今回の高波は値が大きい上に変化も大きい。大川の水位が

突出している事から，岬の浅瀬が突出している影響が明らか

である。半島を挟んで西側で東側より高くなっている事から，

波源が半島の先端に対して西に偏っていた事を示す。今回の
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高波で津波より地域差が大きく出たのは波長が津波に比べて

短い事を示す。

まとめ

2008年2月24日に発生した高波の調査を富山県入善町と

その周辺，新潟県佐渡市で行った。聞き取りによって浸水居

住域の水位を測定した。その結果として高水位が海岸から海

に突出する地形に多い事を示した。また防波堤が大規模に破

壊された事や反射して外側の海岸を浸水させたことから，防

波堤に打ち寄せる波のエネルギーが大きかった事を示した。

謝辞

佐渡市防災管財課の渡辺氏には佐渡市における風浪被害に

ついて資料を提供していただきました。記して感謝いたしま

す。
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芳香族化合物のフィルスマイヤーホルミル化反応
Organic Synthesis Using Microwaves 111 

The Vilsmeier Formylation of Aromatic Compounds 

新潟生命歯学部鈴木 常夫

種村 潔

西田洋子

Tsuneo SUZUKI， Kiyoshi TANEMURAラ andYoko NISHIDA 

The Nippon Dental University， School 01 Life Dentistry at Ni，怒ata，

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

(2008年 11月28日受理)

Abstract 
The Vilsmeier formylation of monosubstituted benzenes or disubstituted benzenes 

with N -methylformanilide (NMFA) and phosphorus oxychloride was carried out 
without solvent by microwave irradiation. Para substituted aldehydes 10a and b and 
ortho-substituted aldehyde 11b were obtained by the Vilsmeier reaction of N司N
dimethylaniline (9a) and anisole (9b)， respectively. On the other hand， toluene (9c)， 

benzene (9d) and chlorobenzene (ge) did not afford the corresponding aldehydes 10c-d司

respectively. Disubstituted benzenes such as catecho I di methy 1 ether (12 a)， resorcinoI 
dimethyl ether (12 b)、hydroquinonedimethyl ether (12c)， 0-， m 今 andp cresoI 
methyl ethers (12d -f) and m-chloroanisole (12g) gave the corresponding aldehydes 
13a-g and 14 e and g by the reaction with NM  F A and POCI3， respectively. Strong 
electron donative groups of benzene ring such as N，N -dimethyl or methoxy group 
are necessary to take place the Vilsmeier formylation of aromatic compounds. 

Key words microwave弓 Vilsmeierreaction， formylation、aldehyde，N -methylfor-
manilide， phosphorus oxychloride 

1 緒言

現在，省資源，省エネルギーを目的としたグリーンケミス

トリーの研究が盛んである。特に，マイクロ波 (MW)照射

による加熱は熱効率が良く，多くの有機合成反応に利用され

ている。そして，穏やかな反応条件下での反応時間の短縮や

高収率および高純度など，通常加熱では得られない効果など

が報告されている。 1)

MWを用いた Vilsmeier反応例を Scheme1に示した。

Guptaらは，シリカゲル共存下アントラセン(1)の N，N

ジメチルホルムアミド (DMF)，オキシ塩化リンとの反応に

より，アントラセン 9カルボアルデヒド (2)が 92%の収

率で生成することを報告している。2) また， Perumalらは，

DMFとPOC13を用いて 9エチルカルパゾール (3)から 9

エチルカルパゾール 3 カルボアルデヒド (4) を89%の収

率で合成している。3) また，この反応は環化反応による複素

環4)や芳香族アルデヒド 5)の合成にも用いられ，同著者の

Perumalらはフェニルヒドラジン 5からジアリールピラゾー

ノレ6を， 2アセチル 3オキソブタン酸エチル(7)から2，6-

ジクロロー3 ホルミル安息香酸エチル (8) を効率良く合成し

ている O いずれの反応もMW照射により短時間で反応が終了

し，目的物が収率良く生成している。

我々 は， MWを用いた Vilsmeierホルミル化反応を検討し，

1，2ジメトキシベンゼン (12a)および 1，3ジメトキシベン

ゼ、ン (12b)が 3，4ージメトキシベンズアルデヒド (13a)お

よび 2，4ジメトキシベンズアルデヒド (13b) を収率よく与

えることをすでに報告している。6) ここでは， MW照射によ
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Figure 1 

るVilsmeier反応がどの様な芳香族化合物まで適用可能かを

明らかにするため，一置換ベンゼン 9と二置換ベンゼ、ン 12

のNーメチルホルムアニリド (NMFA) とオキシ塩化リンと

のVilsmeierホルミル化反応を検討し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 SHIKOKUINSTRUMENT A TlON簡易型

マイクロ波テスト装置 SMW-041を用いた。照射パワーは

power 1で約 65W (照射周期:照射時間 5秒，非照射時間

49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)である O 出発物質であるー置換ベンゼ

ン9a-eと二置換ベンゼン 12a-j，NMFA，オキシ塩化リン

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

ブィーには Kieselgel60 (Merck) を用いた。生成物 1Oa， 2) 

1 Ob， 7) 11 b 7)および 13a-c，7)13d，8) 13e，9) 13f，R) 13g，lO) 

14e，9) 14g11)の構造は，それらのlHNMRスペクトルと赤外

線吸収スペクトルを既知の方法から合成した化合物のスベク

トルと比較して決定した。

2.2 0-アニスアルデヒド (10b) およびpーアニスアルデヒ

ド (llb)の合成

氷水冷却下，オキシ塩化リン(l.09ml， 0.012 mol， 

OCH.， 

中
12c; R= OCH3 

12f; R = CH3 

d=l.692 g/mI)に N メチルホルムアニリド 0.48ml， 

0.012 mol， dニl.097g/mI)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 15 を調製し

た。再び氷水で冷却し，アニソール (9b) (l.27 ml， 0.010 

mol， d二 0.996g/mI)を少量ずつ添加し撹拝した。その混

合物を室温に戻し，撹持しながら M WをPower4で 15分

間照射した。冷却後，氷水 100mlに注ぎジエチルエーテル

(200 mI)で生成物を抽出した。エーテル溶液を 6M一塩酸

(40 mI)，水 (40ml)， 5 % 炭 酸 ナ ト リ ウ ム 水 溶液 (40

mI)，水 (40m1X3) で洗浄した後，無水硫酸ナトリウムで

乾燥した。溶媒を留去し残置(l.403 g) を得た。残澄をカ

ラムクロマトグラフィー (Si02，70 g) にかけた。ヘキサ

ンエーテルの混合比 (vol/voI)を 80:3から 15:1そし

て6: 1に変えて展開し， 9b (264 mg， 36.6 %)とアルデ

ヒド 11b(30.2 mg， 2.2 %)および 1日b (324.4 mg， 23.8 

%)を各々得た。

N，N-ジメチノレアニリン (9a)， トルエン (9c)，ベンゼ、ン

(9d) ，クロロベンゼン (ge) を用いて，同様な実験を行い，

それらの結果を Table1にまとめた。さらに，二置換ベンゼ、

ン12a-jを用いて同様な実験を行い， Table 2にそれらの結

果を掲げた。しかし，化合物 Bの場合と異なり，照射ノfワー

はし照射時間は 5から 70分である。
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Figure 2. 

3 結果と考察

最初に，一置換ベンゼン 9とNMFAとPOCI3から調製し

た Vilsmeier錯体 15の混合物に，マイクロ波(パワー 4) 

を5から 20分間照射した。反応混合物を常法に従って処理

し生成物 10と11を得た。それらの結果を Table1に掲げたo

N，N ジメチルアニリン (9a) は相当するべンズアルデ、ヒド

10aを72.4%の収率で与えた。そして，アニソール (9b)

はp アニスアルデヒド (10b) とOーアニスアルデヒド

H
 

C
 

O
/
|
l
 

ω
ー、グp

u
 

uH 

13j 

(11 b) をそれぞれ， 23.8 %と 2.2%の収率で与えた。しか

し，化合物 9c，9dとgeでは反応が起こらず原料の回収に終

わった。ここで，ホルミル基はオルト位よりパラ位に入りや

すいことが判った。 Tabl巴 2にハメットの置換基定数 σ値を

掲げた。 N(CHJ2基では 0.83，CH30基では 0.27，CH3 

基では 0.17，H原子では 0，CI原子では 0.23である。電

子供与性の一番大きい N(CH3) 2基と次に大きい CH30基で

反応が進行したが，電子供与性の小さい CH3基と電子吸引
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Table 1. The Vilsmeier Reaction of Monosubstituted Benzenes 9a) 

Run Starting Material Microwave Yield of Product/% Recovery/% 

g Time/min 10 11 g 

1 9a 3 72.4 7.4 

2 9b 15 23.8 2.2 24.4 
3b) 9c 20 。 24.8 
4b) 9d 20 。 34.7 
5b) ge 20 。 54.9 

a) The molar ratio of 9， NMFA and POC13 is 1 1.2 1.2; Microwave 

irradiation was performed at about 260 Watt (power 4). b) The yields of 

10c-e and the recovery of compounds 9c-e were obtained by 1 H NMR 

analyses of the residues， respectively 

Run 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Table 2.σValues for Several Groupsa) 

Group o"p 

N (CH3) 2 -0.83 

CH30 -0.27 

CH3 一0.17

H 。
C 0.23 

a) J. Clark and D. D. Perum， Quart. Revs. (London)， 

18， 295 (1964). 

Table 3. The Vilsmeier Reaction of Disubstituted Benzenes 12a) 

Starting Material Microwave Yield of Products/% Recovery/% 

12 Time/min 13+14 (13: 14) 12 

12a 20 42.0 (1 : 0) 36.6 

12b 5 97.4 (1 : 0) Trace 

12c 20 11.6 (1 : 0) 77.4 

12d 30 57.0 (1 : 0) 37.4 

12e 30 62.9 (1.1: 1)b) 34.7C) 

12f 50 14.3 (1 : 0) 55.0 

12g 70 1.8 (2 : 1) b) 91.4 

12h 70 Od) 68.4C) 

12i 70 Od) 82.F) 

12j 70 Od) 73.6C) 

a) The molar ratio of 12， NMFA and POC13 is 1 1.2 1.2; Microwave 

irradiation was performed at about 65 Watt (power 1). b) The ratios of 

products 13 and 14 were obtained by 1 H NMR measurements. c) The 

recovery of starting materials 12 was obtained by 1 H NMR analysis of the 

residue， respectively. d) The yields of 13h-i were obtained by the 1 H NMR 

analyses of the residue， respectively. 

27 
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性の Cl原子では反応が起きなかった。この傾向は通常加熱

での反応結果とおなじであり 3.7) MWによる加熱でも

Vilsmeier錯体 15の反応性が低いため，ベンゼ、ン環に電子供

与性の大きい N(CHJ2基と CH30基が必要であることが判

った。 12)

次に，二置換ベンゼンにおける置換基の効果を検討した。

化合物 12a-jの Vilsmeier反応を一置換ベンゼ、ン 9a-eの場

合と同じ条件で
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1，照射時間は 5から 70分である。それらの結果を Table

3に掲げた。 CH30基が 2個置換した化合物 12a-cでは，メ

タ置換体 12bは収率 97.4%でアルデヒド 13bを，オルト置

換体 12aでは 13aを42.0%で，パラ置換体 12cでは 13cを

11.6 %でそれぞれ与えた。 CH30基と CH3基が置換した化

合物 12d-fの結果は次の通りである O メタ置換体 12eでは，

化合物 13eと14eが収率 62.9% (モlレ比l.1: 1) で生成し

た。また，オlレト置換体 12dでは，化合物 13dが 57.0%の

収率で得られた。パラ置換体 12fでは，アルデヒド 13fが

14.3 %の収率で生成した。塩素原子とメトキシ基がメタの

関係にある化合物 12gでは，化合物 13gと14gの混合物

(モル比 2: 1)がl.8%の収率で得られた。 0- ， m-， pキ

シレン 12h-jでは，全て原料回収に終わり，アルデヒド 13h-j

は得られなかった。 13) このように，二置換ベンゼ、ンでは電子

供与性のより強い CH30基が反応性と配向性を支配してお

り， CH30基のパラ位およびオルト位にホルミル基が導入さ

れた化合物が生成した。

Scheme 2にー置換ベンゼン 9，N メチルホルムアニリド

とオキシ塩化リンの Vilsmeier反応を図示した。まず最初に，

NMFAとPOCl3から Vilsmeier錯体 15が生成する O 次に錯

体 15は化合物 9への求電子置換反応によりインモニウム塩

16を与える。最後に，化合物 16は加水分解されてアルデヒ

ド10と11を生成する。また，二置換ベンゼン 12の場合も

同様な機構で進行し，相当するアルデヒド 13，14を生成し

ていると考えられる。

4 結論

一置換ベンゼ、ンの置換基を Hから N(CH3) 2' CH30， 

CH3， Clに変えて，マイクロ波を用いた Vilsmeier反応を行

ったところ，電子供与性の強い N(CH3) 2' CH30を持つ化

合物 9aと9bが相当するべンズアルデヒド 10a，10b， llb 

を生成した。二置換ベンゼン 12ajに対しても， CH30基の

入った化合物 12a-gは相当するべンズアルデヒド 13a-gと

14eおよび 14gを与えた。しかし 0-，m一，pーキシレン

12h-jでは，反応が起こらず原料回収に終わった。このよう

に， M W用いた Vilsmeier反応でも芳香族化合物は N

(CHJ2' CH30などの電子供与基を持ち求電子置換反応に

対して活性であることが必要である O
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厚岸湾産海産種子植物オオアマモZosteraasiaticaの春季の光合成一光特性

Photosynthetic response to the light on a seagrass Zostera asiatica in Akkeshi Bay in spring. 
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Photosynthetic response to th巴lightwas examined on a seagrass Zosteraωiatica in Akkeshi Bay， Hokkaido， northern 

Japan. Photosynthesis and respiration of leaf segments were measured at various light intensities. The light-saturated net 

photosynthetic and the dark respiratory rates at in situ temperature (40C) were 2.88 and 0.31μL O2 mg(d.w.)一1h- l • Among 

the parameters ofP-I curve， Ik value and light compensation point (IJ were 47.3 and 5.0μmol m-2 S-l， and these values 

were lower than the averages ofthose reported in temperate seagrasses. These physiological features of Z. asiatica are 

more adaptive to thc low light condition in deeper zone as its habitat. 
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(2009年 1月 10日受理)

海産種子植物(海草)群落は，海水を浄化する，底質

を安定化する，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，沿岸浅海域から海洋全体に

至る物理化学環境に影響を与える他，生物の住み場と

しては比較的単純な構造である砂泥域に，立体的かっ

複雑な空間構造もたらすことによって，多くの有用種

を含む生物の多様性を高めるなど，生物相にも大きな

影響を与えることが知られている (Hemminga& 
Duarte 2000)。このように，海草は海洋生態系におい

て重要な役割を演じているが，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，日本沿岸では絶滅の危機に瀕する種も

少なくない(環境庁 2000)。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も懸念されて

いる CShort& Neckles 1999， Short et al. 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。

海草オオアマモ (Zosteraasiatica Miki)は千島列島，

朝鮮半島北部，沿海州に分布し，日本沿岸では北海道

と三陸海岸の極めて限られた海域に生育する
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Fig. 1. Aerial view ofthe seagrass bed of Zostera asiatica in Akkeshi 

Bay( dark patch巴son the lower right) 

Fig. 2. Zostera asiatica at th巴 depthof 4m in Tomoshiri Bay， 

Nemllro PeninslIla， Hokkaido 

(Watanabe et aJ. 2005)。今回の試料の生育現場に近

い厚岸湾のオオアマモ群落の航空写真と根室市友知湾

の水深4mに生育するオオアマモを示す (Figs1， 2)。

また，この種は絶滅危倶種に指定されている (環境庁

2000)。本研究では，アマモ(z.marina) に比べて，

生理学的知見がほとんどないオオアマモについて，そ

の生育と密接な関係があると考えられる光合成一光特

性を春季の草体について明らかにした。

材料と方法

Akkeshi Bay 

。
Fig. 3. Map of sampling site. 

Fig.4. A plant of Zostera asiatica collected from Akkeshi Bay. 

(Fig.3)の水深4mに生育するオオアマモを採集し

(Fig. 4)，実験に供した。採集した草体は，直ちに釧路

市の北海道区水産研究所に運び，翌日， 実験に供する

まで現場水温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，葉体片の光合成 ・呼吸による酸素の発生 ・消費を，

現場水温 (40C)下，種々の光条件で測定した。実験に

供した葉体片を 600Cで， 48時間乾燥させて，乾燥重量

を測定した。得られた乾燥重量と酸素発生及び酸素消

費速度をもとに，乾燥重量あたりの光合成及び呼吸速

度を計算した。 Gallegos& Platt (1981)の式を用い

て，純光合成速度と光強度との関係は曲線近似した。こ

れにより，近似式のパラメーターである純光合成速度

とIk値を求め，それらの値から光補償点の値を求めた。

結果と考察

現場水温 (40C)におけるオオアマモの光合成一光曲線

2007年 4月に北海道厚岸郡厚岸町アイニンカップ をFig.5に示す。光合成速度と光強度との関係をモデル
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式 (Ga1legos& Platt 1981)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

2.88μL02 rr唱(d.W.)-lh-1， 0.31μL02 mg(d.w.)← 1 h-1， 

Ik値及び光補償点 (Ic) は47.3J..llllol m-2 S-I， 5.0 J..llllol 

m-2 S-1であった。

タの平均値であり，対象種の光環境に対する生理特性

の差異に起因するものと考えられる。

今後，厚岸湾において，オオアマモに比べ浅所側に

生育するアマモについても調べ，比較する必要がある

ものの，本研究で得られた低いIk値，光補償点の値は，

海草群落の限界水深帯まで生育できるオオアマモの生

理特性のひとつといえるのかもしれない。

厚岸湾産海産種子植物オオアマモ Zosteraωiaticaの春季の光合成 光特性坂西・田中・長田

本研究の遂行に御協力いただいた北海道大学北方生

物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所の向井宏

教授(現京都大学フィールド科学教育センター特任教

授に漬野章一技官，桂川英徳技官，北海道区水産研究

所支援研究員の長谷川夏樹博士(現養殖研究所支援研

究員)に感謝する。
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本研究で得られたオオアマモのIk値は，温帯性の海

草 (Amphibolisantarctica， A. grifj刀thii，Posidonia 

australis， P. sinuosa， Zostera marina)について報告

されている値とほぼ同様であり (Marshet a1. 1986， 

Masini & Manning 1997， Masini et a1. 1995)，光補

償点(Ic)も北米大西洋岸ウッズホール産のZ.marina 

で報告されている値とほぼ同様であった(Marshet a1. 

1986)。しかしながら，海草の炭素代謝に関する総説

(Touchette & Burkholder 2000)の中で報告されて

いる温帯性海草の Ik値，光補償点の平均値 (146.0::!:: 

38.8μmol m-2 S-l， 28.5::!:: 3.3μmol m-2 S-l) と比べ

ると今回，オオアマモで得られた値は明らかに低かっ

た。これは，本研究で得られた値が比較的深い水深帯

に生育するオオアマモについてのデータであるのに対

し， Touchette & Burkholder (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デー
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Fig.5. Photosynthesis-light curves of Zostera asiatica at in situ temperature (40C) in the light range of ふ2，000μmolm-2 s一

Determined in April 2007. Vertical bars denote SD ofmeans (n=4). 
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Long-range interactions in a two-dimensional antiferromagnet 
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The sums of long-range interaction of the form 1/1rt -rml戸3 泊ntwo争-寸-dime引叩ns問

magr口let呂 arecalculated. Due to two-sublattice structure of the antiferromagnet， there appear two 
types of sumsぅ so(φ)and Se(φ). Small φexpansion of them are also presentedぅ whichwill be used 
for studying the stability of two-dimensional antiferromagnets with long-range interactions. 

Keyωords: Long-range interaction; Square lattice: Antiferromagnet 

In low-dimensional magnets long-ranged dipo-

lar interactions play a dominant role in stabiliz-

ing long-range order both in ferromagmets1，2) and 

antiferromagnets.3) Dipole-like long-range interac-

tions of the form 1ごijSi . Sj/rfj' which may be 

considered as a generalization of direction inde-

pendent part of the dipolar interactionう haveat-

tracted much attention since Brun04) has shown 

by extending the Mermin-Wagner theorem5) that 

d-dimensional (d二 lぅ2)Heisenberg magnets with 

long-range interactions cannot sustain ferro句 andan-

tiferromagnetic order at五nitetemperature when 

p > 2d.6，7.8.9) Recently， the competition between 

short-ranged exchange and long-ranged dipole-like 

interactions has been studied in two-dimensional 

ferromagnet.lO) The competition between short-and 

long-range interactions in antiferromagnetic models 

would be important to explain the mechanism of 

high-Tc superconductivity， since such superconduc-
tors are well described by two-dimensional spin-l/2 

Heisenberg antiferromagnets and in many cases the 

dipolar interaction is comparable to the exchange 

interaction. 

In this brief report we consider an antiferromag-

netic array of spins arranged on a square lattice in 

the x-y plane. We assume a two-sublattice model 

with lattice constant α回 shownin Fig.l， where solid 
circles designate A-sublattice and open circles desig-

nate B同 sublatticeう respectively.The origin belongs 
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FIG.1. Square lattice with two-sublattice structure. Solid 
circles designate the sites on A-sublattice and open circle日

those on B-sublattice. 

to the A-sulattice. The sums we are concerned with 

have the form 

and 

so(k)ニミ乞 s(l-m)e山 Tt-Tm)

- lεA，円lEB

=L ヲう τ1 王e-ilx</>x e -ily</>y (1) 

u-lzFB 13+13 

se(k)=315Y-f)ezk(Tt TV) 

=主ヲ τLEeMe州， (2) 
U lziikA 1/13+13 
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the Fourier transforms of 

(l-m)=1 引 (3)
Irl -rm l3 

where rl means the lattice siteう kthe wave vectorづ

φ=α九andlx，lyεB indicates that the sums are 

taken to the sites on B-sublattice from the originう

while lxうら ε A indicates that the sums are taken 

to the sites on A-sublattice from the origin. The 

prime indicates that the case rl = rl' or lx二 ly二 O

is excluded from the sums. 

Following Benson and :¥1 ills ， 11) we first obtain 

the expression for 50 (k). Eq. (1) can be written as 

ぉ(φ)寸乞 τLzez~l仇

lx二 eJνo¥/li十 l;

ペヲうてLzezlzhezl同人 (4)
U~ lx=cO，ly二 eJl~ 十 10

where lx 二 emeans the sums for lx = 0ぅ土2ぅ土4---
and lxニ othe sums for lx =士1う土3ぅ・・・. Using the 

identity 
1 2 r∞ 「 ι

一一一 l、te~o:t dtう (5) 
ゾポ ゾ王んハ

Eq.(4) may be written as 

お (φ)=マ示;主与E京吉ζ三rred〆ilx<Txe
il同ν刊仇o内ν 

×fde  h-I何

十去百乞乞 ei1x<Txeil山

v ーらニolx二 e

×fde  131eh (6) 

Employing the identityう

γ ~_12νlφ こど王子ハ『竺i
tg-}2d nfT∞

ν 

(7) 

Eq.(6) may be written as 

ぉ(φ)=三 ε乞 c叫

×fe-h 

+3Z 乞叫ゆ百

×fe h (8) 

Thenぅ theintegral representation of the modi五ed

Bessel function of the 1st orderう

fe  t~7dtニ 2βKl(2vIaiJ)ぅ (9)

yields quickly convergent form of 50(φ)う

九叫岬(伸仲φ

x Kl(l川l川|川πη，+ ゆ内U引|け) 

+写生l1fn+仇IK1(1片山バ)J. (10) 

Next， we consider 5e(φ). For this purpose司 itis 

convenient to白rstconsider 

S列ゆ糊(ゆ附φ利)ド=主ε2:' τι互子e~'凶川e一ν 
u 

1 ~， l~ 十 lR2 ム I -" 

土ゴ)~ -土二士百eUx'Txe'い u
う (11) 

U IJuL13十 13

where the prime indicates that the case lx =ら=0

is excluded from the sums. Using the identities‘ 

Fα
 d

 

f
1
0
 

4
一
M

l
一，

F
(12) 

and 

去い二日e半 (13) 

in a similar way as in the case 50(φ)う andthen us-

ing the integral representation of the modified Bessel 

function of the 2nd orderう

fte bte?dt二ぞK2(2vIaiJ)ぅ
(14) 

we get 

S判ゆ州(ゆ刷φ利)ト=£えIι 叫三[卜C∞叫O
xKん削叫2(2ρ附2

+c∞O州 πmη 十4中与争|戸仇阿2同矧切ん削叫附(ρ仰附2引11同πmη+4与1) ] 川川) 
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Then，8e(φ) is given by 

8e(φ) = 8(φ) -80(φ) . (16) 

Whether the long-range interactions induce the 

long-range order or not depends on the behavior of 

80(φ) and 8e(φ) in smallゆregion.In order to cal同

culate this， it is co肝 e凶entto break 80(φ) given by 

Eq.(10) into two terms、801(φ)and 802(φ)ヲ bysep仕

rating the sums with η，二 Oう

て--.. r cos lrt 
801(φ)ニ a3._~ I ~~Ul" 'f'X IrtylK1 (ll内1)

+ cos/rty IrtxIK1川]，

お2(φ) 二九ζ~[竿」内|
X K1 (llπn+内1) 

coslι 
+ニf|m ovikl(llm一向1)

+4b|πη+ rtxIK1 (llπ川 X1) 

(17) 

+ヰ色Inn 恥IK1(llπn一九1)]. (凶)

From 801 (φ)ぅtheterm with orderゆappears.In factぅ

by replacing rtxニゆcos() and内=ゆsin()う 801(φ)

may be written as 

ャ fcos(lゆcos()) 
801(φ)二 P 乞 I~~~\ V 'f'l れin()K1 (lれin()) 

(lrt sin ()) 1 11 T7  (1 I /l¥ 1 l.----I rt cos ()K1 (lrt cos ()) I (19) 

By replacing l二 2l'-l(l'二 1，2γ ・・)and cha時 ing

to continuous variable 2l' -1二 x，which is plausible 
if we are concerned with small rt， we get1) 

お1 ( φ)= 占:3[いいが仇内2九S討山ln

x 100
:叩ゆcos()) ゅ-9K1(ゆ sin())dx 

+ rt2 cos2 () 

x 100∞吋ゆ仰州S討山in州n
ゆ θ Kι削1(い砂附ゆC∞O伺M州s()的)d白刈叫xJ卜， 

(20) 

where r is a cut 0百chosento自tthe value of 801 (φ) 

atゆ=0.1) Using the relation 

f 

we have 

つ ヴ九日2上/-，2

古 -v〉2v+0(T)?

知 (φ)勾 1Ef
γαリ

(21) 

(22) 

The lowest order in 802 (φ) isゆ2ぅ andthus we get 

with 

九(φ)~ 80(0) 寸
αリ

80(0)二£+主二ZZ;Kl川

(23) 

(24) 

Here we have used limn→o nK1(η)二 1.Erickson h出

shown that by integrating the expression similar to 

Eq.(10) in smallゆregionthe co凶 nuousapproxi-

mation in Ref.1 is valid.12) 80(φ) given by Eq.(lO) 

is plotted in Fig.2 compared with its smallゆexpan-

sion given by Eq.(23). 
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8 

4.5 

4 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

争

FIG.2. Comparison of so(φ) by Eq.(10) (solid line) with that 
by Eq.(23) (dashed line) in the small φregion for φzニ φu
The lattice constant αis set to unity. 
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11) H. Benson a吋 D.L. Mills， Phys. Rev目 178，839 (1969). 
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13) As s巳enin Eq.(21)， (A.2) in Ref.2 should be written as 
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FIG.3. Cor叩 arisonof Se (φ) by Eq.(16) (solid line) with that 
by Eq.(26) (dash吋 line)in the smallφregion for φx φy. 

The lattice constant a is set to unity. 

In a similar way， we have 

S(φ)れ (0)一空学
αu 

with 8(0)二 9.03362，2，13)and thus 

Se(φ)九 (0)芸附
with Se(O) = 3.19387. Se(φ) given by Eq.(16) is 

plotted in Fig.3 compared with its smallゆexpansion

given by Eq.(26). The behavior of 8o(φ) and Se(φ) 
in smallゆregionwill be used when we study the 

stabi1ity of two-dimensiona1 square antiferromagnet 

with 10ng-range interactionsぅ anda1so the study of 

the competition between short-ranged exchange and 

10ng-ranged dipo1e-like interactions. The resu1ts will 

be pub1ished in a forthcoming paper. 
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IRスベクトルを使った水溶液中のα，αFトレハロースの

立体配座解析

Conformational analysis of α，α-trehalose in aqueous 

solution using IR spectra 

北里大学 石井郁子

生命歯学部傘孝之

lkuko ISHIl 

Department of Biochemistηj School of Medicine， Kitαsato University， 

Kitasαto 1-15-1，8α'gamihara， Kanagawa， 228-8555， JAPAN 

and 

Takayuki KARAKASA 

Department of Chemistry， School of Life Dentist.ηαfおかo

The Nippon Dentα1 Universiか，

Fujimi 1-9-20， Chiyod，α-ku，日付0，102-8159，JAPAN 

(2008年 12月 12日 受理)

The calculated IR spectra of αぷーtrehalosewere perfonned with ab initio molecular 

orbital calculations using B3LYP/6-31G(d). The conformation of α，α-trehalose was 

assigned by comparison with the FT-IR spectra (ATR) and the calculated one. The results 

indicated that the structure ofαーαーtrehalosein aqueous solution has double hydrogen bond 

network system， { C(6)幽O-H-ー-OH-H ---OH幽C(2')and C(6')-O-H -ー-OH-H -

OH-C(2)}， using two water molecules. 

Key words : Trehalose， Confonnation， FT-IR， ATR， ab initio， DFT 

前報1)では，単糖である Galsl・Meの水溶液中の立体

配座解析を R スベクトルから行い，この結果が lH_N恥R

スペクトノレによる立体配座解析 2)の構造と一致してし、るこ

とを報告した。

今回は，引き続き皿スペクトルを用いて，二糖である

α，αートレハロース(α-D--glucopyranosyl-(1， 1 )幽αーD幽gluco-

pyranoside) (1)の水溶j夜中の立体配座角平析を試みた。

計算方法

ab initio (B3LYP/6-31G(d))計算は Gaussian03w 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 スベクトルのシミュレーションには， Scale factor 

0.96134)を使い，半値幅 15cm-1で、ローレンツ関数 5)を用

いて計算した。 R スベクトノレの表示には，スペクトノレマネ
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ージャ(日本分光製)を使用した。

試薬

α，α・トレハロース二水和物は，東京化成の特級試薬，

水は関東化学の HPLC用蒸留水を用いた。

H 

(1) 

Fig.l α，α・仕ehalose

IRスペクトルの測定

α，α・トレハロースのRスペクトルは，固体および水溶液

共に日本分光製 FTIIR-4200に1回反射 ATR(ダイヤモ

ンドプリズム)を取り付け，分解能4cm-l，積算回数256回

で測定した。

結果と考察

まず、 α，αート レハロースの立体構造の違いがどの程

度計算スペクトルに反映するか調べるために、α，αートレハ

ロース二水和物結晶の実測スベクトノレと計算スベクトノレの

比較を行った。α，αートレハロース二水和物は、 二種類

TREHAL016)とTREHAL036)の結品構造 (Fig.2)が報

告されている。

この TREHALOlとTREHAL03の結晶構造を使って，

それぞれのRスベクトルをB3LYP/6-31G(d)で計算した。

Fig. 3にα，α・トレハロース二水和物の mid-IR領域

(900""-' 1200cm-l)の実測スベクトノレと， TREHALOlと

TREHAL03の計算スペクトノレを示した。

Fig.3に示されている TREHALOlとTREHAL03の計

算スベクトノレパターンを比較すると， TREHALOl と

TREHAL03では，スペクトノレパターンが全く異なっている

ことがわかる。TREHALOlとTREHAL03の結晶構造は，

Fig. 2 Iこ示した様にヒドロキシ基(-0町と2つの水分子の

配座が異なっているが，グルコピラノース環構造とグリコ

シド、結合については同一の配座をとっている。mid-IR領

域には，C-C， C-O， C-OH， C-H 結合由来の振動スベクト

ルが観測されることが知られている 7)0 TREHALO 1と

TREHAL03の計算スペクトルには，その構造の違いが，

mid-IR領域のスペクトルパターンの変化として明確に表

れている。

TREHALOl TREHAL03 

Fig. 2 Ball-stick representation ofTREHALO1 and 

TREHAL03 

Abs 

1200 11∞ 1∞o 
Wavenumber [CIT叶 l

ω9 

Fig.3 Calculated IR spectra ofTREHALOl and 

TREHAL03， and experimental IR spectrum of 

α，α-trehalose dihydrate 

従って，この領域のスベクトルパターンから，分子全体



石井 ・傘 IRスペクトルを使った水溶液中の a，a トレハロースの立体配座解析 41 

の構造解析をすることが可能であると考えた。

次に，実測スベク トルと TREHALOlとTREHAL03

を比較すると，TREHAL03のスペクトルパターンは，実測

スベク トルと非常によく一致しているσ19.4)。従って，

本実験で使用したα，αートレハロース二水和物は，

TREHAL03の構造と帰属した。この結果から，α，αートレハ

ロースの実測スベクトルパターンと計算スペクトルパター

ンの比較により水溶液中の立体構造の解析も可能である

と考えた。

AI>S 

1到苅 11∞悩lO
w.時叫問わ制 lcm.l1

田岡

Fig. 4 Calculated IR spectrum of TREHAL03 and 
experimental IR spectrum ofα，α，悦halose
dihydrate 

そこで，水溶液中のα，αートレハロースの構造解析を試

みた。水溶液中のα，αートレハロースの立体構造は，

IH_N恥1Rスペクトノレを用いた水溶液中のα，αートレハロース

の構造角卒析8)で使用した6種類の配座異性体(ggl1，gtll， 

tgll， gg112h， gt112h， tg112h)の構造を使い，各配座異性

体のR スペクトルをB3LYP/6-31G( d)で計算した。

また，α，αートレハロースの 6種類の配座異性体(ggl1， 

gtll， tgll， gg112h， gt112h， tg112h)の構成単糖の環構造

は、 4C1し、す型に固定し、 C6-C5結合に由来する gg

伝auche，gauche)， gt伝auche，trans)， tg (trans， gauchりの3

種類(ggll，gtll，tgll)とこの3種の構造に水2分子が取り

込まれた gg112h，gt112h， tg112hの構造を計算に用い

た。

gtll ggl1 

tgll 

Fig. 5 Ball-stick representation of gtll， ggll and tgll 

gt112h gg1l2h 

tg112h 

Fig. 6 Ball-stick representation of gt112h， ggl12h and 
tg1l2h 
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Fig. 7 The conformation of the C5-C6 bonds in 
α，αー仕ehalose(1) 



42 日本歯科大学紀要第 38巻

α，α-トレハロース水溶液の実測スベクトノレと配座異性体

(gg11，gtl1， tgll)の計算スペクトノレをFig.8に，実測スベ

クトノレと配座異性体(gg112h，gt112h， tg112h)の計算スベ

クトノレをFig.9に示した。

Abs 

12∞ 1100 1000 ωo 
Wavenumber [cm-1] 

Fig. 8 Ca¥culated lR spec回 ofgtll， ggll and tgll， and 
experimental lR spectrum of α，αー出halose in 
aqueous solution 

Fig. 8からは，いずれの計算スベクトルパターンも実測

スペクトルパターンと非常に異なっていることがわかる。

一方， Fig. 9に示された実測スベクトノレと水 2分子がα，αー

トレハロース構造に取り込まれた gg112h，gt112h， tg112h 

のスベクトノレパターンを比較すると，実測スベクトルパタ

ーンと tg112hのスベクトルパターンは非常によく一致して

いるσig.10)。このことから， α，αートレハロースの水溶液中

の立体配座は Fig.11に示された構造と帰属した。この構

造は， IH_N恥1Rスペクトノレの実測スベクトノレパターンと計

算スベクトノレパターン(ggl1， gtll， tgll， gg112h， gt112h， 

tg112h)の比較 9)から推定した構造と同じJ構造で、あった。

-

'1:>00 H∞ ，四期
W回 euulltler(arト1)

耳目

Fig. 9 Ca¥culated lR spec回 ofgt1l2h， gg1l2h and tg1l2h， 
and experimental lR spec加 m ofα，α-trehalose in 
aqueous solution 

Abs 

1200 刊田 1000 
W町町四晦"四叶l

900 

Fig. 10 Ca¥culated lR spec仕切noftgl12h， and experimental 
lRspec加 mofα，αー汀ehalosein aqueous solution 
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Fig. 11 Ball-stick representation oftg112h 
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In an acid condition， elution of Ca2+ was caused仕omhydro可 apatiteand出ecalcium :fluoride 

was generated with a high density :fluorine ion form the sodium :fluoride. The generated calcium 

:fluoride attached on出ehydroxyapatite surface as a granule. In addition， it dissolved slowly 

under an acid condition， and the d配 reaseof a granule was confirmed with a scannmg el，即位on

mlcro田 ope.

Key words : hydroxyapatite， calcium :fluoride， scanning electron microscope 
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ノ、イドロキシアパタイト (HA:hydro可 apatite)とは

MIO(R04)02の一般式で、示されるような 1群の化合物に対

して名付けられた鉱物名である。アパタイトの語源は、

“惑わす"としづ意味のギリシア語に由来し、 Na、Mg

をはじめ各置微量元素を含み、含まれる金属元素により

微妙な性質の違いがあることが明らかlこなっている。 1) 

その中で、ハイドロキシアパタイト (HA: hydroxy 

apatite、CalO(P04MoH)2)は、鉱物顕鮒亮や X線解析

法により結晶学的には六方品系に属し、組成はリン酸カ

ルシウムを主成分としているその性質として、高し、硬度

を誇りながら酸に対して敏感な反応を示すことも知られ

ており、酸による分解、溶出は以下の反応によるものと

推定されている。 2_5)

CalO(POJ6(0H)2 +SH+→lOCa2++6HP042・+証120

CalO(POJ6(0H)2 +14H+→lOCa2++6H2P04-+2lliO 

一方、ハイドロキシアパタイトにフッ素処理を行うと、

ノ、イドロキシアパタイト表面でフッ素と結合した物質で

あるフルオロアパタイトが生成し皮膜形成がなされる。

そのため、耐椴性強度が上昇することが知られており、

その過程は以下の反応式で表される。

CalO(POJ6(OH)2 + 2F-→CalO(P04)6F2+ 20H+ 

反応は、フッ素がハイドロキシアパタイト

(Hy由。司rapatite，CalO(POJ6(0H)2)の水酸基と置き変

Cal0(P04)6(OH)2 

c-Axls 

わって Fluorapatite(CalO(POJsF2)を形成するもので

あり、幾何学的には、図3のOH基の位置は図中のO原

子と O原子の間にあり、OH化物イオンのイオン半径は、

1.37 (A)でありフッ素イオンのそれは1.33(A)であ

ることから、イオン半径が小さいFイオンの方がO原子

間のくぼみに収まりが良い事からアパタイトの結晶の歪

みが小さくなると予想されている。

また、フッ素原子としての性質として、竜子を引きつ

ける強さの相対的な尺度である電気陰性度が最大である

ことからも、結合が化学的に強固で、あり OH基よりも安

定性が高いことは明らかである。

以上より、フッ素導入により電気的結合性が上昇し、

結晶軸方向にきれいに並び安定化することが、対酸性強

度上昇に寄与していると結論づけることができる。また、

アパタイトの場合、その後の結晶成長が早いことも知ら

れている。

材料とか法

開ヰの調整

1)未即芯言明ヰの調整

ハイドロキシアパタイト粉末 (BioRad社製、 50""'

200μm、HPLCカラム用)を蒸留水加えた後、超音

波街争機にて付着物を溜世させた。この洗浄操作を3

回行った後、乾熱乾燥機にて乾燥を行ない、これを未

反応制ヰとした。

図1.ハイドロキシアパタイトの結品構造
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2) フッ素塗布剤処理後の試料

先に得られたハイドロキシアパタイト粉末 O.lgを

秤量しリン酸緩衝溶液 (pH4.0)を2ml加えた。次い

で、リン醗樹生フッ化ナトリウム水溶j夜 (2%NaF、

フローデンA、サンスター株式会社)を 0.5ml加え、

30分間撹持放置した。その後、混合翻夜を 300伽pm

にて遠心分離した。次いで、上澄を除去後、蒸留水を

加え同様の遠，taテ離操作を 3回繰り返した。上澄みを

取り除き乾熱乾燥機にて乾燥し、これを測定制ヰとし

た。

3)酸処理後言明斗調整

前項で作成したフッ素塗布剤処理ずみのアパタイ

ト粉末にリン酸緩衝溶液 (pH4.0)を 1ml加えた。10

分開放置後、樹夜を 30α)rpmIこて遠心分離した。次

いで、上澄を除去後、蒸留水を加え同様の遠心分離操

作を 3回繰り返した。上澄みを取り除き乾熱乾燥機に

て乾燥し、これを測Z百材ヰとした。

カルシウムイオンの確認反応

検液 1mlを取り、シュウ酸アンモニウム溶液

(0.05molll)を 1ml加え、シュウ酸カルシウムの白色

沈殿が生じた場合には上澄にカルシウムイオンが含ま

れているものと判定した。

走査電子顕微鏡侶E乱。の測定

測定試料を炭素皮膜上に配置し、オスミウムにてコ

ーティング‘処理を行った後、走査電子顕微鏡侶-4∞0，

田TACHI杜皇制こセットし、 気密減圧後測定を開始し

た。次いで、モニターにて、対象試料の最適画像を低

倍率より移動検索し、画像を求めた。

結果と考察

未反応制ヰでは、低倍率の走査電子顕微鏡において、

図 2に示す画像が得られた。工業的に得られたハイドロ

キシアパタイトであるため、結晶の形状が異なる数種の

柄主を確認した。多くは、図 2に示したような平板状を

示していた。さらに、倍率を上昇させると、図 3に見ら

れるように、平板の上に小さな平板状のものが固着して

いた。これらはし、ずれも結晶生成過程での差異であり、

図2 工業的に得られたノ¥イドロキシアパタイト結品

ハイドロキシアパタイトの結晶と考えられる。また、エ

ナメノレ小柱とは、異なるが平板が、規則性をもち形成さ

れていることが分かる。

一方、フッ素塗布剤処理後の電子顕微鏡画像(図4)では、

平板状のハイドロキシアパタイ ト結晶に無数の頼粒が付

着していることが確認された。頼粒は、 0.2~0.4μm の

直径で、あった。

今回の操作と併せて検言村ると、新たに生成した頼粒

は、フッ素塗布剤処理により形成されたことは明らかで

あり、使用した溶媒系にカル、ンウムイオンが存在しない

ことから、リン酸緩衝溶液 (pH4.0) よる酸性条件下で

ハイドロキシアパタイトからカル、ンウムイオンが遊離し、

高濃度のフッ素イオンと不溶性のフッ化カル、ンウムを形

成し、ハイドロキシアパタイト表面に付着したものと推

定される。

従来より、ハイドロキシアパタイトの酸性協夜に対す

る耐性の向上は、次の2つの場合が考えられていた。

① フッ素がエナメル質のハイドロキシアパタイト

(Hydro可 apatite: CalO<PO，J6(OHh)の水酸基と置

き変わってフルオロアパタイト(Fluorapatite

CalOPOぬれを形成する反応が生じる場合である。

CalO<PO，J6(OH)2 + 2F-→ CalO<PO，JsP2 + 20R 

② フッ素とハイドロキシアパタイ トとの分解反応によ

りフッ化カルシウム(CalciumFluoride: CaF、dがハイ
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図3 工難句こ得られたハイドロキシアパタイト表面の走査電手顕微鏡画像

図4 フッ素塗布剤処理を行ったハイドロキ、ンアパタイト表面の電子顕微鏡画像

図5 リン勝差衝溜夜処理後のフッイヒカノレシウム頼粒が付着したハイドロキ、ンアパタイト表面の電子顕微鏡画像
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ドロキシアパタイト表面に形成される反応である。

CalO(PO~6(oH)2 + 20F-→lOCaF2 + 6P043-+ 20H" 

今回の研究において、②として示したフッ化カルシ

ウムの生成が、実際のハイドロキシアパタイト表面で起

こっていることが確認できた。ここで、生成するフッ化

カルシウムのカルシウムイオンは、ハイドロキシアパタ

イト表面に由来していることも明らかである。すなわち、

使用するリン酸緩衝糠液 (pH4.0)のハイドロキシアパ

タイトの臨界水素イオン濃度より高いため、溶出が生じ、

カルシウムイオン生成しており、加えた溶液中のカルシ

ウムイオンの存在に依存していないことは明らかである。

すなわち、ハイドロキシアパタイトからのカルシウムイ

オンの遊離は次の反応③によるものと思われる。

③ CalO(PO~6(O日2+8H+ー→6HP042・ + lOCa2++2H20 

次に、リン酸緩衝翻夜 (pH4.0)のみに前項のフッ化

カルシウム頼粒が付着したハイドロキシアパタイトを入

れ、 10分開放置し常法よって処理後、ハイドロキシアパ

タイト表面を観察した。その結果、図 5に示したように、

ノ、イドロキシアパタイト上のフッ化カルシウム頼粒が減

少していることを確認した。

すなわち、リン酸緩衝溶液 (pH4.0)による酸性条件

下でフッ化カルシウムが溶解していることを示している。

また、このことは、得られた上澄において、シュウ酸

アンモニウムを加えることによりシュウ酸カルシウムの

白濁を確認したことからも支持される。これらのことか

ら、塗布により生成したフッ化カルシウムが酸性の環境

により、徐々に溶解し翻夜中のフッ素イオン濃度の維持

に貢献していることが示唆された。

結論

ハイドロキシアパタイトへのフッ化ナトリウム塗布に

よりフッ素取り込み量が増加し、耐酸性が向上し、抵抗

性を獲得することは明らかであるが、その際、塗布され

たフッ素が、ハイドロキシアパタイトに作用しフルオロ

アパタイトとなることは確認できないものの、酸による

ノ、イドロキシアパタイトの分解反応により生じたカルシ

ウムイオンとフッ化カルシウム(CalciumFluoride)を生

成する。さらに、フッ化カルシウムは徐々に酸性条件下

で溶解し、低濃度のフッ素として作用し、フルオロアパタ

イトを形成反応が生じ、ハイドロキシアパタイト表面を

強化するものと推定される。

今後、生成したフッ化カルシウムの不着強度や、酸性

条件下における遊離条件の詳細な条件の検討を行う予定

である。
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日本産海藻の赤血球に対する溶血作用.1 
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Hemolytic activities of crude extracts from seaweeds， 10 brown algal species， against sheep 

red blood cells were evaluated by 1) the discerning test by the naked eyes and 2) 

spectrophotometric analysis. Three dictyotalean species， Dictyopteris paci1ica， Dictyopteris 

undulata and Dictyota coriacea， showed high activities in both methods. In the estimation of the 

hemolytic activities in the method 1) agreed with the value of the method 2)， that is， a simple 

method for estimating the hemolytic activity is established. 

Key words : seaweed; hemolytic activity， Brown algae， crude extract， spectrophotometric analysis 

固着性生物である海藻類は魚類や甲殻類、員類など

の捕食者による摂食の回避、あるいは自らの生育環境

を保全するため、捕食者や細菌類が忌避する化学物質

を体内に蓄えることや、他の生物の成育を阻害する物

質を放出することが知られている 1，2， 3， 4)。特に、藻

食生物が、何らかの作用を有する化学物質を含む海藻
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を摂取した場合、その生体細胞に何らかのダメージを

受けることが予想される。そして、藻食生物は藻体に

含まれる毒性を経験的あるいは遺伝的に習得すること

によって、結果的に忌避行動を導くことが考えられる。

これに加え、著者らは、脂溶性が高い物質ほど腸管よ

り吸収されやすく、また、海洋生物より見いだされた

殺細胞を示す成分の大部分が脂溶性物質であることよ

り、海藻が脂溶性の殺細胞作用物質を組織中に含むと

考え、海藻の有機溶媒抽出を行い、得られた粗抽出物

質を用いて海藻類のヒトの病変細胞に対する殺細胞効

果やヒツジ赤血球への溶血作用を評価した5，6)。

今回、実際の藻食生物の海藻捕食活動により近い状

態を想定し、海藻の藻体全ての部分を対象試料として、

赤血球に対する溶血活性を測定し、海藻群を評価した。

また、評価方法として、これまでに著者ら 6)が行って

いるマルチウェルプレートを用いた直接的な視認によ

る溶血活性判定を実施するとともに、吸光度測定によ

る測定法も確立し、海藻の溶血作用を数値的に比較し

て評価することができたので、ここに報告する。

材料と方法

試料の調製

1) 海藻の採取

本研究に用いた海藻類は、千葉県館山市坂田、

表1.試料海藻種とその採取地・採取日

No， 和名 学名

1 ヘラヤハズ Dictyopteris pro企岳ra

12 フクリンアミジ Dictyota okamurae 

15 ヒジキ Sargassum五日必lI7I1e

神奈川県横須賀市天神島、静岡県下田市白浜、田牛、

沖縄県西表島星立の各地より採取した(表 1)。全

ての海藻は、潮間帯で採取した後、すみやかに

-250Cで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、付着

物を除いた後、表面の水分を除き、葉片約 0，3gを

秤量した。次いで、秤量した葉片を油圧プレス

(500kg/cm2，全圧力 5t)にて粉砕した。さらに、

乳鉢に移した後、生理食塩水を 2ml加え、葉片の

形状が完全に無くなり海藻懸濁液となるまで粉砕

し、これに生理食塩水を 2，5mlを加え、最終濃度

を葉片 0，1gに対して生理食塩水 L5mlに調整し

た。得られた海藻懸濁液を撹枠後、綿栓浦過し、こ

れを評価試料(1;1、非希釈)とした。

溶血活性の測定

ヒツジ無菌脱繊維素全血 (SheepWhole Blood 

Defibrinated Sterile) 3mlに生理食塩水 3mlを加え

撹枠し、遠心分離 (3000rpm，3min)後、駒込ヒ。ペッ

トで上澄を除去した。この操作を 3回繰り返し、残漬

部分を赤血球母液とした。赤血球母液の血球数は、

514 X 104/μlであった。

1 )プレート上での目視による溶血活性の判定

採取地 採取日

千葉県館山市坂田 2002/5 

神奈川県横須賀市天神島 2003/12/16 

神奈川県横須賀市天神島 2003/12/16 

18 オオパモク Sargassum ringgoldianum 神奈川県横須賀市天神島 2003112/16 

25 アミジグサ Dictyota (，告とoJJotoma 静岡県下田市白浜 20041416 

26 コモングサ Dictyoptens pacifica 静岡県下回市白浜 20041416 

32 シワヤハズ Dictyopteri旨undulata 静岡県下田市白浜 20041416 

36 サナダグサ Dictyota conacea 静岡県下田市田牛 20041416 

43 ジガミグサ Stypopodium zonale 沖縄県西表島星立 200415/9 

60 ウミウチワ Pa必1aarborescens 静岡県下回市白浜 200416/18 

※表中の各海藻種に付した数字削0，)は、本学化学教室に保存中のサンプル整理番号に対応する。
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生理食塩水 (10白nl)に前述の赤血球母液 2ml

を取り、スターラーにて撹枠し均一な溶液を保持し

た。次いで、 V底 96ウェルプレートの各ウェル

に 180μl分注し、さらに、海藻より得られた評価

試料を 20μl加え全量を 200μlとした。

陽性の対照としては、蒸留水に血球母液を加えた

ものを、また、陰性の対照としては、評価試料の代

わりに生理食塩水を加えたものを用いた。

V底ウェルプレートを使用していることから、血

球はウェル内の底面中央部に沈殿し、赤血球の赤色

として確認できる。一方で、溶血反応が進行すると、

中央部の赤色は失われ、ウェルの溶液に着色がみら

れる Q このことから、溶血作用の判定は、次の基準

に従い検査試料添加 2時間経過後に行ったO 溶血

し赤色沈殿が確認されなかったものを(+++)、

ほぽ溶血しているが、若干赤色の残留が確認できた

ものを(++)、赤色が確認されるが、コントロー

ルと比較して溶血反応が進行し沈殿した血球量が

減少していたものを(+)とした。また、陰性の対

照と同様で、あったものを(一)とした。

2) 紫外線吸収スベクトルによる溶血活性の測定

一つの海藻種について、 4段階の濃度の評価試料

を調製するため、はじめに遠心管 3本にそれぞれ生

理食塩水 600μlを分注した後、第一遠心管に評価

試料(VU200μlを加え撹枠機で撹枠し、濃度が 114

となった溶液を得た。次に、 4倍希釈法により第二

の遠心管に第一遠心管の溶液 200μlを分収し加え、

捜持機で撹押した。これにより、濃度が 1116とな

った溶液を得た。次いで、同様に第二の遠心管溶液

を200μI分収し、第三の遠心管に加え撹持機で撹

枠し、濃度が 1164となった溶液を得た。以上によ

り、 111および 114、1116、1164の4種の濃度の評

価試料を調製した。次に、 1つの評価試料について、

遠心管 8本に生理食塩水 3786μlを分注し、それぞ

れにヒツジ無菌脱鰍佐素全血母液 16μlを加えた。

これに、 4種の濃度の評価試料(111、114、1116、1164)

を同一濃度2本として、それぞ、れ200μl分注した。

各溶液を捜持機にて撹枠後、 60分開放置した。次

いで、遠心分離 (300仕pm，30sec) した後、上澄

3mlを石英セルに移し、 M出leta17)の方法に準じ

541nmおよび 576nmにおける吸光度を測定した。

これとは別に、遠心管 4本に生理食塩水 3800μl

を取り、それぞれに 4種の濃度の評価試料を 200

μlずつ加え、各評価試料の吸光度測定の対照とし、

評価試料中の着色物質による影響を排除した。一方、

生理食塩水中での自然溶血による吸光度の増加を

補正するため、遠心管 2本に生理食塩水 3984μl

を取り、それぞれにヒツジ無菌脱繊維素全血母液

16μlを分注した。撹持後 60分間放置し、遠心分

離 (3000rpm，30sec) した後、生理食塩水を対照

として上澄の吸光度を測定した。この測定値を生理

食塩水による自然溶血量として、各試料の測定値よ

り差し引き、各試料の溶血作用による値とした。

次に、各測定値の評価のため、遠心管 2本に蒸留

水 3984μlを取り、それぞれにヒツジ無菌脱繊維素

全血母液 16μlを分注した。先と同様に処理して吸

光度を測定し、この測定値を 60分における溶血率

100%として、各試料の測定値の溶血率への換算に

用いたD

使用機器:分光光度計U-281O 日立製作所製

結果と考察

1)目視による溶血活性判定

本実験には、褐藻類のアミジグサ目 4属8種および

ヒパマタ目ホンダワラ属 2種を試料に用い、全種の抽

出液で溶血活性が観察された(表2)。最も高い溶血活

性(+++)は、シワヤハズとサナダグサに見られ、

陽性の対照(血球+蒸留水)と同等で、あった。コモン

グサは、それに次ぐ程度(++)であり、その他の 7

種は比較的弱し、溶血活性(+)を示した。

表2. 目視による溶血活性判定の結果

溶血活性 該当種

+++ 
++ 

+ 

シワヤハズ、サナダグサ

コモングサ

ヘラヤハズ、フクリンアミジ

ヒジキ、オオパモク、アミジ

グサ

ジガミグサ、ウミウチワ



54 日本歯科大学紀要第 38巻

541 nm 576nm 
120% 120% 
100% 100% 

コモングサ 80% 80% 
60% 60% 
40% 40% 
20% 20% 
0% 0% 

-20% -20% 

111 114 1116 1164 111 114 1116 1164 

120% 120% 
100% 100% 

シワヤハズ 80% 80% 
60% 60% 
40% 40% 
20% 20% 
0% 0% 

-20% 
-20% 

111 114 1116 1164 
111 114 1116 1164 

1¥ 
120% 

サナダグサ
70% 70% 

¥k  -A一一-
20% 

-30% -30% 

111 114 1116 1164 111 114 1/16 1164 

100% 100% 

アミジグサ 80% 80% 

60% 60% 

40% 40% 

20% 20% 

0% 0% 

-20% -20% 

1/1 114 1116 1164 111 114 1116 1164 

100% 100% 
80% 80% 

ワミウチワ 60% 60% 

40% 40% 

20% 20% 
0% 0% 

-20% -20% 

111 114 1116 1164 111 114 1116 1164 

図1.褐藻アミジグサ類5種からの抽出試料による溶血率

縦軸:溶血率(蒸留水による溶血率を 100%とする)、横軸:試料の濃度比

グラフ左列:吸光度測定波長 541nm、右列:同 576nm
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本実験ではアミジグサ目の海藻種として、アミジグ

サ属 Dictyotaの3種、ヤハズグサ属 Dictyopterisの3

種、ジガミグサ属 Stypopodiumおよびウミウチワ属

Pa必M のそれぞれ 1種ずつを試料とした。このうち、

アミジグサ属とヤハズグ、サ属では、同じ属に分類され

る種の間で、溶血活性に大きな差が見られた。アミジ

グサ属では、サナダグサが高い溶血活性を示したが、

フクリンアミジとアミジグサは比較的低い活性を示し

た。ヤハズグ、サ属では、前述のとおりシワヤハズ、コ

モングサの順に高い溶血活性を示したが、ヘラヤハス、

はそれらに比べて低く、同属の 3種の間で溶血活性が

異なった。同一の属に分類されるような近縁関係にあ

る生物同士には、同種あるいは類似の化学物質が含ま

れると推測される。本研究においては、アミジグサ目

の複数の属で、溶血活性が種により大きく異なってい

た。このことから、それらの種が共有する化学物質の

溶血活性は低く、海藻種ごとに特有の化学物質に高い

溶血活性のあることが考えられる。

一方で、、ヒパマタ目ホンダワラ属 Sargassumの2

種では、溶血、活性に差はなかった。この性質が同属の

種に共通するものかは、同属の他種の結果をもって判

定が可能になるものと思われる。

2)吸光度測定による溶血活性判定

本実験には、目視判定において高い溶血活性を示し

た3種(コモングサ、シワヤハズ、サナダグサ)とア

ミジグサ、ウミウチワの 5種(全てアミジグサ目の海

藻種)を選び、材料とした。各評価試料の吸光度測定

値は、 2つの測定波長 (541nmと576nm)間で、ほと

んど差がなかった(図1)。測定波長 541nmの吸光度

に基づく評価試料 111の溶血率 (2試料平均値)は、

コモングサ 112%、シワヤハズ103%、サナダグサ 113%

であり、いずれも 100%以上の溶血率を示した。一方、

アミジグサとウミウチワはそれぞれ-6%、1%であり、

溶血活性は低い値を示した。評価試料 114では、溶血

率はコモングサ-2%、シワヤハズ6%、サナダグサ 20%

となり、それぞれ大きく低下した。アミジグサは-4%、

ウミウチワは 1%で、 111とほぼ同様の値であった。評

価試料 1116では、コモングサ・1%、シワヤハズー2%、

サナダグサ-2%、アミジグサ-3%、ウミウチワ 0%、同

様に評価試料 1164では、 0%、ー2%、-1%、-2%、1%で

あった。評価試料 111における溶血率と、目視判定に

よる活性評価の結果は、おおむね一致した。コモング

サの溶血活性は、目視判定ではシワヤハズとサナダグ

サに比べ劣っていたが、評価試料 111による溶血活性

は、それら 2種と同等となった。

溶血率の試料濃度による変化について海藻種ごとに

見ると、コモングサとシワヤハズでは、試料 111では

陽性の対照(血球+蒸留水)を上回る溶血率を示した

が、 114以下の低濃度の試料では溶血率は 0%前後の値

で横ばいとなり、溶血活性のないことが示された。サ

ナダグサは、試料 111では前述の 2種同様に 100%を

超える溶血率を示し、試料 114でも溶血率は 20%まで

の低下に留まり、溶血活性を示した。試料 1116および

1164で、は溶血活性はなかった。アミジグサとウミウチ

ワは、前述の 3種とは異なり 4種類の試料すべてで溶

血活性をほぼ示さず、いくらかの溶血活性を示した目

視判定の結果に反した。アミジグサについては、溶血

率が試料濃度の低下に伴し、増加傾向を示しており、海

藻抽出成分による血球保護作用の存在がうかがわれる

が、溶血率変化の絶対値が小さく、目視判定試験結果

にも相反するため、追試験による検討が必要であるも

のと思われる。ウミウチワは、吸光度測定試験におい

て設定したすべての試料濃度において、溶血率は 0----

1%で安定し、溶血活性はほぼ見られなかった。これは、

海藻抽出試料の添加濃度が低かった(目視判定試験の

112)ためであると考えられ、試料濃度がより高ければ

溶血活性が現れた可能性がある。

本報の一連の実験においては、目視により高い溶血

活性を持っと判定された海藻種では、吸光度測定値に

基づく溶血率も高い値を示し、 2つの方法で、ほぽ一致

する結果を得られた。

以上のことより、これまで、の有機溶媒による抽出な

ど複雑な実験操作を経ずに、採取試料を直接に使用す

る手法を用いて、海藻の含有成分の溶血活性について

効率的にスクリーニングを行うことができた。目視に

よる溶血活性判定法は、海藻抽出成分以外にも様々な

物質の溶血活性を知る簡便な方法として、広く応用が

可能であると思われる。今回は抗菌活性などを示す多

様な化学成分を含む海藻類として褐藻アミジグサ類4)

の8種を用いたが、その半数以上が溶血活性をほとん

ど示さなかった。しかし、自然界に生育する海藻類の

含有成分は、年齢や季節的・地理的条件などの生育環
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境に伴い変化することが考えられ、溶血活性もまた変

化することが予想される。したがって、本研究におい

て溶血活性が示されなかった海藻種については、今後

これらのことを考慮し検討を加える余地があるもの思

われる。また、さらに他の海藻種についても幅広く同

様の判定を行うことにより、溶血活性成分を有する海

藻類のグ、ループや海藻の生育条件の違いによる変化な

どが明らかになるとともに、溶血の原因となる海藻含

有物質の特定や、その物質の効率的収集のための種選

定などが可能になると考えられる。
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東京海洋大学海洋科学部海洋環境学科藻類学研究室の

田中次郎教授に御礼申し上げます。また、本研究を行

うにあたり、傘孝之教授ならびに南雲保教授には、多

大なるご配慮を賜りましたことを御礼申し上げます。

引用文献

1 )谷口和也・白石一成・蔵多一哉・鈴木稔.褐藻フ

クリンアミジのメタノール抽出物に含まれるエゾ

アワビ被面子幼生の着底、変態阻害物質とその作

用. 日本水産学会誌 55・1133珊 1137.1989. 

2) Paul， V J. and Puglisi， M. P. Chemical mediation 

of interactions among marine organisms. Nat. 

Prod. Rep. 21: 189・209.2004.

3)柴田潔・薩摩林貞美・田中次郎.海藻由来の生理

活性物質の探索1.分離精製方法および抗菌活性.

日本歯科大学紀要，一般教育系， 29: 117・124.

2000. 

4)越智雅光.抗菌性成分.水産学シリーズ45，海藻

の生化学と利用.日本水産学会編.恒星キ封享生閣，

東京.pp.101・119.

5)田嶋祥乃介・長谷川和清・田中次郎・小宮山寛機・

林正彦・平久治・柴田潔.日本産海藻の生物活性;

Jurkat細胞に対する殺細胞作用.日本歯科大学紀

要一般教育系， 35: 41-49. 2006. 

6)柴田潔・小宮山寛機・林正彦・平久治・長谷川和

j青・田中次郎. 日本産海藻の生物活性;ヒツジ赤

血球に対する溶血作用. 日本歯科大学紀要，一般

教育系， 36:39・42.2007.

7)M也i，M叶 Tamai，H.， Mino， M.， Yamamoto， Y， 

and Niki， E. Free-Radical Chain Oxidation of 

Rat Red Bl∞d Cells by Molecular Oxygen and 

Its Inhibition byα-Tocopherol， Arch.Biochem. 

Biophys. 258: 373・380.1987. 



海産底生珪藻 Caloneislinearis (Grunow) Boyerの形態

Morphology ofmarine benthic diatom Caloneis linearis (Grunow) Boyer 
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Fine structure of a frustule in marine benthic diatom Caloneis linearis (Grunow) Boyer was investigated. Valves are Iinear with 

broadly rounded poles. Two plate-like plastids are appressed to the girdle. Valve face is f1at or smoothly curving into shaIlow 

mantle. Raphe fissure is straight in both of extemal and interηal valve views. In extemal valve view， central area is rounded or 

oval， and hoIlow at both sides of a central nodule. Each stria is muItiseriate alveolus， and has as its outer waII 4-5 rows of areolae 

occIuded by hymenes. The inner waII is perforated by one smaII rounded intemal apertures ofthe alveolus. Girdle consists of 

an open valvocopula only， which bears one row of elongated poroids. 

Key index words: Caloneis Iinearis，ρne structure， marine diatom. morpholo幻Y

(2008年 12月25日受理)

羽状双縦溝珪藻類Pinnularia科に属する Caloneis属

は，Navicula属の subgroupとして記載され (Cleve

and Grove 1891)，後に属の階級へ格上げされたもの

である (Cleve1894)。しかし本属は，その新設当初か

ら同科のPinnularia属と形態が類似することを指摘さ

れており，両者の分類学上の関係を知るために，これ

まで数多くの形態観察と比較検討が行われている(e.g.

Krammer 2000， Mann 2001)。しかし，Caloneis属

において殻微細構造の観察が行われているのは淡水産

種がほとんどで，海産種についての記載は少ない。淡

水域から海水域まで幅広い環境に生育する両属全体を

理解する上で，海産種の形態観察は極めて重要である

と考える。今回，館山湾で採集した海藻付着珪藻試料

より海産種 Caloneislin伺 ris(Grunow) Boyerを得、

その詳細な形態を観察したので報告する。

材料と方法

観察に用いた試料は次の標本から得た。標本番号:

MTUF-AL-OI-083o 着生基質はアサミドリシオグサ

Cladophora sakaii Abbott (緑藻)，千葉県館山市坂

田地先の岩礁域潮間帯で2007年6月16日に採集した。

採集試料から得た本種の生細胞を，光学顕微鏡

(OPTIPHOT-2， Nikon)で観察した。また，試料を定

法(長田・南雲 2001)に従って洗浄処理した後，光学

顕微鏡および走査電子顕微鏡 (S-4000，目立)で被殻

形態を観察した。なお，本研究で用いた術語はすべて

小林ら (2006)に準拠した。
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Figs 1-6. Caloneis linearis with LM. 1-4. Valve views of whole valves. 5. Girdle view of a cleaned frustule. 6. Valve view of a living cell with plastids 

Figs 7， 8. Caloneis linearis with SEM. 7. External view of a whole valve. 8. Internal view of a whole valve. Scale bar = 10μm 

結果と考察

Caloneis linearis (Grunow) Boy巴r，1927， Proc. Acad. Nat. 

Sci. Philadelphia 78， suppl. 2: 311; Hendey， 1964， 

Bacillariophyceae (Diatoms). 230， pl. 29，jig. 3. 

Basionym: N，αvicula linearis Grunow， 1860， Verh. K. K. 

Zool.-Bot. Ges. Wien 10: 546， pl. 3，戸g.2. 

Synonym: Caloneis liber (Wm. Smith) Cleve var. linearis 

(Grunow) Cleve， 1894， Kongl. Svenska. Vetensk.-Akad. 

Handl. 26・54.

本種は縦溝から分泌する粘液により，藻体へ単体で

付着する。殻面は線形，殻長の大きいものでは中心部

がやや膨らみ，殻端は広円である (Figs1-4)。帯面は

長方形 (Fig.5)。条線は平行に配置し，殻端部ではわ

ずかに放射する。10μmあたり 25-31本で，殻長の大

きなものほど条線密度が粗い。葉緑体は板状で，帯面

に沿って2枚配置する (Fig.6)。殻長35-70μm，殻幅

5.5-8.0μm。殻面は平らまたはわずかにカーブし，浅

い殻套へ緩やかに移行する (Figs10， 14)。外裂溝は直

線状 (Fig.7)。極末端の極裂は， 二次肋側へ傾く (Fig.

9)。中心側末端は一次肋側へわず、かに傾き，涙型の中

心裂孔で終わる (Fig.10)。内裂溝も直線状 (Fig.8)。

極末端は蛸牛舌で終わり (Fig.11矢頭)，その横に極

節が隆起する (Fig.11二重矢頭)。中心側末端は，肥

厚した中心節上で細く浅く終わる (Fig.12)。中心域は

円形から楕円形で，殻外面において中心節の両側が陥

入し，肥厚した中心節を形成する (Fig.10)。各条線は

長胞からなり，殻外面に，飾皮で閉塞された 4-5列の
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Figs 9-16. Ca/oneis linearis with SEM. 9. External polar view of raphe fissure. 10. External central view of raphe branches. The both sides of central 

nodule are invaginated. 11. Internal polar view， showing helictoglossa (arrowhead)， terminal nodule (double arrowheads) and internal aperture of 

alv巴olus(triple arrowheads). 12. Internal view of central raphe branches. 13. Striae， which consisted of 4-5 rows ofareola. 14. External view of a theca. 

Valvocopula (VC) bears one row of elongated poroids (arrowhead) on pars exterior. 15. A whole valvocopula. 16. Enlargiment of poroids on 

valvocopula at pars exterior. Scale bars = 2μm (Figs 9ー14)，5μm(Fig. 15) and 1μm(Fig. 16) 

59 
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胞紋層をもっ (Fig.13)。殻内面において，長胞は珪酸

質層で閉塞されるが，中央付近に円形の小さな内部開

口を 1つもつ (Figs11三重矢頭， 12)。内部開口の並

びは， LMで条線上を軸域と平行に走る細い線として観

察される。半殻帯は接殻帯片 1枚からなり，片端開放

型 (Figs14， 15)，帯片表出部に珪酸質膜で閉塞された

細長い小孔が 1列並ぶ (Figs14矢頭， 15， 16)。

本種はC.liber (Wm. Smith) Cleveと殻外形がよく

似ており， SEMにおいても微細構造上の違いは見られ

ないために混同されやすい。しかし筆者らのこれまで

の観察によれば， C. 1iberは殻長45-99μm，殻幅 7.5

11.0μm，条線は 10μmあたり 16-20本であり，本種よ

り大型で条線密度も組いという点で区別できる。この

ことから，本邦におけるこれまでの本種の報告のうち，

長谷川・濁川 (1993，Figs 89， 90.)， 鈴木ら (2007，

Figs 13， 14) がC.linearisとして記載した分類群は，

C. liberと考えるのが妥当である。

殻外面において中心節両側が陥入し，長胞の内部開

口が小さく円形であるという本種の形態は，他の海産

Caloneis種(e.g.c. 1iber， C. egena (Schmidt) Cleve) 

においても共通して見られる。一方，代表的な淡水産

Caloneis種においても本種と同様の形態を有するもの

カfあるカ'¥(e.g. c. silicula (Ehrenberg) Cleve)，内音E
開口に隣接した間条線部分が隆起する点で大きく異な

る。また筆者らのこれまでの観察において，Pinn ularia 

種からこの形態は見出されていない。以上より，上記

の特徴的な形態はPinnularia，Caloneis複合群の分類

における，新たな有用な識別形質となり得ることが示

唆される。
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Nomenclatural problem on Conferva armillaris Muller (BACILLARIOPHYTA) 
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Achnanthes longipes had had at least three earlier names， Con(ervαarmillaris， C. st伊itataand Diatoma vexillum， 

and the ear1iest validly published specific epithet that applies to the taxon in question is‘armillaris¥But the name 

‘longipes' has been in use for wel1 over 150 years. As for the nomencJatural problem， we must be settled careful1y. 

Here， we show that types of Conferva armillaris Mul1er (1783)， Conferva stipitata J.E.Smith (1808)， Diatoma 

vexil/um Jurgens (1818) and Achnαnthes longipes C.Agardh for find a solution of the nomencJatural problem. As 

for many early diatom species names， type specimens represented either on slides or as figures were often not 

designated in the protologues， hence many have been identified and described differently by subsequent authors. 

The type figure or specimen， as wel1 as the original description， are one of the most effective factors in taxonomic 

and other studies for the identification of diatom species. ln this paper we present some typification made a search 

for the original material around Conf'erva armillaris Muller. 

Key index 砂ords:Conferva armil1aris ，Achnanthes longipes， Diatoma vexillum， Conferva stipitata， morphology， 

typification. 

Nomenclatural problems 

Achnanthes longipes is one ofthe earliest described 

species in the genus Achnanthes， appearing as it does 

in the same publication as the generitype， A. brevipes 

C.Agardh (Agardh 1824， Toyoda et al. 2005a， Toyoda 

et al. 2006). However， C.Agardh (1824) published 

the name A. longipes as a substitute for Conferva 

armillaris Muller (1783)， C. stipitata Sm. (1808) and 

Diatoma vexillum (1818) (Muller， 1783; Smith， 1808; 

Jurgens， 1818; Agardh， 1824; see Figs 1・4in this 

paper). Conferva armillaris is the oldest described 

species epithet that can be positively identified as a 

species of Achnanthes. Although Lyngbye (1819) 

proposed C.αrmillaris as a synonym of Echinella 

stipitata Lyngbye， which he thought was Achnanthes 

brevipes， comparison of the respective illustrations 

indicates that Muller was most probably observing 

specimens of A. long伊es，with its many chloroplasts 

when he used the name Conferva armillaris (Muller 

1783， Lyngbye 1819， Toyoda et al. 2005a). In 

addition， Conferva stipitata， a taxon also identified 

as A. longipes as it has a long mucilage stalk， was re・
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Figs 1-4. Original discriptions. Fig. 1. Muller， 1783， figs 6-7. Fig. 2. Smith， 1813， English Bot. 2nd ed.， taf. 2488. 

Fig. 3. Jurgens 1818，Alg.バquat.Fig. 4. Agardh 1824， Syst. Alg 

named Diatoma vexi/lum by Jurgens (Smith 1808， COf!たrvααrmillarisand C. stipitata by the illustrations 

Jurgens 1818， also see Figs 1， 2 of this paper). In in Muller's and Smith's plate. as for Diatomαvexillum 

summary， the nomenc1atural history implies that there by the original materials which was corrected by Jurgens 

are four specific epithets for the same taxon， and the himself and the interpretation of that type determined 

ear1iest validly published name is Conferva armillaris. by designating Jurgens's specimens as Achnanthes 

Another problem is the lack of extant material for longipes type. 

species， C. armillaris and Achnanthes longipes; only 

Jurgens's material of Diatoma vexillum has been found 

in the Natural History Museum， London (Fig. 3). As 

mentioned above， the between these four species are 

confirmed here by the typification of each taxa， as for 

Diagnosis 

Conferva armillαris O.F.Muller. Kungl. Svenska 

VetensAkad. Nya Handl. 4: 84. pl. 3，f 6. 7. 1783. 

Holotype: [icon in] O.F.Muller. Kungl. Svenska 
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Figs 5-10. LMs of cleaned material from Jurgens. Scale bar represents 10μm. Fig. 5. RV face. Figs 6， 9， 10. ARVs 

with no terminal orbiculus. Figs 7， 8. Girdle view with RV (白g.7)， and withARV (fig. 8)， showing the convexARV 

side and concave RV side. 

VetensAkad. Nya Handl. 4: 84.王6.1783. 

=Con戸rvastipitata Sm. in Sowerby， Engl. Bot 

23: 35. pl. 2488. 1813. 

Holotype: [icon in] Sm. in Sowerby， Engl. Bot. 23・

35.pl. 2488.1813. 

= Diatoma vexillum Jurg. Alg. aquat. Nr. VI: 6. 1818. 

Holotype: no. B民1l01176inBM

= Achnanthes longipes C.Agardh， Syst. Alg.: 1 

1824. 

Synonym: Achnanthes vexillum (Jurg.) Bory. Exped. 

Mor白 3(2):336. 1832. 

Lectotype: [icon in] O.F.Muller， Kungl. Svenska 

Vetens.-Akad. Nya. Handl. 4: p. 84，pl. 3，/ 6， 1783. 

Epitype: Slides of Diαtoma vexillum Jurg. (no. 
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Figs 11-18. SEMs from Jurgens material. Almost all individuals were broken. Fig. 11. External view ofwhole frustule 

with RV uppermost. Fig. 12. External view at tenninal ofthe ARV; no terminal orbiculi. Fig. 13. Valve centre showing 

slightly expanded raphe fissures， part of the stauros. Fig. 14. Valve end with terminal fissure， curved at one side. Fig. 

15. Internal view of the ARV， with sunken areolae slightly. Fig. 16. lnternal view of the ARV showing costae well 

dev巴lopingin the internal part of the ARY. Fig. 17. Girdle view， a frustule consists of valves with usually more than 

three copulae. Fig. 18. Expansion ofview ofcopulae， which are occluded cribrated areolae with volae. 
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BMI01176 & BMI01177 in BM) 

(lectotype and epitypes are designated here). 

(~Echinella st伊itataLyngb. 1819 = Achnanthes 

brev伊esC.Agardh 1824: see Toyoda et al. 2006) 

Morphology based on Jurgens material 

The specimens in Jurgens's (181・8)material were 

examined using scanning electron microscopy (SEM)， 

although unfortunately， almost all the individuals were 

broken. However， a description was possible. 

Cells panduriform to linear-lanceolate (Figs 5， 6)， 77 

-88f.lm long and 20 -40f.lm wide， with 6.5 costae in 

10f.lm on raphid valve， 5 -6 on araphid valve. Frustule 

has valves often with three or more copulae (Figs 7，8， 

17，18). Valves with bi-or triseriate striae， between 

costae on the both valves (Figs 11， 12); conspicuous 

cribrate areolae with volae present on both valves and 

copulae (Figs 13， 15， 18). Raphid valve concave， with 

stauros reaching valve margin (Figs 8， 13). Raphe fis-

sures， filiform， formed at longitudinal centre of valve 

(Fig. 13); terminal fissure deflected to opposite side over 

valve apices (Fig. 14); direction differs in internal view. 

Araphid valve convex， with rapheless stemum near 

valve centre (Figs 6， 9， 10); no terminal orbiculous at 

valve ends (Figs 6， 10， 12， 16). All copulae are open 

ended at one pole. 

A summary to solve the nomenc1atuI叫 problems

We found type specimens from Jurgens material， 

which is suitable for the selection of epitypes， the ear1iest 

collection of Achnanthes longipes in existence. It is 

possible that this material should be referred to as a 

neotype， but as Conferva armillaris， C. st伊itata，

Diatoma vexil/um and A. long伊eswere all referred to 

the same species by Agar世1himself (see Fig. 4)， 

lectotype designation seems more appropriate. Reinbold 

(1893) designated D. vexil/um as A. brevipes， but his 

c1assification is rejected as there are biseriate striae on 

the valves of D. vexillum. A. brevipes has uniseriate 

striae on its valve， thus， these two species are not the 

same taxon (c王Toyodaet al. 2005a). 

Achnanthes longipes have had at least three ear1ier 

names， and the ear1iest validly published specific epithet 

that applies to the taxon in question is 'armil/aris¥If 

one was to strictly follow the rule of priority by the 

International code of botanical nomenc1ature (lCBN; 

Greuter et al. 2000)， changing the name ofthis diatom 

合omA.long伊esC.Agardh to A. armil/aris (MullふThis

nomenc1atural change indicate that C. stipitat，αandD. 

vexil/um would be synonyms of A. armil/aris (c. 

armil/aris)， and Agardh's description of A. longipes 

would be invalid. On the other hand， A. longipes 

represents established practice; the name has been in 

use for well over 150 years. Introducing confusion is 

contrary to the intention 0ぱft由heICBN; Artic1e 14.2 s坑ta刻te白s 

t出ha剖t

which best serve sはta油bi出lit旬yoぱfnomenω叫c1at旬ur閃e".Since the 

ICBN now allows the conservation of specific epithets 

(Art. 14.1)， we can do that the name A. longipes be 

conserved against Co，?舟rvaarmil/aris， C. st伊itataand 

Diatoma vexil/um as Agardh's name ‘long伊es'hasbeen 

used and accepted by all subsequent authors and has 

always been the preferred name;‘armil/aris' ，‘stipitata' 

and ‘vexillum' has rarely， if ever， been used subsequent1y. 

In this case， we just submitted the nomenc1atural 

problem， and we sti11 find a solution ofthis. This must 

be se凶edcarefully. But， now， in order to fix the identity 

of these species epithet， our preliminary arrangement 

for considering the species epithet was set. We hope 

that our steadfast arrangement of this nomenc1atural 

problem wi11 be submitted as another paper near future. 

Such nomenc1atural problems occur in many species. 

Therefore， the investigation of old material， extant in 

herbarium throughout the wor1d， is one of the most 

important activities in the study of species names and 

morphology. 
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異なる環境下に生育する紅藻ピリヒパの光合成一光特性

Photosynthetic responses to the light on Corallina pilulifera (Rhodophyta) 

growing in different environments. 
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Ryo TAKAHARA 1， Jiro TANAKA 1 and Tamotsu NAGUM02 
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Seasonal change in the photosynthesis-light relationship at 20"C and chlorophyll αcontent was investigated in Corallina pilulifera 

(Rhodophyta) collected from tidepool， intertidal and subtidal zones. The water tempera同reand amount ofrainfall were described 

as physical environmental factors. Photosynthesis and respiration were measured with a differential gas-volumeter (Productmeter). 

The chlorophyll a contents of Corallina pilulifera have decreased from spring to summer in all environments. The maximum 

net photosynthetic rates (Pmax) and initial slopes (α) showed the similar seasonal variations when they were based on dry 

weight. However， there were no significant relationship between them when they were based on chlorophyll a contents. This 

result suggests that a decrease of chlorophyll a contents is greatly related to the decrease of photosynthetic activity based on the 

dry weight， and it is thought that the decrease of chlorophyll a contents is due to avoid photodamage and photoinhibition during 

spring and summer. 

Key index Words: Corallina pilulifera， photosynthesis， chlorophyll a content， photoinhibition， seasonal change. 

(2009年 1月 13日受理)

生育地域や水深，季節などの異なる環境下に生育する

海藻では，同種個体問でも光合成特性は異なることが報

告されている(横漬 1973，Serisawa et a1. 2001， Kim 

et a1. 2004)。しかし，同地域で環境が大きく異なる漸

深帯，潮間帯，タイドフールで生育する同種個体問の光

合成特性を比較した研究 (Mizusawa1978， Ganzon-

Fortes 1999)は少なく，それを月毎で比較した詳細な

研究はない。しかし，同種個体間での周年比較により，

各生育環境が海藻の光合成に与える影響はより明確に

なると考えられる。

紅藻ピリヒパ Coral1inapilulifera Postels and 

Ruprecht (Fig. 1)は，北半球の温帯から寒帯に分布し，

日本では南西諸島の一部を除く各地に生育している

(Masaki et a1. 1982)。また，垂直分布は広範囲で，タ

イドプールから漸深帯上部の岩上に大きな群落を形成

し，優占種となることが多い種である (Fig.2)。

本研究では，ピリヒパから得た光合成光曲線の季節

変化を生育環境別に比較し，各環境が海藻に及ぼす光

合成光特性の変化を明らかにした。
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Fig. 1. Pholograph of Corallina pillll仲間

材料と方法

2007年 11月から 2008年 11月にかけて，千葉県館

山市坂田地先岩礁域の漸深帯，潮間帯，タイ ドプールの

各環境下に生育しているピリ ヒパを採集した。本研究の

採集地点は， 漸深帯で低潮線から約 100cm，潮間帯で

約40cm，タイ ドプールで90cmであった。藻体は， 付

着物を除去したあと一晩流海水中に維持してから光合成

実験に用いた。光合成および呼吸速度は，差働式検容計

プロダク トメーター(横演ら 1986)を用いて， 3分毎

30分間の酸素発生量(吸収量)を測定することで求め

た。光合成一光曲線を得るために， 200Cの温度条件で光

強度を 0，12.5， 25， 50， 100， 200， 400， 600， 800 

μmol m-2 clの順に変化させ，各光条件下での光合成

速度を測定した。得られた光合成および呼吸速度を

Eilers and Peeters (988)の式を用いて曲線近似し，

光合成パラメーターを求めた。

光合成測定の終了後，実験で用いた藻体をシリカゲル

と共に密封した容器に入れ， -20oCの暗所で 24時間乾

燥させたものを乾燥重量として測定した。乾燥重量測

定後，藻体を破砕して 10mLのN，Nジメチルホルムア

ミド (DMF)に浸し， -20oCの暗所で24時間静置して

クロロフィルを抽出した後，分光光度計 (HITACI-II

U-1100)を用いて750.0，663.8， 646.8nmでの吸光度

を測定し， Porra et al. (989)に従ってクロロフィルz

(chl. a) 量を算出した。

Fig.2. Photograph ofthe 10wer intertida1 zone covered with Corallina 

pillll拘'a

生育場所の温度環境と降水量の季節変動を Fig.3に

示す。月平均気温と積算降水量は，館山地方気象台で観

測されたデータから得た。月平均水温は， 東京海洋大学

水圏科学フィールド坂田実験所で観測された水温デ、ー

タから求めた。タイドフールの水温は，各月の無作為に

選んだ大潮 3日間における最干潮時付近で測定した。

結果

坂田地先沿岸の月平均水温は， 8月に最高の 25.90C，

2月に最低の14.30Cであった。タイ ドプールの水温は，

7月に最高の34.5"Cに達し ，2月に最低の7.8"Cを示し

た。積算降水量は， 6月に最高の398mm，7月に最低の

40 
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境毎の明瞭な相違がみられた。乾燥重量当たりの最大

光合成速度の低下は，漸深帯では3月から徐々に，潮間

帯とタイドプールではそれぞれ6月と 5月から急激に

みられた。一方，クロロフィルa量当たりの最大光合成

速度の季節変動はより小さかった。乾燥重量当たりの

初期勾配 (αw)は，すべての環境下において春季から

夏季にかけて低くなる傾向がみられた。一方，クロロ

フィルa量当たりの初期勾配 (αc)では，明確な季節

変動は確認されなかった。光補償点(Ic)は，潮間帯と

タイドプールでは夏季に高い傾向がみられたが，冬季で

はすべての環境下で低い値を示した。

乾燥重量当たりのクロロフィル a量の季節変動を

Fig.7に示す。クロロフィルa含量は，すべての環境下

で春季から夏季にかけて減少した。

Fig. 5. Seasonal changes in the dark respiration rates of Corallina 

piluliJ台racol1ectcd from subtidal (・)， intertidal (・)and tidepool (企)

Vertical bars denotc SD of means (n二 4-6)
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ピリヒパは，秋季から冬季にかけてよく成長・成熟す

る(千原 1973，堀 1993)。また，ある種の海藻におい

ては暗呼吸速度と生長速度は直線的に正の相関を示す

ことが報告されている (Sand-Jensen1988)。本研究

考

14mmとなった。

200C条件でのピリヒパの光合成一光曲線と呼吸速度の

季節変動をそれぞれFig.4とFig.5に示す。すべての

環境下において光合成速度は400-800f!mol m-2 S-lの

光強度で光飽和に達した。呼吸速度は，すべての環境

下で冬季に高い傾向がみられた。また，漸深帯のピリヒ

パでは冬季を除いて比較的低い呼吸速度であった。

曲線近似から得られた光合成一光曲線の飽和光下の

最大光合成速度 (Pmax)，初期勾配 (α)，光補償点

(Ic)の季節変動を Fig.6に示す。最大光合成速度

(Pmax)は，すべての環境下で冬季に極大値を示し， 7

月に極小値を示した。しかし，その増減の時期は生育環



で得られた冬季の高い呼吸速度は，成熟や伸長により代

謝が高まり，酸素消費量が増加したことによるものと考

えられる。また，諜類は弱光下での生育により呼吸速度

が低下することが知られている (Luning1990)。漸深帯

のピリヒパは，他の環境下の藻体と比較して呼吸速度が

低く，深所の弱光への馴化が認められた。

乾燥重量当たりのクロロフィルa量は，すべての環

境下で春季から夏季にかけて減少した。それに伴い，

乾燥重量当たりの最大光合成速度 (Pmax)と初期勾配

(αw) にも類似した季節変動がみられた。しかし，ク

ロロフィルa量当たりのPmaxと初期勾配 (αc)では，

Pmaxは初夏でのみ僅かな低下がみられたが， αCでは

明確な季節変動は確認されなかった。つまり，少なくと

も春季における光合成活性の低下は，光合成の暗反応系

の障害によるものではなく，明反応系に関わる光合成色

素量の減少がより大きく関与していると考えられる。

しかし，漸深帯のピリヒパでは，春季から初夏にかけて

のPmaxの緩やかな低下が，クロロフィルa量あたり

のグラフでも確認された。このことは，春季から初夏に

かけての降水量の増加が関係していると考えられる。

つまり，降雨で水域の懸濁物質が増加することにより，

漸深帯のピリヒパ群落直上の放射照度が減少し，光合成

能力を維持するための十分な光量が得られなかった可

能性が考えられる。したがって，本研究の対象沿岸海域

において，水質汚濁や環境変化などの影響により光条件

が悪化すれば，漸深帯に繁茂するピリヒパ群落が衰退す

ることも考えられる。

強光下で生育する植物は，タンパク質合成においては

光化学系ではなくカルビンサイクル酵素などを増やして

光合成速度を高くするのが有利であり(寺島 2001)，強

光阻害を避けるために色素含量が低いことが知られて

いる (Luning1990)。したがって，本研究で得られたク

ロロフィルa含量の季節変化は，春季から夏季にかけ

ての強光環境への馴応であると考えられる。また，高温

や乾燥などの環境ストレスが強光阻害を助長させるこ

とが知られており(日本光合成研究会編 2003)，地球

温暖化が生育環境の温度を上昇させ，強光阻害や強光適

応による光合成(炭素固定)能力の低下が助長される

とすれば，藻類の生産力の低下や衰退に繋がる可能性も

大いに考えられる。
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