




　有機化合物のハロゲン化反応は有機化学及び有
機合成化学において重要な反応の一つであり、こ
れまでに非常に多くの研究がなされている。しか
しながら、有機化合物のハロゲン化反応を行うた
めに、塩素、臭素、塩化水素、臭化水素、ヨウ化
水素のような揮発性の高い試薬を必要とするた
め、実際にこれらの合成を行うには、かなり面倒
な実験操作や特殊な実験器具を必要とすることが
多い。本稿では、これまでに我々が開発してきた
反応の中で、簡便に実施することが可能な有機化
合物のハロゲン化反応について概説する。

1 ．�N-chlorosuccinimide�(NCS)、N-bromosuccin-
imide�(NBS)、N-iodosuccinimide�(NIS)を用
いる芳香族化合物のハロゲン化反応1）

　
　芳香族化合物のハロゲン化反応₂－ ₄）は、従来、
触媒量の塩化鉄等の存在下で、ハロゲンそのもの
を使用して反応を行う方法が多く行われていた
が、塩素は室温において気体であり、臭素は室温
において非常に気化しやすい液体であり、どちら
も取り扱いが厄介な物質である。そこで、触媒を

うまく選択すれば、ハロゲンの供給体として固体
で取り扱いの容易なＮＣＳ、ＮＢＳ、ＮＩＳを用
いても、芳香族化合物のハロゲン化が可能である
と考え、研究を行った。
　最初に、触媒量用いる物質の種類について検討
した。塩酸、硫酸、ピリジニウムトリフラート、
ピリジニウム p－トルエンスルホナート（ＰＰＴ
Ｓ）、塩化アンモニウム、塩化鉄などを用いて、
トルエンをモデル化合物としてＮＢＳでブロモ化
反応を調べたところ、触媒量の硝酸アンモニウム
と塩化鉄 (III)が対応するブロモ体を良い収率で与
えることが分かった。
　次に、様々な置換基を有する芳香族化合物のブ
ロモ化反応についてＮＢＳを用いて検討した。結
果をScheme. 1 及びScheme. 2 に示す。
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Abstract: Halogenation of a variety of organic substrates was explained: 1 ) halogenation of aromatic 

compounds using N-chlorosuccinimide (NCS), N-bromosuccinimide (NBS), and N-iodosuccinimide (NIS） 

catalyzed by NH 4 NO 3  or FeCl 3 , 2 ) α-bromination of cyclic and acyclic ketones using NBS and a catalytic 

amount of ammonium acetate, and 3 ) chlorination of organic substrates in subcritical carbon tetrachloride. 

Using these methods, easily accessible and convenient procedure was realized.
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　Scheme. 1 にあるように、ベンゼン環の置換基
が、メトキシ基、フェノキシ基、メチル基、エチ
ル基のような電子供与性が大きい基の場合は、触
媒量の硝酸アンモニウムを用いた時に反応がス
ムースに進行し、対応する臭素化体が得られた。
一方、Scheme. 2 に示すように、無置換体の場合
と置換基が塩素、エステル、及びニトロ基のよう
な電子吸引性の大きい基の場合は塩化鉄が最適で
あった。

　ＮＣＳを用いる塩素化反応では、置換基がフェ
ノキシ基とチエニル基のような電子供与性の大き
い基の場合は硝酸アンモニウムが最適であった
（ Scheme. 3 ）。

　一方、置換基がメトキシ基、メチル基、エチル
基、水素の無置換体、塩素、エステル、及びニト
ロ基の場合は塩化鉄が最適であった (Scheme. 4 )。

　ＮＩＳは反応性が弱く、検討したすべての置換
基において、塩化鉄が必要であった (Scheme. 5 )。
この場合は、塩素、エステル、ニトロ基のような
電子吸引性の大きい基の時は反応が進行しなかっ
た。

　本法は芳香族化合物のハロゲン化反応に対して
非常に有効であり、これまでに約₁₃₀回の引用が
なされ、天然物や医薬品の合成に利用されている。
また、芳香族化合物のハロゲン化反応として、Ｎ
ＣＳ、ＮＢＳ、ＮＩＳを用いる多数の効果的な方
法がこれまでに開発されている。

2 ．�酢酸アンモニウムとＮＢＳを用いるケトン類
のα位のブロモ化反応5）

　このように、ＮＢＳ、ＮＣＳを用いる方法が実
験室的に非常に有効であることが分かったので、
次に、代表的なブロモ化反応であるケトン類のα
位のブロモ化反応を検討した。
　ケトン類のα位のブロモ化反応 2 － 4 ）には、古
くは臭素と臭化水素を同時に使用して、ブロモ化
を行う方法が知られているが、この反応も臭素と
臭化水素といういずれも取り扱いが面倒な物質を
用いる必要がある。そこで、臭素と臭化水素を、
ＮＢＳを用いて発生させる反応を考えた。酢酸ア
ンモニウムは酸化剤が作用すると分解し、窒素を
発生するので、酢酸アンモニウムとＮＢＳを混合
すれば臭素と臭化水素を同時に発生できるのでは
ないかと考え、フラスコ内で混ぜ合わせてみた。
すると、盛んに窒素を発生しながら臭素と臭化水
素が発生した　(Scheme 6 )。

　このようにして、酢酸アンモニウムとＮＢＳか
ら臭素と臭化水を系内で同時に発生させて、様々
な基質に対して反応を行った。
シクロヘキサンノンのような環状ケトンの場合
に、様々な溶媒を検討したところ、ジエチル
エーテルが最適な溶媒であることが分かった
(Scheme 7 )。
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　これに対し、 3 －ペンタノンのような鎖式ケト
ンの場合は、四塩化炭素を溶媒として用いた時に
最も反応がスムースに進行した　(Scheme 8 )。

　この他、反応性が大きく分解しやすいアセト酢
酸エステル系でも、エーテル中で反応がうまく進
行し、対応するブロモ体が生成した　(Scheme 9 )。

　本法もケトン類のα－ブロモ化反応に非常に有
効であり、これまでに約₁₂₀回の引用がなされ、
単純なケトン類のブロモ化反応やカルボニル基を
有する天然物のブロモ化反応に使用されている。
また、ケトン類のα位のハロゲン化のための多く
の効果的な方法がこれまでに開発されている。

3 ．�有機化合物の亜臨界四塩化炭素中での塩素化
反応6， 7）

　密閉容器中で溶媒を高温にすると、内部が高圧
になり、超臨界状態及び亜臨界状態になる。これ
らの状態では、水の解離定数が変化し、水のイオ
ン積が異なってくる。このように、超臨界状態及
び亜臨界状態では、通常の反応とは異なる反応が
進行すると考えられ、これまでに、実験の比較的

容易な超臨界二酸化炭素中での反応などが検討さ
れている。そこで、あまり検討されていない、四
塩化炭素を密閉容器中で高温にして亜臨界状態を
作れば、普通とは異なる有機化学反応が進行する
と考えた。これは、四塩化炭素を亜臨界状態にす
ると、ラジカル的に炭素―塩素結合が開裂し、各
種の有機化合物の塩素化反応が可能と考えたから
である。
　実験の結果、アダマンタン、シクロドデカン等
のアルカン類、ベンジル位を有する各種芳香族化
合物が塩素化され、様々な塩素置換体が生成した
(Scheme10)。

　さらに、ベンゼン環上に直接、ニトロ基、臭素、
ヨウ素が結合している化合物の場合は、官能基が
塩素で置換された化合物が得られた　(Scheme11)。

　この他、ベンゼン環上のホルミル基、メトキシ
カルボニル基、メトキシ基、メチルチオ基も反応
し、一部が塩素化された化合物が生成した。
この反応は、ケトン類にも有効であり、これらの
基質ではカルボニル基のα位の塩素置換が進行し
た　(Scheme12)。

　さらに、ベンゼン環上のスルホニル基、クロロ
スルホニル基、スルホキシド類も反応し、置換反
応等の多種の反応が進行した。

3



　さらに、二重結合に対する各種の亜臨界状
態のハロゲン溶媒の作用について検討した
(Scheme13)。亜臨界四塩化炭素の場合は、四塩化
炭素が解離してできたクロロ基とトリクロロメチ
ル基が付加した化合物が生成した。

　この亜臨界条件下でのアルケンの反応について
クロロホルムを用いて行うと、二重結合に対する
塩素の付加反応が進行した。
　同様な条件下で、ジクロロメタンを用いて反応
を行った場合には生成物は得られず、原料が回収
された。
　四塩化炭素を亜臨界条件下で反応に使用する
と、有機化合物の塩素化反応が進行したが、これ
は、四塩化炭素が塩素ラジカルとトリクロロメチ
ルラジカルに解離し、これらの再結合により、塩
素とヘキサクロロエタンが生成したためと考えら
れる。この機構を確かめるために、塩素の検出を
ＤＰＤ法とシリンガルダジン法を用いて確認し
た。また、ヘキサクロロエタンはＧＣ／ＭＳを用
いて検出した　(Scheme14)。

　このように、亜臨界条件下で四塩化炭素を用い
て有機化合物を塩素化する方法は、新しい塩素化
法の一つとなると考えられる。
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� 1 .　はじめに

　真骨魚類の脊髄末端には尾部下垂体と呼ばれる
膨隆部が存在し、脳下垂体に類似した神経血液器
官を形成している 1 , 2 ）。 尾部下垂体の知名度は非
常に低く、多くの方は初めて耳にする言葉である
と思う。尾部下垂体のやや頭方の脊髄尾部には
神経分泌細胞 （ Dahlgren細胞）が存在し （図 1 ）、
その繊維路の終末部が膨大化して尾部下垂体を形
成しており、これらを統合して魚類特有の神経分
泌系の一つである尾部神経分泌系が構成されてい
る 3 ）。真骨魚類の脊髄尾部に膨らみのあることは
1800年代の論文 4 ）にも記されており、発見から
長い年月を経ているにもかかわらずその詳細な機
能は現在でも確立されていない。尾部下垂体研究
は、その明確な機能が不明なまま衰退していった。
この、知る人ぞ知る魚類の尾部下垂体研究が衰退
する一方で、尾部下垂体より抽出精製されたペプ
チドホルモンであるウロテンシン II 5 ）がヒトにも
存在していることが判明し 6 ）、循環器学や創薬領

域といった医学分野において大きな注目を集める
に至った 7 -10）。本稿では、（ 1 ）内外を代表する
比較内分泌学の世界的研究者たちがこぞって解明
を進めた尾部下垂体－尾部神経分泌系の研究史を
振り返り、（ 2 ）筆者が1990年代に尾部神経分泌
系に関する未解明の問題を形態学的観点から明ら
かにし、機能解明の手がかりをつかむことを目的
として行った研究を総括するとともに、（ 3 ）尾
部下垂体研究が医学分野で注目されるようになっ
た経緯をまとめ、（ 4 ）あらためて筆者自らの研
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Abstract: A swelling similar to that of the human hypophysis occurs in the caudal spinal cord of teleost fish. This is referred to as the “urophysis” 
and forms the caudal neurosecretory system together with neurosecretory cells (Dahlgren cells) located upstream of the urophysis and the fiber 

path from the cells. The details of the function of this system is still unknown, and study of the urophysis in fishes has declined. Amazingly, 

it was found that urotensin II, a peptide hormone isolated and purified from the fish urophysis, was expressing also in humans, as a potent 

vasoconstrictor. Recently, research on peptide hormones isolated from the urophysis has been actively performed for development of new drugs 

for human medicine. In this paper, this elusive fish urophysis and the caudal neurosecretory system will be discussed, and a new idea regarding 

the function of this system will be proposed.

Key words :caudal neurosecretory system, fish, Dahlgren cell, urophysis, urotensin, 
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図 1 　イワナの尾部神経分泌細胞　UT-I免疫染色
免疫染色陽性を示すDahlgren（ D）細胞から伸びた線維
が腹側部で束になり後方の尾部下垂体で終末している。
大部分の細胞にはUT-I/UT-IIが共在する。
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究成果と最新の知見を併せて考察し、尾部下垂体
－尾部神経分泌系の機能について新たな仮説を提
唱したい。

2 .　魚類尾部下垂体研究史

　魚類の脊髄尾部に膨らみのあることは魚類解剖
学の分野では随分と以前から知られていた。この
事実は、Arsaky 4 ）など1800年代の論文にも記載
されていることからも明らかである。これらが
脊髄から生じた脳下垂体類似の器官であること
を真骨魚類を用いて明らかにしたのはFavaroで
あり、ipofsi caudale （ caudal hypophysis=尾部下垂
体）と命名したのは1926年であった11）。 その一
方でDahlgren （1914）はエイの脊髄尾部に大型の
細胞が多数存在していることを確認し12）、続いて
Speidelは軟骨魚類と硬骨魚類の脊髄尾部にある
細胞は大型の神経分泌細胞であるとしてDahlgren
（ D）細胞と名付けた13, 14）。 尾部下垂体とＤ細胞
の両者は別々に研究されていたが、これを視床下
部下垂体系と同じ概念で統一したのは日本人学者
の榎並仁であった。Enami （1955）は、神経分泌
細胞であるＤ細胞の軸索が脊髄後方の末端付近ま
で伸び、集合して神経血液器官である尾部下垂体
を形成することをウナギで明らかにし、尾部下垂
体とＤ細胞が一体の「尾部神経分泌系」として機
能していることを初めて報告した 3 ）。尾部下垂体
は尾部神経分泌系に包括される神経血液器官だっ
たのである。その後、尾部下垂体はurophysisと
呼ばれるようになった。尾部神経分泌系を持つ魚
種でも終末部に尾部下垂体という膨らみを形成し
ない種類が存在することもわかってきた。以降、
尾部神経分泌系に関する比較解剖とその機能を解
明するための生理学的、薬理学的な研究が多くな
されるようになった。
　尾部神経分泌系は硬骨魚綱条鰭亜綱および軟骨
魚綱板鰓目のみ、すなわち世間一般に認知される
「魚」が属する真骨魚類と、サメやエイに代表さ
れる板鰓類に存在している。真骨魚では一般に脊
髄の最末端部付近にＤ細胞が散在し、そこから出
た長い軸索が束となって脊髄の最末端部付近にあ
る終末部が毛細血管とともに尾部下垂体を形成し
ている。真骨魚の尾部下垂体の形状は魚種によっ
て大きく異なっており、カツオ・マグロのように
遊泳力の強い魚で大きく発達している一方で、ヨ
ウジウオ、マンボウのように遊泳に尾を用いない
魚種では尾部神経分泌系自体が存在しないと言わ
れている 1 ）。一方、板鰓類では脊髄の後方に広範

囲にわたって巨大なＤ細胞が散在している。軸索
は短く、その外側を走行する毛細血管に接してお
り、尾部下垂体というべき膨らみは存在しないと
いう特徴をもつ。ヤツメウナギやヌタウナギなど
の円口類には尾部神経分泌系が無く、軟骨魚類の
中でもギンザメに代表される全頭類には見つかっ
ていない。両生類では有尾類、無尾類、幼生・成
体のいずれにも存在しないことがわかっている。
　これらの形態学的な研究と並行して尾部下垂
体－尾部神経分泌系の機能探索に関する研究も
行われた。尾部下垂体の摘除実験15）、組織学的観
察16）、電気生理学および薬理学的研究17）の結果、
硬骨魚類の浸透圧調節に関与しているという考え
が支持された18）。1960年代の後半に入ると尾部下
垂体抽出物を用いた実験により、尾部下垂体に含
まれる物質は浸透圧調節に関与しているとの仮説
がほぼ間違いない事実とされるに至った19）。
　1970年代以降は尾部下垂体に含まれる生理活性
物質の抽出と同定に注力された。尾部下垂体活性
物質はウロテンシン（ UT）と称され、当初は I
から IVの 4 種類の存在が予想されていた20）。UT-I
は哺乳類や鳥類に対し血圧降下作用を持つホルモ
ンであり、UT-IIは魚類に対し血圧上昇および平
滑筋収縮作用を併せ持つホルモンであることが次
第に絞り込まれた。UT-IIIはNa＋の取り込みや
排出に作用する物質とされていたものの21）、その
後の同定・精製には至らなかった。UT-I、UT-II
の活性と重複していたものを独立した活性物質
と仮定していた可能性があると筆者は考えてい
る。UT-IVは一部の魚種にのみ存在するアルギニ
ンバソトシン様物質と考えられた。尾部下垂体由
来の活性物質として最初に取り出されたのはUT
ではなくアセチルコリン様物質であった。尾部下
垂体には脳の100倍も含有され、淡水魚では海水
魚の10倍も多い事が報告されている22）。UT-Iおよ
びUT-IIはペプチドホルモンとして徐々にその実
態が明らかになり、全アミノ酸配列の解明に着手
されていた。UT-IIはハゼの仲間であるGillichthys 
mirabilisより、アメリカのBern博士 （比較内分泌
学研究の世界的大御所；2012年没）のグループが
1980年に単離・精製して構造決定した 5 ）。続いて
市川友行博士 （世界的比較内分泌学者小林英司博
士 （2013年没）門下で日本を代表する尾部下垂体
研究の先駆者、1998年没）が日本のコイから 3 種
類のUT-II 23）、カナダのLederis博士 （ Bern博士の
門下）はサッカー（ヌメリゴイ科）から 2 種類の
UT-II 24）を精製して構造決定した。 UT-IIは哺乳
類のソマトスタチンと類似構造を持ち12アミノ酸
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残基からなるドデカペプチドであり、S-S結合の
ループを形成している。UT-IはLederis博士がサッ
カーで25）、市川博士が日本のコイで26）、ともに
1982年に完全一次構造が決定・報告された。UT-I
はホ乳類の副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン
（ CRF）と類似構造をもっており、魚類ではCRF
の同定がなされていないことから、UT-Iは魚類
のCRFと言う研究者もあり25）、類似構造に由来し
て活性も重複していた。さらにUT-IIが最初に単
離生成されたGillichthysからはUT-Iを精製するこ
とができなかったことも、UT-Iが魚類のCRFで
あるという一つの論拠となったようである。また
UT-Iは哺乳類では血圧降下作用を示したが、魚
類では逆に上昇するなど作用がまちまちであっ
た。 UT-IIは平滑筋収縮および血圧上昇作用物質
として定義された。 UT-I、UT-IIの生理活性は作
用器官や動物種によって異なったり、拮抗的で
あったり27）協調的であるなど、ホルモンの活性
からその詳細な機能を絞り込むことが出来ず、尾
部下垂体－尾部神経分泌系の機能解明は混迷した
ままであった 2 ）。尾部下垂体ホルモンの完全一次
構造が決定されたことによりUT-IおよびUT-IIに
対する抗体が作成された。抗体作成により、組織
内のペプチドホルモンの局在を特異的に検出する
組織学的実験手法の一つである免疫染色が可能と
なった。1980年代以降は尾部下垂体－尾部神経分
泌系の研究にも免疫組織化学・免疫細胞化学が活
発に行われ、UT-I/UT-IIの局在やその変化が調べ
られた28-32）。筆者はサッカーのUT-Iに対する抗体
29, 30）、GillichthysのUT-IIに対する抗体28）を入手し、
免疫組織化学的な手法を用いて尾部下垂体の研究
に参入することとなった。
 

3 .　筆者の尾部下垂体研究

　筆者が尾部下垂体－尾部神経分泌系の研究に
携わっていたのは1988年から2001年までである。
2001年に学位論文として纏まるまでの原著論文 6
篇をもとに、学位論文の各章の内容と果たした意
義を振り返りたい。
　前述の通り、真骨魚類の尾部下垂体からは、
UT-IとUT-IIの 2 種類のペプチドホルモンが単離
同定されている 5,23-26）。 UT-I、UT-IIの生理活性の
解析から尾部神経分泌系の役割として、浸透圧調
節、血圧調節、ストレス調節など多数の主張がな
されてきたが、いずれも確立されていなかった 2 ）。
筆者の尾部下垂体－尾部神経分泌系研究では、残
されていた不明な点を形態学的観点から明らかに

し、機能解明の手がかりを得ることを目的とし
て、主に免疫組織化学的手法を用いて検索を行っ
た。筆者学位論文第Ⅰ章では、系統発生学的観点
から特に知見の乏しい魚種、軟質類 （シロチョウ
ザメ）33）と腕鰭類 （ポリプテルス）34）を取りあげ、
真骨類や板鰓類と比較した。シロチョウザメでは
UT-I/UT-II陽性Ｄ細胞が脊髄後部に比較的広く分
布し、軸索終末は尾部下垂体を形成せずに脊髄末
端付近の血管に終末していた。また、UT-I/UT-II
は多くの細胞で共在していた。通常はazan等の
酸性色素で好染するＤ細胞がアルデヒドフクシン
などの塩基性色素で好染するという特徴をもって
いた。Ｄ細胞の大きさは様々であり、その軸索は
腹側部の神経血液器官で終末していた。すなわち
シロチョウザメの尾部神経分泌系では尾部下垂体
を形成しておらず、Ｄ細胞の分布範囲は比較的広
く細胞も大型であるなど、板鰓類と真骨類の中間
的な特徴を示し、系統発生学的な位置を反映して
いると考察された。
　腕鰭類（ポリプテルス）は特殊な硬骨魚類と
して知られ、Polypterus は「多くの （ Poly）ひれ 
（pterus）」という意味である。背中に小離鰭 （しょ
うりき）と呼ばれる背びれが10枚前後、尾びれの
位置にまで並ぶという特異な形態を持っている。
系統発生学的には条鰭類で最も古く分岐したグ
ループとされ、古代魚として愛好家の人気も高い。
胸鰭は付け根に筋肉が発達し、四足動物の腕のよ
うになっている点、鰾が肺のようにガス交換を行
い、鰓呼吸と並行して空気呼吸をする点などから
肺魚やシーラカンスといった肉鰭類に近縁とする
見解もある。尾部下垂体およびＤ細胞の存在も明
らかにされていないことからその詳細を調べてみ
たのである34）。ポリプテルスでは、脊髄の最後端
にUT-II陽性を示すＤ細胞と顕微鏡レベルの小さ
な尾部下垂体がいわゆる尾部神経分泌系を構成し
ており、これらはUT-IIのみに陽性を示しUT-I陽
性反応はみられなかった。一方、UT-I陽性細胞

図 2 　ポリプテルスの尾部神経分泌系の模式図
A,　UT-I抗体陽性細胞の脳及び脊髄の分布（赤）。
B,　UT-II抗体陽性Ｄ細胞（青）および尾部下垂体（NH）、
▲ ,　UT-II陽性髄液接触ニューロン　CeC;脊髄中心管
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は脊髄末端以外の中枢神経系に広く分布してい
た。広義に知られている尾部神経分泌系ではUT-I
とUT-IIが同一のＤ細胞に共在しているが、ポリ
プテルスの場合は共在どころかUT-IとUT-II産生
細胞の分布域が全く異なっていた。 UT-I陽性細
胞の分布は板鰓類などと同様な原始的尾部神経分
泌系の様相を示したが、UT-IIのそれは真骨類の
尾部下垂体様組織を形成しているなど、中間的な
特徴を示した34）。（図 2 ） 以上の結果から、原始
硬骨魚の尾部神経分泌系は、真骨魚類以外では比
較的原始的な形態をとどめていることが明らかに
なった。  
　第Ⅱ章ではシロサケを用い、尾部下垂体－尾部
神経分泌系の個体発生を調べた35）。Ｄ細胞の前駆
細胞とみられる神経芽細胞が40日胚（孵化 7 日前）
の神経管後部側板に初めて確認され、Ｄ細胞が脊
髄上皮に由来することが強く示唆された。UT-I、
UT-II陽性細胞は孵化直前の個体で初めて認めら
れたが、尾部下垂体の分化には孵化後 3 ヶ月を要
した。これらの結果は尾部下垂体の形成以前にＤ
細胞が分泌活動を開始している可能性を示唆して
いた。
　第Ⅲ章では広塩性魚であるイワナを材料とし、
海水に順応させ飼育した群と、淡水飼育した群を
比較し、海水への浸透圧調整の際に尾部神経分
泌系に生ずる変化を免疫組織化学的に調べた36）。 
海水適応に際して慢性的なUT-I、UT-IIの免疫反
応の変化を期待したが実験群と対照群には明瞭な
違いが得られず、本系の浸透圧調節作用について
明確な結論を得ることはできなかった。
　第Ⅳ章では、数種魚類の尾部脊髄を比較観察
してＤ細胞に対するペプチド作動性神経支配の可
能性を検討した37）。調べた多くの魚種において、
NPY-、 P物質 -、およびFMRFアミド -免疫陽性繊
維の投射が認められ、これらの物質がＤ細胞の機
能調節に関与していることが示唆された。シロサ
ケ尾部神経分泌系の個体発生を追跡した結果、Ｄ
細胞への神経支配は孵化後まもない段階で始まる
ことが示唆された38）。  
  以上、筆者の行った組織学的研究により初めて
明らかになった様々な事実からは、尾部下垂体－
尾部神経分泌系が浸透圧調節に関して明確に関与
していることを示す結果は得られなかった。 こ
れらは尾部下垂体－尾部神経分泌系が浸透圧調節
以外にも多機能的な役割を果たしている可能性を
示唆するものと考察された。

4 .　尾部下垂体研究・医学分野への発展

　1990年代以降になると魚類尾部下垂体の機能を
決定付ける画期的な新知見が出ないまま、研究も
下火となっていった。その中で1998年、UT-IIの
前駆体遺伝子が尾部下垂体－尾部神経分泌系を持
たないカエルとヒトでクローニングされてから新
展開を迎えることになった 6 ）。1999年にAmesら
がホ乳類のオーファン受容体 （リガンドが同定さ
れていない受容体＝孤児受容体） GPR-14の生理
活性ペプチドをスクリーニングする際に、魚類
のUT-IIが特異的作用を示すことを発見し、ヒト
UT-IIをクローニングしたのである 7 ）。 更にUT-II
はエンドセリン Iを大きく超える最強の血管収縮
作用を示したことから一気に注目が集まった 7 , 

39）。 UT-IIをサルに静脈投与すると末梢動脈の著
明な収縮から循環虚脱が生じた39）。心臓では心筋
収縮力の顕著な抑制が起こることから病態生理学
な面から注目を集め、さらに研究が推し進められ
た。 UT-IIの血中濃度が心不全 9 ）、腎不全40）、 2
型糖尿病41, 42）で有意な増加が認められることが
次々と判明したことからUT-IIは病理学的な側面
からも注目を集めた43）。現在は慢性疾患への応用
を目指し、医薬品としてのUT-IIの非ペプチド性
アゴニストおよびアンタゴニストの開発が進めら
れている44）。

5 .　尾部下垂体の機能

　それでは魚類における尾部下垂体－尾部神経分
泌系の役割は何であろうか。尾部神経分泌系が多
機能性を持っていることは、UT-I、UT-IIそれぞ
れの生理活性や局在が示しており、その中に浸透
圧調節があることは揺るぎないと思われる。その
一方で、尾部下垂体はカツオ、マグロのように尾
が二叉型で遊泳力の強い魚種で発達が著しく、こ
れらには脊椎尾部の椎体ごとに尾部下垂体が複数
存在する例もある45）。 さらに遊泳のために尾を
用いないタツノオトシゴ、ヨウジウオ、尾部が退
行し舵の役割のみのマンボウ、クサビフグには尾
部下垂体は見られない45, 46）。これらの事実と尾部
の運動筋の発達状態などから尾部の運動との関連
を示唆した古い論文がある47）。 発表当初（1967）
から現在まで尾部下垂体と運動との関わりを唱
えた研究者は他にみあたらず、発表から50年以
上も完全に無視され続けている。しかしながら、
筆者の中では運動説が浮上してきている。 CRF
ファミリーペプチドとしてのUT-Iは運動制御に
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関わっているという知見は以前からあり、多様な
生理活性の中の一つの可能性としては議論されて
いた48）。そして最近になりUT-IIにはニジマスへ
の運動活性化作用があるという新知見49）が出て
きた。
　筆者は魚類の①個体発生学的観点、および②系
統発生学的観点から運動説を支持する仮説を持っ
ている。①個体発生過程ではシロサケの場合、卵
黄嚢が吸収され遊泳運動を開始する浮上期になっ
て尾部下垂体の予定域に強いUTの免疫陽性反応
が見られ、遊泳力が増して降海する時期になると
尾部下垂体が形成される。この 2 つの結果は両方
とも尾部の活発な運動と符合する35）。さらにはシ
ロサケ尾部の活発な運動は淡水から海水への移動
という浸透圧の劇的な変化に遭遇するため、浸透
圧調節も必須となる。②系統発生的な観点から尾
部の血液循環をみていくならば頭腎（間腎）の循
環に主静脈が関わる進化段階の魚類に尾部神経分
泌系が存在している。尾部下垂体の血管系は尾動
脈→体節動脈→尾部下垂体→体節静脈→尾静脈→
腎門脈の順となる。硬骨魚類では尾静脈の主流は
腎臓には分枝せず，後主静脈に向かい、血液は静
脈洞に戻る。軟骨魚類では尾静脈が左右に分岐し
て腎臓に入り腎門脈を形成している。循環先に後
大静脈が出来てステロイド産成組織とカテコール
アミン産生組織が集塊をなす両生類以上の進化段
階になると尾部神経分泌系が無くなる。つまり心
臓、腎臓を標的器官として直接的な血管分布を持
つ硬骨魚に尾部下垂体が発達している。UT-IIは
心筋の収縮力を保持し、心保護作用を持つこと
50）、腎臓の血行動態を改善し腎保護作用を持つこ
と40）から「 UT-IIが尾部の活発ないしは急激な運
動に対応した血流制御に関わっており、UT-Iは拮
抗的な活性によりUT-IIを制御している」と考え
ると系統発生学的見地からも説明がつく。結局、
①個体発生、②系統発生の両視点からの考察は前
述のすべての知見と符合してしまうのである。
　尾部下垂体－尾部神経分泌系の機能を運動との
関わりで解決できたとしても、大きな謎はまだ残
されている。1980年代に明らかになった、UT-II
陽性髄液接触ニューロンの存在意義と機能につい
てである51, 52）。尾部では多くの細胞で共在してい
るUT-Iとは共在せず、UT-II抗体のみに陽性を示
す脳脊髄液接触ニューロンが、第三脳室から脊髄
尾部までの脊髄中心管上衣細胞にみられるという
報告が多数あり、筆者もシロチョウザメ33）、シロ
サケ35）、イワナ36）、ポリプテルス34） （図 2 ）で確
認し報告している。脊髄中心管を介した脳と脊髄

の情報伝達が推測されたものの、続報も途絶えて
おり未だに解明されていない。鳥類ではオプシン
5 というロドプシン類が脳室に突起を伸ばす髄液
接触ニューロンで発現していることが確認され、
鳥類の光周性を制御する脳深部光受容器として働
いている事が証明された53）。 対する魚類のUT-II
陽性髄液接触ニューロンはどのような役割を果
たしているのか大変興味深いところではあるが
UT-IIの生理活性と考え併せても整合性のある仮
説すら見当たらない状況である。

6 .　結論

　近年の基礎研究ではアフリカツメガエルの硝子
軟骨細胞にUT受容体が発現しているという報告
があり54）、筆者も着目している。 しかしながら、
UT受容体の局在とその機能が明確に結びつけら
れるような知見は得られておらず、これもまた尾
部神経分泌系の多機能性を顕す一例である可能性
が高い。最新の知見と合わせて考察してみても、
尾部下垂体－尾部神経分泌系は尾部の活発な運動
と関係しているという自らの仮説の方が核心に
迫っているのではないかと感じている。
　現在筆者は基礎研究を通じた歯科医学貢献とい
う命題を研究の中心に置いており、ようやく成果
もでてきている55-59）。尾部下垂体研究が歯科医学
にも関わって来るならば前述の推測を検証する機
会も出てくると思うのだが、はたしてその時は
巡ってくるのであろうか。
　いずれにしても、発見から200年以上も経過し
ていながら、その明確な機能が確立されていない
尾部下垂体－尾部神経分泌系は、いまだにとらえ
どころのない魚類特有の神経分泌系のままであ
る。本流の自然科学的研究が衰退するなかで尾部
下垂体研究が医学分野での貢献に繋がった点は非
常に興味深いものであり、魚のしっぽとヒトの医
薬品という取り合わせの妙には何とも不思議な気
持ちにさせられている。
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1.　Introduction

　Belle II experiment has started taking beam collision 
data since 2018 with SuperKEKB accelerator, which 
had been upgraded from the Belle experiment with 
KEKB accelerator at High Energy Accelerator 
Research Organization (KEK) in Tsukuba, Japan.
　Monte Carlo (MC) simulation data is used to 
understand the detailed physics processes including 
its intermediate state since only the final state 
information can be obtained from the experimental 
data. Therefore, a large statistics of MC simulation 
data production is required well before the data taking 
begins. To ensure the requirement of huge number of 
CPU power and disk spaces for MC data production, 
Belle II experiment adopts the DIRAC (Distributed 
Infrastructure with Remote Agent Control) [2] as 
distributed computing management platform using 
worldwide collaboration resources.
　NDU-Niigata physics group has joined the Belle 
experiment from the beginning and started to join 
the Belle II collaboration since 2017 as a satellite 
member of Niigata University group. NDU group 

contributes to Belle II experiment with belonging to 
the distributed computing (DC) operation group as an 
expert of DC operation. Concurrently, we have started 
to construct new computing facilities to process MC 
production jobs as a part of Belle II DC sites.

2.　Distributed�computing�structure�in�Belle�II

DIRAC provides the software framework of 
distributed computing infrastructure and interface for 
management, which was initially produced for the 
LHCb experiment [3-5] but now commonly used for 
several high energy physics (HEP) experiments with 
implementing particular extension like BelleDIRAC 
for Belle II experiment and ILCDirac for ILC 
experiment.
　Belle II  DC sites consist  of heterogeneous 
architectures; Grid base distributed computing sites, 
commercial cloud base sites, and non-grid type local 
clusters. Many universities, in particular Japanese 
universities, provide their relatively small local 
computing resources to Belle II for the contribution 
of MC production, where Secure Shell (SSH) base 
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job submission system is prepared to manage such 
resources without hosting their own Grid base servers. 
This job submission scheme is managed by Nagoya 
University DIRAC server and much easily involved 
those resources to distributed computing world. We 
called these sites as “DIRAC” sites and NDU-Niigata 
has also joined the distributed computing system as 
“DIRAC.NDU.jp” site.

3.　Setup�of�computing�facilities

　Thanks to the research promotion budgets from 
our university, we purchased multicore, high density 
servers to contribute the Belle II MC production. Table 
1 shows specifications of head node server, called 
Computing Element (CE) in DIRAC, and worker 
nodes (WNs). We gradually increase our WNs year by 
year since 2017 and 400 job slots can be utilized from 
July 2019.
　High density multicore nodes are prepared for Belle 
II MC production dedicated usage in order to ensure 
the requirement for Belle II DC sites [6]; 2 GB memory 
and 10 GB disk space for scratch directory (/tmp) per 
job with Scientific Linux 6 (SL6) OS. Specifications 
of six computer nodes we prepare are Intel Xeon E5-
2660 v4 2.0 GHz, 2×14 cores/28 threads; 56 job slots/
node in total, 128 GB memory, and 4 TB disk space 
for CE or 500 GB to 1 TB disk space for other WNs 
used for scratch directory. In addition, 22 TB of RAID 

disk is equipped to store the beam background files 
(local SE), which are used to overlay the reaction to 
the detector by the real beam background to the one by 
the simulated event. To keep the enough bandwidth to 
transfer the files to destination storage element (SE), 
internal network is connected with 10 Gbps backbone 
L2 switch and connected to 1 Gbps network to outside. 
Figure 1 shows the latest setup of DIRAC.NDU.
jp computer nodes. Switches and most of nodes are 
connected to uninterruptable power supply to prevent 
unexpected site down.

Figure 1 Setup of new computer nodes. Six nodes are 
installed in total at 2019.
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　We have also reused 15 of retired desktop computers 
which were used at IT center computer room for 
students and replaced at 2018. Retired computers are 
set up as WNs, whose specification is Intel Core i5 
3.3 GHz 2 core/4 threads with hyper threading; 4 job 
slots in total, and increase to 8 GB memory with 128 
GB disk. Figure 2 shows the array of reused desktop 
computers involved into site nodes.
　On CE and all WNs, SL6 has been installed and 
CE home directory is shared by WNs via mounting 
Network File System (NFS) service. Job queue 
scheduling is managed by the Sun Grid Engine (SGE) 
and Belle II dedicated MC production software 
components are provided through the CernVM File 
System (CVMFS) service, which is commonly used 
for HEP community developed by CERN and easily 
distributes software environment to worldwide DC 
sites. A web cache proxy service is also prepared 
on CE using the Squid service to prevent the WNs 
duplicating file access to outside.

4.　Performance�of�DIRAC.NDU.jp

　From May 2016, DIRAC.NDU.jp site had launched 
with a small desktop server and started to process 
the Belle II MC production jobs, then computing 
facilities are gradually increased year by year. Figure 
3 and 4 show the growing of the number of processed 
jobs on our site from 2016 April to 2019 February. 
A large number of jobs have been submitted in the 
series of production period, called “MC production 
campaign”, and busy period or less active period have 
been observed in Fig. 3 which is correlated with the 
period of MC campaign. In the MC9 campaign period, 

our site faced heavy disk Input/Output (IO) access by 
multi-file extraction in jobs and disks remained in high 
load state with low responsibility. In order to solve this 
situation, whole WNs disks were replaced with solid-
state disk (SSD) to cope with the heavy disk IO access. 
In 2019, six of high-density servers and many reused 
desktops are hosted utilizing 400 job slots and around 
200k of MC production jobs have been executed as 
shown in Fig. 4.

　Figure 5 shows the summary of CPU usage among 
the sites in Japanese institutes from Apr. 2016 to Feb. 
2019. DIRAC.NDU.jp has already been fourth largest 
site in the Japanese sites or third largest site among the 
Japanese university sites.

Figure 2 Reused computers for WNs replaced at IT 
center computer room.

Figure 3 Processed jobs at DIRAC.NDU.jp from Apr. 
2016 to Feb. 2019.

Figure 4 Cumulative number of processed jobs at 
DIRAC.NDU.jp with different job types from Apr. 
2016 to Feb. 2019.
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5.　Conclusion�and�Acknowledgement

　We have constructed new distributed computing 
site, called DIRAC.NDU.jp, for the Belle II MC 
production. Our site started as small test site from 
2016 but currently increased to 400 job slots for Belle 
II dedicated MC production jobs. At the present, all 
nodes use SSD and additional 22 TB disk space is 
prepared for the smooth and efficient operation in 
order to allocate enough background overlay files. We 
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1 .　はじめに

　 オ ウ ギ ケ イ ソ ウ 属Licmophoraは， オ ウ ギ
ケイソウ目Licmophorales，オウギケイソウ科
Licmophoraceaeに属する羽状類無縦溝珪藻であ
る。海産の付着性種として世界各地の海岸域に広
く分布し，現在までに世界中で80分類群が知られ
ている（Guiry 2019）。細胞の外形は，その名が
示すように珪藻類の中でも特徴的な形態をしてい
る。被殻の殻面観は細長いへら状または棍棒状で，
足端とよばれる基端から粘液柄を出し海藻や岩等
に付着する。上殻と下殻の間に多数の帯片を形成
するが，殻の両端でその幅が異なるため，帯面観
は楔型になる。殻が連なったまま細胞分裂するの
で，綺麗な扇状の群体を形成する。
　今回，北海道沿岸からLicmophora dalmatica 
(Kützing) Grunowと同定される試料を得た。本研
究では，この試料を光学顕微鏡（LM）観察およ

び走査電子顕微鏡（SEM）観察を行い，殻構造，
特に胞紋構造と接殻帯片に関する新知見が得られ
たので，ここに報告する。

2 .　材料と方法

　本研究で用いた試料は，2016年 3 月 6 日に北
海道小樽市銭函地先の転石海岸（43°08′N, 141
°09′E）で採集された紅藻ウラソゾLaurencia 
nipponica Yamada上から得られた（標本番号 : 
MTUF-43691，江川隆昭）。
　採集した試料は冷凍保存し，実験室に持ち帰っ
てから解凍した。LMで付着様式や群体などの生
細胞の構造を観察した後，定法（南雲 1995，長田・
南雲 2001）に従って処理し，殻構造をLMおよび
SEM（HITACHI-S-4000）で観察した。残った試
料は10%ホルマリン溶液で固定し，東京海洋大学
ミュージアム機構マリンサイエンスミュージアム
に保管した。本稿で用いた珪藻の形態に関する術
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語は寺阪ほか（2005）と小林ほか（2006）に準拠
した。　

3 .　結果と考察

Licmophora dalmatica (Kützing) Grunow, 1867, 
Hedwigia 6 : 35.
Basionym: Rhipidophora dalmatica Kützing, 1844, 
Die Kieselschaligen Bacillarien oder Diatomeen: 122, 
Taf. 9 , figs VII a, b.
　本研究で観察を行った分類群はKützing（1844）
によりクロアチア・スプリト産の緑藻シオグサ
類付着珪藻の試料から新種Rhipidophora dalmatica 
Kützingとして記載された。その後，Grunow（1867）
によりLicmophora属に新組合せされ，現在に至
る。これまでに，イングランドおよびウェールズ
の南および西海岸（Honeywill 1998），ポルトガル
（Moita & Vilarinho 1999），アドリア海北部（Vilicic 

et al. 2002）およびイタリア・ヴェネタ潟（Tolomio 
et al. 2002）から報告がある。本邦では，北海道

釧路町沿岸（南雲・田中 1994）をはじめ，能取湖，
羅臼，別海，温根沼，火散布沼，厚岸（ Terasaka 
2005）の北岸および東岸にかけて多数報告されて
いる。さらに東北地方・太平洋岸，茨城県北部で
も出現が報告されている（Terasaka 2005）ことか
ら寒海性種と考えられる。
　原記載の挿絵（Kützing 1844），新組合せの記載
（Grunow 1867），およびスコットランドとイング
ランド産試料を透過電子顕微鏡観察した記載と写
真（Honeywill 1998）が，本試料の以下の観察結
果とほぼ一致したことから，本種と同定した。
　被殻は異極性。殻面の外形は短軸に対して非対
称で棍棒状，殻幅の広い上側（頭極）と殻幅の
狭い下側（足極）に分けられる（ Figs 1 , 2 , 5 , 
6 ）。頭部殻端は丸みを帯び，基部殻端はやや鋭
角的。軸域は明瞭。殻長25.0～49.0 µm，殻幅6.0
～7.0 µm。条線は頭部殻端付近では放射状に，そ
れ以外では平行に配列する。その密度は19～22
本 /10 µmで，Licmophora属の中ではやや密であ

Figs 1-4. Licmophora dalmatica. LM images of valves and frustules. Figs 1, 2. Valve views. Figs 3, 4. Girdle views of 
frustules. 
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Figs 5-11. Licmophora dalmatica. SEM images of valves. Fig. 5. External view of a whole valve. Fig. 6. Internal view 
of a whole valve. Fig. 7. A valvocopula with the shallow septum lying over the top. Fig. 8. External basal polar 
view showing the opening of rimoportula (arrowhead) and the apical slit field (asterisk). Fig. 9. Internal basal view 
showing the rimoportula (arrowhead). Fig. 10. Detail of external view of valve showing the areolae with vela. Fig. 
11. Detail of internal view of valvocopula with shallow septum.

る。各条線は一列の胞紋列からなる。胞紋は楕円
形で，篩板（velum）によって閉塞される（Figs 
8 , 10）。この胞紋構造はL. flabellata （Carmichael 
ex Greville）C. Agardhと同じである（寺阪ほか 
2005）。基部殻端には唇状突起が存在。殻の外面
では胞紋よりもやや大きい楕円形に開口（Fig. 8 , 
矢印），内面ではやや発達した tubeを伴って突出

し，lip部分に向かってやや広くなりつつスリッ
ト状に開口（Fig. 9 , 矢印 ; cf. Round et al. 1990, 寺
阪ほか 2005）。頭部殻端にはL. flabellataに見られ
るような棘はない（寺阪ほか 2005）。基部末端の
殻套上には 8 ～10本の短いスリットが並び，こ
こから粘液を分泌して基質に付着する（Fig. 8 , *
印）。帯面の外形は楔形（Figs 3 , 4）。頭部側と
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基部側ともに角は丸みを帯びる。接殻帯片は足端
側が開口した片端開放型，頭極側は幅が広く，足
端に向かうにしたがい細くなる（Fig. 7 ）。中心
線上に幅の狭い中肋（cf. 寺阪ほか 2005）をもち，
それと垂直に 3 ～ 8 個の点紋列が密に並ぶ（Fig. 
11）。中肋は内側に肥厚し，狭い棚状の隔壁をな
す（Fig. 11, 矢印）。
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