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Abstract:  The disk around the Herbig Ae star HD169142 was imaged and resolved at 18.8 
and 24.5 µm using Subaru/COMICS. We interpreted the observations using a 2D radiative 
transfer model and found evidence for the presence of a large gap. MIR images trace dust emits 
at the onset of a strong rise in the spectral energy distribution (SED) at 20 µm; therefore, they 
are very sensitive to the location and characteristics of the inner wall of the outer disk and its 
dust. We determined the location of the wall to be 23 + 3 

− 5 AU from the star. An extra component of 
hot dust must therefore exist close to the star. We found that a hydrostatic optically thick inner 
disk does not produce enough flux in the NIR and an optically thin geometrically thick compo-
nent was our solution to fit the SED. Considering the recent findings of gaps and holes in a 
number of Herbig Ae/Be group I disks, we suggest that such disk structures may be common in 
group I sources. Classification as group I should be considered to support the classification as a 
transitional disk, although improved imaging surveys are needed to support this speculation.
Keywords:  circumstellar matter, protoplanetary disks
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序論
形成中の若い星の周りには、ガス・ダスト（固体微

粒子）からなる円盤状の構造が存在することが知ら

れており、惑星形成の母体となると考えられている

ことから、原始惑星系円盤と呼ばれている。遷移円

盤とは、ダスト円盤の内側領域に“穴”のようなダ

ストが大幅に減少した領域持つ原始惑星系円盤のこ

とである。この“穴”は惑星への集積によって形成

されたのではないかと考えられており、惑星形成を

理解する上で遷移円盤は注目を浴びている。今回注

目する Herbig Ae 型星 HD169142 周囲の原始惑星

系円盤にも、スペクトルエネルギー分布 (SED) の

解析からそのような内側の“穴”または“空隙”の

存在が間接的に示唆されてきた 1,2)。しかしながら、

２つの研究グループによって、その“穴”の半径

について異なる示唆が得られている。Grady らの

研究 1) によると 44AU、Meeus らの研究 2) による

と 20 AU と提案されている。これまで HD169142
の星周円盤は様々な波長で観測が成されてきたが、

“穴”の半径についてより正確な制限がつけられて

こなかったのが現状である。 
本研究では、HD169142 星周円盤を口径 8.2m す

ばる望遠鏡と中間赤外撮像分光装置 COMICS を用

いて波長 18.8 µm および 24.5 µm で撮像観測をし

た結果を紹介する。すばる望遠鏡のもたらす高解像

度により、星周円盤放射の広がりを検出することに

成功した。また、観測された広がりを矛盾なく説明

できる、輻射輸送を考慮した円盤モデルを構築し、

この“穴”のサイズについてより正確な制限を課す

ことに成功した。

方法
観測とデータ解析
観測はハワイ州マウナケア山頂にある 8.2m す

ばる望遠鏡に搭載された中間赤外線撮像分光装

置 COMICS (Cooled Mid-Infrared Camera and 
Spectrometer) を用いて行われた 3-5)。観測対象は

HD169142 という Herbig Ae 型星であり、使用フィ

ルタは Q24.5-NEW ( 中心波長 24.5 µm、波長幅

0.75 µm) と Q18.8( 中心波長 18.8 µm、波長幅 0.9 
µm) である。COMICS 撮像検出器のピクセルス

ケールは 0.13”/pixel である。副鏡チョッピングの

ふり幅は 10”、方位角 0°、周波数は 0.45 Hz とした。

総積分時間は Q24.5 撮像では 802 秒、Q18.8 撮像

では 360 秒であった。HD169142 の観測前後には

PSF(Point Spread Function) 参照星と測光標準

星としてδ Oph の Q24.5 撮像観測およびα Her の

Q18.8 撮像観測を行った。これらの総積分時間はそ

れぞれ 243 秒、83 秒であった。表 1 は観測パラメー

タをまとめたものである。

地球大気擾乱、望遠鏡追尾不良、副鏡チョッピン

グ等による星像悪化を改善するため、シフト＆アド

法を用いて解析を行った。撮像データは 0.98 秒の

積分時間のフレームを最小単位として構成されてい

る。まず、空や望遠鏡からの背景熱放射および暗電

流信号を除去するためチョッピングの組となるデー

タ同士で画像の引き算を行う。次に天体および参照

星ともに 0.98 秒フレームで検出できるほど明るい

ため、これらの重心を検出し、重心が一致するよう

に画像をシフトさせて足し合わせる。ただし、この

過程で地球大気により大きく劣化したフレームの除

去を行った。判定基準は、円形開口において 78.4%
のエネルギを含む半径 (R78.4) を計測し、それがス

トレール比 0.9 なる波面のうち 95％をカバーする

閾値 (Rc) より大きいものは大気による波面乱れが

大きいとして除去することとした。この閾値は理想

的な点源に対してのモンテカルロシミュレーショ

ンにより、18.8 µm では Rc=1.131”、24.5 µm では

Rc = 1.482”と求めた。このフレーム除去により、

実効的な HD169142 の積分時間は Q24.5 において

345 秒、Q18.8 において 215 秒と減少した。同様の

手続きを PSF 星画像に対しても行い、実効的な積

分時間は Q24.5 で 195 秒、Q18.8 で 83 秒となった。

なお、HD169142 は少し広がった放射を示したた

め、点源に対する閾値 Rc を適用したことは、PSF
星に比べて少し厳しい波面品質を要求したこととな

るが、これは星像の広がりを過大に見積もる危険性

を避けたことになっている。

表 1．観測パラメータ一覧

天体名 フィルタ 観測日 (UT) 積分時間 [used/total] エアマス FWHM

d Oph Q24.5 2004/7/11 192 秒／ 243 秒 (80%) 1.254‐1.354 0.628”± 0.007”

HD169142 Q24.5 2004/7/11 345 秒／ 802 秒 (43%) 1.541‐1.542 0.680”± 0.034”

a Her Q18.8 2004/7/12  83 秒／ 83 秒 (100%) 1.081‐1.115 0.493”± 0.006”

HD169142 Q18.8 2004/7/12 215 秒／ 360 秒 (60%) 1.553‐1.559 0.604”± 0.017”
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明るさ (flux density)の較正には、標準星の絶対

スペクトルテンプレートデータを用いた 6)。2 晩に

渡って観測した標準星データを用いて、Q24.5 に

対してはエアマス補正を行った。なお、Q18.8 で

は顕著なエアマス依存性は見られなかったため補

正を行っていない。標準的な開口測光を適用し、

HD169142 の明るさは 18.8 µm で 10.5 ± 0.4 Jy、
24.5 µm で 13.0 ± 0.5 Jy となった。最終的な PSF
星と HD169142 の画像を図１に示す。

結果
HD169142 の 18.8 µm および 24.5 µm でのサイズ
HD169142 および PSF 星の 18.8 µm および 24.5 µm
での、方位角方向平均をとった動径面輝度プロファ

イルを図２に示した。HD169142 がこの 2 波長に

おいて広がった放射を示していることは明らかであ

る。HD169142 および PSF 星の 18.8 µm での半値

全幅 (FWHM) はそれぞれ 0.604”± 0.017”、0.493”
± 0.006”であり、24.5 µm ではそれぞれ 0.680”±

0.034”、0.628”± 0.007”であった（表 1）。PSF 星

の FWHM は 8.2 m 望遠鏡の回折限界値とほぼ一致

している。ガウシアンを仮定して HD169142 の真の

広がりの FWHM 値を求めると 18.8 µm では 0.349”
± 0.014”、24.5 µm では 0.261”± 0.025”となった。

18.8 µm での数値は Marinas らの先行研究 7) で求め

た 18.0 µm での値 0.32”± 0.05”とほぼ一致してい

る。長波長に行くにつれ有意な増加を示さない事は、

半径方向に連続的な面密度分布を持つ円盤の予想と

は矛盾するため 8)、我々の観測結果はこの円盤は連

続的面密度円盤ではないことを示す。

モデル
観測的制限事項
HD169142 円盤に関して、我々の観測のみならず、

他波長観測も含めて統一的に理解するため、様々

な波長での測光データ 2,9-12)、ISO の赤外スペクト

ル 13)、Spitzer/IRS の赤外スペクトル 14) を各種文

献から取得した。円盤外径は電波干渉計観測 15) に

より求められた 235 AU という値を用いた。ダスト

円盤内縁半径はケイ酸塩ダストが昇華し始める温度

(1500K) とし、約 0.1 AU となった。円盤の見込み

角は 13°であり 16)、ほぼ円盤を真上から見ている

ため、投影による非軸対象の項かは我々の観測解像

度の画像においてほぼ無視できる程度の影響となっ

図 1．波長 18.8 mm と 24.5 mm でのシフト＆アド処理後の HD 169142 最終画像（左）と
PSF 参照星最終画像（右）．輝度の単位は Jy/arcsec2．北が上，東が左として表示．
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ている。恒星スペクトルとしては Kurucz モデル

を用い、有効温度 8200 K 17)、光度 15.3 太陽光度、

視線方向の星間減光 AV は 0.46 等とした 18)。天体

までの距離は 145 pc を採用した 19)。本論文で用い

たこれらの中心星および円盤のパラメータは表２に

まとめてある。

輻射輸送コード MCMax
我々は HD169142 の動径方向輝度分布とスペクト

ルエネルギー分布 (SED) の観測結果を同時に説明

するモデルを構築した。モデル化に際し、我々は輻

射輸送コード MCMax20) を用いた。このコードは

これまでも様々な環境で検証され 21)、先行研究に

おいても用いられている 22,23)。我々は軸対称なダス

ト分布を仮定し、ダストの光学特性計算には DHS
モデルを用いた 24)。異なるダスト種の温度に関し

ては、熱接触が十分に良いと仮定して同一の温度と

し、不透明度の算出にはそれぞれの物質ごとの光学

定数を用いた。また、ガス温度もダスト温度と同一

とした。ダストサイズ分布に関してはべき乗則を

仮定し、そのべき指数は -3.5 乗とした。これは星

間ダストのサイズ分布のべき指数と同一であり 25)、

衝突破壊の結果のサイズ分布と合致している 26)。

円盤の鉛直方向には静水圧平衡を仮定し、密度と温

度構造が自己無撞着となるように反復法で鉛直密度

構造を解いた 27)。ダストは 30％が炭素質、70％が

ケイ酸塩ダストと仮定した 23)。SED にみられる波

長 10 µm 付近での flux density の減少から、円盤

中心星に近い“温かい”領域においてダストが大き

く減少していることが示唆される。また、ダスト

フィーチャが見られないことから、微小な（~1 µm
以下）非晶質シリケイトダストが、この領域で減少

していることも明らかである。このことは円盤内側

領域で惑星形成の最初のステップである粒子成長が

起こっているとの指摘と整合的である 28)。

最終モデル
表２にまとめられた中心星・円盤のパラメータを用

いて、我々は SED および 18.8 µm と 24.5 µm 放射

の空間的広がりを同時に説明することに成功した。

我々の最終モデルの動径輝度分布と SED は図２お

よび図３に示してある。モデルの模式図は図４に示

図 2．上段が波長 18.8 mm，下段が波長 24.5 mmに相当する．左列は高解像度でのモデル輝度分布画像であり，
中列は PSF で畳み込んだ，模擬観測モデル画像である．輝度の単位は Jy/arcsec2 で表してある．右列は重
心を中心とし，ピーク値で規格化・方位角方向に平均化した動径輝度分布である．HD169142 の観測結果は
赤菱形，PSF 星の観測結果は黒四角，PSF で畳み込んだ模擬観測 HD169142 モデル画像のものは黒い点線
で表してある．
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表 2．HD169142 円盤最終モデルのパラメータ一覧

パラメータ 値 参照文献・コメント等

中心星スペクトル型 A5Ve 17)
減光 (AV) 0.46 ± 0.05 18)
恒星表面重力 log g 4.22 18)
恒星表面温度 8200 K 17)
距離 145 ± 15 pc 19)
中心星年齢 6+ 6

− 3 Myr 1)
中心星光度 15.33 ± 2.17 Lsun 18)
恒星質量 2.28 ± 0.23 Msun 18)
恒星半径 1.94 ± 0.14 Rsun 18)
ガス円盤質量 (0.16―3.0) × 10 － 2 Msun 15)
ダスト円盤質量 4 × 10 － 4 Msun 電波連続波測光から

円盤傾き角 13° 16), 42)
Rhalo 0.1―0.2 AU 幾何学的に厚く、光学的に薄い構造

Rin 23 + 3
− 5 AU 本観測データから制限

Rout 235AU 15)
面密度べき指数 － 1.0 静水圧平衡

粒子サイズ {0.03mm, 1cm} サイズ分布べき指数－ 3.5
Mhalo 2.8 × 10 － 11 Msun 炭素質ダストのみ

Mdisk 3 × 10 － 4 Msun ダスト円盤質量のみ

図 3．HD169142 のスペクトルエネルギ―分布 (SED)．
黒点が観測値，灰色実線も Spitzer/IRS [5.3 - 37 µm] 観
測スペクトルおよび Kurucz 恒星モデルスペクトルであ
る．緑破線が幾何学的に厚く光学的に薄いダストハロー
成分からの放射であり，赤点線は外側円盤の内縁 (23-26 
AU)からの放射である．残りの外側円盤外側領域 (26-237 
AU) からの放射は青一点破線で表されており，全成分の
和が紫実践で示されている．18.8 および 24.5 µm 放射は，
外側円盤の内縁 (23-26 AU) からの放射が卓越している
ことが分かる．

図 4．我々の最終モデルの模式図．中心星近傍の内側構
造には現状 2 種類の可能な解釈があるため，2 種類表示
してある．上段は幾何学的に薄い内側円盤と幾何学的に
厚く光学的に薄いハロー成分と外側円盤から成る．下段
はハローと外側円盤からなるだけのモデル．どちらのモ
デルも SED および我々の撮像観測結果を説明できる．
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した。この節ではまず、円盤内側の間隙の位置と外

側円盤の形状の特徴について議論し、次に内側円盤

の構造についての制限について議論する。

SED からの制限
先行研究における SED のモデリングから、Meeus
らの研究 2) および Grady らの研究 1) では、円盤の

内側領域に空隙領域がありその外径はそれぞれのグ

ループで 20 AU と 44 AU と提案した。我々は間隙

の存在を確認し、さらにサイズへの制限を改善し

た。まず、空隙のない連続的な円盤の場合、先行研

究が示したように物理的にあり得るパラメータの範

囲でSEDを説明することは難しいことを確認した。

しかし、空隙のサイズに関して 20 AU でも 44 AU
でも SED を説明可能であることが分かった。つま

り SED のみでは空隙サイズに対して強い制限は与

えられないことが分かった。円盤内側にダストがほ

とんど存在しないことから、多くの中心星の光が外

側円盤の内縁の壁に直接あたることとなる。この壁

からの放射は明らかに SED にみられる（図 3、赤

点線）。さらに、図３から分かることは、波長 18.8 
µm や 24.5 µm あたりの放射は、23-26 AU の外側

円盤内壁からの放射がほとんどを占めており、より

内側の領域や外側円盤からの放射は無視できるぐら

い小さいことが分かる。したがって、すばる望遠鏡

搭載の COMICS によって得られた 18.8, 24.5 µm

画像は、外側円盤が始まる壁の半径に感度を持つこ

とが分かる。壁の重要性は図５に示した外側円盤の

密度、温度構造からも分かる。もっとも密度の濃い

赤道面は中心星の（可視）光に対して光学的に厚く、

したがって赤道面の温度は動径方向には円盤表面

より急激に低下する。よって、18.8 µm や 24.5 µm
放射を出すような温かい領域は外側円盤の内縁数Ａ

Ｕ程度に限られるのである。外側円盤の内縁（壁）

の半径は SED モデリングのみでは良い制限は得ら

れない。というのは、SED は円盤や中心星の異な

る様々なパラメータの組み合わせでも説明できてし

まうからである。一方で、空間分解された画像の持っ

ている情報は、円盤内空隙および外側円盤の内縁半

径の位置に対して SED とは異なるパラメータ依存

性を持っているため、特に内縁半径に対してより強

い制限を与えることが出来るのである。

中間赤外線画像からの外側円盤内縁半径への制限
PSF 星を畳み込んだモデル画像と観測画像を比較

した結果、外側円盤の内縁半径は 23+3
−5 AU という

制限が得られた（図 2 参照）。この結果は、Meeus
ら 2) が提案した 20 AU という外側円盤の内縁半径

と整合的であり、一方で Grady ら 1) の 44 AU とい

う値とは一致しない。

我々は求めた結果の頑健性を調べるため、小規模

のパラメータ研究を行った。まず、面密度分布のべ

図 5．左パネルは我々の最終円盤モデルのダスト密度分布を表したものである．横軸は中心星からの半径、縦軸は中心
星と赤道面のなす角度である．密度の下限値，上限値は 10 − 20 g cm − 3，下限値は 10 − 9 g cm − 3 となっている．右パネル
は同様に温度分布を示したものである。外側円盤の内縁壁温度が 180 K から始まっている．灰色一点破線は可視光線 0.5 
µm で，中心星からの光学的厚さτ =1 となる表面である．破線は円盤鉛直方向に上方から光学的厚さτ =1 となる表面
であり，赤は 0.5 µm，紫は 18.8 µm，オレンジは 24.5 µm，青は 70 µm に対応している．
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き指数を -0.5 から -1.5 まで変えてみた。また、粒

子サイズ分布のベキ指数も -2.5 から -4.5 まで変え

た。同様に、ダスト沈殿係数 (0.5 ～ 1.0) や、中心

星の温度（8000 ～ 8500 K）、中心星光度（13 ～

17 太陽光度）、天体までの距離 (130 ～ 160 pc) を

変えて SED および中間赤外線画像へのフィッティ

ングを行った。その結果、動径輝度分布はこれら

のパラメータへの依存性はほとんどなかったが、

SED は大きく悪化した。以上のパラメータ研究か

ら、やはり動径輝度分布の観測は外側円盤の内縁半

径のみに強く依存することが分かり、一方で SED
は様々な円盤・中心星パラメータに依存することが

確認できた。以上より、我々が動径輝度分布観測へ

のフィッティングから求めた、外側円盤の内縁壁半

径 23 +3 
− 5 AU は、頑健であることが確認できた。

内側円盤への制限
この節では内側円盤の構造について示唆されること

について述べる。モデリングの結果、光学的に厚い

静水圧平衡内側円盤は SED の近赤外域を説明する

十分な放射をもたらさないことが分かった。一方で、

近赤外域の放射を増やすために、円盤のスケール高

（厚み）を増やすと（例えば Z/r=0.1 程度）、外側円

盤の半分以上が内側円盤の作り出す影に入ることに

なり中間～遠赤外域の放射が激減し観測された SED
と合わなくなる。この二律背反を解き、外側円盤に

影を落とさずに、近赤外放射を稼ぐためには、内側

円盤は幾何学的に厚いが光学的には薄い、円盤とい

うよりは半径 0.5 AU 以下のハロー状（シェル状）ダ

スト雲という構造が示唆される （図 4、図 5 参照）。

このようなダストハローの起源は現在のところよく

分かっていないが、近年、他のいくつかの類似天体

において同様なダストハローの存在が観測結果を説

明するために示唆されてきている 1,22,29,30)。さらに、

中質量の若い星である Herbig Ae/Be 型星の一般的

な SED を説明するために、そのようなダストハロー

が必要であるという指摘もある 31)。ただし、これ以

上内側領域の構造に対して観測的制限を与えるには、

赤外線干渉計などを用いたより高い空間分解能を達

成できる観測が必要である。

いずれにせよ、観測された SED を説明するには、

ダストハローが必要である。このようなダストハロー

の理論的起源として、形成中の惑星などによる摂動

を受けて高離心率・高軌道傾斜角に散乱された微惑

星の衝突によって生成したダストの可能性が示唆さ

れている 32)。このような円盤内側と外側でまったく

異なる構造を持つ円盤は、まさに惑星形成最終段階

へ遷移途上にある遷移円盤であると言える。

討論
円盤内側領域の空隙の group I 天体での一般性
我々は、中間赤外線撮像観測とモデリングにより

HD169142 円盤の内側領域でダストが大幅に減少

している空隙が生じていることを示した。類似の

構造がその他の Herbig Ae/Be 型星について示唆さ

れている。例えば、ABAur33)、HD14252722,34,35)、

HD135344B36)、HD3611237)、HD10054623,38,39)、

な ど で あ る。 こ れ ら の Herbig Ae/Be 型 星 は、

Meeus らの SED 解析 13) から分類された group I 
に属する天体である。Group I 天体の特徴は、強い

遠赤外線超過放射が見られる点である。今回のモデ

リング結果から、我々はこの遠赤外線放射は外側円

盤の内縁壁から来ていることを提唱する。この提案

が正しいとすれば、group I には円盤内側にダスト

が大きく減少している空隙が存在していることを示

唆しており、このような構造が group I 天体には共

通であることが、自然な帰結として示唆される。こ

れは、これまで group I の幾何学的に厚い円盤から 
group II の幾何学的に薄い円盤へと、ダストの成長・

赤道面への沈殿により進化すると考えられてきた進

化描像に一石を投じる可能性がある。場合によって

は全く逆に group I 天体は惑星形成が進んでいる円

盤で、内側領域に穴のない group II 天体は惑星形

成が（まだ）始まっていない円盤である可能性があ

る。したがって、そもそも group I と group II の
進化的な関係性は、白紙に戻って考え直す必要があ

ると我々は考えている。

さらに我々の解析から、中間赤外波長での Her-
big Ae/Be 型星の放射の広がりは、外側円盤の内縁

壁の距離および温度に強く影響を受けることが分

かってきた。これまでの観測からも、group I ソー

スの方が広がった放射が見られることが指摘され

てきており、これは group I 円盤の方が幾何学的に

厚い円盤であるとの解釈がされてきた 7,40,41)。我々

の波長 24.5 µm の撮像サーベイでも多くの group I
天体が空間分解されたが、その広がりの程度は多様

であり、円盤の幾何学的な厚みのみではその多様性

は説明できない。しかし、円盤の厚みではなく、空

隙または穴が存在するとすれば、そのサイズの大小

により観測された中間赤外線の広がりの多様性を説

明できると可能性が高い。実際、非常に広がった放

射が観測された ABAur や HD142527 においては、

壁からの赤外線放射から求められた壁のダスト温度

は比較的低く (70-100 K) 、このことは壁の位置（穴

のサイズと言っても良い）が 100 AU や 170 AU と
いう遠方に存在することと整合的である 33,35)。一方

で今回の HD169142 の外側円盤の内縁壁は比較的



8　Science Journal of Kanagawa University  Vol. 23

23 AU と比較的中心星から近くにあり、AB Aur や
HD142527 ほど顕著な広がりを示していない。以

上の状況から、中間赤外線での熱放射の広がりは、

円盤の厚みというよりは壁の位置（穴のサイズ）の

ほうがむしろ重要な物理パラメータであると考える

方が自然であり、したがって円盤の中間赤外線撮像

観測による熱放射の広がりは円盤に穴または空隙が

あるかに非常に敏感なのであろうと考えられる。

結論
本研究で得られた結果は次のようにまとめられる :
1.  すばる望遠鏡搭載の中間赤外観測装置 COMICS

による観測により、HD169142 円盤の広がっ

た放射がとらえられた。求められたサイズは

FWHM で 波 長 18.8 µm で 0.349” ± 0.014”、
波長 24.5 µm で 0.261”± 0.025” であった。

2. 観測された広がり、および SED を説明するため

に、ダスト円盤内側に 23 +3 
− 5  AU の空隙領域が生

じていることが分かった。これは HD169142 円

盤が遷移円盤であることを示している。

3. Group I 天体で、かつ中心に空隙領域が存在す

ることを示す天体が近年多数報告され始めてい

るが、HD169142 もそのような天体の一つであ

ることが分かった。Group I 天体の多くは遷移

円盤である可能性が高い。
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Abstract:  We have studied a novel process of carbon nanotube (CNT) growth from nano-
particles formed by hot ion-implantation in a SiO2/Si structure. We successfully achieved 
single-walled CNT (SWCNT) growth from Fe-implanted SiO2 films by microwave-plasma-
enhanced chemical vapor deposition (MPCVD). We also succeeded in fabricating these 
SWCNTs at temperatures as low as 400℃ . The growth of almost defect-free SWCNTs was 
successfully achieved by optimizing MPCVD growth time and power. These results were 
confirmed by the disappearance of a D-band peak and by the appearance of intense radial-
breathing-mode peak in the micro Raman spectrum. We also clarified the etching and CVD 
processes via CH4/H2 plasma induced by microwave.
Keywords:  carbon nanotube, ion implantation, microwave-plasma-enhanced chemical vapor 
deposition, H2 plasma, etching

高温イオン注入形成 Fe 微粒子からの単層カーボンナノチューブ成長
―マイクロ波によるSiO2 膜エッチングと CVD 条件の検討―
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序論
カーボンナノチューブ (CNT)は日本人により最初に

発見された C の同素体である 1)。カーボン系ナノ材

料として従来材料では到達し得ない電気伝導性、熱

伝導性、機械的強度を持つ。さらに、構造の多様性（単

層、多層、さらにカイラリティー (Chirality, CRT)
と呼ばれるチューブの巻き方あるいは螺旋度の相違）

から取りうる物性値の幅が非常に広いという大きな

特徴がある 2, 3)。この CRT によって CNT の電気的

性質が金属になったり、半導体になったりするため

に、CRT を制御して CNT を成長させることが電子

回路に応用する上で必須の技術となる。CNT を電子

回路に応用しようとする研究も盛んに行われている

が、未だ CRT まで制御された形で大量の CNT を形

成することは出来ていない。CRT を制御するという

ことは CNT を半導体、金属と電気伝導性を区別して

選択的に形成することにつながり、CNT を使用した

電子素子の形成と回路設計の自由度を大幅に拡大す

ることになる 4-6)。しかし、CRT まで制御して CNT

を形成する技術は世界中どこも成功していない。

既に形成された各種 CRT を持った CNT の集合体

を特定の CRT ごとにより分ける方法についてはかな

り研究が進んでいる 7-10)。また、CNT の成長機構に

ついては理論的な計算も行われている 11,12)。CRT 制

御に関しても、近年多くの進展がみられる。Bachilo
らは、Co-Mo-CAT 多元触媒により、(6,5) および

(7,5) の CRT を有する SWCNT の選択的成長に成

功した 13)。また Miyauchi らは、FeCo からなる触

媒を用いて、650~850℃の範囲で CVD を行い、特

に 650℃において (6,5) および (7,5)の CRT を持つ

SWCNT を合成した 14)。さらに、ここ数年で、高度

に CRT 制御された SWCNT の合成に関する報告が

出始めた。Li らは、Fe-Ru 触媒による 600~800℃で

の CVD を行い、600℃での CVD により、CRT(6,5)
の SWCNT の成長制御に成功した 15)。He らも、

600℃において、(6,5) CNT の高度な成長制御を行っ

た 16)。一方、Ghorannevis らは、非磁性金属触媒 (Au)
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から、CRT 制御された (6,5) SWCNT の成長を確認

した 17)。それまでの研究で、(6,5) CNT は 600℃程

度の比較的低温で成長する特徴があることが分かっ

ているが、Liu らは CoPt 合金触媒を用い、成長温度

を 850℃の高温にすることにより、主に (7,5)およ

び (7,6)CRT を有する SWCNT を成長させた 18)。

一方、CNT のデバイスへの応用を考えた場合、現

在の CMOS プロセスにおける作製限界温度である

400~450℃以下での CNT の成長が要求される 19)。

さらに、600℃ ~850℃の高温においては触媒金属

微粒子に C ラジカルが取り込まれた時に金属微粒子

が溶融して液相状態になるという報告がある。すな

わち、現在一般に考えられている CNT の成長機構は 
VLS(Vapor-Liquid-Solid Mechanism)機構と呼ばれ、

C ラジカルを金属微粒子の内部に多量に取り込んで

CNT を吐き出すという機構である。多量に C ラジ

カルを取り込む際に微粒子が液相状になってしまい、

もし当初に形成された金属微粒子が結晶であった場

合にはその結晶性の情報が失われてしまうことにな

る。もし、触媒金属微粒子が結晶となりその結晶方

位もきちんと制御出来れば、そして CNT 成長中に

溶融して液相状態にならない低温成長が可能であれ

ば、CNT が触媒結晶金属微粒子の表面から固相成長

して、CRT を制御することが出来ると考えられる。

この場合は VSS（Vapor-Surface-Solid Mechanism）

機構と呼ばれる。すなわち、C ラジカルは金属結晶

微粒子の表面を拡散し、微粒子が固体状態のまま

CNT が固相成長する機構である。

2000 年代に入り、SWCNT の低温成長に有効な反

応ガス種や CVD 法の研究がなされ、多くの研究グ

ループにより 600℃以下での SWCNT の合成に成功

している 20,21)。

Bae らは、350~500℃の温度範囲において Ar プラ

ズマCVDを行いCNTの成長を試みた 22)。その結果、

RF パワーを最適化することにより、375℃の低温に

おいてやや少量であるがナノチューブを合成に成功

した。ただし、SWCNT と MWCNT の混在したも

のとなった。さらに同じグループの Min らは、水蒸

気プラズマ CVD 法を用いることで 450℃において

SWCNT のみの成長を確認した 23)。Cantoro らは、

コールドウォール熱 CVD 法により、350℃という低

温において SWCNT の成長を実現し、さらに I-V 電

気特性の評価を行った 24)。

さらに近年、多くのグループにより 350~500℃程

度の低温における SWCNT の合成が報告されてい

る 25-36)。

こうして低温化に関しては多くの研究の進展が報

告されているが、CRT 制御と直接結びついた形でこ

の低温化を利用しようとする試みはなされていない。

以上をまとめると、CNT 成長のためのキーとなる

技術は CRT 制御と成長プロセスの低温化である。そ

こで当研究室においては以下の特許を提案した。（特

許願 2009/8/31  P00502 カーボンナノチューブ製造

用基材の製造方法、カーボンナノチューブの製造方

法、半導体装置、及び半導体装置の製造方法）

(1) 先ず、触媒となる鉄、コバルト、ニッケルといっ

たような金属元素を、試料基板表面上にナノサ

イズの微結晶粒子として結晶軸の方向まで制御

した形で、形成できる方法を提案した。

(2) 次に、このように制御性よくナノサイズの微結

晶触媒金属粒子が形成出来たとして、この触媒

金属微粒子が溶融しない低温で CVD を行ない、

CNT を種の結晶方位を反映させた形で結晶方位

方向を揃えて固相成長させる方法を提案した。

それによって、CRT 制御された CNT 成長が実

現する。

この研究においては上記のような考え方に基づい

て、先ず触媒金属微結晶粒子の結晶方位、大きさ、

形成密度が制御性良く成長出来る条件を明らかにす

ることを最初の目的とする。

試料基板表面上にナノサイズの触媒金属微結晶粒

子を結晶軸の方向まで制御した形で形成するために、

以下に示す新規で独創的なアイデアを提案する。

絶縁膜（あるいは絶縁バルク固体）に高温イオン

注入（ホットイオン注入）を行うと注入中にイオン

が増速拡散され、凝集して非晶質あるいは結晶性の

クラスターを形成することが知られている。クラス

ターが非晶質になるか結晶になるか、あるいはクラ

スターの大きさと形成密度がどのように分布するか

は注入中温度、注入エネルギー、注入ドース量、注

入ドースレートに依存する。

次にSiO2/Si基板のような構造を考える。すなわち、

結晶性基板上に絶縁膜を形成した構造である。この

界面にピークを持つように触媒金属を高温イオン注

入する。するとイオン注入された金属は絶縁膜中で

の凝集作用と下地単結晶基板に対してエピタキシャ

ル成長とが同時に起こり、単結晶基板に対してナノ

サイズの微結晶粒子が結晶方位を揃えて界面に成長

する。これら微結晶粒子は結晶の方位が一定の方向

を向いているので、絶縁膜をエッチングした後に低

温で CVD を行えば、CRT が揃った SWCNT が固相

成長することが期待できる。

当研究室においてはこのように高温イオン注入と

いう極めて制御性に優れるツールを使用して制御性

よく微結晶金属微粒子を形成してきた。そしてこれ

まで、SiO2/Si 表面、界面への高温イオン注入により
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形成した Fe や Co クラスターの評価とこれらのクラ

スターからの CNT 成長の報告をしてきた 37-39)。

この論文においては、特にマイクロ波プラズマ

CVD 法（MPCVD）を提案する。この方法はマイク

ロ波を CH4/H2 混合ガスに投入してプラズマを形成

し、上記制御性の揃った金属微粒子に C ラジカルや

C イオンを接触させ、CNT を成長させようとする試

みである。この方法ではプラズマを形成する為の電

極構造が不要であることから、電極材料に起因した

汚染が CNT 中に取り込まれず、不純物を含まない

純粋な CNT を形成できるという利点がある 40)。

しかし、一般に基板を 800℃以上という高温状態

で成長させるために、触媒金属微粒子が液相状にな

り、折角結晶方位の揃った微粒子を形成しても液相

状になることにより固相成長を阻害し、CRT 制御が

困難になると考えられる。

そこで、我々は基板温度が 400℃程度の低温にな

るようにマイクロ波のパワーを下げ、その条件にお

いても SWCNT が成長出来ないかどうか、即ち低

温にすることにより CNT が金属微粒子に対して固

相成長することが出来ないかどうか検討することに

した。

方法
マイクロ波プラズマによる SiO2 膜のエッチング
表 1 に示す a~i の条件で MPCVD 法による SiO2 膜

のエッチングを行った。

マイクロ波プラズマによる CNT 形成
表 1 における f~i の条件で CNT を形成した。但し、

マイクロ波パワーは 270 W で一定である。

結果と討論
マイクロ波プラズマによる SiO2 膜のエッチング
一般に SiO2 膜のエッチングと MPCVD による金属

微粒子を触媒とした CNT 成長は同時進行的に起き

ている。H2 ガスだけであればエッチングのみが、

CH4 ガスが H2 ガスと混合されていればエッチング

と CNT 成長が同時に起こる。

図 1 に、表 1 の条件でエッチング（または CVD）

を行い、縦軸にエッチング量を横軸にエッチングン

時間をとったグラフを示す。この図より、0% の 10 
分に注目すると、400, 600, 800℃と異なる温度で全

て同じエッチング量を示している。すなわち、温度

を上昇させてもエッチング量は変化していない。こ

のことから、H ラジカルによる SiO2 膜エッチングに

は、活性化障壁がほとんど存在しないことが分かる。

すなわち、H ラジカル自体が、SiO2 のエッチングに

関して十分活性であり、エッチングを律速している

と言える。一方、CH4 が 5% 含まれる混合ガスでは

温度によってエッチング量が変化し、0% に比べて

エッチング量が減少している。減少した原因として

は、SiO2 表面に吸着した C 原子が H ラジカルによ

るエッチングを阻害していることが考えられる。こ

のことはこの節の後半でさらに詳細に議論する。

表 2 の条件で SiO2/Si 試料をエッチングした写真

を図 2A~F に示す。また、エッチング量とマイクロ

波パワーとの関係をまとめたグラフを図 3 に示す。

基板温度は400℃ (270 W), 800℃(750 W)である。

0%, 5% 共に高パワー (750 W) でエッチングを

行った試料はエリプソメータで計測しても測定不能

であった。即ち SiO2 膜が総てエッチングされて Si
が露出していると思われる。計測できたエッチング

No. 使用ガス ガス流量
基板温度
(℃ )

エッチング
時間 (min)

1 H2 200 sccm 400 1
2 400 5
3 400 10
4 600 10
5 800 10

6 CH4/H2
10 : 200 

sccm 400 10

7 400 20
8 800 5
9 800 10

表 1．SiO2 膜をエッチングした時のガス種，ガス流量，
基板温度，エッチング時間

図 1．H2 或いは CH4/H2 プラズマによる SiO2 エッチング
量のエッチング時間依存性．
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量に対してマイクロ波パワーを横軸にとったグラフ

は図 3 に示すように流量比を問わず（0％でも 5％で

も）マイクロ波パワーに依存してエッチング量が上

昇した。このことから、マイクロ波パワーはプラズ

マ密度を上昇させる性質があることが分かる。つま

り、マイクロ波パワーをコントロールすることでエッ

チング量を操作できる。エリプソメータで計測でき

なかった試料は総て SiO2 膜がエッチングされたと考

えられる。

まず 5% でエッチングを行った試料では低パワー

(270 W)の場合、外側の SiO2 膜が優先的に削られ

て薄くなっていた。即ち低パワーの場合、試料外側

の方がエッチングされやすいということは試料外側

においてエッチングに寄与する H ラジカルの密度が

C ラジカルの密度より高いからであると推測できる。

それに対して高パワー (750 W)試料では、中心部で

Si 基板が露出し、外側の四隅は炭化した。このこと

より、試料外側付近では C ラジカルの密度が H ラジ

カルの密度より高くなり、試料表面に付着した C が

H ラジカルによるエッチングを阻害したと思われる。

すなわち、HラジカルとCラジカル密度にはパワー

依存性があり、H ラジカル密度は、マイクロ波パワー

に対して緩やかに増加するが、C ラジカル密度は、

マイクロ波パワーにより増加の仕方が H ラジカル密

度の増加量より多くなっていると推測できる。

つまり、低パワー (270 W)の場合、試料全面にわ

たり H エッチング量が C ラジカル供給量を上回った

ため SiO2 膜が優先的に削られていった。但し、試料

周辺部の方が中心部よりもプラズマ密度は高い。一

方、高パワー (750 W)の場合では、同様にプラズマ

密度が高い試料外側では、Cラジカル供給量がHエッ

チング量を上回り、SiO2 膜が削られる前に CNW
（Carbon が、図 2E、F の炭化している四隅において

は、CNW 成長していることは既に確かめられてい

る）SiO2 エッチングのマスクとして機能していたと

考えられる。すなわち、H ラジカルと C ラジカル密

度にはパワー依存性があり、H ラジカル密度は、マ

表 2．SiO2 膜のエッチング量のパワー依存性を測定する
ための CVD 条件

No. 使用
ガス

ガス
流量

パワー
(W)

基板温度
(℃ )

CVD 時間
(min)

1 H2 200 sccm 270 800 10
2 500 800 10
3 750 800 10

4 CH4/H2
10 : 200

sccm 270 800 10

5 500 800 10
6 750 800 10

図 2．表 2 に示す共通条件（基板温度 800℃ , 時間 10 分）
でエッチングしたSiO2/Si基板写真 . (A)~(C) H2ガスのみ , 
(D)~(F) は CH4/H2 流量比が 5%．

A

B

C

D

E

F
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図 3．エッチング量のマイクロ波パワー依存性． 図 4．SiO2 膜のエッチング量の時間依存性 .（パワー : 
270 W, 流量比 : 5%）．

イクロ波パワーに対して緩やかに増加するが、C ラ

ジカル密度は、マイクロ波パワーにより増加の仕方

が H ラジカル密度の増加量より多くなっていると推

測できる。

つまり、低パワー (270 W)の場合、試料全面にわ

たり H エッチング量が C ラジカル供給量を上回っ

たため SiO2 膜が優先的に削られていった。但し、試

料周辺部の方が中心部よりもプラズマ密度は高い。

一方、高パワー (750 W)の場合では、同様にプラ

ズマ密度が高い試料外側では、C ラジカル供給量が

H エッチング量を上回り、SiO2 膜が削られる前に

CNW(Carbon Nano Wall)が成長して（本論文に示

されてはいないが、図 2 E、F の炭化している四隅

においては、CNW 成長していることは既に確かめ

られている）SiO2 エッチングのマスクとして機能し

ていたと考えられる。さらに、H ラジカルのみでエッ

チングを行った試料についても基板の外側から SiO2

膜が削れていき、凸状に SiO2 膜が残り、基板の外側

は Si が露出していた。このことより、H ラジカルだ

けで構成されているプラズマ密度も試料外側の方が

高いことがわかる。

マイクロ波プラズマによる CNT の形成と評価
図 4 に表 1 にまとめられている CVD 条件のうち、

f~i までの条件に対して測定した SiO2 膜エッチング

量のエッチング時間依存性をまとめたグラフを図 4
に示す。

以下の節においては図 4 に示された 4 つの条件で

CVD を行い FESEM と顕微ラマン分光によって分

析した結果を示す。即ち、SiO2 をエッチングしなが

ら同時にCNT成長のCVDプロセスが進行している。

FESEM による分析
図 5 に示す FESEM(Field Emission Scanning Elec-

tron Microscope)画像は図 4 に示す CNT エッチン

グ条件の内、400℃ , 10 分で成長させたもので流量

比は 10:200 sccm で 5％の試料である。すなわち、

図 4 における 10 分の▲で示された点に対応する条

件下で CVD を行った試料の画像である。

イオン注入された Fe は試料表面から 10 nm 程度

の深さに存在している。CNT を成長させるためには

SiO2 膜中 10 nm 程度の深さに存在している Fe を表

面に露出させる必要がある。低パワー (270 W)で深

さ 10 nm に存在している Fe を表面に露出させるた

めに必要な CVD 時間は図 1 に示す SiO2 エッチング

量を参考にして設定した。高温の 800℃では 5 分と

10 分、低温の 400℃では 10 分と 20 分である。

図 4 に示されている FESEM 画像は低温 400℃に

おける 10 分の CVD 時間で成長させた写真である。

低倍においては細かな粒子が表面に一様についてい

るように見えるが、中倍、高倍と分解能を上げてい

くと細い筋状の CNT が観察出来た。細かい粒子の

ようなものはプラズマでエッチングされた SiO2 の表

面の凹凸を反映しているものと思われる。この筋状

の CNT の直径は 2 nm 程度である。後の顕微ラマン

分光スペクトルから評価される単層 CNT の直径と

同程度であり、下記のラマン分光スペクトルで示さ

れた SWCNT と一致する。

顕微ラマン分光による分析
ラマンスペクトルの見方
MPCVD を行った試料に対し、試料表面上で RBM
が観測された数か所の顕微ラマン分光スペクトルを

以下に示す。G-D バンド領域に存在する G バンド

（1590 cm-1 付近）は、六員環の面内光学フォノン励

起によるラマンシフト、D バンド（1350 cm-1 付近）

は、六員環中の欠陥を含む構造に起因したピークで

ある。この G バンドの強度と D バンドの強度比、
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G/D 比から CNT の質を評価できる。これが大きけ

れば欠陥の少ない CNT が成長出来ていることにな

る。RBM(Radial Breathing Mode)領域のピークは

SWCNT が存在すれば観測出来るピークである。こ

れは SWCNT の円筒の動径方向に振動するモードに

対して現れるピークである。さらに、そのピーク波

数から CNT 直径を推定できる。今回の CNT 直径を

求める式は

dt ＝ A/(ωRBM － B) ------ (1)

であり、dt は CNT 直径、ωRBM は Raman Shift、A，

B は文献 2) より A = 248，B = 0 である。

以下に述べる一連の顕微ラマン測定を行った CNT
試料はすべて 5 keV Fe 2 × 1016/cm2 を 600℃で注入

した試料に対して CNT を成長させた SiO2/Si 基板で

ある。

高温（800℃）成長した CNT のラマン分析
CVD 時間 5 分 , 10 分の場合
図 4 の●で示す条件で MPCVD を行った。5 分の成

長時間の CNT スペクトルは図 6 に，10 分の成長時

間の CNT スペクトルは図 7 に示す。

図 6A, 図 7A の G-D バンド領域では、D バンドピー

ク強度は G バンド成分に比べ、小さいことから欠陥

の少ない CNT が成長したことが分かる。

また、図 6B の RBM ピーク波数から、5 分の成長

時間の CNT では表 3 のような直径の SWCNT が成

長していることが確認できた。

図 7A の 10 分の成長時間においては図 4 に示さ

れているように、14 nm というかなり深くまでエッ

チングされる条件下での CVD 成長であるためか、

RBM モードでのラマンスペクトルを観測するのに

かなり困難を伴った。すなわち、試料上で RBM モー

ドのスペクトルを観測できる地点を捜索するのに苦

労した。これはホットイオン注入により導入された

Fe 金属微粒子が存在している深さが 10 nm 程度で

あり、エッチング途中で一度形成された SWCNT が

さらに CVD が継続していることにより、多層化し

たために RBM ピークが観測されにくくなったので

はないかと考えられる。唯一 RBM ピークが観測さ

れた C 地点での SWCNT の直径は 1.32 nm だった。

しかし、これらラマン分光スペクトルの大きな特

徴として RBM 信号強度が G ピークの強度に匹敵す

るほどの強さで観測されたことである。

低温（400℃）成長した CNT のラマン分析
CVD 時間 10 分 , 20 分の場合
図 4 の▲で示す条件で MPCVD を行った。400℃と

いう低温において 10 分の CVD 時間で成長させた

CNT のラマンスペクトルを図 8 に、20 分の CVD 時

間で成長させた CNT のラマン分光スペクトルを図 9
に示す。

図 8A、図 9A は G-D バンド領域で図 8B、9B は

RBM バンド領域のラマン分光スペクトルである。

400℃成長の場合、800℃成長の場合と比較して、

RBM ピークは比較的容易に観測出来た。これはエッ

図 5．5 keV Fe 2 × 1016 cm-2 を 600℃で注入した試料に
対してCNTを成長させた表面の低倍 (A),中倍 (B),高倍 (C)
の FESEM 画像．

A

B

C
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図 6．800℃，5 分の MPCVD で成長した CNT の G-D (A)
および RBM (B) バンド領域のラマンスペクトル．

図 7．800℃ , 10分のMPCVDで成長したCNTのG-D (A)
および RBM (B) バンド領域のラマンスペクトル．

表 3．図 6B から (1) 式を使って
算出した単層 CNT の直径

場所 CNT 直径 (nm)

F 1.50，1.28
G 1.89 
H 1.56 
I 1.54 
J 1.46 

A

B

A

B

チング時間が 20 分であっても、エッチング量が少な

めである（図 4 の▲印と●印参照）ことが効いてい

る可能性がある。すなわち最初に導入した Fe 金属

微粒子が形成されている平均的な深さ（～ 10 nm 程

度）を超えてエッチングが進行していないため、効

率的にSWCNTが形成された可能性がある。さらに、

400℃の CVD における図 8A、図 9A に示した G/D
比は、800℃の図 6A、7A に示されている G/D 比と

比較して明らかに向上しており、欠陥の極めて少な

い SWCNT が形成されている。しかも、RBM ピー

ク強度が G ピークに匹敵するほどの強さで観測さ

れている。このことからマイクロ波パワーを減少さ

せ、試料温度も低温化することにより、プラズマ密

度（ラジカル形成密度）を低減化させた方が高品質

な SWCNT が成長できるということが分かった。

MPCVD 法による SiO2 膜エッチングと CNT 成長
機構
Fe イオンを注入した SiO2/Si 試料に H ラジカルと C
ラジカルを含んだプラズマで MPCVD を行う。H ラ

ジカルの影響により SiO2 膜がエッチングされるが、

そのプラズマ密度は基板試料の中心部よりも周辺部

の方が大きいため、周辺部の方が先にエッチングさ

れる。

図 10の中間の図で示すように中心部が盛り上がっ

た形で周辺部の Fe が先に表面に露出してくる。一

度 Fe 微粒子が表面に現れると C 原子（プラズマ中

では C ラジカルまたは C イオン状態になっている）

が付着し、CNT が成長する。この CNT の成長は

400℃という低温においては Fe 微粒子が溶融せず、
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固相状態のまま成長する（固相エピタキシャル成長）

と考えられる。この時、C ラジカルは Fe 金属微粒

子中に取り込まれず、微粒子表面を移動、拡散して

CNT が成長する。一度 CNT が成長すると、その

CNT はエッチングされず、周囲の SiO2 がエッチン

グされると同時に下部に沈み込んでいくと考えられ

る。C がマスクとなって Fe 金属微粒子ごとエッチ

ングされてしまうということはないと思われる。最

終的には Si 基板上に CNT が成長しているように形

成される。もちろん何時間もプラズマに晒している

図 8．400℃で 10分のMPCVDで成長したCNTのG-D (A)
および RBM (B) バンド領域のラマンスペクトル．

図9．400℃で20分のMPCVDで成長したCNTのG-D (A)
および RBM (B) バンド領域のラマンスペクトル．

表 4．図 8B から (1) 式を使って
算出した単層 CNT の直径

場所 CNT 直径 (nm)

A 1.30
B 1.92
C 1.92，1.10
D 1.29
E 2.10　1.37

表 5．図 9B から (1) 式を使って
算出した単層 CNT の直径

場所 CNT 直径 (nm)

N 1.86
O 1.42
P 1.82

と最終的には CNT も削れてしまうが、Si 表面ギリ

ギリに到達するような時間でMPCVDを停止すれば、

Si 基板上に CNT が成長しているように形成できる。

最後に図 10 に SiO2 エッチングと CNT 成長モデ

ルを示す。

結論
CNT 生成量は、MPCVD を実行する時間と大きな相

関があることが分かったので、CVD 時間の最適化を

行った。即ち、5 keV の低エネルギー Fe イオン注入

A

B

A

B
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図 10．H2 希釈 5％の CH4 プラズマによる SiO2 膜エッチ
ングと CNT 成長の様子を示したモデル図．

試料に対しては～ 10 nm 程度の深さに Fe 金属微粒

子が集中しているので、表面から～ 10 nm 程度エッ

チングさせる時間だけ CVD を行うようにした。こ

うして SiO2 膜のエッチングを Fe が集中している最

適な深さに抑えることにより、高効率に SWCNT を

成長させることができた。

また、顕微ラマン分光スペクトルの RBM 領域に

顕著に現われるピークの観測結果から、SWCNT が

成長していることが分かった。しかもマイクロ波パ

ワーを低減して SiO2/Si 基板試料を CVD 中に 400℃
という低温に保つことにより極めて欠陥の少ない高

品質な SWCNT を成長させることに成功した。

H ラジカルによる SiO2 膜のエッチング量を調べ

た結果、C ラジカルが試料に吸着すると H ラジカ

ルによる SiO2 膜のエッチングを阻害することも分

かった。
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Abstract:  Preparation and structural characterization of novel intercluster compounds, 
i.e., [{Au(PPh3)}4(µ4-O)]3[a-PW12O40]2·4EtOH (1), [{Au(PPh3)}4(µ4-O)]2[a-SiW12O40]·2H2O (2) 
and [{Au(PPh3)}4(µ4-O)]3[a-PMo12O40]2·3EtOH (3), constructed between a tetrakis{triphenyl 
phosphinegold(I)}oxonium cation and a saturated a-Keggin polyoxometalate (POM), are 
described. The tetragold(I) cluster oxonium cation was formed during the course of car-
boxylate elimination of a monomeric phosphinegold(I) carboxylate complex, i.e., [Au((R,S)-
pyrrld)(PPh3)][(R,S)-Hpyrrld = (R,S)-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid], in the presence of 
the free acid form of a Keggin POM, Hn[a-XM12O40]·mH2O (n = 3, X = P, M = W, Mo; n = 4, 
X = Si, M = W; m = 7-14). The tetragold(I) cluster cation in 1 was composed of four PPh3AuI 
units bridged by a central µ4-oxygen atom in a distorted tetrahedron. On the other hand, 
by using sodium salt of Keggin POM, Na3[PW12O40]·9H2O, the heptagold(I) cluster cation 
was formed, i.e., in the form of [{{Au(PPh3)}4(µ4-O)}{{Au(PPh3)}3(µ3-O)}][a-PW12O40]·EtOH 
(4). The heptagold(I) cluster unit in 4 was formed by four inter-aurophilic interactions 
between the tetragold(I) cluster unit and trigold(I) cluster unit, which contained µ4-O and 
µ3-O atoms, respectively. The POM anion in 1 can be exchanged with the BF4

- anion us-
ing an anion-exchange resin (Amberlyst A-27) in BF4

- form, resulting in the formation of 
[{Au(PPh3)}4(m4-O)](BF4)2. On the other hand, when the POM anion in 4 was exchanged 
with BF4

-, the heptagold(I) cluster was decomposed and a tetragold(I) cluster was formed. 
This suggests that the heptagold(I) cluster can exist only in the presence of POM. These 
compounds were characterized by elemental analysis, thermogravimetric and differential 
thermal analyses, Fourier transform IR, X-ray crystallography, and solid-state (CPMAS 
31P and 29Si) and solution (31P{1H} and 1H) NMR spectroscopy.
Keywords:  polyoxometalate, intercluster compound, multinuclear gold(I) triphenylphosphine 
cluster cation, NMR, X-ray crystallography
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序論
分子性の酸化物クラスターであるポリ酸塩（ポリオ

キソメタレート : POM）は、強酸性、耐酸性、豊富

な酸化還元特性などの極めて多彩な性質を有してい

るため、触媒、表面化学、材料科学、医薬など様々

な観点から広く研究がなされている 1)。近年、POM
の対カチオンとして様々なクラスターを用いた、い

わゆる「クラスター間化合物」が注目を集めている。

水野ら 2) は、[Cr3O(O2CH)6(H2O)3]+ と Keggin 型
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POM [a-XW12O40]n- (X = P, Si, B, Co; n = 3-6)とのク

ラスター間化合物が、結晶構造中に大きなチャンネ

ル構造を有していることを明らかにしている。この

チャンネル構造は、炭素原子 1 つの違いを識別でき

る吸着能・分離能を示し、新たな吸着材料として有

望である。また、Jansen ら 3) は、Keggin 型 POM 
(Bu4N)3[a-PW12O40] と別途合成した金 (I)9 核クラ

スター [Au9(PPh3)8](NO3)3 との反応により、二種

類のクラスター間化合物の合成を報告している。こ

れらは合成溶媒の違いにより [Au9(PPh3)8]3+ 部位が

butterfly 型および crown 型の異なった構造をとり、

同じ組成でありながらクラスターサイズの違いに起

因する異なるパッキング構造（NaCl 型と CsCl 型）

を作り別けることに成功している。

本報告では、単核の金 (I)/ カルボン酸 / ホス

フ ィ ン 系 錯 体 [Au((R,S)-pyrrld)(PPh3)] ((R,S)-
pyrrld = (R,S)-2- ピロリドン -5- カルボキシレー

ト )と各種 Keggin POM との反応から、新規クラ

スター間化合物の合成・構造解析を行った 4)。単核

金 (I)/ カルボン酸 / ホスフィン系錯体 [Au((R,S)-
pyrrld)(PPh3)] とフリーアシッド型 Keggin POM 
Hn[XM12O40]·mH2O (n = 3, X = P, M = W, Mo; n = 4, 
X = Si, M = W; m = 7-14)との反応からは、金 (I)4
核クラスターを対カチオンに持つ [{Au(PPh3)}4(μ4-
O)]3[a-PW12O40]2 ·4EtOH (1), [{Au(PPh3)}4(μ4-
O)]2[a-SiW12O40] ·2H2O (2)および [{Au(PPh3)}4(μ4-
O)]3[a-PMo12O40]2 ·3EtOH (3) が得られた。一方、

ナトリウム塩の Keggin POM Na3[PW12O40]·9H2O
との反応からは金 (I)7 核クラスターを対カチオン

に 持 つ [{{Au(PPh3)}4(µ4-O)}{{Au(PPh3)}3(µ3-O)}]
[α-PW12O40]·EtOH (4)が得られた。これらの合成は、

前駆体の Keggin POM の酸性度（フリーアシッド型

とナトリウム塩型）に大きく依存し、それぞれ異な

る核数と構造を有する金 (I)クラスターを与えた。

また、前述の Jansen らのクラスター間化合物は別

途合成した金 (I)9 核クラスター [Au9(PPh3)8](NO3)3

と POM の間での対イオン交換反応であったが 3)、

本合成法では POM 存在下で単核金 (I)/ カルボン酸 /
ホスフィン系錯体 [Au((R,S)-pyrrld)(PPh3)] のカル

ボキシレート配位子 (R,S)-pyrrld- が脱離し、金 (I)
クラスターを形成する点で異なっている。この様な、

POM を介して単核金 (I)錯体から多核金 (I)クラス

ターを合成する手法はこれまでに例が無く、新しい

クラスター合成法として非常に興味深い。

材料と方法
材料
H[AuCl4]·4H2O, エタノール , ジクロロメタン , ジエ

チルエーテル , （和光純薬工業㈱）、アセトニトリル

（関東化学）、PPh3（Aldrich）、(R,S)-2- ピロリドン

-5- カルボン酸 [(R,S)-Hpyrrld] (TCI)は、精製せず

に購入したものをそのまま用いた。単核金 (I)錯体

[Au((R,S)-pyrrld)(PPh3)] 5)、及び Keggin POM 前

駆体 H3[a-PW12O40]·7H2O6), H3[a-PMo12O40]·14H2O6), 
H4[a-SiW12O40]·10H2O6), Na3[PW12O40]·9H2O7) は 既

報に従い合成した。

測定方法
単結晶 X 線構造解析は Bruker SMART APEX CCD
回折計を使用した。

結果と討論
合成
[Au((R,S)-pyrrld)(PPh3)] を CH2Cl2 に溶解し、ガ

ラス製試験管に加えた。そこに H3[a-PW12O40]·7H2O
を EtOH/H2O 混合溶媒（5 : 1, v/v）に溶解した

溶液をゆっくり二層になるよう加え、暗所室温

に て 反 応 さ せ た。5 日 後、[{Au(PPh3)}4(µ4-O)]3 

[a-PW12O40]2 ·4EtOH (1) を淡黄色柱状結晶として

得た（収率 42.1%）。また、前駆体にそれぞれ H4[a-
SiW12O40] ·10H2O、H3[a-PMo12O40]·14H2O を 用 い

て 1 の合成と同様の操作を行うことで、ヘテロ原

子 が Si の [{Au(PPh3)}4(µ4-O)]2[a-SiW12O40]·2H2O 
(2)を淡黄色ブロック状結晶、周辺金属が Mo であ

る [{Au(PPh3)}4(µ4-O )]3[a-PMo12O40]2·3EtOH (3)
を黄色透明結晶として得ることに成功した（収率 2, 
50.6%; 3, 50.1%）。

一 方、[Au((R,S)-pyrrld)(PPh3)] の CH2Cl2

溶液の上部に、ナトリウム塩 Keggin POM Na3 
[a-PW12O40]·9H2O の EtOH/H2O（2 : 1, v/v） 溶

液をゆっくりと二層になるように加え、暗所室温

で 5 日間放置することで、[{{Au(PPh3)}4(µ4-O)} 
{{Au(PPh3)}3(µ3-O)}][a-PW12O40]·EtOH (4)を淡

黄色ブロック状結晶として得た（収率 50.5%）。

これらの錯体は、全元素分析（4 は CHN 元素分

析）、FTIR、TG/DTA、固体 CPMAS（31P および
29Si）NMR、溶液（1H および 31P{1H}）NMR、単結

晶 X 線構造解析（1, 2, 4）により同定を行った。3
は良質な単結晶が得られず X 線構造解析は完了して

いないが、1、2 と同様の金 (I)4 核クラスターカチ

オンを有していることは明らかとなった。

単結晶 X 線構造解析
化 合 物 1, 2 は、 金 (I)4 核 ク ラ ス タ ー

[{Au(PPh3)}4(μ4-O)]2+ と Keggin POM [XW12O40]n- (n 
= 3, X = P (1); n = 4, X = Si (2)) から構成されるク



野宮健司 他 :　ポリ酸塩存在下での新規金 (I) 多核クラスターの形成　23

ラスター間化合物であった（図 1(a)(b)）。1 の金 (I)
クラスターカチオン部位は、4 つの金 (I)原子 (Au1, 
Au2, Au3, Au4) が歪んだ四面体の頂点に位置し、そ

の内の 3 つの金 (I)原子からなる底辺のほぼ中心に

酸素原子 (O1)が存在していた（図 1(c)）。この中心

の酸素原子は 4 つの金 (I)原子をつなぐ µ4-O であっ

た。また、クラスター内には 3 つの Au-Au 相互作

用 (Au1-Au2, Au1-Au3, Au1-Au4) が存在し、それら

の Au-Au 原子間距離は平均 2.962 Å であった。この

原子間距離（2.962 Å）は、金属状態の Au-Au 距離

（2.88 Å）より長いが、Au の van der Waals 半径の

和（3.32 Å）よりは短く、明確な相互作用の存在を

示している。この様な構造の金 (I)4 核ホスフィン錯

体は、1995 年に Schmidbaur らによって BF4 塩す

なわち [{Au(P(o-tolyl)3)}4(µ4-O)](BF4)2 として単離

されている 8)。Schmidbaurらの金 (I)4核クラスター

は、4 つの金 (I)原子が正四面体の頂点に配置して

おり、我々の金 (I)クラスターの様な歪みは見られ

ない。金 (I)4 核クラスターと Keggin POM の存在

比は POM の電荷に依存し、ヘテロ原子が P である 1, 
3 は Keggin POM の電荷が 3- であるため 3 : 2、ヘ

テロ原子がSiである2は電荷が4-のため2 : 1であっ

た。

一 方、 化 合 物 4 は 金 (I)7 核 ク ラ ス タ ー

[{{Au(PPh3)}4(µ4-O)}{{Au(PPh3)}3(µ3-O)}]3+ と

Keggin POM [PW12O40]3- から構成され、1, 2 とは金

(I)クラスター部位の構造が大きく異なっているこ

とが明らかとなった（図 2(a)(b)）。この金 (I)7 核

クラスターは、金 (I)4 核クラスター {Au(PPh3)}4 

(µ4-O)}2+と金(I)3核クラスター {Au(PPh3)}3(µ4-O)}+

が Au-Au 相互作用によって連結された構造と見なす

ことが可能である（図 2(b)）。金 (I)4 核クラスター

部位は、歪んだ四面体構造の頂点に 4 つの金 (I)原
子 (Au1, Au2, Au3, Au4) が配置され、3 つの Au-Au
相互作用 (Au1-Au2, Au1-Au4, Au2-Au3) が存在す

る。3 つの Au-Au 原子間距離の平均値（3.092 Å）は、

van der Waals 半径の和 (3.32 Å)より短く、明確な

相互作用が存在する。4 つの金(I)原子をつなぐ酸素

原子 (µ4-O; O1) が歪んだ四面体の内部に存在してい

る。化合物 1, 2 の金（I）4 核クラスターでは、µ4-O
原子は歪んだ四面体の底辺に位置しており、4 の金

（I）4 核クラスターは異なる構造を有していた。金

(I)3 核クラスター部位は、3 つの金 (I)原子 (Au5, 
Au6, Au7) が三角形に配列し、これら 3 つの金 (I)
をつなぐ µ3-O 原子 (O2) が三角平面外に存在してい

た。また、この三角形の 2 つの辺は短く (Au5-Au7 
3.0451(11) Å, Au6-Au7 3.0532(11) Å) 、 Au-Au 相

互作用の存在が確認できるのに対し、もう 1 つの辺

は van der Waals 半径の和より長く (Au5-Au6 3.723 
Å)、Au-Au 相互作用は確認されなかった。このよ

うな金 (I)4 核クラスター {Au(PPh3)}4(µ4-O)}2+ と金

(I)3 核クラスター {Au(PPh3)}3(µ4-O)}+ が、4 つの

Au-Au 相互作用により連結されることで金 (I)7 核ク

ラスター [{{Au(PPh3)}4(µ4-O)}{{Au(PPh3)}3(µ3-O)}]3+

が形成されていた。

化合物 1-4 の POM アニオン部位は、いずれも一

般的な飽和型 Keggin POM アニオンであった。

その他のキャラクタリゼーション
化合物 1, 2, 3 は全元素分析、化合物 4 は CHN 元素

分析を行い、TG/DTA の測定結果と合わせてそれぞ

れの組成を決定した。この結果は単結晶 X 線構造解

図 1．単結晶 X 線構造解析から得られた (a) 化合物 1 お
よび (b) 化合物 2 の分子構造と (c) 化合物 1 の金 (I)4 核
クラスター部位の構造．図の簡略化のため，(a)(b)では
水素原子を、(c)ではフェニル基を省略してある．

(a)

(b)

(c)
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析の結果とも一致していた。金 (I)4 核クラスターお

よび金 (I)3 核クラスター中の µ4-O 原子および µ3-O 
原子は、いずれも反応系に存在する水および POM
の結晶水の水に由来しているものと思われる。

FTIR の結果、これら 4 種類の化合物で飽和型

Keggin POM 構造に基づく吸収（800-1100 cm-1）

と PPh3 に基づく吸収が観測された。また、前駆体

である単核金 (I) 錯体 [Au((R,S)-pyrrld)(PPh3)]
の (R,S)-pyrrld 配位子のカルボニル基に基づく吸

収（1696, 1632 cm-1）が観測されなかった事から、

POM との反応において (R,S)-pyrrld 配位子は脱離

していることが示唆され、X 線構造解析の結果と対

応している。

固体 CPMAS 31P NMR の結果、いずれの化合

物も 25 ppm 付近にブロードなシグナルが観測さ

れ、金 (I) ホスフィンクラスターの PPh3 に由来

するシグナルと帰属できる。また、化合物 1 では

15.3 ppm、 2 では 19.2 ppm にもピークが観測され

た。これらは、固体状態において金 (I)4 核クラス

ターが歪んだ四面体構造をとっているため、非等価

な PPh3 がクラスター中に存在することに由来する。

一方、溶液中（DMSO-d6）の 31P{1H} NMR 測定で

は、いずれの化合物も一本のシグナル (24.87 (1), 
24.76 (2), 25.5 (3), 24.46 (4) ppm) として観測さ

れた。溶液中では、分子運動により PPh3 の環境が

平均化され、鋭い一本線ピークとして観測されたた

めである。また、化合物 4 では 24.46 ppm に観測

され、1 の 24.87 ppm に比べて僅かではあるが高磁

場シフトしている。このことから、4における金 (I)7
核クラスターは溶液中でも 7 核構造を保っていると

推測される。

イオン交換による金 (I)4 核および 7 核クラスター
カチオンの BF4 塩としての単離の試み
金 (I)の 4 核および 7 核クラスターと POM から構

成されるクラスター間化合物 1, 4 の POM アニオ

ン部位を、陰イオン交換樹脂を用いて BF4 アニオ

ンへと交換することを試みた。陰イオン交換樹脂に

は BF4
- 型の Amberlyst A-27 を用いバッチ法で行っ

た。1 では POM アニオンが BF4
- アニオンに置き

換わった [{Au(PPh3)}4(µ4-O)](BF4)2 を得ることが

出来た。溶液の 31P NMR では 25.10 ppm にシグナ

ルが観測され、Schmidbaur らが報告している錯体

[{Au(PPh3)}4(µ4-O)](BF4)2 の 25.4 ppm とほぼ一致

していた。Schmidbaur らは、金 (I)3 核ホスフィン

錯体 [{Au(PPh3)}3(µ3-O)]BF4 を合成した後、金 (I)
単核ホスフィン錯体 [Au(PPh3)]BF4 を反応させ 4 核

錯体へと二段階で導いているが 8)、我々の合成法で

は金 (I)単核錯体から POM 存在下で直接 4 核錯体

を合成する点で大きく異なっている。

一方、4 ではアニオンを BF4
- へと交換すると 7

核構造を保つことが出来ず、1 と同様の 4 核クラ

スターへと変換してしまうことが 31P NMR より

示唆された。これは金 (I)7 核クラスターカチオン

[{{Au(PPh3)}4(µ4-O)}{{Au(PPh3)}3(µ3-O)}]3+ は、固

体状態と溶液状態共に POM アニオンの存在下での

み安定化されることを示唆している。このことより、

本報告で提唱する POM アニオンを介した金 (I)ク
ラスターカチオンの合成法を用いることで、これま

でに合成・単離されていない新たな金 (I)クラスター

を合成することが可能と考えている。

図 2．化合物 4の (a)分子構造と (b)金 (I)7 核クラスター
部位．図の簡略化のため，(a)では水素原子を，(b)では
フェニル基を省略してある．

(a)

(b)
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まとめ
単核の金 (I)/ カルボン酸 / ホスフィン系錯体

[Au((R,S)-pyrrld)(PPh3)] ((R,S)-pyrrld = (R,S)-
2- ピロリドン -5- カルボキシレート )と各種 Keggin 
POM との反応により、新規クラスター間化合物の

合成・構造解析に成功した。単核金 (I)ホスフィン

錯体 [Au((R,S)-pyrrld)(PPh3)] とフリーアシッド型

Keggin POM Hn[XM12O40] (n = 3, X = P, M = W, Mo; 
n = 4, X = Si, M = W)との反応からは、金 (I)4 核ク

ラスターをカチオンに持つ化合物 1, 2, 3 が、ナトリ

ウム塩 Keggin POM Na3[PW12O40] との反応からは

金 (I)7 核クラスターを対カチオンに持つ化合物 4
が得られた。従来の合成法では多段階反応により金

(I)ホスフィン多核クラスターを得ていたのに対し、

本方法では単核金 (I)ホスフィン錯体 [Au((R,S)-
pyrrld)(PPh3)] から POM 存在下で直接多核クラス

ターを合成することが可能であった。また、生成す

る金 (I)クラスターの核数や構造は、合成に用いた

前駆体の Keggin POM の種類に依存しており、4 で

見られた金 (I)7 核クラスターカチオンは POM 存在

下でのみ安定に存在する。金 (I)ホスフィンクラス

ターは有機合成における触媒としての観点からも最

近注目されており、本方法の POM アニオンを用い

た金 (I)ホスフィンクラスター合成法は、新規で多

様な金 (I)クラスターを合成する新しい手法となり

うる。
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Abstract:  Open-cage fullerene has attracted interest in the production of endohedral 
fullerenes by organic reactions, the so-called “molecular surgery method”. This approach 
consists of cage opening by photooxygenation of azafullreloid and bisfulleroid followed by 
ring expansion such as hydroamination. Hydroamination of N-silylmethyl keto lactam 
derivatives of C60 (3b, c) with phenyl and p-bromophenyl hydrazine occurred with 
regioselective cage scission to give 15-membered open-cage fullerenes (9b-d), which 
have methylene carbon and a hydrazone unit along the orifice on the amino side of the 
amido group. The structure of 9c was confirmed by HMQC, HMBC spectroscopy and 
NOE experiments. Regioselectivity in the hydroamination of N-p-toluenesulfonyl (Ts) 
keto lactam derivative of C60 (3d) depended on the aromatic hydrazine used. In the 
case of phenyl and naphthyl hydrazine, two 15-membered open-cage fullerene isomers 
(8e, f and 9e, f) were obtained with and without concomitant water encapsulation. 
When p-bromophenyl hydrazine was used, only one isomer of the 15-membered open-
cage fullerene (8g or 9g) was formed. Regioselectivity as well as the efficiency of water 
encapsulation were elucidated by theoretical calculations.
Keywords:  open-cage fullerene, hydroamination, water encapsulation, silyl and tosyl substi-
tuted fulleroids
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序論
穴あきフラーレン 1-3) は有機反応を用いて内包フラー

レン 4-5) を合成する“分子手術法”の合成中間体と

して重要である。この分子手術法は、アザフレロイ

ド（1a）6-7) やビスフレロイド（2a, b）8-9) の一重項酸

素酸化反応によりフラーレンの骨格に穴をあけるこ

とを鍵反応としている（図 1）。しかしながらこれら

の穴あきフラーレン (3a, 4a, b と 5b)の開口部は原

子や分子を貫入するには充分な大きさではない。そ

こで開口部の拡大反応が必要である。その中の一つ

にα, β不飽和カルボニル部分に対する芳香族ヒドラ

ジンのヒドロアミノ化反応による開口部の拡大反応

がある。通常、カルボニル化合物に対する求核試薬

の反応は、カルボニル炭素に対して求核攻撃が進行

し、水分子が脱離するが、α, β不飽和カルボニルを

有するフラーレン誘導体に対してはそのような反応

は進行せず、カルボニル基のα炭素とβ炭素に反応

して炭素―炭素結合が開裂することで開口部が拡大

される。2003 年岩松・村田ら 10) はα, β不飽和カル

ボニルを有する穴あきフラーレン（4a）と芳香族ヒ

ドラジンとの反応を検討し、はじめてヒドロアミノ



28　Science Journal of Kanagawa University  Vol. 23

化反応を報告し、開口部 16 員環に拡大した穴あきフ

ラーレン (6a)を合成した。このときヒドラジンの

反応する位置は二つのα, β不飽和カルボニル部分で

共役系の長いジエニルケトン部分に立体選択的に起

きることを明らかにした（図 2）。すなわちヒドロア

ミノ化反応ではヒドラジンの二つの水素がα, β不飽

和カルボニル部分に付加しメチレン水素が生成する。

岩松・村田ら 10) は 13C INADEQUATE スペクトルに

おいて、このメチレン炭素と一つのカルボニル炭素

が二つのフラーレン骨格の sp2 炭素を介して連結し、

もう一つのカルボニル炭素が隣にそれぞれ二つの骨

格炭素と連結していることを確かめた。

一方ケトラクタム構造を有する穴あきフラーレン

（3a）についても岩松・村田ら 11) によりヒドロアミ

ノ化反応が検討され、二つのジエニルケトン部分の

うちアミドのカルボニル側に近いα, β不飽和カルボ

ニル部分が選択的に反応し、開口部が 15 員環に拡

大した穴あきフラーレン (8a)を生成することが報

告された。その後小松と Orfanopoulos ら 12) は穴あ

きフラーレンの異性体（4b と 5b）についても同じ

立体選択性でヒドロアミノ化反応が進行し 2 種類の

16 員環穴あきフラーレン（6b と 7b）が生成するこ

とを報告した。一方 2004 年に Orfanopoulos ら 13) は
岩松・村田ら 11) と同じ反応を再検討し、異なる構造

を提唱した。すなわち二つのジエニルケトン部分の

うちアミドの窒素側に近いα, β不飽和カルボニル部

分が選択的に反応して生成する構造（9a）である。
1H-13C デカップリング実験において一つのフラーレ

ン骨格の炭素が骨格メチレン水素と窒素上のメトキ

シメチル（MEM）基のメチレン水素の両方とカップ

リングしていることから9aの構造を決定した。岩松・

村田らの構造（8a）では 3 結合以内でこのようなカッ

プリングをするフラーレン骨格炭素の sp2 炭素は存

在できない。さらにヒドラゾンの NH とフラーレン

骨格のメチレンプロトンと N メチレンプロトン間に

NOE が検出されることも 9a の構造を支持した。

我々はケトラクタム構造を有する穴あきフラーレ

ンのヒドロアミノ化反応について、N シリル基およ

びトルエンスルホニル（トシル）基置換誘導体につ

いて検討を行い、ヒドロアミノ化反応の位置選択性

が窒素上の置換基により異なることを見出した。さ

らに開口部が 15 員環と小さいにもかかわらず窒素上

の置換基により常温・常圧で水が内包されることを

見出したので報告する。

材料と方法
フラーレンは MRT.Ltd から、その他の試薬は東京

化成、和光純薬等から購入した。穴あきフラーレン

（3b, c, d）は既知の方法 14) で合成し、以下のフェ

ニルヒドラジン、p- ブロモフェニルヒドラジン、ナ

フチルヒドラジンとの反応に用いた。IR は JASCO 
FT-IR-4100、融点測定は Yanaco MP-S3、液体クロ

マトグラフィーは JAI LC-908 を用いた。NMR に

は JEOL JNM-ECP 300、JEOL JNM-ECP 500 分光

器を、質量分析は SHIMADZU MALDI-TOF Mass 
AXIMA-CFR を用いた。

すべての計算は一連のプログラムである Gaussian 
03 を用いて行われ、すべての種類の幾何学と調和振

動周波数は B3LYP ポテンシャルを用いて SCF 計算

法で決定した。また、基底系には 6-31G** を用いて

計算を行った。遷移状態の構造の決定は QST3 法に

より決定した。

穴あきフラーレン（3b）とフェニルヒドラジンの反応
50 ml 二口フラスコ、三方コックで装置として Ar 置
換した。フラスコに 3b (69.8 mg, 8.17 µmol)と乾燥

トルエン(24.5 ml)を入れ、フェニルヒドラジン(40.2 
ml, 0.409 mmol, 5.0 equiv.)を加えて室温で 3 時間

図 1．フレロイドの一重項酸素酸化反応． 図 2．穴あきフラーレンのヒドロアミノ化反応．
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撹拌した。その後、シリカゲルカラムクロマトグラ

フィー（展開溶媒；トルエン : 酢酸エチル = 49 : 1）
で精製を行い、フラクション 1 の褐色溶液を回収し、

溶媒を除去した後にシリカゲルカラムクロマトグラ

フィー（展開溶媒；クロロホルム）にて精製を行い、

フラクション 1 の褐色溶液を回収した。エバポレー

ターで溶媒を除去して暗茶色粉末（クロロホルム溶

液 ; 茶色）（9b）を収量 12.1 mg （収率 15.4 %）で得た。
1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 0.100 (s, 9H), 

3.79 (d, J = 15.4 Hz, 1H), 5.12 (d, J = 18.3 Hz, 1H), 
5.25 (d, J = 15.8 Hz, 1H), 6.23 (d, J = 17.8 Hz, 
1H), 7.57 (m, 3H), 7.83 (m, 2H), 13.65 (s, 1H). 
13C NMR (125 MHz, CDCl3 : CS2 = 3 : 2) δ -1.95 
(CH3), 41.79 (CH2), 44.82 (CH2), 115.39 (Ph), 
124.77 (Ph), 126.01 (1C), 126.43 (1C), 126.94 (1C), 
127.10 (1C), 127.88 (1C), 128.51 (1C),  128.53 
(1C), 128.95 (1C), 129.68 (Ph), 129.71 (1C), 
131.62 (1C), 131.93 (1C), 133.99 (1C), 135.37 (1C), 
136.37 (1C), 137.88 (1C), 138.74 (1C), 138.84 (1C), 
139.20 (1C), 139.29 (1C), 139.59 (1C), 139.66 (1C), 
139.84 (1C), 141.40 (1C), 141.73 (1C), 142.11 (1C), 
142.20 (1C), 142.53 (1C), 142.99 (1C), 143.46 (1C), 
143.69 (1C), 143.82 (1C), 144.17 (1C), 144.31 (1C),  
144.58 (1C), 145.02 (1C), 145.16 (1C), 145.73 (1C), 
145.81 (1C), 145.86 (1C), 145.94 (1C), 146.04 (1C), 
146.07 (1C), 146.15 (1C), 146.28 (1C), 146.38 (1C), 
146.48 (1C), 146.83 (1C), 147.74 (1C), 148.58 (1C), 
149.64 (1C), 148.69 (1C), 148.91 (1C), 148.93 (1C), 
149.07 (1C), 149.92 (1C), 152.57 (Ph), 154.41 
(1C), 155.37 (1C), 162.33 (C=O), 185.27 (C=O) (60 
signals observed of C60 cage). MALDI-TOF Mass 
(negative ion mode) [M-H]－ 961.

穴あきフラーレン（3c）とフェニルヒドラジンとの
反応
30 ml 二口フラスコに三方コックを付けて装置とし、

Ar 置換した。乾燥トルエン (5 ml)に溶かした 3c 
(12.8 mg, 12.3 µmol)を二口フラスコに入れた。10
分間撹拌してからフェニルヒドラジン (6.15 µl, 62.5 
µmol)を加えた。そのまま室温で 2 時間反応させた

後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (展開溶

媒；トルエン : 酢酸エチル＝ 49 : 1)で精製を行い、

フラクション 1 を回収し、アセトニトリルで 3 回洗

浄した。エバポレーターで溶媒を除去した後、さら

にシリカゲルカラムクロマトグラフィー (展開溶媒；

クロロホルム )で精製を行い、フラクション 1 を回

収し、エバポレーターで溶媒を除去した結果、茶色

粉末 (クロロホルム溶液；茶色 )(9c)を収量 7.80 

mg (収率 55.3 %)で得た。
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 4.60-4.65 (d, J = 

15.9 Hz, 1H), 5.03-5.09 (d, J = 18.0 Hz, 1H), 6.07-
6.12 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 6.13-6.19 (d, J = 18.0 Hz, 
1H), 7.31-7.34 (m, 10H), 7.60-7.64 (d, 8H), 7.79-
7.82 (d, 2H), 13.69 (s, 1H). 13C NMR (125 MHz, 
CDCl3 : CS2 = 1 : 4) δ 41.18 (CH2), 41.66 (CH2), 
115.36 (Ph), 124.71 (Ph), 127.92 (Ph), 128.03 (Ph), 
129.59 (Ph), 129.78 (Ph), 132.03 (Ph), 135.70 (Ph), 
125.26 (1C), 126.19 (1C), 127.24 (1C), 129.43 (1C), 
131.28 (1C), 131.75 (1C), 133.87 (1C), 133.94 (1C), 
133.98 (1C), 135.21 (1C), 135.61 (1C), 135.85 (1C), 
136.09 (1C), 136.24 (1C), 136.34 (1C), 136.78 (1C), 
137.41 (1C), 137.51 (1C), 138.53(1C), 138.85 (1C), 
138.92 (1C), 139.01 (1C), 139.12 (1C), 139.29 (1C), 
139.53 (1C), 141.29 (1C), 142.02 (1C), 142.21 (1C), 
142.82 (1C), 143.17 (1C), 143.51 (1C), 143.64 (1C), 
144.02 (1C), 144.16 (1C), 144.34 (1C), 144.51 (1C), 
144.88 (1C), 144.98 (1C), 145.58 (1C), 145.69 (1C), 
145.74 (1C), 145.80 (1C), 145.97 (1C), 146.01 (1C), 
146.04 (1C), 146.25 (1C), 146.68 (1C), 147.55 (1C), 
148.41 (1C), 148.45 (1C), 148.51 (1C), 148.75 (1C), 
148.87 (1C), 149.73 (1C), 152.45 (1C), 154.20 (1C), 
155.10 (1C), 162.22 (1C, C=O), 185.15 (1C, C=O) 
(60 signals observed of C60 cage). HMQC (500 MHz, 
CDCl3 : CS2 = 1 : 4) 1H NMR (ppm)-13C NMR (ppm) 
δ 4.63-41.18 (CH2), 5.06-41.66 (CH2), 6.09-41.18 
(CH2), 6.16-41.66 (CH2), 7.80-115.36 (Ph), 7.32-
127.92 (Ph), 7.62-135.70 (Ph). HMBC (500 MHz, 
CDCl3 : CS2 = 1 : 4) 1H NMR (ppm)-13C NMR (ppm) 
δ 4.63 (CH2)-129.78 (Ph), 4.63 (CH2)-133.98 (C), 
5.06 (CH2)-136.78 (C), 5.06 (CH2)-141.29 (C), 5.06 
(CH2)-147.55 (C), 5.06 (CH2)-149.73 (C), 5.06 
(CH2)-155.10 (C), 5.06 (CH2)-162.22 (C=O), 6.09 
(CH2)-129.78 (Ph), 6.09 (CH2)-133.98 (C), 6.16 
(CH2)-136.78 (C), 6.16 (CH2)-141.29 (CH2-C), 
6.16 (CH2)-147.55 (C), 6.16 (CH2)-149.73 (C), 
6.16 (CH2)-155.10 (C), 6.16 (CH2)-162.22 (C=O). 
NOESY (500 MHz, CDCl3 : CS2 = 1 : 4) 1H NMR 
(ppm)- 1H NMR (ppm) δ 4.61-4.65 (CH2), 5.04-
5.09 (CH2), 6.08-6.12 (CH2), 6.14-6.19 (CH2), 7.31-
7.33 (Ph), 7.58-7.61 (Ph), 7.80-7.82 (Ph), 13.69 
(NH). MALDI-TOF Mass (negative ion mode, 
1,1,4,4-tetraphenyl-1,3- butadiene) [M-H]－　1147.

穴あきフラーレン（3c）と p- ブロモフェニルヒドラ
ジンとの反応
30 ml 二口フラスコに三方コックを付けて装置とし、
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Ar 置換を行った。二口フラスコに 3c (34.2 mg, 3.33 
mmol)、ピリジン (26.9 ml , 33.9 mmol)、乾燥トルエ

ン (11 ml)を入れ、その後、p- ブロモフェニルヒド

ラジン塩酸塩 (37.4 mg, 0.167 mmol)を加え、室温

で 5 時間撹拌した。シリカゲルカラムクロマトグラ

フィー (展開溶媒；トルエン：酢酸エチル＝ 49：1)
で精製を行い、フラクション 1 を回収しエバポレー

ターで溶媒を除去した結果、暗茶色粉末（クロロホ

ルム溶液；茶色）(9d)を収量 6.4 mg（収率 15.9 %）

で得た。
1H NMR (300 MHz, CDCl3)；δ 4.54-4.57 (d, J = 

16.5 Hz, 1H), 4.97-5.00 (d, J = 20.2 Hz, 1H), 5.99-
6.02 (d, J = 16.5 Hz, 1H), 6.03-6.07 (d, J = 20.2 Hz, 
1H), 7.28-7.36 (m, 10H), 7.56-7.57 (d, 8H), 7.65-
7.66 (d, 2H), 13.62 (s, 1H). 13C NMR (125 MHz, 
CDCl3 : CS2 = 1 : 4)；δ 67.55 (CH2), 116.70 (Ph), 
117.57 (Ph), 127.97 (Ph), 129.86 (Ph), 132.00 (Ph), 
132.59 (Ph), 135.71 (Ph), 135.74 (Ph), 126.33 (1C), 
128.49 (1C), 128.78 (1C), 130.36 (1C), 131.24 (1C), 
131.78 (1C), 133.10 (1C), 135.09 (1C), 135.66 (1C), 
135.80 (1C), 136.45 (1C), 136.80 (1C), 136.93 (1C), 
137.50 (1C), 137.53 (1C), 137.98 (1C), 138.56 (1C), 
138.93 (1C), 138.96 (1C), 139.11 (1C), 139.31 (1C), 
139.67 (1C), 141.20 (1C), 141.33 (1C), 141.35 (1C), 
142.08 (1C), 142.22 (1C), 142.85 (1C), 143.20 (1C), 
143.53 (1C), 143.57 (1C), 144.05 (1C), 144.18 (1C), 
144.38 (1C), 144.55 (1C), 144.89 (1C), 145.00 (1C), 
145.50 (1C), 145.60 (1C), 145.61 (1C), 145.67 (1C), 
145.82 (1C), 145.85 (1C), 145.96 (1C), 146.01 (1C), 
146.08 (1C), 146.30 (1C), 146.77 (1C), 147.57 (1C), 
148.47 (1C), 148.52 (1C), 148.75 (1C), 148.78 (1C), 
148.94 (1C), 149.76 (1C), 152.45 (1C), 154.14 (1C), 
155.03 (1C), 162.38 (1C, C=O), 185.34 (1C, C=O) 
(60 signals observed of C60 cage). MALDI-TOF 
Mass (negative ion mode, 1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-
butadiene) [M-H]－ 1227.

穴あきフラーレン（3d）とフェニルヒドラジンの反応
20 ml 二口フラスコに三方コックを付けて装置とし、

Ar 置換した。フラスコに 3d (19.9 mg, 21.6 µmol)
と乾燥トルエン (6.5 ml)を入れて5分間程度撹拌し、

そこにフェニルヒドラジン (10.6 µl, 0.107 mmol, 5.0 
equiv.)を加えて 3 時間室温で撹拌した。シリカゲル

カラムクロマトグラフィー (展開溶媒；トルエン )

にて精製を行い、フラクション 4 の褐色溶液を回収

した。さらにシリカゲルカラムクロマトグラフィー

(展開溶媒；クロロホルム )にて精製を行い、フラ

クション3の褐色溶液を回収した。溶媒をエバポレー

ターで除去して茶色粉末（クロロホルム溶液 ; 茶色）

H2O@8eとH2O@9eの混合物を収量 1.0 mg (収率 1.5 
%)で得た。

1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ -9.77 (s, 1H), -9.66 
(s, 1H), 2.43 (s, s, 6H), 4.64 (d, J = 18.8 Hz, 1H), 
4.88 (d, J = 19.2 Hz, 1H), 4.88 (d, J = 19.5 Hz, 1H), 
5.00 (d, J = 18.6 Hz, 1H), 7.47 (m, 15 H), 7.65 (d, 
J = 8.0 Hz, 2H), 7.76 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 7.96 (d, J 
= 7.3 Hz, 3H), 8.14 (m, 4H) 9.35 (s, 1H), 13.46 (s, 
1H). MALDI-TOF Mass (negative ion mode) [M-
C7H7O2S-H2O]－ 875.

穴あきフラーレン（3d）と 1- ナフチルヒドラジンの
反応
30 ml 二口フラスコに三方コックを付けて装置とし、

Ar 置換した。フラスコに 3d (32.7 mg, 35.5 µmol)
と乾燥トルエン (10.6 ml)を入れ、1- ナフチルヒド

ラジン塩酸塩 (34.2 mg, 0.177 mmol, 5.0 equiv.)とピ

リジン (28.6 µl, 0.355 mmol)を入れ、室温で 3 時間

撹拌した。その後、シリカゲルカラムクロマトグラ

フィー (展開溶媒；トルエン : 酢酸エチル = 49 : 1)
で精製を行い、フラクション 1 の暗緑色溶液を回収

し、溶媒を除去した後にさらにシリカゲルカラムク

ロマトグラフィー (展開溶媒；トルエン : 酢酸エチ

ル = 49 : 1)にて精製を行い、フラクション 2 の暗緑

色溶液を回収した。エバポレーターで溶媒を除去し

て茶色粉末 (クロロホルム溶液；茶色 )の 8 f また

は 9 f の混合物を収量 3.4 mg (収率 9.0 %)で得た。
1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 2.40 (s, 3H), 5.08 

(d, J = 18.3 Hz, 1H), 5.31 (d, J = 18.3 Hz, 1H), 6.15 
(d, J = 18.3 Hz, 1H), 6.43 (d, J = 18.3 Hz, 1H), 7.53 
(m, 3H), 7.82 (m, 2H), 8.02 (m, 5H), 8.25 (d, J = 
7.6 Hz, 1H), 8.33 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 8.76 (d, J = 
8.3 Hz, 1H), 9.15 (d, J = 9.4 Hz, 1H), 14.64 (s, 1H), 
15.35 (s, 1H). MALDI-TOF Mass (negative ion 
mode) [M-C7H7O2S]－ 923.

穴あきフラーレン（3d）と p-ブロモフェニルヒドラ
ジンの反応
30 ml 二口フラスコに三方コックを付けて装置とし、

Ar 置換した。フラスコに 3d (35.6 mg, 38.6 µmol)
と乾燥トルエン (11.6 ml) を入れ、p- ブロモフェ

ニルヒドラジン塩酸塩 (43.4 mg, 0.193 mmol, 5.0 
equiv.)とピリジン (31.2 µl, 0.386 mmol)を入れ、室

温で 3 時間撹拌した。その後、シリカゲルカラムク

ロマトグラフィー (展開溶媒；ベンゼン : 酢酸エチ

ル = 49 : 1)で精製を行い、フラクション 2 の褐色溶

液を回収し、溶媒を除去した後にさらにシリカゲル
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カラムクロマトグラフィー (展開溶媒；クロロホル

ム )にて精製を行い、フラクション 1 の褐色溶液を

回収した。エバポレーターで溶媒を除去して茶色粉

末 (クロロホルム溶液；茶色 )8gまたは9gを収量 4.0 
mg (収率 21.9 %)で得た。

1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 2.44 (s, 3H), 5.17 
(d, J = 18.3 Hz, 1H), 6.23 (d, J = 18.3 Hz, 1H), 7.39 
(d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.66 (d, J = 8.9 Hz, 2H), 7.75 
(d, J = 7.6 Hz, 2H), 8.11 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 13.92 
(s, 1H). MALDI-TOF Mass (negative ion mode) [M-
C7H7O2S]－ 951.

結果と討論
N- シリル基置換穴あきフラーレンの位置選択的
ヒドロアミノ化反応
既知の方法 14) で合成された穴あきフラーレン 3b, c
をフェニルヒドラジンと室温で 2-3 時間反応させた

後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (展開溶

媒 ; トルエン : 酢酸エチル＝ 49 : 1)で精製を行い、

その後、再びシリカゲルカラムクロマトグラフィー

(展開溶媒；クロロホルム )で精製を行った後、暗

茶色と褐色の粉末 (8b, c または 9b, c)がそれぞれ収

率 15％と 55％で得られた (図 3)。その 1H NMR と
13C NMR は互いに類似のスペクトルを与え、一方の

生成物 8c または 9c の 1H NMR と 13C NMR を図 4

と図 5 に示す。

図 4 で 7.31-7.82 ppm にフェニル基の水素に対応

する積分強度 20 の多重線、4.63（16.3 Hz）、5.06 (J 
= 18.2 Hz)、6.10 (J = 16.3 Hz)、6.16 ppm (J = 18.2 
Hz)にメチレンの水素のピークがそれぞれ確認でき

る。それぞれのカップリング定数 (16.3 Hz、18.2 
Hz)と原料 3b のトリメチルシリルメチレン基のメ

チレン水素が4.45 ppmと5.77 ppmであることから、

5.06、6.16 ppm が新しくフラーレンの骨格にできた

メチレンのピークであると考えられる。この点岩松・

村田らと Orfanopoulos らの報告している 8a または

9a についても 5.13、6.13 ppm（CDCl3 中）、4.67、6.15 
ppm (C6D6 中 )と報告されているのと良く対応して

いる。12,13) さらに 13.6 ppm にヒドラジン部分の NH
が確認できる。これはカルボニル炭素のα炭素にヒ

ドラゾンが生成することで NH と CO が水素結合を

するため低磁場にシフトしている。また図 5 から、

41.2、41.7 ppm にメチレンの炭素のピーク、115.4、
124.7、127.9、128.0、129.6、129.8、132.1、135.7 
ppm にフェニル基の炭素のピーク、162.4、185.3 
ppm にカルボニル炭素のピークが確認できる。原料

3b のアミドカルボニル炭素とケトンカルボニル炭素

の 13C NMR は 160 ppm と 194 ppm に吸収を示すこ

とからケトンカルボニルが約 10 ppm 高磁場シフト

していることがわかる。これはヒドロアミノ化がケ

トン基側で進行していることに対応している。芳香

族領域にフラーレン骨格由来の炭素のピークの 1C
が 57 本見られ、カルボニル炭素のピーク 2 つ、メ

チレン 1 つと合わせて計 60 本・60 個分確認でき、

C1 対称の分子であることがわかった。MALDI-TOF 
Mass スペクトルから m/z 1147 ([M-H]－)が確認さ

れたので、ヒドラジンとフラーレンが 1 : 1 で反応し

たことが示された。さらに穴あきフラーレン 3c と

p- ブロモフェニルヒドラジンとピリジンを加え、室

温で 5 時間反応させた後、シリカゲルカラムクロマ

図 3．N- シリル基置換誘導体の位置選択的ヒドロアミノ
化反応．

図 4．8c または 9c の 1H NMR スペクトル． 図 5．8c または 9c の 13C NMR スペクトル．
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トグラフィー (展開溶媒 トルエン : 酢酸エチル＝ 49 
: 1)で精製を行い、褐色の粉末 8d または 9d を収率

16％で得た。その生成物の 1H NMR、13C NMR は

フェニルヒドラジンとほぼ同様なスペクトルを与え

MALDI-TOF Massスペクトルでm/z 1227 ([M-H]－ )

が確認されたので、同じくヒドラジンとフラーレン

が 1 : 1 で反応したことが示された。

以上のフェニルヒドラジンと p- ブロモフェニル

ヒドラジンの生成物はそれらのスペクトルから選択

的に単一のヒドロアミノ化生成物を与えていること

が示された。ではヒドロアミノ化生成物の構造異性

体のうち、最初に岩松・村田ら 10,11) により提唱され

た 8b-d の構造をとるのか、または Orfanopoulos ら
12,13) が後から提唱した 9b-d の構造のどちらであるか

識別するために、8c または 9c について以下各種 2
次元 NMR と NOE 実験を検討した。

ヒドロアミノ化生成物（8c または 9c）のメチレ

ン水素領域の HMQC スペクトルを図 6 に、HMBC
スペクトルを図 7 に示す。1H 核と 13C 核の１結合以

内の相関を検出できる HMQC スペクトルでは骨格

メチレン水素（5.06 ppmと6.16 ppm）が41.7 ppmと、

N メチレン水素が（4.63 ppm と 6.10 ppm）が 41.2 
ppm とそれぞれ相関していることが確認できた。1H 
核と 13C 核の 3 結合以内の相関を検出できる HMBC
スペクトルでは N メチレン水素と相関する sp2 炭素

が 3 つ、このうち 1 つは 162 ppm のケトンカルボニ

ルとの相関を含む。さらにフラーレン骨格メチレン

と相関する sp2 炭素が 5 つあることが確認できた。

図 8 のシュレーゲル図にみられるように N メチレ

ン（H’）と 3 結合以内で相関の見られる sp2 フラー

レン骨格炭素 (C’)が全部で 3 つ、骨格メチレン水

素 (H’’)と 3 結合以内で相関の見られるフラーレン

骨格炭素 (C’’)は全部で 6 つある。このとき岩松・

村田らの構造では N メチレン水素 (H’)とフラーレ

ン骨格メチレン水素 (H’’)の両方から相関する骨格

炭素（C’’’）は存在しないが、Orfanopoulos らの

構造では存在することになる。これが Orfanopoulos
らがこの構造を支持する根拠でもある。したがって

今回 3 つの骨格炭素（C’）との相関ピークはすべて

確認され、6 つの骨格炭素（C’’）との相関ピーク

は残り 1 つが観測されていないことになる。図 7 か

ら現在観測されているフラーレン骨格メチレン水素

(H’’) と相関する 5 つのピークと N メチレン水素

(H’)と相関する 3 つピークで両方に共通するピーク

は観測できなかった。図 7 の相関ピークの強度には

その強弱に大きな幅がある。Orfanopoulos らの 1 次

元 1H-13C デカップリング実験でも、照射するメチレ

ン水素により、C’’’ピークの形が変化する様子は大

きな差がありカップリングの大きさには幅があるこ

とが予想される。13) ピーク強度の弱い相関ピークま

で再検討すると、骨格メチレン水素（5.06 ppm）と

相関するピーク A とこれに対応するもう一つの骨格

メチレン水素 (6.16 ppm)に相関するピーク B が観

測される。これはピーク A とピーク B が相関する炭

素 C’’’に帰属でき Orfanopoulos らの構造に該当す

るとみなせる。

図 6．8c または 9c のメチレン領域の HMQC スペクトル． 図 7．8c または 9c の HMBC スペクトル．
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次に Orfanopoulos らのもう一つの構造の根拠とし

てヒドラゾンの NH と N メチレンおよびフラーレン

骨格メチレンの間の NOE を観測するために、1 次元

NOE 差スペクトルと 2 次元 NOESY スペクトルを

測定した。ヒドロアミノ化生成物の NOE 差スペク

トルを図9に示す。図9(a)よりNメチレン水素（6.10 
ppm）に照射するとカップリングしているもう 1 つ

の N メチレン（4.63 ppm）に強い NOE が観測され

る。化学シフトが近いために一部骨格メチレンも同

時に照射され、カップリングしているもう 1 つの骨

格メチレン（5.06 ppm）にも弱い NOE が観測される。

それと同程度の弱い NOE がヒドラゾンの NH（13.6 
ppm）に観測される。

一方骨格メチレン（6.16 ppm）を照射すると同

様にカップリングしている骨格メチレン水素（5.06 
ppm）に強い NOE が観測され、化学シフトが近い

ために一部 N メチレン水素（6.10 ppm）も同時に照

射されカップリングしている N メチレン水素 (4.63 
ppm)に弱い NOE が観測される（図 9(b)）。これよ

りさらに弱い NOE がヒドラゾンの NH（13.6 ppm）

に観測される。最後にヒドラゾンの NH（13.6 ppm）

を照射するともっとも低磁場の芳香族水素（7.65 

ppm）に強い NOE が観測される（図 9(c)）。この芳

香族水素はその積分値が 2 個分であることからフェ

ニルヒドラゾン部分の o- 位の水素に帰属できる。さ

らに弱い NOE が N メチレン水素（6.10 ppm）と骨

格水素（6.16 ppm）の片方の水素にそれぞれ観測さ

れる。このようなヒドラゾンの NH と N メチレン水

素および骨格メチレン水素の片方のみの弱い NOE
の観測は Orfanopoulos らの結果とも対応している。

さらに 2 次元 NOESY スペクトルを図 10 に示す。2
次元スペクトルは全部の水素に関する NOE を一度

に観測できる反面、感度が低下し 1 次元 NOE 差ス

ペクトルで強く観測された N メチレン水素間、骨格

メチレン水素間とフェニルヒドラゾン部分の NH と

芳香環 o- 位の水素以外には観測されなかった。

N- トシル基置換穴あきフラーレンケトラクタム誘
導体の非選択的ヒドロアミノ化反応と水内包
既知の方法 15-16) を適用して合成した穴あきフラーレ

図 8．8c または 9c のシュレーゲル図（a）岩松・村田ら
の構造（b）Orfanopoulos らの構造．

図 9．8c または 9c の NOE 差スペクトル．

(a)

(b)

(a)

(b)

(c)

図 10．8c または 9c の NOESY スペクトル．
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ン 3d とフェニルヒドラジンとの反応をトルエン溶

媒中、室温で検討した。反応混合物をシリカゲルカ

ラムクロマトグラフィー (展開溶媒；トルエン )に

て精製を行い、もう一度シリカゲルカラムクロマト

グラフィー (展開溶媒；クロロホルム )にて精製を

行うことで、褐色の粉末がわずか 1.5％の収率で得

られた（図 11）。生成物の 1H NMR を図 12(a) に

示す。図 12(a)より 4.64 (J = 18.8 Hz)、4.88 （J = 
19.2 Hz）、4.88 （J = 19.5 Hz）、5.00 ppm （J = 18.6 
Hz）にメチレン水素由来の二重線が 2 つ確認された。

また 9.35、13.5 ppm と非常に低磁場に一重線が 2
本確認された。また、興味深いことに、-9.66、-9.77 
ppm に一重線が 2 本確認された。このような異常

な高磁場シフトは、フラーレンに内包された分子に

特有のピークである。それを確認するために重水素

交換実験を行ったところ、数時間後には完全に消失

していることが確認された。さらに MALDI-TOF 
Mass から m/z 875 ([M-C7H7O2S-H2O]-)が確認され

たことからフラーレンに水１分子が内包されている

ことが明らかとなった。

上記のスペクトルより、穴あきフラーレン 3d に

対してフェニルヒドラジンが 1 分子反応し、15 員環

に開口部が拡大された化合物であると考えられるが、

それぞれ 2 組ずつ確認されることから、カルボニル

の各α炭素にフェニルヒドラジンが反応し、岩松・

村田らの構造の 8e と Orfanopoulos らが提唱する構

造 9e に水がそれぞれ内包された異性体 H2O@8e と

H2O ＠ 9e が非選択的に生成したものと考えられる。

上述のとおり、フェニルヒドラジンとスルホニル

置換穴あきフラーレン 3d との反応では、開口部が

拡大されて水分子が内包されることが明らかとなっ

た。しかし、複雑な混合物を与え、精製が困難であり、

収率も低いものであった。そこで、ヒドラジンの求

核性を抑えるためにフェニルヒドラジン以外のヒド

ラジンで反応をいくつか検討した。生成物の収率が

N シリル置換ケトラクタムの反応に較べてきわめて

低いので、生成物は 1H NMR と MALDI-TOF Mass
のみで構造を決定した。

まず、1- ナフチルヒドラジンとの反応を室温で

行った。シリカゲルカラムクロマトグラフィー (展

開溶媒；トルエン : 酢酸エチル = 49 : 1)による精製

を行い、フラクション 2 を回収した。暗緑色の粉末

を 9.0% の収率で得た。1H NMR を図 13(b)に示す。

図 13(b) より、15.4 ppm と 14.6 ppm にそれぞれ

NH 水素の一重線が確認され、5.08 (J = 18.3 Hz)、
5.31 (J = 18.3 Hz)、6.15 （J = 18.3 Hz）、6.43 (J = 
18.3 Hz)のメチレン水素のピークが計 4 つ確認され

た。MALDI-TOF Mass より m/z 923（[M-C7H7O2S]-）

が確認された。高磁場の内包されている水のピーク

は確認されないが、1- ナフチルヒドラジンとの反応

(a)

(b)

(c)

図 11．N- トシル基置換誘導体の非選択的ヒドロアミノ化
反応．

図 12．トシル基置換穴あきフラーレンと各種ヒドラジン
とのヒドロアミノ化生成物の 1H NMR：（a）フェニルヒ
ドラジン．（b）ナフチルヒドラジン．（c）p- ブロモフェ
ニルヒドラジン．
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に関しても岩松・村田らの構造 8f と Orfanopoulos
らの構造 9f の両方の構造を有する異性体が非選択的

に生成していると考えられる。続いてヒドラジンの

求核性を抑えるために p- ブロモフェニルヒドラジン

との反応を検討した（図 11）。この反応に関しても

室温で検討を行なった。フェニルヒドラジンとの反

応では室温の反応でさえ複雑な混合物を生成してい

たが、p- ブロモフェニルヒドラジンとの反応では選

択的に単一の生成物（8g または 9g）を与えた。1H 
NMR を図 12(c) に示す。図 12(c) より 13.9 ppm
に NH 水素由来のピーク、5.17 (J = 18.3 Hz)、6.23 
(J = 18.3 Hz)にフラーレン骨格に生成したメチレン

水素の二重線が 2 つ確認された。その他に芳香族領

域やトシル基の末端のメチル水素に対応するピーク

も 1 本確認でき、MALDI-TOF Mass より m/z 952 
([M-C7H7O2S]-)が検出されたので 8g または 9g が得

られたと考えられる。フェニルヒドラジンの反応で

は、異性体が生じている可能性があることを述べた

が、p- ブロモフェニルヒドラジンとの反応では、そ

のような異性体は生じず、選択的に化合物 8g また

は 9g が得られた。また、収率も 21.9% と、N- トシ

ル基置換ケトラクタム誘導体の反応としてははるか

に良い収率で合成出来ているが、高磁場に目を移す

と 1- ナフチルヒドラジンとの反応と同様に水分子が

内包されていないことが分かる。

最後に、同様の理由で、2,4- ジニトロフェニルヒ

ドラジンとの反応を同条件下で検討したが、目的の

反応が進行していれば確認できる非常に低磁場シフ

トした NH のシグナルやフラーレン骨格に生成する

と考えられるメチレン基のダブレットが確認出来な

かったことから、反応は進行せず穴あきフラーレン

3d が自己分解したと考えられた。2,4- ジニトロヒド

ラジンは市販品を使用しているが、それには安定に

扱うために 50% 程度の水が含まれていることが理由

として考えられる。

ヒドロアミノ化反応の位置選択性と水内包の理論
計算
このヒドロアミノ化反応の反応メカニズムは明らか

になっていないが、ヒドラジンのα, β不飽和カル

ボニルのβ炭素への 1,4- マイケル付加が最初に起こ

るとすると、β炭素への正電荷の分布が大きい方が

その反応に対して優位に働くと考えられる。そこで、

穴あきフラーレン 3b と 3d に関して 3 種類の電荷分

布計算 (B3LYP/6-31G**)を行ったところ、それぞ

れのβ炭素は表 1 のような結果となった。3b と 3d
に関して二つのβ炭素の Ca と Cb の差（Δ）をとっ

たものを比較して、3b の差が比較的大きいという傾

向が明らかになった。すなわち、Ca と Cb の反応性

に差があると考えられるので、片方だけに選択的に

反応が進行していると考えられる。

それに対して、3d に関してはその差が比較的小

さいので、どちらも同じような反応性を有しており、

結果的に、両方の炭素に反応が進行して両方のヒド

図 13．8e, 9b, e の水内包過程のエネルギーダイヤグラム．
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ロアミノ化生成物を非選択的に与えると考えられる

（表 1）。しかしこの 3d に対してフェニルヒドラジン

とナフチルヒドラジンが両方のヒドロアミノ化生成

物を与えるのに対して、p- ブロモフェニルヒドラジ

ンが単一の生成物を与える事実はもう一つの位置選

択性を制御する要因が存在することを示している。

15 員環の開口部を有するスルホニル基置換穴あき

フラーレンのヒドロアミノ化生成物（8e と 9e）は常

温・常圧下で水を内包し同じ 15 員環のシリル基置換

穴あきフラーレンのヒドロアミノ化生成物（9b）に

関しては常温・常圧下での水の内包は起きなかった。

そこで、別途に 9b の内包実験をガラス容器、オート

クレーブ、高圧装置を用いて行った。ガラス容器ま

たはオートクレーブを用いて行ったが反応混合物の
1H NMR に水の内包を示す高磁場ピークは確認でき

なかった。さらに高圧装置にて約 4000 atm 下で行っ

たが高圧条件であっても水の内包に至らなかった。

これまでに常温・常圧で水の内包が報告されてい

る穴あきフラーレンの誘導体としては開口部が 20 員

環 17)、18 員環 18) が知られ、16 員環開口部に水を内

包させるのに 120℃、900 気圧を必要としている 5)。

その点 15 員環開口部を有するトシル基置換穴あき

フラーレンのヒドロアミノ化生成物（8e と 9e）に

常温・常圧で水が内包されることに興味がもたれた。

そこで 8e と 9b、9e の水内包過程の遷移状態を理論

計算（B3LYP/6-31G**）により求めて、反応熱と活

性化エネルギーを比較した。

図 13 に示すように、内包過程の遷移状態 Ts[9b]
に比べて Ts[8e] と Ts[9e] の方が、4.2-8.8 kcal mol-1

安定であった。内包前後でおよそ -3.2 kcal mol-1 発

熱的であることも合わせて明らかとなった。これら

のエネルギー関係は 8e と 9e は水が内包され、9b
には内包されず、さらに内包過程が自発的に発熱過

程で起きることに対応している。この理由としては

フラーレン骨格が湾曲していることから p 軌道が外

側に張り出しており、骨格内部はカチオン性となっ

ていることから、水分子のような極性の高い分子が

内包されると水分子とフラーレン骨格との間で相互

作用が生じて安定化することが考えられる。

Orfanopoulos らが提唱する構造 9e と岩松・村田

らの構造 8e のエネルギーを比較すると、9e の構造

の方が 1.1 kcal mol-1 だけ安定で、遷移状態も、8e
よりも 9e の方がエネルギー的に低いため熱力学的

に Orfanopoulos らの提唱する構造 9e の方が有利な

水内包過程と考えられる。18 員環穴あきフラーレン

への自発的水内包に関する計算から 10.6 kcal mol-1

発熱過程であると報告されているので良く対応して

いる 19)。遷移状態の構造を検討すると、9e の遷移状

態は水とスルホニル基との水素結合により安定化し

ていることが示唆された。

まとめ
N シリル基置換穴あきフラーレン (3b, c)とフェニ

ルおよび p- ブロモフェニルヒドラジンとの反応では

開口部拡大され選択的に単一のヒドロアミノ化生成

物 (9b-d)を与えた。そのうち 9c の構造を HMQC、

HMBC スペクトル、NOE 差スペクトル、NOESY
スペクトルから解析したところ Orfanopoulos の提唱

した、開口部のアミド基のアミノ側に反応が進行し

て、ケトンのカルボニル基のα炭素にヒドラゾンと

開口部にメチレン水素を有する構造であることが示

された。一方 N トシル基置換穴あきフラーレン (3d)
と各種芳香族ヒドラジンとの反応では、まずフェニ

ルヒドラジンでは岩松・村田の構造と Orfanopoulos
の両方の異性体 (H2O@8e と H2O@9e)が水の内包を

ともなって非選択的に生成した。ナフチルヒドラジ

ンの場合には両方の異性体 (8f と 9f)が生成したが

水の内包は起きなかった。p- ブロモフェニルヒドラ

ジンは単一のヒドロアミノ化生成物（8g または 9g）
を選択的に生成した。以上のようにケトラクタム構

造を有する穴あきフラーレンは窒素上の置換基に依

存して異性体の混合物または単一のヒドロアミノ化

生成物を与えた。理論計算より反応の位置選択性は

基質の電荷分布により決定され、水の内包過程は遷

移状態における基質と水の水素結合による安定化が

大きく寄与していることが示唆された。
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Abstract:  It has been well established that the inner surface of plasma membrane in 
various smooth muscles plays a significant role in the storage and release of activator Ca, 
and it has also been suggested that a certain Ca-binding protein localizes in the plasma 
membrane. MCBP-450 is a Ca-binding protein isolated from plasma membrane fractions 
of the anterior byssus retractor muscle (ABRM) of Mytilus edulis.  To elucidate the fine 
structure of this Ca-binding protein, we observed purified molecules treated with the spray 
and low angle rotary shadowing (Spray-LARS) method.  In the replicas, the molecules 
showed a roughly ellipsoidal shape,  the structural features of which were also observed in 
stereo images.  The dimensions measured by a digital image processor were approximately 
22 nm and 18 nm in long and short diameters, respectively.  Furthermore, for direct 
visualization of these proteins, freeze-fracture etching replicas of intact ABRM fibers 
frozen with liquid propane were examined. It was revealed that many granular structures 
corresponding to a part of the ellipsoidal Ca-binding protein observed in Spray-LARS 
replicas were localized along the inner surface of the plasma membrane.
Keywords:  ABRM of Mytilus edulis, Ca-binding protein, MCBP-450, spray and low angle ro-
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序論
種々の平滑筋の形質膜内表面は、筋小胞体ととも

に、収縮をひきおこす Ca（活性化 Ca）の細胞内貯

蔵構造として機能していることが生理学および電顕

細胞化学的研究によって明らかにされている 1-7）。多

くの平滑筋では、骨格筋 8）と同様に、筋小胞体内に

Ca 結合蛋白質として calsequestrin が含まれている

ことが報告されている 9-12）。一方、形質膜局在の Ca
結合蛋白質としては、軟体動物ムラサキイガイ前足

糸牽引筋（ABRM）の形質膜分画から単離された分

子量 450kD の MCBP-450 が知られている
13）
。しか

し、この形質膜局在 Ca- 結合蛋白質の微細構造や形

質膜における局在様式についてはまだ知られていな

い。この蛋白質の細胞内局在様式を明らかにするこ

とは、筋収縮 - 弛緩の調節機構を解明するための重

要な手がかりを与えてくれると考えられる。今回、

我々は、ABRM から単離された Ca 結合蛋白質分子

の微細構造をスプレイ法と低角度回転シャドウィン

グ法（Spray-LARS 法）で作製したレプリカを対象

に電子顕微鏡で観察した。この観察結果をもとにし

て、急速凍結した ABRM の凍結割断エッチングレプ

リカを作製し、形質膜のどの部分に Ca 結合蛋白質

粒子が局在するかについて電子顕微鏡で観察した。

材料と方法
低角度回転蒸着による Ca 結合蛋白質のレプリカ
作製と微細構造解析
ムラサキイガイ Mytilus edulis の ABRM の形質膜

分画より単離された Ca 結合蛋白質 MCBP-450（20 
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μg/ml）を含む 40% グリセリン液 200 μl（PIPES
緩衝液 , pH6.8）をエアブラッシュ（Model SP-B、

Olympos Co. Ltd.）で新鮮剥離マイカ表面に窒素ガ

ス圧を利用して噴霧し、フリーズエッチング装置

（Balzers BAF400D 型）に装填し、Pt-C を低角度（3°）
で回転（1 rpm）蒸着してレプリカを作製した。透過

型電子顕微鏡（JEOL JEM2000FXS, 2000EX）でレ

プリカ像を観察し、デジタル画像処理装置（TPSPIX 
Ⅱ、Toshiba）によりレプリカ像のタンパク粒子サイ

ズを測定した。なお、電子顕微鏡観察時には適時グ

リッドを± 5 ～ 8°傾斜させてレプリカ像のステレ

オ撮影を行なった。

筋線維標本の作製と急速凍結
ムラサキイガイ ABRM の筋標本作製と急速凍結の 
詳細は Suzuki et al.（2005）14) に述べられているので、

以下、簡潔に述べる。ムラサキイガイから生体長の

ABRM を摘出し、10-6 M の 5-hydroxytriptamine を

含む人工海水（ASW）中で直径約 0.5 mm、長さ 20 
mm の筋線維束を単離した。人工海水（ASW）の組

成は、NaCl, 513 mM; KCl, 10 mM; CaCL2, 10 mM; 
MgCl2, 50 mM; pH 7.2 （NaHCO3 で調整）である。

単離した筋線維束をプロパンジェット凍結装置 15-18）

の試料ホルダーに装填し、直ちにジェット噴射され

る液体プロパンで急速凍結した。凍結試料は，凍結

割断を行なうまで液体窒素中に保存した。

凍結割断エッチングレプリカの作製と電子顕微鏡観察
用いられた凍結割断エッチングレプリカの作製法に

ついては既に報告されている論文 16,17) で詳細に述べ

られている。以下、簡潔に述べる。凍結試料を凍結

割断エッチング装置（Balzers BAF400D 型）に挿入

し、試料温度を -115℃にし、冷却ナイフで筋線維束

を縦断するように割断し、-95℃で 4 分間エッチング

した。レプリカ像の観察では適時グリッドを± 5 ～

8°傾斜させ、ステレオ撮影を行なった。

結果と討論
Ca 結合タンパクの微細構造
図 1 は Ca 結 合 蛋 白 質（MCBP-450） の Spray-

図 1．Ca 結合蛋白質 MCBP-450 の Spray-LARS レプリ
カ像．スケール：100 nm.

図 2．Ca 結合蛋白質 MCBP-450 の Spray-LARS レプリカのステレオ像．スケール：100 nm.
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LARS レプリカ像である。蛋白質分子は粒状で、ス

テレオ観察（図 2）により楕円体様の形状であるこ

とが認められた。

図 3．サイズ測定のための Ca 結合蛋白質 MCBP-450 のデジタル画像処理．Ａ . 電子顕微鏡からのとりこみ像（原画）.  Ｂ . 
原画のネガ像 . Ｃ . 原画の濃淡二値化によるノイズ除去．粒子は MCBP-450 を表わす．スケール：100 nm.

図 4．デジタル画像処理法で測定された Ca 結合蛋白質
MCBP-450 の長径（A）と短径（B）．

図 5．ABRM 筋線維形質膜付近の凍結割断エッチングレプリカ像 .  A 図の一部を拡大した B 図では小陥凹付近で形質膜
から筋形質側に突出した粒状構造が見られる．スケール：1 μm (A); 100 nm (B).

観察された粒子の大きさを明確にするためにデジ

タル画像処理により長径と短径を測定した。図 3 は

画像処理のプロセスを示している。観察された蛋白

質分子像を電顕フィルムより直接 CCD カメラで画

像処理装置にとりこみ（図３A）、白黒反転処理（図

３B）を施し、その後、濃淡二値化を行ないノイズ

を除去した（図３C）。原画像と比較することにより

測定対象粒子を特定した。

図 4 のヒストグラムはデジタル画像処理による

Ca 結合蛋白質 MCBP-450 のサイズ測定結果を示し

ている。粒子の長径は 22.1 ± 3.0 nm（mean ± SD, 
n=102）で、短径は 17.5 ± 2.6 nm（mean ± SD, 
n=102）であった。その比はおよそ 5 : 4 であり、ス

テレオ観察の結果とあわせて考察すると粒子はずん

ぐりした楕円体と考えられる。

Ca 結合タンパクの生体内局在
図 5 は ABRM 筋線維の形質膜付近の凍結割断エッ

チングレプリカ像で、図 6 はその一部のステレオ像

を示している。筋線維長軸に平行に凍結割断すると、
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割断面は細胞膜の脂質二重層の内側に沿って進行す

ることが多く、膜面像が多く観察された。また、エッ

チングの効果により、膜面から一部が筋形質内突出

している粒子はより明瞭に観察でされた。しかし、

膜面には様々な大きさの粒子が見られ、その構造の

特長から Ca 結合蛋白質粒子を特定化することは困

難であった。図５A の一部を拡大した図５B および

そのステレオ像の図 6 では小陥凹（caveola）付近の

形質膜内表面に、直径およそ 4 nm（3.7 ± 0.6 nm； 
mean ± SD, n=94）の粒状構造が観察された。それ

らの直径は、Spray-LARS レプリカで観察された粒

子より著しく小さく、４分の１以下であり、これら

の粒状構造体が Ca 結合蛋白質 MCBP-450 そのもの

を示しているとは思われなかった。しかし、形質膜

に局在する Ca 結合蛋白質 MCBP-450 が膜貫通部分

を持ち、Ca 結合部位のみを内表面に突出させている

と仮定すると、観察される部分はかなり小さくなり、

凍結割断エッチングレプリカで観察された粒状構造

が Ca 結合蛋白質の一部である可能性は高い。おそ

らく、Ca は、静止時に Ca 結合蛋白質の突出部分に

結合しており、収縮時に膜電位変化に影響されてそ

こから遊離されるのであろう。

凍結割断エッチングレプリカで観察された粒状構

造が Ca 結合蛋白質の突出部分であることを明確に

することは今後の課題であり、免疫電子顕微鏡法の

適用が有効となるだろう。
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図 6．ABRM 筋線維形質膜付近の凍結割断エッチングレプリカ像のステレオ写真．図 5B
と同視野．粒状構造は膜内表面から筋形質側に突出している .  スケール：100 nm．
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Abstract:  To elucidate the intracellular localization of a Ca-binding protein, MCBP-450, and 
its regulatory mechanism of contraction, it has been thought that an experiment using immuno-
electron microscopy would be valid and significant. As the first step, in the present study, the 
isolation and purification of MCBP-450 from the anterior byssus retractor muscle (ABRM) of 
Mytilus edulis were examined.  Based on the method reported by Yamanobe and Sugi (1993)1), a 
sample containing a protein with a molecular weight corresponding to 450 kDa was separated 
by SDS-PAGE.  It was proved that the protein had the ability to bind Ca ions by detecting the 
fluorescence emission of Ca-indicator quin2.  It is reasonable to conclude that the sample con-
tains MCBP-450.  SDS-PAGE after the dialysis of purified samples showed no distinct band 
corresponding to 450 kDa, but a marked band corresponding to ~100 kDa.  The amino acid se-
quence of three poly-peptides fragmented enzymatically from the ~100 kDa protein was exam-
ined with the Procise 494HT Protein Sequencing System, and the sequences of 12 amino acids 
were determined respectively.  A homology search of these sequences for the various known 
protein sequences using the NCBInr Library indicated high homology (~90%) with α-actinin 
in various kinds of cells and tissues.  It was suggested that part of the MCBP-450 molecule re-
sembles closely some parts of α-actinin.
Keywords:  ABRM of Mytilus edulis, Ca-binding protein, amino acid sequence, intracellular 
Ca localization, α-actinin
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序論
筋肉の収縮と弛緩は細胞内の筋形質領域における Ca
濃度の増減によって調節されている。平滑筋では、

細胞内 Ca 貯蔵構造からの Ca 遊離や細胞外からの

Ca 流入によって筋形質内の Ca 濃度増加がされ、収

縮が引き起こされる。収縮を引き起こす Ca（活性

化 Ca）の細胞内貯蔵構造としての普遍的候補は筋

小胞体である。しかし、多くの平滑筋では、形質膜

内表面が有力な Ca 貯蔵構造として機能しているこ

とが知られている 2-4)。例えば、ピロアンチモン酸を

用いた細胞化学法により、ムラサキイガイ Mytilis 
edulis の前足糸牽引筋（anaterior byssus retaractor 
muscle; 以下 ABRM）では、Ca は、静止時に形質

膜内表面に局在し、収縮時にそこから筋形質内に遊

離されることが報告されている 5)。その後、ABRM
の筋形質膜分画より分子量 450 kDa の Ca 結合蛋白

質（MCBP-450）が単離され
1)
、細胞化学結果が収

縮 - 弛緩に伴う細胞内 Ca 動態を正確に示していた

ことが裏付けられた。さらに、筆者らは、外液濃度
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を増加して細胞内に Ca を過剰に蓄積させた ABRM
の凍結切片をエネルギー分散型Ｘ−線マイクロアナラ

イザー（EDX）で分析し、形質膜内表面に高濃度の

Ca が検出されることを示した 6,7)。また、先の研究 1)

で単離された MCBP-450 をスプレイ法と低角度回転

蒸着レプリカ法により直接電子顕微鏡で観察し、分

子が、長径およそ 22.5 nm、短径およそ 17.5 nm の

楕円体粒状構造をなすことを明らかにした 8)。また、

フリーズフラクチャ−・エッチングレプリカ法により、

単離分子と良く似た形状の粒状体が形質膜内表面に

局在することを明らかにした。この蛋白質の細胞膜

内表面局在をさらに明確にするには免疫電子顕微鏡

法による研究が有効である。本研究では、まず、抗

原としての MCBP-450 を単離精製し、部分的なアミ

ノ酸配列の解析を試みた。

材料と方法
筋標本の摘出
個体重量が 50 ～ 100 g のムラサキイガイ Mytilus 
edulisを10または20 kg単位で市場より購入し、個々

のムラサキイガイについて靱帯および閉殻筋をメス

で切断して両殻を開放し、前足糸牽引筋 (anterior 
byssal retractor muscle; ABRM)を摘出した。使用

したムラサキイガイの総重量は 120 kg で、摘出され

た ABRM の生重量は、摘出を行なった回毎に総個体

重量のおよそ 0.7% であった。

MCBP-450 の単離と精製
蛋白質の単離は、基本的に Yamanobe and Sugi 1) の

方法に従って行なった。摘出された ABRM に、そ

の湿重量の約 20 倍量の緩衝液［0.25 M sucrose、1 
mM EDTA、1 mM DFP (diisopropyl fluoro phos-
phate)、0.1 mM DTT (dithiothreitol) を含む 50 mM 
Tris-HCl 緩衝液、pH 7.5］を加え、低温室（4℃）

内で、Warling blender を用いて試料を破砕した。破

砕液を遠心分離（× 9000 g、20 min）し、得られた

上清を一時保存した。沈澱を同じ緩衝液で溶解し、

再度 Warling blender で破砕し、ゴース布で濾過し

た後に同条件で遠心分離した。この遠心分離で得ら

れた上清と最初の遠心分離で得られた上清とを合わ

せ、超遠心分離（× 100,000 g、60 min）し、得ら

れた沈澱に可溶化溶液［100 mM HTG (n-heptyl- β
-D-thioglucoside) および 2 mM DTT を含む 100 mM 
Tris-HCl 緩衝液、 pH 7.5］を加え、低温条件下（４℃）

で一晩攪拌した。その後、再度、超遠心分離（×

100,000 g、60 min）を行ない、得られた上清を形質

膜由来の粗蛋白質液とした。

粗蛋白質液を、 2 mM HTG および 2 mM β-mer-

captoethanol を含む 20 mM Tris-HCl 緩衝液 (pH 
7.5) で平衡化した Q Sepharose カラムに供し、NaCl
を含む平衡化緩衝液の直線濃度勾配（0.0 ～ 1.0 M）

で溶出し、得られた分画の吸光度（280 nm）を測定

した。

カラムクロマトグラフィーによる蛋白質精製の

段階ごとに、MCBP-450 が含まれている可能性が

ある分画を選別すべく、各分画について、Ca 指示

薬 quin2 (8-amino-2-［(2-amino-5-methylphenoxy)
methyl］-6-me-  thoxyquinoline-N,N,N’,N’-tetraa-
cetic acid, tetra-potas- sium salt) による蛍光発光試

験を行なった 9)。各分画液 50 ml をニトロセルロ−ス

転写膜 (Protran BA85 Cellulosenitrat、Schleicher 
& Schuell) に滴下し、脱イオン水で良く洗浄した

後、60 mM KCl および 5 mM MgCl2 を含む 10 mM 
imidazole-HCl 緩衝液（pH 6.8）で再度洗浄した。

上記緩衝液にさらに 1 mM CaCl2 を加えた液に試料

を室温で１時間浸し、20% エタノールで良く洗浄し、

5 mM EGTA を含む上記緩衝液で洗浄した。次に、

試料を、1 mM の quin2 を含む上記緩衝液中に１時

間浸した後、脱イオン水で洗浄し、波長 365 nm の

紫外線で照射し、蛍光発光の有無を観察した。

Q Sepharose カラム分画のうち、強い吸光を示

し、同時に、quin2 の蛍光発光が認められた分画

を、再度、SEPHA 液［5 mM HTG および 2 mM β
-mercapto- ethanol を含む 20 mM Tris-HCl 緩衝液、

pH 7.5］で平衡化した Sephacryl S-300 カラムにか

け、得られる分画の吸光度（280 nm）を測定した。

強い吸光を示し、quin2 の蛍光発光が認められる分

画のみを SEPHA 液で平衡化した Bond-Elute C18 カ

ラム （Analytichem）にかけ、カラムに吸着せず透過

した親水性蛋白質画分のみを収集した。この分画液

を、SEPHA 液 で平衡化した Mono Q HR5/5 カラム 
(Pharmacia) に供し、 NaCl を含む平衡化緩衝液の

直線濃度勾配 (0.0 ～ 1.0 M) で溶出した。

Mono Q カラムクロマトグラフィーで得られた分

画のうち、高い吸光度を示し、quin2 による蛍光発

光が確認された分画を SDS-PAGE（SDS- ポリアク

リルアミドゲル電気泳動）にかけた。ゲル上の蛋白

質検出には、銀染色法および CBB（coomassie Bril-
iant Blue R-250）染色法を適用した。

各回の蛋白質単離精製実験で得られた MCBP-450
を含むと思われるすべての分画は、それぞれ添加後

に 50% となるよう glycerol を加えて -20℃で保存

し、最終的に、すべての保存分画をあわせ、10 mM 
PIPES 緩衝液 (pH 6.8) を用いて、低温下（4℃）で

10 時間の透析を行なった。



鈴木季直 他 :　軟体動物平滑筋 Ca 結合蛋白質の単離とアミノ酸配列解析　47

アミノ酸配列の決定
結果で述べるように、前述の単離精製法によって得

られた蛋白質収量は、抗原として用いるには著しく

少なく、抗体作製を合成ペプチドで試みるために、

得られた蛋白質についてアミノ酸配列の解析を行

なった。

透析後の試料を SDS-PAGE にかけ、銀染色され

た 100 kDa 相当のバンドを切り出し、洗浄後にリジ

ルエンドペプチダーゼ (lysyl endopeptidase) を含む

Tris-HCl 緩衝液（pH 8.5）を加え、35℃、20 時間処

理し、全液を逆相 HPLC に供して断片ペプチドを分

離した。対照としてバンドのないゲル部分を同様に

処理した。Procise 494 HT Protein Sequencing Sys-
tem (Applied Biosystems) を用いてのアミノ酸配列

分析を行なった。データベース（NCBInr library）
に照合し、得られたアミノ酸配列と既知蛋白質の相

同性について比較検討した。なお、アミノ酸配列分

析は、プロメガ株式会社（東京都中央区日本橋大伝

馬町 14-15）を介して、株式会社アプロサイエンス

生命科学研究所（徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島

124-4）に依託した。

結果と討論
MCBP-450 の単離と精製
図1は、摘出されたABRMからYamanobe and Sugi 5)

の方法に従って遠心分離法で単離された粗蛋白質液

を Q Sepharose にかけた時の各分画の吸光度を示し

ている。MCBP-450 は、高い吸光度を示した分画 3
～ 17 に含まれていると考えられたので、これらを

再度、SEPHA 液で平衡化した Sephacryl S-300 カ
ラムにかけ、より精度の高い分離を試みた。図２は

この時得られたカラムクロマトグラフィーで、分画

18 ～ 21 は、前段階同様に高い吸光度を示した。こ

図1． ABRM粗蛋白質液のQ Sepharoseクロマトグラフィー．

図2．精製第２段階のSephacryl S-300クロマトグラフィ− .

図 1．精製第 3段階のMono Q HR5/5クロマトグラフィー．
直線グラフは NaCl の濃度勾配 (0.0 ～ 1.0 M) を表わす．
２つの大きなスペクトルピークのうち、左のピークは分画
７，右のピークは分画 18 と 19 で表われている．

図 4．精製第 3 段階の Mono Q HR5/5 カラムで得られた
各分画（f7、f15 ～ f22）の quin2 による蛍光発光試験． 
分画 16~19 に顕著な発光が観察される .
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PAGE ゲルの銀染色および CBB 染色の結果から判

断すると、実際に抗体作製に供する量の蛋白質を得

るためには多くの労力と時間を要するであろう。戦

略的には、少量ながらも得られた蛋白質をもとにア

ミノ酸配列を解析し、抗体作製に抗原としての合成

ペプチド用いる賢明と考えた。

蛋白質単離精製実験（全９回）で得られた

MCBP450 を含むと思われるすべての分画をあわせ

て透析し、Mono Q HR5/5 カラムを用いた NaCl 直
線濃度勾配（0.0 ～ 1.0 M）による溶出を行なった。

透析直後の試料および Mono Q で得られた分画のう

ち強い吸光を示す分画について quin2 の蛍光発光試

験を行なったが蛍光発光は確認できなかった。この

結果は、単離後の保存期に MCBP-450 の Ca 結合能

が失活した可能性を示唆する。次に、Mono Q で得

られた分画のうち強い吸光を示す分画を SDS-PAGE
にかけたが、銀染色後に 450 kDa 相当のレベルでは

明瞭なバンドは認められなかった。代わりに、SDS-
PAGE にかけた全ての分画のゲルで、phosphorylase 
b （97 kDa; Amersham Biosciences）をマーカーとし

て確認される～ 100 kDa のレベルに明瞭なバンドが

認められ、このバンドは CBB でも染色された。こ

の分子量～ 100 kDa に相当する蛋白質は、透析によ

り分解した MCBP-450 である可能性が高く、この蛋

白質についてアミノ酸配列の解析を行なった。

分子量～ 100 kDa の蛋白質のアミノ酸配列の解析
図６は、単離精製最終段階の透析後の Mono Q で得

られた分画のうち強い吸光を示す分画の SDS-PAGE
の結果を示したものである。レーン 1 は、マーカー

として phosphorylase b（97 kDa）、BSA（66 kDa）
および ovalbumin（45 kDa）を含む標準試料、レー

ン 2 は Mono Q 分画、レーン 3 は CBB 染色にお

ける濃度比較のための 1 μg BSA の泳動像である。

Mono Q 分画では CBB で良く染色される～ 100 kDa

れらの高い吸光度を示した分画液について quin2 に

よる蛍光発光試験を行なったところ、分画 10 ～ 14
に蛍光発光（図４参照）が確認された。これによ

り、分画 10 ～ 14 には Ca 結合蛋白質の MCBP-450
が含まれている可能性が示唆されたので、これらを

SEPHA 液で平衡化した Bond-Elute C18 カラムに供

し、親水性蛋白質画分のみを収集し、続いて、Mono 
Q HR5/5 カラムを用いた NaCl 直線濃度勾配（0.0
～ 1.0 M）による溶出を行なった。図３は、この精

製第３段階のクロマトグラフィ−を示したものであ

る。グラフのスペクトルでは、２つの大きなスペク

トルピークが認められたが、NaCl 濃度勾配との関係

から、MCBP-450 は、２番目のスペクトルピークを

構成する分画に含まれていると考えられる。確認の

ため、両ピークを構成する分画について quin2 によ

る蛍光発光試験を行なった。図４はその結果を示し

ている。１番目のピークを構成する分画 7（f7）で

は蛍光発光は認められず、２番目のピークを構成す

る分画 16 ～ 19 （f16 ～ f19）で顕著な蛍光発光が観

察された。

精製第２段階直後の親水性蛋白質画分および精製

第３段階のクロマトグラフィーでピークが見られた

分画とその付近の分画について SDS-PAGE を行なっ

た。図５はその結果を示している。レーン（L）1 の

試料は標準試料（マーカー）として用いた ferritin （～

450 kDa）で、L2 は精製第２段階直後の親水性蛋白

質画分である。L3 と L4 は、それぞれ、精製第３段

階のクロマトグラフィー（図３）における分画 4 と

7 の画分、L5 ～ L14 は、同様に分画 15 ～ 24 の画

分である。Quin2 による蛍光発光試験で明瞭な発光

が認められた分画 16 ～ 19（図４）のうち、分画 18
を電気泳動した L8 では、マーカーの ferritin バンド 

（L1）と同レベルに顕著なバンドが認められた（図 5、
矢印）。用いられた ferritin の分子量は 450 kDa であ

り、L8 で見られるこのバンドは MCBP-450 と考え

られる。分画 16、17 および 19 を電気泳動した各レー

ンでは、450 kDa 相当のレベルには明瞭なバンドは

観察されなかった。これは、これらの分画に含まれ

る MCBP-450 の濃度が、銀染色で検出されうる最低

濃度の 10 ng より低いためと考えられる。同じ電気

泳動ゲルを CBB（Coomassie Briliant Blue R-250）
で染色したところ、いずれのレーンにおいても 450 
kDa 相当のレベルにはバンドは観察されなかった。

このことから、分画 18（L8）に含まれる MCBP-
450 は 0.5 μg 未満と考えられる。

モルモットやラットなどの小動物を免疫動物にし

て抗体を作製する場合、抗原とする蛋白質には、一

般に、0.3 mg/ml 程度の量が必要とされる。SDS- 

図 5．各分画の SDS-PAGE. レーン 8（L8）では 450 kDa
に顕著なバンド（矢印）が観察される . 銀染色 . レーン 1
は標準試料の ferritin (～450 kDa). レーン 2 ～ 14 の試
料については本文の記述を参照．



鈴木季直 他 :　軟体動物平滑筋 Ca 結合蛋白質の単離とアミノ酸配列解析　49

のバンドが認められた。

Mono Q 分画の SDS-PAGE ゲルから～ 100 kDa
のバンドを含むゲル片を切り出し、リジルエンドペ

プチダーゼで処理し、逆相 HPLC により 10 余の断

片ペプチドが得られた。これらのうち、3 つの断片

ペプチド（MCBP-450P1、MCBP-450P2）を対象に

して、それぞれの N- 末端からの 12 アミノ酸配列解

析を行なった。

得られたペプチドのアミノ酸配列は次のようで

あった。

MCBP-450P1：
  ⑴　　　　　⑸ 　　　　　　　　　　⑽ 　     ⑿
Leu-Met-Leu-Leu-Leu-Glu-Val-Ile-Ser-Gly-Glu-Gl

※ (1)は推定残基

MCBP-450P2：
  ⑴　　　　　   ⑸　　　　　　　　　⑽　　   ⑿
Gly-Ile-Ser-Glu-Glu-Gln-Met-Asn-Glu-Phe-Arg-Val

MCBP450P2 の分析でマイナーに検出されたアミ

ノ酸から次の部分的配列も推定した。

MCBP-450P2-2：
  ⑴　　　　　      ⑸　　　　　　　　　    ⑽   ⑾
Asp-Gly-Tyr-Gly-Glu- Glu - Glu - Glu -Glu- ? -Asp-

ライブラリー（NCBInr library）で、これらペプチド

のアミノ酸配列についてホモロジーサーチを行なっ

たところ、MCBP-450P1 および MCBP-450P2 は、

それぞれ 91.667％と 90.909％で、ウサギ、Gallus 

gallus （fibroblast）、Biomphalaria glabrata、ニワト

リ（平滑筋） およびヒトなどの各種α-actinin と強い

相同性を示した（表 1、2）。また、同じ断片ペプチド

に由来する MCBP-450P2 と MCBP-450P2-2 は共に、

90.909％で、Biomphalaria glabrata のα-actinin と

強い相同性を示した（表 2）。
アミノ酸配列の分析で、単離された蛋白質（ペプ

チド）はα-actinin と相同性が高いことが示唆され

た。α-actinin は分子量およそ 100 kDa で、一般に

は二量体（～ 200 kDa）として存在するが、SDS 存

在下の変成条件下では単量体として存在し、分子

の C 末端には Ca 結合構造を持つことが知られてい

る 10)。平滑筋では、α-actininはdense bodyに局在し、

アクチンフィラメントの結合に関与している。ま

た、形質膜上には dense body 相当構造として hemi-
desmosome が存在する。従って、形質膜分画からの

蛋白質単離でα-actinin が混入する可能性は否定で

きない。しかし、単離第２段階での Sephacryl S-300 
カラムによる分画化で、100 kDa 程度の分子は除外

されている（図２参照）こと、SDS-PAGE では 450 
kDa にバンドが見られること、さらに、それらのゲ

ルでは 100 kDa 相当のバンドは殆ど認められないこ

となどから単離精製された蛋白質にα-actinin が主

要蛋白質として存在するとは考えられない。相同性

表 1．MCBP-450P1 お よ び MCBP-450P2 と fibroblast 
(Gallus gallus) のα-actinin とのアミノ酸配列の比較

表 2．MCBP-450P1、MCBP-450P2 および MCBP-450P2-2
と Biomphalaria glabrata のα-actini とのアミノ酸配列の
比較

図 6．Mono Q 分画の SDS-PAGE．
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が示唆された段階で、市販のα-actinin 抗体（rabbit 
anti-chicken gizzard α-actinin; Sigma）を用いて試

料との免疫反応実験を行なったが抗原抗体反応は観

察されなかった。今回、アミノ酸配列を解析するの

に用いた試料は、透析後に SDS-PAGE で新たに現れ

たバンド（～ 100 kDa）に由来するものであり、こ

の蛋白質（またはペプチド）は、単離後の試料保存

期に生じた MCBP-450 の分解産物と考えるのが妥当

と思われる。MCBP-450 の分子構造については、こ

れまでに全く知見がなく、推論の域を出ないが、分

子内部にα-actinin と良く似た domain を持つ可能性

があると考えられる。
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Abstract:  New fluorescent substrates benzothiazolylphenol–substituted ketoester 
(TPKE) and acetoxyl-TPKE (AcO-TPEK) are possible indicators for living organisms.  
Both substrates stained the mid-piece that was a mitochondrion in sea urchin sperm.  AcO-
TPKE showed a higher rate of relative intensity than TPKE.  The fluorescent intensity 
of AcO-TPKE was dependent on enzymatic hydrolysis, catalyzed by esterase. Enzymatic 
analyses of the hydrolysis of AcO-TPKE suggested that activity in extracts settled from the 
unfertilized stage to cleavage stages in sea urchins, but changed after the developmental 
stage of blastula or hatching.  After staining fertilized eggs with AcO-TPEK, they were 
allowed to develop normally and it was observed that the whole eggs and embryos emitted 
fluorescent signals; however, part of the body of larvae showed signals after the gastrula 
stage.  In particular, pluteus larvae showed a strong signal in digestive organs.  This may 
be related to the differentiation of digestive organs or the expression of digestive enzymes.  
According to these results, AcO-TPKE is a possible fluorescent probe for living organisms, 
and esterase activities change throughout sea urchin development.
Keywords:  fluorescent probe, esterase, sea urchin, gamete, larvae

新規蛍光性物質 AcO-TPKE を用いたウニ胚の染色について
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序論
近年、蛍光性物質や発光作用を利用した計測、検査

は衛生管理、医療診断など各方面で幅広く活用され

ており1-4)、またさまざまな蛍光性発光性物質の合成

方法も開発されている1,5)。

TPOX (benzothiazolyl phenol-substituted dioxe-
tane) や TPKE (Benzothiazolyl phenol-substituted 
ketoester)は、本学理学部化学科で開発された発光

性、蛍光性化学物質の一つであり5,6)、TPKE はウ

ニ精子の中片部を蛍光染色できる7,8)。しかもこの

TPKE を用いた染色法では、呼吸活性が低く形態も

変化している精子 9) の蛍光強度は低い 8)。一方で、

細胞内へ取込まれない TPKE によるバックグラウン

ド蛍光が高いこと、特定の生体化学反応を検出して

いるとは限らないことなど、蛍光の検出感度と特異

性に問題があった 7,8)。

古典的に実用例も多い蛍光性物質フルオレセイン

は、２つのアセトキシ基（AcO 基）を付与した二酢

酸フルオレセインがよく利用されている。これは細

胞内エステラーゼによる加水分解を介してフルオレ

セインの蛍光を検出可能としている 3,10)。今日では

フルオレセインを基にした蛍光プローブがさまざま

な場面で活躍している 2)。

本研究では、蛍光性物質 TPKE を基にした蛍光

プローブ開発への一歩として、アセチル化 TPKE
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（acetoxyl-TPKE、以下 AcO-TPKE）による生体染

色法を検討した。AcO-TPKE は AcO 基の加水分解

によって蛍光性を示す TPKE となる（図 1）。生体

内における AcO-TPKE の分解反応には、二酢酸フ

ルオレセインの場合 10) と同様に、いくつかのアセチ

ラーゼやリパーゼなどのエステラーゼ活性が関与す

ることが予測できる。そのため、アセトキシ基分解

反応に依存した生体蛍光観察が期待できる。加えて、

TPKE の極めて強い蛍光強度を利用した蛍光プロー

ブの開発も期待できる。

本報告では、ウニ卵抽出成分に含まれる AcO-
TPKE 分解活性（アセトキシ基分解活性）の定量化

を試み、同時にウニ配偶子や発生過程の生体染色、

発生観察法の確立を試みた。また以上の結果と併せ

て、AcO-TPKE を用いたウニの発生観察より得た知

見を報告する。

材料と方法
動物と配偶子
神奈川県真鶴産のムラサキウニ Anthocidaris cras-
sispina、千葉県館山産のアカウニ Pseudocentroutus 
depressus を材料とした。それぞれ生殖時期（A. 
crassispina は 6 月から 8 月、P. depressus は 11 月

から 12 月）の成体より、配偶子を得た。各ウニの

口部を切り取り、0.5 M KCl を体腔内へ注入し放精・

放卵させた。精子は 1.5 ml チューブに回収し Dry 
Sperm として氷冷した。未受精卵は人工海水（420 
mM NaCl、9.0 mM KCl、10.0 mM CaCl2、24.5 
mM MgCl2、25.5 mM MgSO4、2.15 mM NaHCO3、

10.0 mM HEPES（2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-
piperazinyl] ethane- sulfonic acid、pH 8.0）中へ懸

濁し、２回の海水置換を経て室温に静置した。

染色と顕微鏡観察
TPKE と AcO-TPKE は、ジメチルスルホキシド

（DMSO）もしくはジメチルホルムアミド（DMF）
を溶媒として 10 mg/mL になるように溶解した。こ

れを Stock solution とし、50 µg/mL 以下の濃度で

使用した。DMSO もしくは DMF の最終濃度は、

05% 以下になるよう調整した。この TPKE もしく

は AcO-TPKE を含む ASW 中に、配偶子もしくは胚

を懸濁し、室温で 30min 静置した。30 分後、必要

に応じて人工海水を置換することで洗浄した。染色

後の配偶子と胚は、落射蛍光装置を搭載した顕微鏡

OLYMPUS BX51 にて観察した。蛍光画像は WU 励

起 (330 － 385 nm) 、露光時間 1/1.5 sec、にて取得

した。取得した蛍光像は AdobeⓇPhotoshopⓇによっ

て蛍光強度の解析を行った。

アセトキシ基の分解反応
ウニ卵抽出液を酵素源として、AcO-TPKE の分解

活性を評価した。沈殿させたウニ卵を回収し、PBS 
buffer 中でダウンス型ホモジェナイザーによってウ

ニ卵を破砕し、この破砕液に等量の 1mg/ml BSA を

含む PBS buffer を加え入れ、これを酵素溶液とした。

この酵素溶液は -80℃で冷凍保存し、少なくとも２ヶ

図 1．TPKE と AcO-TPKE. TPKE（A）と AcO-TPKE（B）
の化学式を示す．写真 C は UV トランスイルミネーター

（ATTO E-Graph）内にて紫外線照射した TPKE（右）と
AcO-TPKE（左）（いずれも DMSO に溶解）を示す．

図 2．ムラサキウニ未受精卵の抽出液による AcO-TPKE
分解．細胞抽出液を酵素源とした AcO-TPKE 分解反応行
い , その産物である TPKE の測定を試みた . (A) ムラサ
キウニ未受精卵に由来する細胞抽出液（0.1 mg/mL 蛋白
質等量）を 50 mg/mL AcO-TPKE 溶液に加え入れ , 分解
反応を 60 分試みた . 予め抽出液に熱処理（96℃ , 10min）
を施した場合と同時間氷冷した場合の分解産物の測定結
果を示す . (B)抽出液（6.25 mg/mL 蛋白質等量）の細胞
抽出液を 50 mg/mL AcO-TPKE 溶液に加え入れて , 経時
的に分解産物の測定を行った . (A)と (B)は異なる個体
より得た酵素原液を用いた．
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月は活性が保持されていた。

DMF を溶媒とした 10 mg/ml AcO-TPKE 溶液を

基質原液とし、PBS buffer にこの基質溶液を加え入

れ、20℃に保温した。ここへ酵素溶液を加えること

で AcO-TPKE 分解反応を開始した。先行実験の結

果から、AcO-TPKEは96℃の熱処理によって分解し、

蛍光性を発することが明らかであった。そのため、

反応停止には熱処理法ではなく、酸添加による蛋白

質変性を行った。実際の操作では、0.5M HCl を反

応液の 40 分の 1 容量加え入れ、pH4.0-4.2 にするこ

とで反応を停止させた。反応停止後に 10 分の遠心

分離（8,000 × g, 4℃）を行った。その上清を回収し、

蛍光強度をフルオロメーター (Ex / Em = 360 ± 40 / 
520 ± 10 nm)で測定した。既知濃度 TPKE と蛍光

強度の検量線からAcO-TPKEの分解産物量を算出し

た。反応時間、基質量及び産物量より Lineweaver-
Burk Plot 法からミカエリス定数（Km）及び最大反

応速度（Vmax）を算出した。

以上について、媒精直後（受精卵）、5 時間後（卵

割期）、22 時間後（孵化後の胚）、32 時間後（プリ

ズム幼生）に得た酵素溶液でも同様の操作を行った。

結果
AcO-TPKE の分解反応
ムラサキウニ未受精卵より得た細胞抽出液を酵素液

とし、AcO-TPKE 分解反応と反応産物である TPKE
の算出を試みた。細胞抽出液に予め熱処理（96℃ , 
10 min）を施した場合、反応産物である TPKE は

ほとんど増加しなかったが、非熱処理の酵素液を用

いた場合、TPKE は著しい増加を示した（図 2A）。

この TPKE の蛍光は時間経過によって増加した。

TPKE 検量線に基づいて、経過時間毎の TPKE 量を

図 2B に示す。反応開始から 15 分までは一定の速度

で TPKE が増加し、これ以降は増加速度が徐々に低

下した。反応開始後 50 分を過ぎてからはほとんど

TPKE の増加は見られなかった。この TPKE 増加

は細胞抽出液成分が AcO-TPKE 分解反応を触媒し

たと考えられる。また、アカウニ未受精卵より得た

細胞抽出液を用いた場合でも同様な傾向が見られた

（図 3A）。

アカウニ胚の抽出液による AcO-TPKE 分解産物を

経時的に測定した結果を図 3A に示す。抽出液は未受

精卵、受精卵、卵割期、嚢胚期及びプリズム幼生期

の各発生段階より得た。各発生段階より得た抽出液

を酵素溶液として用いた AcO-TPKE 分解反応でもま

た、反応産物量は反応時間に依存して増加した。未

受精卵、受精卵及び卵割期では反応開始から 40 分ま

では分解産物が一定の速度で増加した。AcO-TPKE

を添加後 40 分以降は反応速度が徐々に低下した。嚢

胚期とプリズム幼生期では反応開始から 30 分までは

分解産物が一定の速度で増加した。AcO-TPKE を添

加後 30 分以降は反応速度が徐々に低下した。

反応基質である AcO-TPKE の濃度を 7 段階に調

整し、反応産物である TPKE 量を測定した結果を図

3B に示す。反応開始直後の 10 分間から反応初速度

を算出し、反応初速度の逆数 (1/v)と基質濃度の逆

数（1/[S]）から Lineweaver – Bark Plot を作製した。

この Lineweaver – Bark Plot 法による線形近似から

AcO-TPKE 分解活性の比較を試みた（図 3B）。各発

生段階における線形近似式については、いずれも相

関係数 R2 > 0.97 と高い相関性を示した。

未受精卵、受精卵及び卵割期の Lineweaver – 
Bark Plot では、両軸切片が共にほぼ一致してい

た。嚢胚期とプリズム幼生期では、卵割期以前と比

較すると両軸切片が共に原点へ近い値を示した。各

プロットの線形近似式の切片からミカエリス定数

（Km）と最大反応速度（Vmax）を見積り、表 1 に

示した。未受精卵、受精卵及び卵割期の酵素液は

Km と Vmax はほぼ一致しており、嚢胚期とプリズ

ム幼生期の Km と Vmax は共に卵割期以前よりも大

きな値を示した。

AcO-TPKE による生体染色
AcO-TPKE を用いたムラサキウニ配偶子の染色像を

図 4A 及び 4B に示す。未受精卵も精子も細胞全体

から蛍光が観察された。これら蛍光像にはバックグ

ランドに見られる蛍光がほとんどないため、海水置

換を介さなくとも、充分な高コントラスト像が得ら

れた。また TPKE を用いたウニ精子の染色 8) では精

子中片部が強い蛍光を発していたが、AcO-TPKE で

も精子中片部が特に強い蛍光が観察された。

染色に用いた AcO-TPKE の濃度は、精子の場合、

1 ug/mL で充分に明瞭な蛍光像を得られた。一方で

未受精卵の場合、50 µg/mL 未満の濃度では退色が

表 1．アカウニ胚より得た酵素液に見られる Km と Vmax. 

発生段階 Km Vmax
未受精卵 1.0 0.09
受精卵 1.0 0.07
卵割期 1.0 0.09
嚢胚期 1.6 0.15
プリズム幼生 2.3 0.22

Km, Vmax: Lineweaver – Bark Plot （図 3）より得たミカエリ

ス定数 Km (mM)と最大反応速度 Vmax (nmol TPKE/ min /mg 
protein )を示す．
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著しく、しかし、50 µg/mL 以上の AcO-TPKE を用

いた場合には発生異常が高頻度に観察された。この

時、発生途中で胚同士が凝集したり、あるいは付着

物が表面を覆ってしまったりするケースが多数観察

された（図 4C と D）。また染色した配偶子を用いた

媒精では、受精率が 53 ± 38% と著しく低下した（対

照群は 94 ± 7%, N = 4）。そのため、AcO-TPKE に

よる蛍光染色後に発生過程を観察する場合には、受

精直後に 50 µg/mL の濃度で染色を施し、その後に

海水置換を経る必要があった。

AcO-TPKE 染色で染色した受精卵を、海水置換し

た後に観察したウニ胚の蛍光像を図 5 上段に示す。

この方法では正常に発生する割合が比較的高く、蛍

光染色した受精卵は形態、発生速度ともに対照群と

比べて差なく発生を進めることができた。また受精

卵、卵割期、孵化後、いずれも胚体全域で蛍光を観

察できた。この蛍光もまた染色時の AcO-TPKE 濃

度に依存して、退色までの時間が長くなった。胞胚

期になると、やはり胚体全域で蛍光を観察できたが、

内腔ではほとんど蛍光はみとめられなかった。局所

的な蛍光はプルテウス幼生期に観察された（図 5 下

段）。AcO-TPKE に由来する蛍光は消化器系の一部

領域から観察された。この蛍光領域の広さと蛍光の

強度は染色時の AcO-TPKE 濃度に依存していた。

また対照群では蛍光が観察されなかった。

本研究では、この局所的蛍光性を保持したウニ胚

を、少なくとも受精 5 日目のプルテウス期まで確認

できた。6 日目以降も発生は正常に進行したが、消

化器の蛍光はほとんど観察できなくなった。プルテ

ウス幼生期の胚を 50 µg/mL AcO-TPKE で染色した

場合、胚体全域で蛍光が確認された（図 6）。これ

は染色受精卵を飼育した場合の蛍光部位とは異なっ

た。しかし海水置換による洗浄を行わない場合は、

受精卵と同様に発生は正常に進行しなかった。

図 4．AcO-TPKE を用いたウニ配偶子の染色と発生 .  50 mg/mL AcO-TPKE を用いて 30 min の染色を試みたムラサキウ
ニ精子（A）と卵（B）を示す．これらを受精させた胚を C, D に示す . A-D は明視野像 , A’-D’は蛍光観察像を示す．C
と D は受精 90 分後 , 及び 24 時間後の観察像を示す．スケール : 10 mm（A），100 mm（B-D）．

図 3．アカウニ各発生段階より得た抽出液による AcO-
TPKE 分解性．アカウニの未受精卵（橙）， 受精卵（赤），
卵割期（緑），嚢胚期（紫），プリズム期（青）より得
た各抽出液（40 mg/mL 蛋白質等量）を 0.5 mg/mL AcO-
TPKE に加え入れ，AcO-TPKE 分解産物（TPKE）を経
時的に測定した（A）．また基質（AcO-TPKE）の濃度
変化に伴う各抽出液の分解活性について , Lineweaver – 
Bark Plot 法による反応速度の比較を試みた（B）．各抽
出液を用いた場合の線形近似式と相関係数を併記した．
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図 5．AcO-TPKE 染色胚．受精後に 50 mg/mLAcO-TPKE による染色を試み，2 回の洗浄後に飼育を続けると対照群と同
様な正常な発生が観察された．上段はそれぞれ受精直後（A）, 受精後 90 min（B）, 2 時間後（C）, 24 時間後（D）の胚を示す．
下段には受精５日目のプルテウス幼生期を示す．（E）は対照群（無染色）を , (F)-(H) は染色時の AcO-TPKE 濃度が 9, 
42, 50 mg/mL の場合を示す . スケール : 100 mm（A-D）， 200 mm（E-H）．

図 6．AcO-TPKE による染色プルテウス幼生．受精 5 日
目のムラサキウニ胚を 50 mg/mL AcO-TPKE を用いて染
色した． A と B は染色当日，C と D は翌日の明視野と蛍
光像を示す．染色胚は未洗浄のまま飼育を続けた．スケー
ル : 100 mm．

図 7．AcO-TPKE で染色したアカウニ P. depressus 精子．
最終濃度 1 mg/ml AcO-TPKE を用いて染色したアカウニ
精子の蛍光像（A）と同一視野の明視野像（B）を示す．
輝度解析（図 8）では精子中片部の輝度（C）と、同一面
積の精子が存在しない領域の輝度（D）を求め、その比率
を算出した．スケール : 10 mm．
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TPKE と AcO-TPKE の染色性の比較
TPKE と AcO-TPKE を用いて、アカウニ精子の蛍

光染色を試みた。またこのアカウニ精子の蛍光像に

ついて蛍光強度の解析を試みた。図 7 に示すように、

精子全体から蛍光が観察された。特に精子中片部で

強い蛍光を発しており、これはムラサキウニ精子の

場合（図 4A）と同様であった。また TPKE を用い

たウニ精子の染色 7,8) とも同様であった。

AcO-TPKE による蛍光像では、TPKE 染色時より

も高コントラスト像が得られた。精子中片部に相当

するミトコンドリア領域の輝度（S）とバックグラ

ンド・ノイズに相当する輝度（N）より S/N 比を求

めた（図 8）。AcO-TPKE による染色像は、S/N 比

が従来の TPKE による染色像よりも有意に高かっ

た（P < 0.001）。一方で、２種類の溶媒（DMF と

DMSO）間で AcO-TPKE 染色像の S/N 比に有意な

差は見られなかった。また 1 µg/mL AcO-TPKE 染色

液中のアカウニ精子は、少なくとも観察中の 75 分

間は鞭毛運動を維持していた。

討論
 AcO-TPKE 自体は非蛍光性であるが、そのアセト

キシ基が分解されることで蛍光性のある TPKE とな

る。すなわち、ウニ卵抽出成分を AcO-TPKE 溶液

に添加することで TPKE が増加した結果は、ウニ

卵抽出成分によって AcO-TPKE 分解反応が促され、

その反応産物として TPKE が生じたことことを示唆

する。本研究で確認されたアセトキシ基分解は酵素

反応的であり、ウニ卵抽出成分に熱処理を施すこと

で失活した。またこの AcO-TPKE のアセトキシ基

分解には、二酢酸フルオレセインで知られているよ

うな細胞内エステラーゼによる加水分解を介した反

応 10) が関与していると思われる。

ウニ胚が有するアセトキシ基分解活性は、孵化

期を境に大きな変化が生じた（図 3、表 1）。Lin-
eweaver-Bark Plot 法から Km と Vmax を見積もる

と、ウニ胚の発生段階ごとに得た AcO-TPKE 分解

活性に変化が見られた。未受精卵及び受精卵から卵

割期にかけて、ほぼ一定の Km と Vmax を示してい

たが、嚢胚期やプリズム幼生期に至るとミカエリス

定数も最大反応速度も大きな値を示した。このこと

から、孵化期前には同一のアセトキシ基分解活性を

持つ酵素（群）が AcO-TPKE 分解反応を触媒して

おり、また孵化期以降では同じアセトキシ基分解反

応を触媒するが、孵化期前とは異なる酵素（群）が

働いていると考えられる。

AcO-TPKE による生体染色の結果もまた、アセト

キシ基分解活性が孵化の前後で変化することを示唆

している。染色した受精卵を発生させると、受精卵

や卵割期では胚体全域から蛍光を検出できたが、プ

ルテウス幼生期には消化器系の一部の領域のみが蛍

光していた。未染色卵から発生させたプルテウス幼

生を染色した場合には、その幼生の胚全体から蛍光

検出されたので、各細胞がアセトキシ基分解活性を

保持しつつ、特に消化器で新たな酵素（群）が機能

している可能性を示唆する。すなわち、卵割期以前

に検出できた蛍光が母系由来の酵素（群）によって

分解された AcO-TPKE に由来し、一方で孵化期以

降に消化器系の一部で検出できた蛍光は新たな個体

で発現した酵素（群）が機能し始めた事に由来する

と思われる。これらは、Km と Vmax が孵化期を境

に変化した可能性と矛盾しない。

孵化期前後で異なる酵素（群）がアセトキシ基分

解反応を触媒している可能性については、更なる検

証が必要であるが、少なくとも AcO-TPKE 分解活

性が孵化の前後で変化し、器官によってその活性を

持つ酵素の量局が変化しているに違いない。

ところで、TPKE を直接蛍光染色に用いた場合、

そのバックグラウンドの高さが観察画像の不明瞭さ

の一因となっていた 7,8)。本研究で TPKE と AcO- 
TPKE についてもウニ精子の染色で蛍光検出を比較

したところ、AcO-TPKE の方が著しく高いシグナル

/ バックグラウンド（S/N）比を示した。この蛍光は

２種の溶媒いずれでも確認できた。また染色した精

子の運動率も保持され、かつ受精膜を形成した卵に

染色を施しても発生速度や形態に影響せずに発生を

進行することができた。このことは AcO-TPK の細

胞毒性が低く、染色の濃度や時間、時期を工夫すろ

ことによって低減できる可能性を示唆している。

以上より、AcO-TPKE は TPKE 染色の問題点を

解消し、かつエステラーゼ活性に依存した生体染色

図 8．相対輝度の比較  AcO-TPKE は TPKE に比べて有
意に高い輝度を示した（P < 0.001）．DMF と DMSO の
両溶媒間では有意な差は見られなかった．
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が可能であると考えられる。アセトキシ化はフルオ

レセンや TPKE のみならず、多くの蛍光物質にも応

用できることが期待でき、また有用な蛍光指示薬の

開発に展開できる手法である。
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Abstract:  The stratification of seawater body and the distribution of phytoplankton were 
estimated in the estuary of Sagami River. In the fall of 2010, the sea was stratified and 
mixed within a depth of less than 50 m. Above this stratified layer, massive inflow of fresh 
water from the river made a low-density layer with low salinity that covered the surface 
of this area from the mouth to more than 2000 m offshore. Higher densities of chlorophyll 
a were observed in the surface layer offshore from the mouth than those at the mouth and 
in the stratified lower layer. These different densities of phytoplankton biomass show a 
different environment and could indicate possible different responses among phytoplank-
ton communities at the mouth, and in the upper and lower layers. In the winter of 2011, 
the sea was well mixed to a depth of more than 100 m, and the freshwater inflow was 
small. The phytoplankton was almost evenly distributed.
Keywords:  stratification, salinity, sagami river, phytoplankton, chlorophyll
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序論 
相模湾は伊豆半島から三浦半島を経て房総半島に至

る、太平洋にむかって開かれた湾である。この湾の

沖合には黒潮が流れ、様々な河川から淡水が流入し、

湾内には複雑な環境が形成されている 1)。平塚市周

辺の海域も例外ではない、平塚海谷と呼ばれる特異

な海底地形や相模川からの淡水の流入、降雨や潮汐

により、環境が複雑に変動する。このような海域に

棲息する植物プランクトンは能動的な移動能力をも

たないため、環境への対応が不可欠であり、一次生

産者である植物プランクトンの対応は、海域の生態

系全体を考える上で重要である。複雑な環境と植物

プランクトンの対応を調べるため、まず、主要な環

境要因について測定を行い、植物プランクトンの分

布に対応づけることが不可欠である。本研究では特

に流入する淡水の沿岸海域への影響に着目した。こ

のため、河川流量の変化 2) から、河川流量の最も

多いことが予測された秋期と、最も小さいことが予

測された冬期に観測を行った。

材料と方法
環境要因と植物プランクトン生物量の測定
調査船より、直読式総合水質計（AAQ126, ＪＦ

Ｅアドバンテック株式会社）と CTD 自動測定器

(OceanSeven316,IDRONAUT 社，Italy) を垂下し

て、観測海域の各地点で電気伝導度、温度、圧力と

クロロフィル蛍光強度を測定した。測定結果は、測

定器付属のソフトウェアにより濁度 (FTU)、塩濃度

(‰ )、水温 (℃ ) と水深 (m) に換算し、同時に採

水した海水中のクロロフィル濃度を求め 3)、蛍光強

度かをクロロフィル濃度 (μg/L)に換算した。海水

密度の指標 (σ)は、測定した塩濃度と水温、水深（圧

力）から算出した海水の密度 (kg/m3)から 1000 を

引いて表した。観測中、時刻と緯度、経度を全地球

測位システム (GPS) 端末 (FG-530,EMPEX 社 . 日
本 )を用いて記録し、測定を行った時刻から観測点

を算出した。測定点の平面上の位置や河口からの距

離、水深と各測定値の関係をソフトウェア（Gsharp, 
dlp 社，日本）を用いて図表化した。



60　Science Journal of Kanagawa University  Vol. 23

観測期間と観測地点　相模川河口付近東西 4 km 南

北 2 km の範囲の海域 (図１)で観測を行った。秋期

の観測は、小潮に当たる 2010 年 9 月 29 日に実施し

た。測定を行った 9:00 ～ 13:00 の期間は、満潮から

干潮直前に相当したが、この間の潮位は +127.3 ～

+114.4 cm で、変化は 12.9 cm に過ぎなかった (図 
2a)。河口より外洋に向けて南北方向に 17 点、沖合

2000 m 付近を東西方向に 7 点で測定した (図 4a)。
冬期の観測は、大潮から 4 日後の中潮に当たる 2011
年 1 月 21 日に実施した。測定を行った 10:00 ～

14:00 の期間は干潮を中心とする引き潮から満ち潮

へ変化する時間帯で , 潮位は +94.0 ～ +69.1 cm で変

化は 24.1 cm であった (図 2b)。測定は河口より南

北方向に 9 点、沖合 2000 m 付近を東西方向に 6 点

に加え、河口周辺 7 点で測定した (図 4f)。

結果
環境要因の水深による変化と植物プランクトンの分布
河口から沖合 2000m までの南北方向変化を海面か

ら水深 50m までの範囲で測定し、その変化を算出

した (図 3.a ～ j)。

秋期の環境要因の変化と植物プランクトンの分布
濁度：濁度は河口で高く、沖合に向かうにしたがっ

て低下した。沖合 200 m では、海面で 15 FTU であっ

た濁度は水深とともに低下し、水深 4 m で 5 FTU
となった。しかし、海底付近には濁度の高い水塊が

みられ、海底 7 m で 14 FTU まで上昇した。海底付

近の高い濁度の水塊は沖合 500 m まで、海面の高

い濁度の水塊は沖合 1000 m まで続いていた。沖合

1000m では海面で 11 FTU で、これより沖合では、

水深 3 m までやや高く、それ以深で 0.6 FTU 以下と

なった。沖合 2000m では、海面で 11 FTU、水深 10 
mで 0.6 FTU、それ以深で 0.4 FTU以下であった (図

3a)。
塩濃度：河口より沖合2000 mまで、水深10 m以浅を、

34‰以下の塩分濃度の低い水隗が覆っていた。特に

河口付近の表層では塩分濃度が低く、沖合 200 m で

15.1‰であった。表層塩濃度は沖合に向かって上昇

し、沖合 1600 m 以遠では 30.0‰となった。水深 10 
m 以深には、34.0‰以上の高い塩分濃度の水隗が存

在した (図 3b)。
水温：河口より沖合 2000 m まで、海面より水深 5m
前後を、24.5 ℃以下の温度の低い水隗が覆っていた。

特に河口付近の表層では温度が低く、沖合 200 m で

海面で21.9 ℃であった。表層の水温は、沖合に向かっ

て上昇し、沖合 500 m 以遠では 23 ℃となった。一

方、水深 5 m 以深には 25 ℃の水隗が存在した。さ

らに、水深 40 m 以深では水温が水深とともに低下

した。このため、水深の浅い沖合 500 m では、水温

図 1．観測海域．a．相模湾全景．図中の四角形は図 b の
位置を示す．b．周辺海域．図中の四角形で観測を行った．
南北 2 km 東西 4 km の海域を示している．

図 2．観測海域の潮位変化．a．秋期観測を行った 2010
年 9 月 29 日の潮位．b．冬期観測を行った 2011 年 1 月
21 日の潮位．図中の灰色部は観測期間．（海上保安庁 潮汐
推 算 http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TIDE/tide_
pred/5.htm より改変）
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は表層から水深とともに上昇し、水深 3.0 m から海

底まで 24.9 ℃であるが、水深の深い沖合 2000 m で

は、海面で 23.7 ℃であった水温は、水深とともに上

昇し、水深 3.0 m で 25.0 ℃となり、水深 33.0 m ま

で 25 ℃以上で一定であったが、それ以深で水温は低

下し、水深 40.0 m で 24.0 ℃となった (図 3c)。
密度：河口より沖合 2000 m では、海面より水深数

m まで、σが 17.0 kg/m3 以下の密度の低い水隗が

表層を覆っていた。特に河口付近の表層では密度が

低く、沖合 200 m では、海面で 9.2 kg/m3 で、その

すぐ下には、σが 22.5 kg/m3 の水隗が海底まで存在

した。沖合 1000 m では、海面で 14.7 kg/m3、水深

3.0 m 以深で 22.5 kg/m3 であった。沖合 2000 m で
は、海面で 17.8 kg/m3、水深 3.0 m 以深で 22.5 kg/
m3 で、水深40.0 m以深では、23.0 kg/m3 であった (図

3d)。
クロロフィル a 濃度：河口より沖合 2000 m までは、

海面より水深 5 m 前後までの層で、6.0 μg/L 以上の

高いクロロフィル濃度が測定された。特に河口付近

から沖合 1000 m 付近の表層ではクロロフィル濃度

図 3．環境要因測定とクロロフィル a 濃度の鉛直分布．図下部の白色部分は海底以深であること，図上部
の黒四角（■）は，観測地点を示している．左より秋期（2010 年 9 月 29 日）の測定結果（a ～ e）と冬期

（2011 年 1 月 21 日）の測定結果（f ～ j）．上より順に濁度（a, f），塩濃度（b, g），水温（c, h），密度（d, i）
およびクロロフィル a 濃度（e,j）の分布を示す．
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a

b

c

d

e

f

g

h

i

j



62　Science Journal of Kanagawa University  Vol. 23

が高く、水深 2.0 m 以浅で 9.0 μg/L 以上であった。

その下から 25 m の層で 4.0 μg/L 以上の値が維持さ

れ、30 m 以深では水深とともに低下した。このため

沖合 200 m では、海面で 10.0 μg/L の濃度が、水深

とともに低下し、水深 3.0 m で 4.5 μg/L、海底 7 m
で 3.0 μg/L となった。沖合 2000 m では、海面で 6.5 
μg/L で、水深とともに低下し、水深 5 m で 4.5 μg/L、
水深 30 m 以深で 3.0 μg/L であった (図 3e)。

図 4．海洋表層で測定された環境要因測定値とクロロフィル a 濃度の水平分布．相模川河口付近の南北 2 km，
東西 4 km の海域における水深 1 m での観測結果から推定した．図下部の白色部分は海底以深であること．図
上部の黒四角（■）は、観測地点を示している．左より秋期（2010 年 9 月 29 日）の測定結果（a ～ e）と冬期（2011
年 1 月 21 日）の測定結果（f ～ j），上より順に濁度（a, f），塩濃度（b, g），水温（c, h），密度（d, i）およびク
ロロフィル a 濃度（e, j）を示す．
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冬期の環境要因の変化と植物プランクトンの分布
濁度：濁度は河口付近の海底で高い数値を示した

が、それ以外の観測地点では河口から沖合 2000 m
まで大きな変化はなかった。河口では、海面で 1.7 
FTU、水深とともに上昇し、海底 4 m で 5 FTU と

なった。河口域以外の測定範囲内の濁度は、ほぼ一

定であった (図 3f)。
塩濃度：河口より沖合 500 m までは、海面 5 m 以

浅に 34‰以下の塩分濃度の低い水隗があったが、

それより沖合いで層は薄くなり、1500 m 以遠では

表層数十 cm に僅かに塩分濃度が低い水隗が散在

するに過ぎなかった。この水塊を除くと、塩濃度

は一定で 34.6‰であった。河口付近では、海面で

13.9‰、水深とともに上昇し、海底 4 m で 25.5‰
となった。しかし、沖合 1000 m では、海面で

28.1‰であり、水深 2 m 以深で 34.6‰となった。

沖合 2000 m では、海面で僅かに低い塩分濃度の

33.4‰が観測されたが、34.4‰で一定であった ( 図

3g)。
水温：河口より沖合 1000 m までは、海面より水

深数 m まで、温度の低い水隗が表層を覆っていた。

河口付近では、海面で 11.8 ℃、水深 3 m 以深から

海底まで 15.3 ℃であった。しかし、低水温の水塊

の厚さは沖合で薄くなり、沖合 1000 m では、海面

で 13.7 ℃、水深 1 m 以深で 15.5 ℃、沖合 2000 m
では、海面で 14.9 ℃、水深 2 m 以深で 15.5 ℃であっ

た。表層以外の水温は 15.5 ℃で一定であった ( 図

3h)。
密度：河口より沖合 1500 m では、海面より水深数

m まで、σが 25.0 kg/m3 以下の比較的密度の低い水

隗が表層を覆っていた。河口付近では、海面で 13.9 
kg/m3 で、水深 3 m 以深で 25.5 kg/m3 であった。層

の厚さは沖合で薄くなり、沖合 1000 m では、海面

で 21.0 kg/m3、水深 1 m 以深で 25.5 kg/m3 となった。

表層以外のσは 25.5 kg/m3 で一定であった (図 3i)。
クロロフィル a 濃度：河口付近の海面で高い数値を

示し、それ以外では3.0～5.0 μg/Lでほぼ一定であっ

た。河口では、海面で 6.0 μg/L、水深 3 m 以深で 5.0 
μg/L、沖合 2000 m の海面で 3.0 μg/L、水深 10 m
以深で 5.0 μg/L となった (図 3j)。

海洋表層の環境要因と植物プランクトンの分布
相模川からの淡水の流入の影響が著しい表層につ

いて、各環境要因の変化を測定結果から東西 4km、

南北 2km の範囲で推定した (図 4.a～ j)。

秋期の環境要因の変化と植物プランクトンの分布
濁度：秋期表層の濁度分布は河口を中心とした南

北方向につぶれた同心円状であり、河口から離れ

るにしたがって低下した。沖合 200 m では海面で

15 FTU であった濁度は南北方向に沖に向かって低

下し、500 m で 11 FTU、1500 m で 5 FTU となっ

た。一方、岸と平行な東西方向の低下は緩やかであ

り、岸から 200 m 付近では河口から西に 1000 m で

11 FTU が維持されており、2000 m でも 9 FTU で

あった。さらに、分布は東から西方向に偏っており、

このため、河口から南西方向では、東南方向に比べ

て高い濁度が維持されていた。南西方向 1900 m で

濁度は 8 FTU であったが、南東方向 1900 m では 3 
FTU であった (図 4a)。
塩濃度：表層の塩濃度分布も南北方向につぶれた同

心円状であり、河口から離れるにしたがって低下し

た。沖合 200 m では海面で 18‰であった塩濃度は南

北方向に沖に向かって上昇し、400 m で 22‰、1500 
m で 26‰となった。一方、岸と平行な東西方向の上

昇は緩やかであり、岸から 200 m 付近では河口から

西に 2000 m でも 22‰であった。この分布も東から

西方向に偏っており、南西方向 1900 m で塩濃度は

28‰であったが、南東方向 1900 m では 32‰であっ

た (図 4b)。
水温：表層の水温分布も南北方向につぶれた同心円

状であり、河口から離れるにしたがって上昇した。

沖合 200 m で 21 ℃であった温度は南北方向に沖に

向かって上昇し、300 m で 22 ℃、1000 m 以遠で

23 ℃となった。一方、岸と平行な東西方向の低下は

緩やかであり、岸から 200 m 付近では河口から西に

2000 m で 22 ℃であった。分布の東から西方向への

偏りは明瞭ではなかった (図 4c)。
密度：表層の塩濃度分布も南北方向につぶれた、東

から西に偏りのある同心円状であり、密度は河口か

ら離れるにしたがって上昇した。密度の低い水隗

は、河口から南西方向に広がっていた。沖合 200 m
では海面で 12 kg/m3 であった密度は南北方向に沖に

向かって上昇し、400 m で 13 kg/m3、1200 m で 17 
kg/m3 となった。一方、岸と平行な東西方向の低下

は緩やかであり、岸から 200 m 付近では河口から西

に800 mで13 kg/m3で、2000 mでも15 kg/m3であっ

た。東西方向の偏りのため、南西方向 1900 m で密

度σは 15 kg/m3 であったが、南東方向 1900 m では

21 kg/m3 であった (図 4d)。
クロロフィル a 濃度：河口から広がる密度の低い水

隗の先端部分である河口から南西方向 1800 m 付近

に最も高いクロロフィル a 濃度が認められ、この水

隗 (図 4d)と対応して 9.0 μg/L 以下の濃度が維持さ

れていた。しかし、河口周辺と沿岸部で濃度は低下し、

8.0 μg/L 以下であった。また、この水隗の影響の小
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さい、河口から南東方向に 1900 m 以遠では、7.0 μ
g/L 以下の濃度が観測された (図 4e)。

冬期の環境要因の変化と植物プランクトンの分布
濁度：測定範囲で一定であり、河川からの淡水の流

入による影響は認められなかった (図 4f)。
塩濃度：塩濃度分布は南北方向につぶれた同心円状

であり、河口から離れるにしたがって低下した。河

口付近では海面で 22‰であった塩濃度は南北方向

に沖に向かって低下し、1000 m で 32‰、2000 m
で 34‰となり、それ以遠では一定の値を示した。

一方、岸と平行な東西方向の低下は緩やかであり、

岸から 100 m 付近では河口から西に 1000 m で

32‰となった。分布は東から西方向に偏りがあり、

南西方向 1500 m で塩濃度は 32‰であったが、南

東方向 1500 m では 34‰であった。濃度勾配は秋

期と比較して狭い範囲でのみ認められた (図 4g)。
水温：表層の温度分布も南北方向につぶれた同心円

状であり、河口から離れるにしたがって上昇した。

河口周辺で 12 ℃であった温度は南北方向に沖に向

かって上昇し、1000 m 以遠で 16 ℃となった。一

方、岸と平行な東西方向の低下は緩やかであり、岸

から 200 m 付近では河口から西に 1200 m で 15 ℃
であった (図 4h)。
密度：表層の密度分布は河口付近では南北方向につ

ぶれた同心円状で河口から離れるにしたがって低下

したが、その範囲は狭く、南北 500 m、東西 1500 
m ほどであった。さらに、河川水に由来すると考え

られる密度σが 23 kg/m3 の水隗は、左右に揺らぎ

ながら河口から南西方向に広がっていた (図 4i)。
クロロフィルa濃度：表層のクロロフィルa は、測定

範囲で 5.0 ～ 6.0 μg/L でほぼ一定であった（図 4j）。

討論
特定の海域の生態系を考えるためには、その海域に

認められる環境への一次生産者である植物プランク

トンの対応を検討することが重要である。本研究で

は、平塚市周辺の海域で、主要な環境要因について

測定を行い、植物プランクトン群集の分布と対応づ

けることで、この海域の植物プランクトン群集の海

域環境への対応を検討することを目指した。

この海域の位置する相模湾では沖合には黒潮が流

れ、様々な河川から淡水が流入し、湾内に複雑な環

境が形成されている 1)。特に、平塚市周辺の海域は、

平塚海谷と呼ばれる特異な海底地形や相模川からの

淡水の流入、降雨や潮汐により、環境が複雑に変動

すると考えられる 4)。本研究では、特に、相模川か

らの淡水流入の影響に着目し、観測を行った。相模

川中流と下流の観測地点で測定された河川流量の変

動は、河川流量が降水量ではなく、上流ダムの放水

量の影響を強く受けている。相模川の流量は、降水

量が多い 6 月ではなく、上流ダム放水量の多い秋

期に多いダムの放水量が少ない 2)。このため、ダム

からの放流量が最も多い秋期と最も少ない冬期に測

定をおこない、淡水流入の影響を解析することを目

指した。実際に測定を行った期間の放水量は、この

年の最大と最小であったことが、測定後発表された

データからも確認された（神奈川県企業庁企業局利

水課私信）。観測には潮汐の影響を小さくするため

の時刻を選定した (図 2)。
光合成によって行われる植物プランクトン群集の

一次生産は、主として、生息場所の栄養塩環境や光

環境により決定される 3)。栄養塩環境は、深層無光

層に蓄積された栄養塩と流入する河川からの栄養塩

により決定される。深層からの栄養塩の移動には海

域の鉛直混合が影響し、混合の深度や成層の状態な

ど水塊の構造が重要となる。海中では太陽光が水深

とともに減衰するため 10)、植物プランクトン群集

の置かれる光環境は生息場所の水深に強く依存す

る。また、能動的な移動能力を持たない多くの植物

プランクトンでは、その生息場所を決定する水隗の

構造が、生息場所の光環境を決定する上で重要であ

る。特に生息場所の成層構造は、温度と塩濃度によ

る密度変化により決定される。河川からの淡水の流

入は、栄養塩を直接供給するばかりでなく、水隗の

構造に影響を与えるため、植物プランクトン群集の

一次生産を考える上で極めて重要である。

本研究では、まず、河川からの淡水の流入が海域

水隗の成層構造に与える影響を検討した。このため、 
河口周辺から沖合いに向かって各環境要因の鉛直方

向の変化を求めた。水塊の構造を示す密度分布の推

定に必要な、温度と塩濃度を測定し、両者より海水

密度の指標であるσを求めた。さらに、淡水流入の

直接の指標となる濁度を測定した。これらの環境要

因と対応付けて、同時に、植物プランクトン群集の

生物量の指標であるクロロフィル a 濃度を蛍光法

を用いて測定した。

秋期の海水密度の鉛直方向の変化から、40 m 以

深に高密度の水隗があり、その上部にσ23 以下の低

密度の水隗があることが分かる。さらに、5 m 以浅

にはσ21 以下の水隗があり、海面に向かって急な密

度勾配を作っていた (図 3d)。水深 40 m を挟んだ

密度の変化は、水温の変化と対応しており、40 m 以

深には低温の水隗、40 m 以浅には高温の水隗が存

在した (図 3c)。これらの結果は、水深 40 m までの

鉛直混合層が形成されていることを示していた。さ
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らに、表層付近には急な密度勾配を示す水隗があり、

表層付近に存在する塩分濃度の低い水隗と対応して

いた。特に、大きな濃度勾配を示す沿岸表層装付近

では、塩分濃度も急激に低下していた (図 3b)。秋

期には、表層付近約 5 m の範囲で、塩分成層による

水隗が形成されていることを示していた。このよう

な水塊の構造に対応させてクロロフィル a 濃度の変

化をみると、鉛直混合層の範囲で 3.0 μmol/L 以上が

保持されており、さらに、塩分成層で生じた表層の

水隗で、5.0 ～ 10.0 μmol/L が維持されていた。

これらの結果は、河川の流入により生じた塩分成

層が、表層で植物プランクトンの一次生産を活発に

していることを強く示唆している。高いクロロフィ

ル a 濃度を示した表層付近の水隗では高い濁度が

測定された（図 3e）。沿岸部ではこの範囲に加えて

さらに海底までの広い範囲で、高い濁度が測定され

た（図 3a）。この海域の海底付近の高い濁度は、ク

ロロフィル a 濃度とは対応しないことから、河川

淡水中の懸濁粒子によるものであることが推察され

る。河川からの懸濁粒子は河口から 500 m 以内の

比較的狭い範囲で沈降してしまい、それ以遠の濁度

には影響を与えていない。これは淡水自体が 2000 
m 以遠の表層にまで影響を及ぼしていることと対

照的であった。

一方、冬期の海水密度の鉛直方向の変化から、100 
m 以深までほぼ一定の高い密度（σ25.0 以上）の水

隗があり、沿岸 1000 m までの範囲では、表層数 m
にσ 25.0 以下の低密度の水隗があった。（図 3i）。同

時に測定された水温は 15.0 ℃でほぼ一定であり、沿

岸部表層の密度の低い水隗で僅かに低い温度が測定

された（図 3h）。これらの結果は、冬期の低い外気

温により海洋上部が冷やされ、水深 100 m 以上の深

い鉛直混合層を形成していることと表層付近の塩分

濃度の低い水隗が秋期に比べ極めて小さいことを示

していた (図 3g)。秋期の構造と対応づけてクロロ

フィル a 濃度の変化をみると、鉛直混合層の範囲で

3.0 μmol/L 以上が保持されているが、塩分成層で生

じた表層の水隗には特に高いクロロフィル a 濃度は

認められないことがわかる。河川からの淡水の流入

が少ないことが、冬期に認められた表層の活発な一

次生産を阻害していることを強く示唆している (図

3j)。河口付近の濁度の上昇が、海底付近、河口から

250 m の範囲で認められるに過ぎないことも少ない

流量と対応していた（図 3f）。
秋期と冬期の顕著な違いは、鉛直混合層の深さと、

海面付近に形成された塩分成層による水隗の大小に

ある。この水塊の大小は、鉛直方向のみならず水平

方向にも認められた。秋期には河口付近から南北方

向につぶれ、東から西に偏った同心円状に密度の低

い水隗が広がっていた。水塊の分布に認められた東

から西の方よりは、沖合い 1 km 付近を海流が流れ

ていることを示唆していた。この密度の低い水隗

と対応して、河口から南西の 1 km 沖合い付近を中

心に高いクロロフィル a 濃度の分布が認められた。

しかし、特に塩濃度の低い河口付近では濃度が低く

なっており、一定以下の低塩濃度の水隗で、植物プ

ランクトンの一次生産が低下していることも示唆さ

れた。一方、冬期にも河口を中心とした密度の低い

水隗が認められた。これは、季節による水温の変化

に関わらず、淡水の流入が塩分成層を形成する可能

性を示していた。しかし、流入量の少ない冬期には

その範囲は狭く、これに対応した高いクロロフィル

濃度の分布は認められなかった。

秋期の相模川からの淡水の流入による塩分成層に

より形成された水隗は、植物プランクトンの高い生

物量とよく対応していた。これらの結果は淡水流入

により形成された高栄養塩濃度、高光強度に対応し

て増殖する植物プランクトンが存在することを示唆

する。また、これ以深にも一定の濃度で植物プラン

クトンが存在することは、表層とは異なる環境に対

応し、生存する植物プランクトンが存在することを

示唆し、さらに、河口付近でクロロフィル a 濃度

が低下していたことは、低温環境に別の対応が必要

なことを示唆している。淡水の流入は、表層、深層、

河口の異なる 3 つの環境を出現させていた。これ

らの環境への植物プランクトン群集の対応を検討す

ることは今後の課題である。
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Abstract:  On 11 March 2011, a huge earthquake hit the eastern region of Japan. A tsunami 
then destroyed Fukushima Daiichi Nuclear Power Station and a large number of radioisotopes 
were diffused not only in Japan but also throughout the world. We have measured radioactiv-
ity in terms of gamma-ray intensity emitted from these diffused radioisotopes.
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序論
2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災において発

生した巨大津波により、東京電力福島第一原子力発

電所が壊滅的な被害を受けた。電源喪失による冷却

系システムの無機能化により、核燃料のメルトダウ

ンと格納容器の損傷そして水素爆発に至り、外部へ

多量の放射性物質が飛散した。その影響は、現在も

深刻である。

本稿では、福島第一原発から約 300 km 離れた神

奈川大学湘南ひらつかキャンパス (SHC)内および

福島県内において採集した土壌の放射能を評価した。

また、比較的放射性物質 Cs を吸収しやすいと言わ

れている茶葉の放射能測定を行った。今回は、比較

的測定が容易なガンマ線のみ観測した。

すでに各地で同様な測定は行われているが、こ

のような測定はなるべく多くの機関による客観的な

データの積み重ねが必要であり、クロスチェックの

意味も含めて行ったものであり、その結果の一部を

本誌で報告したい。

材料と方法
ガンマ線の測定には、2 号館 107 実験実習室に設置

してある高分解能半導体検出器を用いた（図１）。

これは、高純度 Ge の PIN 接合を利用した検出器

で、検出感度は 15% と悪いが、エネルギー分解能が

約 2 keV と非常によく詳細な核種分析には必須であ

る。ガンマ線の Ge 中での飛程は、光子エネルギー 1 
MeV ではおよそ数 cm であるので、空乏層厚さを十

分に広げるため、ドーピング量を極度に減した高純

度半導体が用いられる。また検出器を液体窒素で冷

却し暗電流減らす構造になっている。さらに検出部

は、鉄および鉛のチャンバー内に設置され、自然放

射線の影響を減らしている。これは、現在一般に食

品の放射能検査等に用いられているものと同等のも

のである。

今回の測定では、放射能の分かっている 60Co を放

射能較正のための線源として使用した。

図 1．2-107 に設置されている Ge 半導体検出器．
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結果と討論
SHC 内の表層土壌の放射能の時間依存性
図 2 に 2011 年 3 月 31 日、4 月 8 日および 4 月 15
日に 1 号館前花壇の表層土壌（表層より約 3 cm 以内）

を採集し、測定したガンマ線スペクトル、表 1 に主

に検出されたガンマ線のピークエネルギーから同定

した核種とその半減期および起源を示す。

表 1 の網掛以外で示される 232Th 系列や 238U 系列、
40K の各核種は自然界にある核種、網掛は、福島

原発由来のものを示す。我々が年間に浴びる自然放

射線 (1~2 mSv 程度 )のほとんどは、これらの 232Th
系列や 238U 系列、40K と宇宙線によるものである。

図 2 および表 1 を見ると 134, 137Cs や 131I、132Te な

ど本来自然界にはない核種が 11 種類もあることがわ

かる。これらは核燃料に微量含まれる不安定な 235U
の自発的核分裂により生成したものであり、福島原

発事故により飛散したものと考えてよい。普通、核

分裂により、Cs や I、Te 以外にも数多くの放射性同

位元素が生成されるが、ほとんどのものは半減期が

非常に短く、採集・測定した時点では存在していな

い。（なお、半減期の短い 132I (2.3 h)は、132Te の娘

であるため微量観測された）福島原発由来の核種の

中でも特徴的なピークが図中に (8)で示される 131I
で、3/31 の時点で最も大きい。しかし、4/8、4/15
と時間の経過により大きく減少していることがわか

る。また、(1)で示される 132Teは半減期が約3日あり、

さらに急激に減少していることが分かる。

図 3 に特徴的な放射性核種である 131I、134Cs、
137Cs の放射能の時間変化を示す。134Cs および
137Cs の半減期は、それぞれ約 2 年、30 年である。

これらの放射能がほぼ等しいことから、これらの放

射性同位元素は、福島原発事故により飛散してきた

ものと考えてよい。また半減期が長い Cs の放射能

はほとんど変化していないのに対して、131I につい

ては、ほぼ半減期 8 日で減少していることがわかる。

このことから、131I を始めとしてこれらの放射性核

種は、事故以来継続的に飛散しているわけではなく、

爆発の時点の一時期に飛散したものであると考えら

れる。
131I の放射能変化を半減期 8 日とした指数関数を

用いて外挿すると（図 3 実線）、放射性核種の飛散

図 2．2011/3/31, 4/8, 4/15 に 1 号館前花壇の表層土壌を採集し，高純度 Ge 検出器で測定したγ線スペクトル．

表 1．ピークエネルギーから同定した核種

g-ray Energy (keV)

In
te

ns
ity
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が始まったと言われる 3 月 15 日における SHC での
131I の放射能は約 2800 Bq/kg と見積もられる。

図 3．2011/3/31, 4/8, 4/15 に採集測定した SHC 土壌の放
射能変化．

図 4．SHC 土壌放射能の採集深さ依存性．

Cs 放射能の土壌採集深さに依存性
図 4 に、一号館前の花壇から採集した土壌放射能の

採集深さ依存性を示す。

この結果から、自然放射線である 40K には深さ依

存性はほとんどないが、Cs の大部分は表層 5 cm 以

内に留まる性質があることが分かる。よって、多く

の自治体で行われている表面の洗浄や表層土壌の入

れ替えにより大部分の放射性物質は除去可能である

ことが分かる。

福島市、いわき市内の土壌放射能
図 5 に、福島市（採集日：2011/5/2）およびいわき

市 (採集日：2011/5/26)で採集した土壌に含まれる
137Cs, 134Cs, 131I の放射能変化を示す。（131I について

は、採集日時が原発事故からかなり経過しているの

で、ほとんど検出されない）このグラフから、福島

市はいわき市の 2 倍以上の値を示していることがわ

かり、SHC と比較すると福島市は約 80 倍、いわき

市は約 30 倍の放射能であった。

福島市は原発から北西に約 80 km、いわき市は南

に約 50 km であり、直線距離だけで考えると遠いは

ずの福島市の方が約 2.5 倍も数値が高い。すでに報

告や報道で周知であるがあるが、放射能の強さは単

純に距離に依存していない。この原因は、当時の風

の流れによるものが大きいと考えられる。

表 2 に参考として、文部科学省または自治体が公

表している各地点における表層土壌の放射能の値を

示す。ただし、測定日時や天候などによりかなりの

バラつきがあったので、数日分を平均した値をした。

同一市内でも、測定場所や測定機関によりかなり

のバラつきがあるが、図 4 に示す私たちの結果と大

きなズレはないのが分かる。

某県産茶葉の放射能測定結果
図 6 に、未使用の某県産茶葉 100 g とお茶を出した

後の茶ガラをろ過フィルターごと測定した放射能を

図 5．福島市およびいわき市の土壌の放射能．

表 2．文部科学省および各自治体が公表した各地における
土壌放射能値 [134Cs+137Cs] 

場所 採集日* 放射能（Bq/kg）

福島市立第一小学校
福島市杉妻町（県庁）

4/6
5/2**

6550（福島県）1)

34000（文科省）2)

いわき市立平第一小学校
いわき市役所

4/5
4/2**

913（福島県）1)

2100（文科省）2)

平塚市（畑 : 表層～ 15 cm） 3/25 72（神奈川県）3)

* 134Cs, 137Cs の半減期は、採集日の相違より十分長い

** 両日前後の平均をとった
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示す。放射能は、1 kg 当たりに換算してある。

自然放射線の一種である 40K はすでに茶葉に 1 kg
当たり 10~20 Bq 含まれている。それに比べ、約 3
倍の Cs が茶葉中に吸収されていることが分かる。

ろ過前後の茶葉の放射能を比較すると、Cs, K 共に

約半分になっている。このことから、ろ過すること

により茶葉に含まれる約半分の放射性物質がお湯に

溶けだし飲料されるという結果が得られた。

図 6 に示した Cs と K の放射能比は、図 2 に示し

た土壌に含まれる Cs と K 比にほぼ一致することか

ら、茶葉への Cs と K の吸収率はほぼ同じであるこ

とが分かる。すでに報道されているように、Cs と K
は、同じアルカリ金属であり、植物や動物などへの

吸収作用に似た性質があることが裏付けられる。

結論
我々は、福島第一原発事故後から定期的に SHC の

土壌の放射能変化および空間線量率を調べてきた。

2012 年 5 月現在、SHC における空間線量率は、平

時の数値（~100 nSv/h 以下）に戻っており、全く健

図 6．某県産茶葉の放射能（お茶出し前後の比較）．

康に影響が出るレベルではない。また、茶葉を始め

としていくつかの食品においても、国の示す基準を

十分下回る結果であった。さらに各地における放射

能は、国や自治体関係者の測定された量とほぼ一致

する結果が得られた。ただ、ホットスポットと呼ば

れる局所的に空間線量の高い場所が各地で発見され

ており、きめ細かく線量調査を実施していく必要が

あると考えられる。

今回ガンマ線の測定のみを行ってきたが、ベータ

線のみを放出する 90Sr などの調査は、精錬の難しさ

からあまり進んでいない。137Cs 同様半減期が長い
90Sr のベータ線の測定が急がれる。 

なお蛇足であるが、我々の生活している地域は、

原発施設内とは異なり、放射線による急性障害の現

れる放射能レベルではない。極低線量被曝による影

響については、確定的な医学的根拠はないが、日常

の生活習慣における健康被害（飲酒、喫煙、偏食など）

と区別できない程度かそれ以下と言われている。
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Abstract:  Mollusks and bottom sediment were simultaneously collected by dredging 
Sagami Bay off Hiratsuka at depths of 2 to 45 m on 7 September soon after the strong 
typhoon Talas and on 31 October 2011. In September, 94 specimens belonging to 21 species 
were obtained: 10 species of gastropods and 11 species of bivalves, whilst in October, 272 
specimens belonging to 8 species were obtained: 4 species of gastropods and 4 species of bi-
valves. All were warm-water species, 19 of which are known only in Japan and 2 of which 
are distributed from Japan to equatorial regions. Although some harmful influence of the 
typhoon on the molluscan fauna was expected, no marked effect was recognized except at one 
station (st.1: 40 m deep) near the mouth of the River Sagami, where the seafloor was tempo-
rarily covered with mud, which was transported by the Sagami during the typhoon. At the 
other stations, the mollusks obtained from each depth were basically the same as those in 
the investigation in 2010. Umbonium giganteum exclusively occupied the seafloor with fine-
grained sand around 3 m deep. Veremolpa micra and Nitidorellina minuta were dominant in 
fine-grained sand from 10 to 20 m deep. Glycymeris imperialis was dominant accompanied 
by different kinds of gastropods in muddy very fine-grained sand at depths of 20 to 30 m.
Keywords:  molluscan fauna, bottom sediment, dredge, Hiratsuka, Sagami Bay

相模湾平塚沖の貝類相：2011年 9月と 10月の調査結果

大和田正人 1,2　小林由弥 1　大久保 至 1　金沢謙一 1

Molluscan Fauna in Sagami Bay off Hiratsuka: Results of 
the Investigation by Dredging in September and October 2011

Masato Owada1,2, Yuya Kobayashi1, Itaru Okubo1 and Ken'ichi Kanazawa1

1 Department of Biological Sciences, Faculty of Science, Kanagawa University, Hiratsuka City, 
Kanagawa, 259-1293, Japan
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序論
相模湾に生息する貝類については、これまでに多く

の調査研究がなされてきたが、調査された場所は東

部の三浦半島周辺、西部の伊豆半島周辺に集中して

いる 1-5)。相模湾中央北部の水深の浅い海域について

は、佐藤ほか 6) の藤沢市地先のダンベイキサゴの調

査、大和田ほか 7,8) の平塚沖の貝類相の調査があるが、

季節や海底堆積物などの要因を考慮し、総括的に貝

類相を考察するには未だ情報が足りない。

本研究は、神奈川大学により 2006 年と 2010 年に

行われた調査の延長線上にあり、貝類相の経年変化

を見ることを目的としている。そのため、過去 2 回

の調査と同じ海域で調査を行った。2011 年は 9 月初

旬に大型台風 12 号の到来があり、この影響を見るた

めに、台風通過の直後とその約 2 ヶ月後の 2 回調査

を行った。

材料と方法
調査は 2011 年 9 月 7 日（以下、9 月調査）と 10 月

31日（以下、10月調査）に神奈川県平塚沖で行われた。

漁船をチャーターし、平塚新港から南西方向約 100
～ 1500 m の海域でドレッジを曳き、底生生物と海

底堆積物を採集した（図 1、表 1）。底生生物の採集

に用いたドレッジは間口50×15 cm、袋部のメッシュ

サイズ 20 mm の簡易ドレッジ（離合社、5121-B）、

海底堆積物の採集に用いたドレッジは直径 17 cm、

長さ 42 cm の小型円筒形ドレッジ（離合社、5113）
である。簡易ドレッジの後部に小型円筒形ドレッジ

を連結し、底生生物と海底堆積物を同時に採集した。

採集された底生生物は 100% エタノール中に保存さ

れた。軟体動物については奥谷 9,10) と Oyama11) に基

づいて種を同定し、同時に分布域を調べた。海底堆

積物については目視で種類と粒度を調べた。



72　Science Journal of Kanagawa University  Vol. 23

結果
貝類
9 月調査では、腹足綱 10 種、二枚貝綱 11 種の合計

21 種 94 個体の生貝が採集された。そのうちの 2 種

については種名を確定できなかった。10月調査では、

腹足綱 4 種、二枚貝綱 4 種の合計 8 種 272 個体の生

貝が採集された（表 2）。表 3 にそれらの地理的分布

域がまとめてある。

海底堆積物
9 月調査の st.1、st.2 の海底堆積物は泥であり、st.1
は新鮮な植物片を多く含んでいた。st.3 の海底堆積

物は極細粒砂、st.4、st.5 は細粒砂、st.6、st.7 は中

粒砂であった。st.3 から st.7 ではどの地点でも多

くの新鮮な植物片が含まれたが、st.6 と 7 では大型

の植物遺体が特に多く含まれた。10 月調査の st.2、
st.3、st.4 の海底堆積物は極細粒砂であり、st.5 の海

底堆積物は細粒砂であった（表 1）。10 月の調査で

はどの地点でも植物片は僅かしか含まれなかった。

図 1．ドレッジを投入した位置と回収した位置．実線の矢印（Sep-st1 ～ st7）は 9 月調査、破線の矢印（Oct-st1 ～ st7）
は 10 月調査を示す．矢印の元がドレッジを投入した位置．矢印の先がドレッジを回収した位置を示す．

表1．ドレッジを投入した位置と回収した位置の緯度経度，
水深および海底堆積物の種類と粒度

Hiratsuka City

Sagam
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iver
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Oct-st6
Oct-st5

Oct-st4
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Sep-st5

Sep-st4

Sep-st3

Sep-st2
Sep-st1
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討論
9 月調査で採集された貝類は、コガタクリントイト

カケの近縁種、マメクルミガイの近縁種、ハブタエ

エガイの亜熱帯系 3 種を除き、全て暖温帯系の種で

あった。10 月調査で採集された貝類も全て暖温帯系

種であった。今回の調査で採集された 21 種のうち、

2006 年の調査 7) あるいは 2010 年の調査 8) で採集さ

れた種は 15 種であった。また、紀伊半島を北限とす

るハブタエエガイ 2 個体が今回の調査でも採集され

たが、どの個体も体サイズが小さいため、2006 年の

調査 7) と 2010 年の調査 8) と同様に無効分散である可

能性が高い。これらのことから、平塚沖の貝類相を

構成する種には、定住するタイプと定住しないタイ

プの 2 タイプがあると考えられる。

2006 年と今年は、晩夏と晩秋に 2 回の調査を行っ

ているが、いずれも晩夏に比べて、晩秋に採集され

る種数がはっきりと少ないという傾向が見られた。

これについては今後精査する予定である。

水深 3 ～ 5 m 付近の細粒～中粒砂底は、9 月調査

時は大量の植物遺体に阻まれて採集が困難であった

が、10 月調査では、ダンベイキサゴが大量かつ独占

的に採集され、台風の影響を受けなかったことがわ

かった。ダンベイキサゴは 2006 年の調査 7) では全く

採集されなかったが、2010 年の調査 8) では 33 個体

表 2．本調査で採集された貝類

表 3．採集された貝類の主な分布域

が採集された。今回の調査では、昨年参入したと考

えられる小型個体も多く、平塚沖のダンベイキサゴ

は相模湾の他地域同様 6)、現在、確実に回復してい

ると言える。

水深 10 m 付近の細粒砂からはウズザクラが採集

されたが、この貝は他の水深ではほとんど採集され

ていない。この傾向は 2010 年の調査 8) でも同様であ

り、ウズザクラは平塚沖の水深 10 m 付近の細粒砂

底を指標する貝類と思われる。水深 20 m 付近の細

粒砂あるいは極細粒砂からはミタマキガイやマキモ

ノシャジクが採集された。また、水深 30 m 付近の

極細粒砂からはミタマキガイやキセワタガイが採集

された。ミタマキガイは、これまでの調査 7,8) でも水

深 20 ～ 30 m をピークとして水深 10 ～ 40 m の比
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較的広い水深から安定的に採集されており、平塚沖

の砂底貝類相を特徴付ける種と言えそうである。今

回の調査で明らかになった水深 10 ～ 30 m の砂底貝

類群集は、2006 年、2010 年の晩夏に行われた調査

と基本的には変わりなく、台風の影響をほとんど受

けなかったと考えられる。

9 月調査の st.1（水深 40 m）の海底堆積物は植物

片を多く含む泥であったが、この泥は茶褐色を呈し、

それが台風 12 号による大雨の結果、陸から相模川

を経て急速に運ばれ、堆積したことを示していた。

2006 年と 2010 年の調査では、ほぼ同じ地点の 40m
内外の水深には極細粒砂を主体とする堆積物が分布

しており、今回 9 月の泥主体の堆積物とは対照的で

ある。9 月調査の st.1（図 1 の Sep-st1）で採集され

た貝類が極めて少ないのは、台風により本来この水

深に生息していた貝類がおそらくはより水深のある

場所へと運ばれ、かつ、表層を泥が覆ってしまった

ためと考えられる。10 月調査では、9 月調査の st.1
の近傍で 3 回の採集を行ったが（図 1 の Oct-st1、
Oct-st2、Oct-st3）、海底堆積物が極細粒砂に戻った

にも拘わらず、貝類は 3 種 3 個体しか採集されなかっ

た。9 月調査の st.2 は、st.1 から西へ約 1 km、ほぼ

同じ水深（40 m）であるが相模川の河口からやや離

れた場所に位置する。ここの底質は、2010 年の調査

同様、泥を含む極細粒砂からなり、多種の巻貝類が

採集された。この地点では、台風の影響が少なかっ

たと思われる。

これまでの調査 7,8) では、水深 29 ～ 34 m の海域

でロウソクツノガイが多数採集されたが、今回の 9
月調査（Sep-st3：水深 30 m）と 10 月調査（Oct-st3：
水深 28 ～ 31 m）では 1 個体も採集されなかった。

ロウソクツノガイは含泥率の高い極細粒砂を好むが、

平塚沖の水深 30 m 付近は海底環境が多様であり、

含泥率の高い極細粒砂はパッチ状にしか分布してい

ないことがこれまでの調査から示唆されている 8)。

今回の調査では、ロウソクツノガイが多数生息す

るパッチをドレッジが通過しなかったため、採集で

きなかったのであろう。
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Abstract:  Cilia and flagella are microtubule-based protruding organelles observed on cell 
surfaces. In mammals, dysfunction of cilia leads to various types of disease (ciliopathies), 
which are often caused by loss of intraflagellar transport (IFT). While the molecular basis of 
IFT has been well studied, little is known about the mechanisms underlying the early phase 
of ciliogenesis. The number of cilia, which varies according to the cell characteristics, is deter-
mined in the early phase. In Caenorhabditis elegans, sensory neurons are associated with one 
or two cilia, and the number is not stochastically but strictly determined according to the cell 
fate. For example, one of the head sensory neuron classes, ADL, is double ciliated, whereas an-
other sensory neuron class, ASE, is single ciliated. To dissect the molecular mechanisms that 
determine the number of cilia, we screened for mutants with an abnormal cilia number. ADL 
cilia were observed by using a strain in which ADL is labeled by green fluorescent protein. By 
screening, we obtained three mutants in which ADL is single ciliated.
Keywords:  cilia, disease, Caenorhabditis elegans, centriole

線虫 Caenorhabditis elegans をもちいた繊毛の本数が減少する
変異体のスクリーニング

安達　健 1,2,4　長浜圭吾 2　國友博文 3　泉　　進 1,2

A screen for Mutants with Reduced Number of Cilia in Caenorhabditis elegans
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序論
繊毛は、細胞表面から突出した構造体であり、多く

の生物の細胞に存在し、その先端は細胞外の化学

的、物理的刺激を受容する。繊毛はヒトの網膜視細

胞、嗅神経細胞、腎臓上皮などに存在する。繊毛の

機能が破綻することにより多様な疾病を引き起こさ

れる 1)。繊毛は、まず決められた数の中心小体が形

成され、これらが細胞表面付近の適切な場所にドッ

キングして繊毛の数が決定し、微小管が伸長し突起

状の構造が完成する。その後の繊毛形態と機能の維

持には繊毛内輸送 (Intraflagellar transport) が必要

である 2)。繊毛を構成する中心小体や微小管などの

観察例は数多くあるものの、繊毛を生み出すための

一連の分子機構は殆ど不明である。

線虫 Caenorhabditis elegans の感覚神経細胞の先

端には繊毛が付随し、味や匂いを受容する。線虫の

繊毛はヒトをはじめとした他生物種の繊毛と相同な

器官であることが判明し、線虫は繊毛研究のモデル

としても有用である。これまでの線虫の繊毛研究に

おいては、体外より脂溶性色素を繊毛先端より取り

込ませ、染色の喪失を繊毛異常の指標として変異体

をフォワードスクリーニングする手法が有効であっ

た。この結果として、繊毛内輸送が異常となる変異体、

繊毛を取り囲むグリア細胞様の Sheath Cell の機能

に異常を示す変異体が得られた 3,4)。一方、繊毛形成

の初期段階 (early phase of ciliogenesis)の分子機構

については、変異体も得られておらず、線虫に限ら

ずあらゆる生物においてほとんど未解明である。

繊毛の本数は、ヒト腎臓上皮には 1 本、ヒト嗅覚神

経細胞には約 10本と細胞の種類によって異なる。線

虫の感覚神経細胞は 1 本もしくは 2 本の繊毛を持ち、
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本数は細胞ごとに厳密に決定されている。我々は線虫

の繊毛をモデルとし、繊毛形成の機構を理解すること

を目的として、特に繊毛の数を制御する分子機構を解

析している。本研究では、解剖せずに in vivo 観察が

可能であり、遺伝学的解析に適する線虫の利点を生か

し、繊毛を可視化して、繊毛数が減少する変異体をフォ

ワードスクリーニングにより探索した。

材料と方法
使用した線虫株
srh-220 遺伝子のプロモーターに Green fluorescent 
protein (gfp) 遺伝子を連結し 1 番染色体に導入し

た C. elegans CX4376 株 を Rockefeller University 
の Cornelia Bargmann 博士より入手した 5)。この株

は ADL 神経特異的に GFP を発現する。また、srh-
142 遺伝子のプロモーターに Red fluorescent protein 
(rfp) 遺伝子を連結し 5 番染色体に導入した C. ele-
gans  PY3470 株を Brandeis University の Piali Sen-
gupta 博士より入手した 6)。この株は ADF 神経特異

的に RFP を発現する。CX4376 株と PY3470 株をか

け合わせて、ADL に GFP を発現し ADF に RFP を

発現する株を作製した。

Ethyl methanesulfonate（EMS）による変異原処理お
よび繊毛形態変異体のスクリーニング
線虫は一般的方法により飼育した 7)。20℃の恒温イ

ンキュベーター内で大腸菌株 NA22 を給餌し、上記

のかけ合わせた線虫を培養した。培養した若い成虫

株を M9 buffer (22 mM KH2PO4, 22 mM Na2HPO4, 
85 mM NaCl, 1 mM MgSO4)で回収し、これに等量

の 50 mM Ethyl methanesulfonate (EMS) を加えて

23℃で 12 時間ローテータにより緩やかに撹拌するこ

とにより、突然変異を誘起した（これを P 世代とす

る）。P 世代の線虫を大腸菌 NA22 上で 16 時間飼育

し、減数分裂前に変異が導入された卵を生ませ、こ

れを除いた。その後 P 世代の線虫をアルカリブリー

チ法 8) により破壊して変異がヘテロで導入された受

精卵（F1 世代）を回収した。この F1 世代を独立の

プレートに分けて飼育し、F2 世代をアルカリブリー

チ法により回収した。F2 世代を 1 個体ずつ分けとっ

て飼育し、約 1000 系統のクローナルな集団を確立し

た。25 mM levamisole - M9 液 5µL を 5% アガロー

ス薄膜の上に滴下し、各系統の線虫を 10 匹ずつ載せ、

Zeiss 社製共焦点顕微鏡 LSM 700 をもちいて ADL
神経の繊毛に着目して蛍光観察し、異常な形態を示

す系統を選択した。

結果
繊毛本数が減少する変異体の獲得
まず初めに、ADL が GFP により標識された株およ

び ADF が RFP により標識された線虫株について、

LSM700 共焦点顕微鏡で繊毛が明瞭に観察できるこ

とを確認した（図 1）。次いで CX4376 株と PY3470
株をかけ合わせた株を EMS により変異原処理し、

およそ 1000 ゲノム相当をスクリーニングした。そ

の結果、ADL の繊毛が短縮する変異体を多数、繊毛

の数が減少する変異体を複数得たが、それ以外に形

態的に異常と判別できるような個体は得られなかっ

た。繊毛短縮表現型を示す変異体はこれまでに多数

報告されており新規変異体とは考えにくい。また、

繊毛短縮表現型は繊毛を完全に喪失したわけではな

く、短いながらも繊毛の基部を有しており、繊毛初

期形成過程は正常であると判断される。そのため、

繊毛短縮変異体は我々の研究対象から除外した。

ADL の繊毛数が減少する表現型を示す変異体につ

いて解析を進めた。結果、E68、F75、 H22 の 3 変異

体は ADL の繊毛の数が 2 本から 1 本に減少するこ

とを確認した（図 2）。

各変異体の表現型
E68 変異体の ADL ついては、1 本の繊毛を持つ個体

もあれば、2 本の繊毛が近づいている個体も見られ

た。このような異常は ADF についても同様であっ

た（図 2）。この結果は、E68 変異体では繊毛間の距

離が短くなっていることを示唆する。線虫の繊毛は

全長が約 5 µm と短く、また繊毛間の距離は約 1 µm 
である。これは光学顕微鏡の測定限界であり、2 本

の繊毛が接近しているのか、あるいは 1 本になって

いるのか、明確に区別することはできなかった。

F75 変異体は 1 本に見える個体の割合が 83% と最

も多く、E68 変異体のように繊毛が接近した個体は

観察されなかった。

H22 変異体は繊毛が 1 本となる個体の割合は 53%
であった。特徴的な点は、繊毛が 1 本となる個体の

うち、繊毛基部を 2 個持つ個体が観察されたことで

ある。また飼育中に餌の上で社会性行動を示した。

討論
繊毛の初期形成機構についての研究
近年、繊毛の研究は繊毛病の原因遺伝子の解析によ

り急速に進展した。繊毛病の代表例のひとつ Bardet-
Biedl syndrome の原因遺伝子群が繊毛内輸送の構成

因子であることが判明し、繊毛内輸送の理解が急速

に進んだ 9)。一方で、繊毛基部の形成機構、すなわ

ち中心小体の数の調節ならびに中心小体の適切な場
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所への配置は、繊毛形成に必須な機構であるが、い

ずれの分子機構も不明である。その理由は、繊毛形

成における中心小体制御因子が細胞分裂にも関わり、

また特に脊椎動物においては繊毛機能が個体発生に

必須であるため、その変異体の解析が難しいからで

図 1．線虫野生型株の繊毛形態．A. 線虫の全体像，B. 線
虫頭部の拡大像．C. GFP により標識された左右一対の
ADL 神経の全体像．矢頭は細胞体，矢印は樹状突起，四
角の枠が繊毛部位を示す．D. 線虫頭部先端の拡大像．E. 
ADL 神経の拡大像．四角の枠が繊毛部位を示す．F. ADL
神経の繊毛．G. RFP により標識された ADF 神経の繊毛．
矢頭が繊毛部位を示す．

図 2．各変異体の繊毛形態．A. E68 変異体の ADL 神経の
繊毛，B. E68 変異体の ADF 神経の繊毛，C. F75 変異体
の ADL 神経の繊毛，D. H22 変異体の ADL 神経の繊毛．
矢頭は繊毛を示す．

ある。本研究では、繊毛形成初期過程のひとつであ

る繊毛数の決定機構について解析した。線虫の繊毛

についての報告は数多くあるが、これまでに繊毛数

制御についての解析例は見当たらず、本研究を発展

させることにより新規な知見が得られることが期待

される。

各変異体の表現型についての考察
E68 変異体は 2 本の繊毛が接近するという表現型を

示した。繊毛の場所は中心小体の位置によって決定

するため、繊毛が接近するということはふたつの中

心小体が接近するということを意味する。通常の細

胞では中心小体はペアで存在し、それらは互いに蛋

白質複合体により繋がれており、細胞分裂の適切な

時期にこのペアは分離する 10)。これらを考慮する

と、ADL の 2 本の繊毛は中心小体ペアが分離するこ

とにより形成され、この分離が不完全であると繊毛

が接近する表現型を示す、という仮説が考えられる。

E68 株は低温 (15℃ ) もしくは高温 (25℃ ) 環境下

で生育することができない上に、運動機能が低下し、

産卵数も少ない。E68 変異体の原因遺伝子は多様な

組織において機能することが推測される。

H22 変異体は社会性行動を示した。野生型株とし

てもちいた線虫 Bristol 株は孤独性株であり、繊毛内

輸送の異常は社会性行動を引き起こす（未発表）。こ

の結果から、H22 株については繊毛内輸送に異常が

あり、両方の繊毛が短縮せずに時折片方だけが短縮
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Abstract:  Multi-core CPUs appeared about 10 years ago and recently. spread to various 
types of computer products, now even being used for the CPUs of smart phones. These trends 
are remarkable for servers in which 8 to 16 cores are used in the CPU. Some type of multi core 
CPU, for example, AMD Opteron processors are designed on NUMA (Non Unified Memory 
Architechture). A process or thread is ablle to be run in the specified CPU core based on NUMA, 
so, processes or threads can be operated concurrently and independatly. On the other hand, text 
mining tools for a lots of text data have been developed, such as text databases or large-scale 
texts on webs. These tools were not developed target to multi-core CPU or NUMA CPU systems. 
Experiments of the text-mining program were performed to NUMA CPU systems. The program 
is used to extract to compound terms of multi-character types for Japanese technical texts. This 
report describes the results of the experiment and discusses of the extraction method and the 
possibility of improvement.
Keywords:  multi-cores CPU, NUMA, text mining, Japanese compound terms, term extrac-
tion, morphological analysis
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序論
複数の CPU core から構成されるマルチコア (multi-
core) CPU が 10 年ほど前に実用化された。現在一

般の PC にも使用され、最近では携帯電話にも採用

されてるいる。サーバーはマルチコア化の傾向が顕

著であり 1CPU あたり 12 ～ 16 コアから構成されて

いる CPU もある。

テキストマイニングでは、大量のテキストデータ

を対象に、出現頻度解析、形態素解析等の処理を必

要とする。テキストマイニング分野で使用されてい

るツールは必ずしも上述のマルチコア CPU に最適

化されているわけではない、本研究は、NUMA 構成

のマルチコア CPU システムのサーバーに対し効率

的に並列動作を実現するテキストマイニングプログ

ラムの開発を意図するものである。

本報告では、次の 2 項目の実験について報告する。

(a) 2 ノードからなるマルチコア CPU での複数プロ

セスの動作実験

(b) テキストマイニング（複合語抽出プログラム）

の評価実験、および (a)での並列動作実験

従来のマルチ CPU 構成のサーバーシステムでは、

UMA(Uniform Memory Architechture)が採用され

ていた。UMA では複数の CPU が 1 つのメモリー

にアクセスするため、CPU の数が増加するにつれ、

CPU‐メモリーをつなぐバス間のトラフィックが増

加し、CPU の増加が性能向上につながらない現象が

生じるようになった。

この問題を解決するために、（複数の）CPU とメ

モリーの対 (node)を処理単位として構成するシステ

ム、NUMA(Non Uniform Memory Architechture)
が、サーバーシステムで採用されるようになった。

図 1 は、2node からなるシステムの構成の一例を

示したものである。この例では、4 つの CPU core と

メモリーの対からなる 2 つの node から構成されて

るいる。NUMA では、同一 node 内のメモリーはロー
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カル、他のノード内のメモリーはリモートとよばれ

る。node 間はバスを介するため、リモート node の

メモリアクセスは、ローカル node のアクセスと比

して遅くなる。このため、NUMA 構成のマルチコア

CPU システムの性能を引き出すためには、個々のプ

ロセス、スレッドで必要されるデータはローカルメ

モリー上に配置するようソフトウエアで記述する必

要がある。

方法
実験環境
本実験で使用したシステムの詳細を以下に挙げる。

MB : Tyan S2927A2NRF-E (2nodes)
CPU : AMD Opteron 2378(4 cores, 2.4GHz)
Memory : 32GB(16GB × 2nodes)

図 2 に上記システムの写真を示す。マザーボード

上に図 1 で示されるように、CPU、メモリーが配置

されていることがわかる。当該 CPU は CPU 内のコ

ア数も図 1 の例と同様に 4 つからなっている。

上記ハードウエアシステムを用いて同一の処理を

8 プロセス並列に実行させるスクリプトの実例を図 3
および図 4 に挙げる。これらに図に示されるプログ

ラムは、両図において”Search_BM”であり、これ

は文字列探索アルゴリズム、BoyerMoor 法を実装し

たものである。

図 3 に挙げたスクリプトは Linux OS(Fedra12)
で実行するためのスクリプトである。“numactl”は

NUMA システムで、引数として””—physcpubind”
を採り、”=”の後の数値により当該プロセスを

実行させたい CPU core 番号を割り当ててい

る。”—membind”の”=”の後の数値はメモリーノー

ド番号を割り当ている。最後に実行するプログラム

名を指定する。

図 4 に挙げたスクリプトは Windows7 で実行する

ためのスクリプトである。”/NODE”とその後の数値

により、ノード番号を指定する。” /AFFINITY”およ

びその後の数値（2 進数での桁の値）は、CPU コア

図 1．2node の NUMA multi-coreCPU の構成．

図 2．NUMA 構成の mother board の実例 (Tyan 
S2927A2NRF-E)．

図 3．複数プロセスの CPU core およびメモリー指定の実
例（Linux shell script の実例）．

---------------------------------------------------------------------
numactl --physcpubind=0 --membind=0 ./Search_BM &
numactl --physcpubind=1 --membind=0 ./Search_BM & 
numactl --physcpubind=2 --membind=0 ./Search_BM & 
numactl --physcpubind=3 --membind=0 ./Search_BM &
numactl --physcpubind=4 --membind=1 ./Search_BM &
numactl --physcpubind=5 --membind=1 ./Search_BM & 
numactl --physcpubind=6 --membind=1 ./Search_BM & 
numactl --physcpubind=7 --membind=1 ./Search_BM &
---------------------------------------------------------------------

図 4．複数プロセスの CPU core およびメモリー指定の実
例（Windows7 でのコマンドの実例）．

---------------------------------------------------------------------
start /NODE 0 /AFFINITY 1 Search_BM
start /NODE 0 /AFFINITY 2 Search_BM
start /NODE 0 /AFFINITY 4 Search_BM
start /NODE 0 /AFFINITY 8 Search_BM
start /NODE 1 /AFFINITY 1 Search_BM
start /NODE 1 /AFFINITY 2 Search_BM
start /NODE 1 /AFFINITY 4 Search_BM
start /NODE 1 /AFFINITY 8 Search_BM
---------------------------------------------------------------------

図 5．並列処理実行時の CPU の稼動状況の実例．
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番号である。

図 5 は、図 2 に示した NUMA 構成のハードウエ

アを用い、Fedra12(Linux OS)上で、図 3 に挙げた

スクリプトを実行し、その際に CPU の稼働状況を

キャプチャーしたものである。全ての CPU コアが

100％で稼働していることがわかる。

テキストマイニング
テキストマイニング（text mining）は、膨大な量の

文章データから有用な情報を抽出することを目的と

する分析方法である。テキストマイニング内部の基

本処理として、語句の同定、すなわち形態素解析の

初期段階があり、これは必須の処理である。

複合語抽出
現在市販されているツールの多くは、ウェブ上のテ

キストを解析するために開発されたものである。こ

れらのツールでは、学術論文、特許などの科学技術

文献テキストに頻出する、漢字、カタカナ、アルファ

ベットからなる多字種の長い複合語を高精度で識別

することは困難である。これら複合語は、科学技術

のテキストにおいて、主要な概念、テーマを表現し

ているため、これらの語を高精度で識別することは

非常に有用とされる 1)。

後藤研究室では、複数の辞書見出し語および特許

抄録、学術論文の抄録、標題に出現する多字種複合

語について字種の観点から研究してきた 2-4)。

多字種複合語抽出手法
前節で挙げた複合語の字種特性を利用した抽出方法

についてその概要を説明する。多字種複合語として、

名詞、または名詞表現になっているものを対象とし

ている。また、日々新たに出現する語が、形態素解

析の問題としてされているが、新語は多くの場合、

名詞相当語、もしくはサ変名詞である。新語がそれ

以外の動詞や形容詞などの品詞になることは極めて

稀である。そのため抽出は、文書中から辞書に登録

された単語のうち、名詞および名詞相当語を形成し

得る品詞以外の単語を除外することで行う。また、

辞書に記載されていない字種のうち、カタカナや英

数字は名詞内部文字列として扱い、記号は”名詞内

部記号”と”分割対象記号”の二つに大別した。図 6
に抽出過程の全体図を挙げる。

結果と討論
複合語抽出評価実験
抽出精度評価実験
辞書
複合語抽出プログラムで使用する辞書は EDR 日本

語単語辞書 6) を基にして作成した。EDR 辞書しその

ままでは、用語に不足があるため、いくつかの品詞

に対して用語を追加した。具体的には、形式名詞・

助詞相当語・助動詞相当語を複数追加した。品詞体

系は 2 階層の構造を持つ。またサブカテゴリは詳細

品詞以外にも、動詞や形容詞などの活用形の情報も

含んでいる。

コーパス
1993 年度の公開特許データベース約 35 万件の抄録

をコーパスとして使用した対象とした。

評価
抽出された複合語集合から無作為に 1.5 万語を選定

した。これらの用語に対し、名詞相当表現としての

妥当性を人間が判定した。名詞および名詞相当表現

の選定基準は以下に挙げる 4 項目とした。

(1) 単一用語性（副詞性接尾辞がないか等）

(2) 品詞妥当性（名詞以外の品詞を含んでいないかどうか）

(3) 名詞妥当性（文章表現になっていないか等）

(4) その他（名詞と判断出来ないと思われるもの）

上記基準による判定結果を表 1 に示す。この表か

ら抽出精度はおよそ 94% 程度であることが分かる。

この表から先頭の字種により、抽出精度に大きな

差があることがわかる。特に、ひらがな、全角記号、

半角記号で始まる語の抽出精度が低い。

図 6．複合語抽出過程全体図．

字種を判別する

入力の先頭から
走査

英字・数字
カタカナ

入力の末尾

スタック出力

NO

YES

S102

S105

S106

S107

S101

記号

S103
ひらがな
漢字

S104
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並列実行実験
前節で解説したテキストマイニングツールの部分プロ

グラムとして位置づけられる、複合語抽出プログラム

に対し、処理時間について以下の対比実験を行った。

(a) 非並列処理（通常の実行）

(b) 並列処理（複数プロセスの CPU コア割当て）

図 7 に (b)のスクリプトを挙げる。図 2 に示した

ハードウエアを用い、Windows7 OS で実行した。前

節で述べたように全体で 35 万レコードあるため、

ファイルを 5 万レコード単位に 7 分割し、これを並

列に実行するため、8 コアのうち 7 コアに割り当て

た。図 7 のスクリプト中で” wordExtract.exe”が抽

出プログラムで、後ろに続く 3 項目は、入力ファイル、

辞書ファイル、出力ファイルである。(a)については、

図7のスクリプトから”start /NODE 0 /AFFINITY *”
を削除して実行した。

表 2 に上記 (a), (b)の処理時間の結果を挙げる。

表 2 において、未並列処理の場合の処理時間は、7
つのコマンドステートメントの総時間となり、約 34
分要する。一方、並列処理すなわち 7 つのプログラ

ムは 7 つのコアに割り当てられ同時に実行されるの

で、ほぼ同時間で終了する。

表 1．特許抄録からの抽出結果 注 1

先頭字種 用語数 正解 失敗 正解率 (%) 失敗率 (%)
漢字 8,334 7,938 396 95.25 4.75
カタカナ 4,430 4,405 25 99.44 0.56
ひらがな 219 123 96 56.16 43.84
全角英字 687 604 83 87.92 12.08
半角英字 64 50 14 78.13 21.88
全角数字 898 649 249 72.27 27.73
半角数字 223 196 27 87.89 12.11
全角記号 87 57 30 65.52 34.48
半角記号 6 4 2 66.67 33.33
集計 14,948 14,026 922 93.83 6.17

表 2．処理時間の対比

未並列 並列
1 276.759 283.155 
2 296.712 284.263 
3 296.041 285.090 
4 296.992 286.291 
5 293.997 279.536 
6 295.760 279.193 
7 283.264 268.460 
計 2039.525

単位は秒

終わりに
本報告で、はじめにマルチコア CPU システムで、

プロセスのコア割り当て、メモリーのノード指定に

より、プロセスがコア単位に独立・並列に動作する

ことを検証した。次に、テキストマイニングの基本

処理である用語抽出プログラムの並列実行性を検証

し、未並列処理と比較して、コア数倍高速に処理可

能であることが検証された。今後は、より大規模の

システムで並列処理の検証実験が必要とされよう。

図 7．複合語抽出スクリプト（Windows7）．

start /NODE 0 /AFFINITY 1 wordExtract.exe data01.txt newDict4.xml dictTag.xml result1.txt
start /NODE 0 /AFFINITY 2 wordExtract.exe data02.txt newDict4.xml dictTag.xml result2.txt
start /NODE 0 /AFFINITY 4 wordExtract.exe data03.txt newDict4.xml dictTag.xml result3.txt
start /NODE 0 /AFFINITY 8 wordExtract.exe data04.txt newDict4.xml dictTag.xml result4.txt
start /NODE 1 /AFFINITY 1 wordExtract.exe data05.txt newDict4.xml dictTag.xml result5.txt
start /NODE 1 /AFFINITY 2 wordExtract.exe data06.txt newDict4.xml dictTag.xml result6.txt
start /NODE 1 /AFFINITY 4 wordExtract.exe data07.txt newDict4.xml dictTag.xml result7.txt
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序論
表 1 に示すように、人類社会（約 65 億人）が消

費するエネルギーは、食物摂取エネルギー（1 人、

2,000kcal/ 日）と比較して世界平均で 20 倍、日本

は約 50 倍、米国は約 100 倍に達している。一方で、

地表が受ける太陽光エネルギーは、人類が消費す

る化石燃料エネルギーの 6,000 倍を超えるほど莫大

である。しかし、その光強度は地球平均で約 1,500 
kWh/m2/ 年程度と低く、ソーラーパネルにしろ、植

物の光合成を利用するバイオ燃料にしろ、経済性を

確保しながら太陽エネルギーを利用する大規模なシ

ステムをいかにして構築するかが大きな課題である。

シアノバクテリアは、高等植物や藻類と同様に水

を電子供与体として、酸素発生型光合成をおこなう

原核生物であり、水素生産に利用できる酵素は、ニ

トロゲナーゼとヒドロゲナーゼである 1)。ニトロゲ

ナーゼは、空気中の窒素（N2）ガスを固定する酵素で、

マメ科植物の根に共生する根粒菌など一部の原核生

物がその活性を持つ。水を電子供与体として利用で

きる光合成生物のうちニトロゲナーゼを持つのは、

一部のシアノバクテリアに限られ、クロレラなどの

真核光合成生物は持たない。ニトロゲナーゼ反応で

Abstract:  In In order to decrease CO2 emission from burning fossil fuels, we need to ex-
ploit renewable energy on a large scale, and solar energy is the strongest candidate for this 
energy source. In this study, the H2 production system is based on photosynthetic and ni-
trogenase activities of the uptake hydrogenase mutant of cyanobacteria that can accumu-
late H2 for extended periods even in the presence of evolved O2. This report describes basic 
studies aiming at putting this technology to practical use in the future.
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数量 比率  
世界

　一次エネルギー消費（2006）  (494)  (1.22)
　　　（うち化石エネルギー）  404  1.00
　光合成純生産  4,200  11
　太陽光エネルギー  2,700,000  6,700
　食物と摂取エネルギー  20  0.05
日本

　一次エネルギー消費（2005）  (23.8)  (1.21) 
　　（うち化石エネルギー）  19.7  1.00
　太陽光エネルギー（陸地）  2,100  107
　同上（含排他的経済水域）  33,000  1,700
　日本のバイオマス利用可能量  1.26  0.064

表 1．太陽光エネルギーと社会的エネルギー消費

は、水素が必然的副産物として発生するので、ニト

ロゲナーゼを水素生産に利用することができる。窒

素固定の効率が最も高いとき（N2 濃度が十分高いと

き）、その反応は、次式のように表され、電子の 1/4
が水素生産に向けられる：

N2 + 8 e- + 8 H+ + 16 ATP →
H2 + 2 NH3 + 16 (ADP + Pi)（反応式 1）
窒素ガスが存在しない条件下（例：Ar 気相）では、
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全ての電子が水素生産に向かう。

2 e- + 2 H+ + 4 ATP → H2 + 4 (ADP + Pi)（反応式2）
ニトロゲナーゼは、上記反応式に示されるように

大量の ATP（生体の高エネルギー物質）を消費す

るので理論的最高エネルギー変換効率は低いが 2)、

水素生産が不可逆的に起こることが、その利点であ

る 3,4)。

これに対しヒドロゲナーゼは、水素生産の理論的

最高エネルギー変換効率が高いが、反応は可逆的な

ため、光合成により生成する酸素の存在下では生産

された水素の再吸収が起こりやすい。再吸収を避け

るためには、水素を毎日収穫する必要があり、曇天

下での再吸収の懸念も残る。このような総合的判断

から、我々はニトロゲナーゼを基礎とする水素生産

方式を採用し、その研究開発に取り組んでいる。北

島の博士論文は、3 つの研究課題についてまとめた

ものである。

本研究は、Yoshino らによって作成された、取り

込み型ヒドロゲナーゼ遺伝子（hupL）を破壊した

Nostoc sp. PCC 7422 ΔHupL 株 5) を用いて、ニトロ

ゲナーゼに基づく光生物学的水素生産の持続性向上

を目的とした培養気相組成の検討と、水素生産の長

期的持続性の実証及び柔軟プラスチック膜のバイオ

リアクターとしての利用可能性について研究を行っ

た。

材料と方法
シアノバクテリア Nostoc sp. PCC 7422 ΔHupL 株
本研究で用いた糸状性シアノバクテリア Nostoc sp. 
PCC 7422 株では、窒素栄養欠乏条件下で、ヘテロ

シストと呼ばれる窒素固定に特化した細胞が、栄養

細胞と呼ばれる通常の細胞 10 細胞に 1 つ程度の割

合で分化する。ヘテロシストは、細胞壁が肥厚して

おり、加えて酸素発生の源となる光化学系 II が不活

性化されているので、細胞内部は酸素濃度の低い状

態に保たれている。この時糸状体全体としては、栄

養細胞で酸素発生型光合成による糖質合成が行われ、

その糖質がヘテロシストへ運ばれ、ニトロゲナーゼ

を駆動する還元力の源となる。ヘテロシストで窒素

固定によって作られたアンモニアはグルタミンに変

換されて栄養細胞へと輸送され、光合成と窒素固定

が空間的に分離されることにより全体として酸素発

生型光合成とニトロゲナーゼ反応の両立が可能とな

る（図 1）。

Nostoc sp. PCC 7422 ΔHupL 株の培養条件
前培養は、窒素栄養を含む培地である BG116) を用

いて、二酸化炭素ガスを培養気相中の濃度が 5% と

なるように添加し、植物育成用蛍光灯（NEC、ビオ

ルックス）約 100 μ mol photons·m-2·s-1 の 12 時間

毎の明暗周期光照射下、26℃で、マグネチックスター

ラー（HANNA、HI-190M）を用いて緩やかに培養

液を撹拌しながら培養した。

窒素栄養制限条件での培養には、BG11 培地から

硝酸塩を除去した BG110 培地を用い、植物育成用蛍

光灯を用いて約 100 μmol photons·m-2·s-1 の 12 時間

毎の明暗周期光照射下、26℃の条件で行った。

水素生産性への窒素ガス及び二酸化炭素ガス濃

度の影響に関する実験、水素生産の長期的持続性に

関する実験では、窒素欠乏培地へ移した Nostoc sp. 

図 1．シアノバクテリアにおける栄養細胞とヘテロシストによる光合成とニトロゲナーゼ反応の空間
的分離．栄養細胞が光合成により生産した糖質が，ヘテロシストへと輸送され，ニトロゲナーゼに
よる窒素固定反応の還元力の源となる．反応全体としては，水を原料として，光合成により酸素が，
窒素固定反応の副産物として水素が生産される． 
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PCC 7422 ΔHupL 株をブチルゴム製の中蓋を付け

たガスクロバイアル（日電理化硝子）に封入した後、

培養気相をアルゴンガスで置換した後に、実験内容

に応じて窒素ガス及び二酸化炭素ガスをガスタイト

シリンジ（SGE）で注入して培養気相組成を調整し

た。その後、植物育成用蛍光灯を用いて約 100 μ
mol photons·m-2·s-1 の12時間毎の明暗周期光照射下、

26℃の条件下で培養を行った。

プラスチックバッグ内（常圧下）と密閉ガラス容

器での水素生産性の比較実験では、窒素欠乏培地へ

移した Nostoc sp. PCC 7422 ΔHupL 株を 50 mL あ

るいは 100 mL 容のガスクロバイアルへと 50 mL ず

つ分注した後、前者はガスサンプリングポートを装

着した水素バリアー性フィルムで作成したバッグ内

に入れ四辺を溶着し、後者はブチルゴム製の中蓋を

つけて密閉した。両者とも培養気相をアルゴンガス

で置換した後、培養気相の体積が同等となるように

アルゴンガスで調整し、窒素ガスを 1%（v/v）、二

酸化炭素ガスを 5%（v/v）となるように添加し、約

100 µmol photons·m-2·s-1 の 12 時間毎の明暗周期光

照射下で培養を行った。

培養気相組成の分析方法
培養気相中の窒素、酸素、水素の体積比組成分

析はガスクロマトグラフィー（Shimadzu、GC-
2014）を用い、ゼオライト皮膜キャピラリーカラム 
(RESTEK、Rt-Msieve5A PLOT：30 m × 0.32 mm 
× 30 μm) による気体の分離により行った。キャリ

アーガスにはアルゴンガスを用い（圧力 220 kPa）、
カラムの温度は 50℃、インジェクター及び検出器の

温度は 80℃、検出器には、加熱されたフィラメント

の電気抵抗変化を検出する熱伝導度検出器 (TCD) 
を用いた。

培養気相体積の算出方法
プラスチックバッグ内の総気体体積の算出は、バッ

グ内に注入したヘリウムガスの濃度を測定すること

によって行った。バッグ内にヘリウムガスを注入し、

濃度平衡後（60 分後）、TCD 検出器を用いたガスク

ロマトグラフィー（Shimadzu、GC-2010 Plus）に

よりバッグ内混合ガスの組成分析を行った。その測

定値のヘリウムガスとの比率から、各成分ガスの常

圧下での体積を算出した。気体の分離はゼオライト

皮膜キャピラリーカラム (RESTEK、Rt-Msieve5A 
PLOT：50 m × 0.32 mm × 30 μm) を用いて、キャ

リアーガスにアルゴンガス（圧力 209.6 kPa）、カラ

ムの温度は 50℃、インジェクター及び検出器の温度

は 80℃で行った。

結果と討論
培養気相の組成と水素の生産活性
ニトロゲナーゼに基づく水素生産では、窒素栄養

欠乏状態によってヘテロシストの分化とニトロゲ

ナーゼの誘導が起こり、反応の副産物としての水素

が生産される。ニトロゲナーゼによる窒素固定が進

み、窒素栄養が充足すると酵素活性が低下し、それ

にともなって水素生産も低下する。そこで、Nostoc 
sp. PCC 7422 ΔHupL 株の細胞を、硝酸塩類を含む

BG11 培地からこれを除いた培地（BG110 培地）へ

と移してからガラス容器に分注し、ブチルゴム栓で

密閉した後に培養気相の組成を変えて、12 時間ごと

の明暗周期光下での水素生産性に対する影響を調べ

た。まず、窒素ガス濃度が水素生産持続性と、水素

ガス蓄積濃度に及ぼす影響について調べた。窒素栄

養欠乏条件培地に細胞を移してからの期間を、数日

（2-4 日）間（ヘテロシスト形成と水素生産の開始期）

とそれ以降（水素生産期）に分け、それぞれの培養

気相中の窒素ガス濃度を 1-80%（v/v）と変えて、水

素生産性への影響を調べた。また、ニトロゲナーゼ

を駆動するための還元力の源となる糖質の原料とな

る二酸化炭素ガスの濃度を 0.03-5%（v/v）と変えて

水素生産に対する影響を調べた。二酸化炭素ガスの

影響についても、窒素栄養欠乏培地に細胞を移して

から 2 日目までと、それ以降とのそれぞれについて

図 2．長期間にわたる持続的水素生産の実証 . 窒
素栄養欠乏状態に移した Nostoc sp. PCC 7422 
ΔHupL 株を，密閉ガラス容器に分注し , 26℃ , 
100 µmol photons·m-2·s-1 の 12 時間明暗周期光下
で培養した．2 日目までの，培養気相中の窒素ガ
ス濃度は0.5%，二酸化炭素ガス濃度は5%とした．
それ以降の培養気相の組成はヘテロシスト誘導期
と同様にし , およそ 1 週間毎に気相の更新を行っ
た．○は酸素，●は水素の濃度．

培養日数

％
(
v/

v)
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ガス濃度を変えて検討を行った。その結果、培養気

相中の窒素ガス濃度は、ヘテロシスト形成期では影

響が低かったが、水素生産期では高濃度で水素生産

に強く阻害的に働き、濃度 1% 程度の時に水素生産

の持続性がよく、最終的な水素ガスの蓄積濃度も高

かった。二酸化炭素ガスの濃度の影響はそれほど大

きくなかったが、本研究の条件下では 5% 程度の時

に水素生産の持続性がよく、最終的な水素ガスの蓄

積濃度も有意に高かった。

水素生産の長期的持続性
光合成微細藻類を利用したエネルギー生産では、細

胞の成長に窒素栄養などの栄養塩類と炭素源となる

二酸化炭素ガスのエネルギーコストがかかることが

指摘されており、その克服が経済的で正味のエネル

ギー生産を実現する上での課題だと指摘されてい

る 7)。この課題を念頭に、ヘテロシストが分化し水

素生産が可能となったシアノバクテリアが、培養液

を交換することなく長期間にわたって持続して水素

生産が可能かどうについて調べた。Nostoc sp. PCC 
7422 ΔHupL 株の細胞を、BG11 培地から BG110 培

地へと移してからガラス容器へと分注し、ブチルゴ

ム栓で密閉した後に培養気相の組成を変えて、12 時

間ごとの明暗周期光下での水素生産持続性への影響

を調べた。第 2 章の結果を参考に、培養気相中の窒

素ガス濃度を 0.5%、二酸化炭素ガス濃度を 5% とし

て誘導期を 2 日間取った後、同じ組成の気相に更新

して、およそ 1 週間ごとに気相を更新しながら培養

気相の組成を分析し続けたところ、60 日以上にわ

たって 15-20% の水素ガスを含む培養気相が得られ、

活性の低下は見られなかった（図 2）。この時水素と

酸素の体積比は約 2：1 で、光合成とニトロゲナー

ゼの連携により、水を基質として水素と酸素が発生

するという予測と合致する結果が得られた。なお、

60 日程度の水素生産持続性は、窒素ガス濃度 0.5%、

0% ともほぼ同等の水素生産性を示したが、より長

期の場合窒素ガス濃度 0% では水素蓄積濃度が徐々

に低下していった。以上の結果は、シアノバクテリ

アによる光生物学的水素生産において、栄養塩類を

追加することなく長期間にわたって水素生産が可能

であることを示しており、低コストでの大規模な水

素生産を実現できる可能性を持つことが示された。

バイオリアクター素材としての水素低透過性プラス
チック膜の利用とガスサンプリングポートの開発

Amos は藻類の光合成を利用した大規模エネル

ギー生産において、経済性を確保するためにはバイ

オリアクターのコスト低減が重要な課題だと指摘し、

受光面 1 m2 当たり $10 以下のバイオリアクターが

必要だと結論している 8)。当研究室では水素バリアー

性プラスチック膜を含む 3 層のプラスチックバック

を用いることで、安価なバイオリアクターの作成が

可能であると提案している 9,10,11,12,13)。水素バリアー

性プラスチック膜を用いた実験用にガスサンプリン

グポートの開発を行った。ガスサンプリングポート

は、バッグ内にブチルゴムセプタムを付けたインナー

パッドを入れ、プラスチックフィルムの外からブチ

ルゴムセプタムを付けた押しネジもしくはニードル

ポートで挟み込み、ナットホイールで押しネジを繰

り出すことで、プラスチックフィルムの内側と外側

からブチルゴムセプタムで挟み込む構造のものを設

計した（公開特許 ; 公開番号 :2011-085571）。水素

バリアー性プラスチック膜として、市販品の Besela
フィルム（クレハ社）および GL フィルム（凸版社）

を選択し、水素のバリアー性について検討した。両

者とも PET 樹脂フィルムをベースとしたラミネー

ト膜で、水素ガスバリアー層は前者がアクリル酸樹

脂系高分子コート、後者が酸化アルミニウムコート

となっている。どちらも水素ガスバリアー層の上に、

二軸延伸ナイロン層、さらに無延伸ポリプロピレン

（CPP）または直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）

層がラミネートされている。これら 4 種類のバッグ、

Besela-CPP（Be-P）、Besela-LLDPE（Be-E）、GL-
CPP（Gl-P）、GL-LLDPE（Gl-E）をオートクレー

ブ滅菌処理（120℃、20min）、間歇滅菌処理（100℃、

20min、3 回）したもの、及び未加熱処理のものを、

熱融着によって密閉バッグを作り、内部に封入した

水素ガスの透過性を測定した。一例を挙げると、ガ

スサンプリングポートを付けた Gl-E バッグに 17.1%
（v/v）となるように水素ガスを注入し、ニードルポー

トから適時サンプリングを行い、内部水素ガス濃度

の測定を行ったところ、15 日目には 16.2% となった。

同様の測定を 4 種類の未加熱および加熱処理済み

フィルムで行い、水素透過性を算出した。これらプ

ラスチックバッグの水素透過性は 20-90 cm3·m-2·day-

1·atm-1 程度であり、将来の実用化の材料として候補

となりうることが示された。

次に、未加熱処理の Gl-E を用いて、密閉容器内

での水素生産量とプラスチックバッグ内での水素生

産量を比較した。BG11 培地から BG110 培地へと移

した Nostoc sp. PCC 7422 ΔHupL 株の細胞培養液

を、同じ直径の、容量 100 および 75 mL のガラス容

器に 50 mL ずつ分注し、100 mL 容器はブチルゴム

栓で密封、50 mL 容器はガスサンプリングポートを

付けたプラスチックバッグに入れた。プラスチック

バッグ内の気相容積をおよそ 50 mL に調節した後、
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共に気相中の窒素ガス濃度が 1%、二酸化炭素ガス

濃度が 5% となるようにそれぞれを加え、12 時間ご

との明暗周期光照射を行いながら水素の蓄積量を測

定した。後者の気体体積は、添加した希ガスの濃度

分析により求めた。その結果、3 日目まではどちら

の水素蓄積量もほぼ同等であったが、それ以降では

プラスチックバッグの水素蓄積量が多く、光照射後

10 日目で密閉容器での水素生産量は約 8 mL、プラ

スチックバッグでは約 11 mL となった。これは、密

閉容器と比較してプラスチックバッグの方が内部の

酸素分圧の上昇が緩やかであるため、酸素感受性の

高いニトロゲナーゼへの影響が低かったためだと考

えられる。

結論
本研究によってシアノバクテリアが培地を代えるこ

となく、長期間にわたる持続的な水素生産が可能で

あること、また将来、改良シアノバクテリアを海上

で培養し水素を大規模に、低コストで生産するため

に柔軟プラスチック製バイオリアクターの利用可能

性を示す結果が得られた 14)。水素の経済的な大規模

生産を実現するためには、今後、野外環境下での光

- 水素エネルギー変換効率の向上や、生産後の水素

精製・貯蔵・運搬に関連する技術開発、諸コスト低

減など多くの課題が残っている。前者の課題に対す

る生物学的アプローチとしては、遺伝子工学的手法

によるシアノバクテリアの持つ巨大なアンテナ色素

蛋白複合体の削減による培養液全体としての水素生

産活性の向上、水素発生への電子配分比率の高い活

性中心金属の異なるニトロゲナーゼの利用、プロト

クロロフィリドリダクターゼを参考にしたニトロゲ

ナーゼの酸素感受性の低減 15,16) に向けた改良などが

考えられる。
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はじめに
神奈川大学化学科と国立台湾大学化学科との間に学

術交流協定が結ばれてから 7 年、実質的な学術交流

が始まってから 6 年となる。この間、毎年交互に互

いを訪問しながら、途切れることなく学術交流が行

なわれてきた。2011 年度には、第七回学術交流国際

会議を中心とする学術交流行事が 2012 年 3 月 15 日

（木）から 18 日（日）にかけて本学湘南ひらつかキャ

ンパスで行なわれた。

学術交流
学術交流の歴史
国立台湾大学化学科（化学系）と神奈川大学理学部

化学科との間に学術交流協定が結ばれたのは平成 17
年 3 月である。以後、各年度ごとに双方の教員と学

生が交互に訪問しあい、湘南ひらつかキャンパスと

国立台湾大学で学術交流国際会議が開かれている。

その間の推移をまとめると、表 1 のようになる。

表中、開催場所が日本とある場合は国立台湾大学

からの訪日であり、台湾とある場合は神奈川大学か

らの訪台である。学術交流が年を追うごとに発展し

てきた様子がわかる。第二回からは交流に生物系も

参加するようになった 1,2)。第四回からは工学部の物

質生命化学科からも参加するようになっただけでな

く、大学院生も交流に参加するようになった 3)。大

学院生の交流が始まったため、本国際交流は、規模

はもちろんのこと、質的にも大きな飛躍を遂げるこ

とになった。第四回の交流を受け、第五回の交流で

は化学系だけでなく生物系の大学院生も来日した 4)。

折しも湘南ひらつかキャンパスは開設 20 周年を迎

え、サーカムホールが完成しただけでなく、7 号館

が改装されて国際交流研修施設が完成していた。第

五回の学術交流はこれらの施設を最大限に利用して

実施された。特に、大学院生同士による個人的で実

質的な交流が行なわれるように、神奈川大学では大

学院生 13 人による Welcome 委員会が組織された。

国立台湾大学の大学院生は国際交流研修施設に宿泊

し、神奈川大学の Welcome 委員を中心とする多くの

大学院生と 3 日間に渡る親密な交流を行なった。第

六回の学術交流では、理学研究科の大学院生から参

加者を公募し、生物系の大学院生も参加した 5)。第

七回の学術交流は、このような歴史を踏まえた上で

行なわれた。

訪日団を迎えるまで
第六回の学術交流が行なわれてから 2 ヶ月ばかり

経った平成 23 年 3 月 11 日に東日本大震災が起こっ

た。特に福島第一原子力発電所の事故の影響で、国

内の様々な活動は大きな制約を受けることになった。

多くの外国人が日本を去り、外国人は来日を避ける

ようになった。そのような状況で、神奈川大学と国

表 1．国立台湾大学と神奈川大学との学術交流の推移

回 開催 場所 訪問者

1 H18.1 日本 化学教員 3
2 H18.12 台湾 化学教員 2、生物教員 2
3 H19.12 日本 化学教員 3、生物教員 3

4 H20.12 台湾
化学教員 2、生物教員 1、
物質生命教員 1、化学学生 6

5 H22.1 日本
化学教員 2、生物教員 2、
化学学生 5、生物学生 4

6 H22.12 台湾
化学教員 2、生物教員 1、
物質生命教員 1、化学学生 9、
生物学生 3
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立台湾大学との学術交流はほとんど影響を受けな

かったといってもよい。これまでの交流によって信

頼関係が築かれていたためである。

第七回の国際交流は当初、国立台湾大学側の資金

の関係で、かなり大規模な国際会議の形で 10 月に開

催することが計画されていた。しかし、資金計画が

期待通りに進行しなかったため、忙しい 10 月を避

けて、従来と同様に実施することにした。これまで

の学術交流は日程に余裕のある冬の期間に行われて

きた。しかし、暖かい台湾に住む人々にとって日本

の冬は寒過ぎる。そこで、第七回の学術交流は春に

行うことにした。本当ならば桜のきれいな 4 月に行

いたいものであるが（台湾側でもその方が日程的に

都合良いらしい）、予算的にも日程的にも難しいので

3 月に行うことにした。気候と入試などの日程と日

本化学会年会とを勘案し、第七回の学術交流は 3 月

15 日から 18 日の 4 日間で行うことにした。ただし、

この時期には生物系や物理系の各種の学会が行われ

たため、多くの先生が参加を見送らざるを得なくなっ

たのは問題であった。

国立台湾大学からは教員が６名、学生が 8 名来日

した。訪日団一行のリストを示す。なお、所属名中、

学系とは日本では学科に相当する単位である。

化学系教授・主任　張煥宗（Chang, Huan-Tsung）
化学系教授　李弘文（Li, Hung-Wen）
大気科学系助理教授　洪惠敏（Hung, Hui-Ming）
植 物 科 学 研 究 所 副 教 授　 謝 旭 亮（Hsieh, 
Hsu-Liang）
生態・進化生物学研究所副教授　林雨德（Lin, Yu-
The）
生化学技術系・光電生物医学研究所教授　陳進庭

（Chen, Chin-Tin）
化学系大学院生　陳柏誠（Chen, Po-Cheng）
化学系大学院生　徐斌哲（Hsu, Pin-Che ）
化学系大学院生　李靜如（Li, Jing-Ru ）
化学系大学院生　呂宛蓉（Lu, Wan-Jung）
植物科学研究所大学院生　鄭梅君（Cheng, Mei-
Chun）
植物科学研究所大学院生　江漢威 （Jiang, Hann-Vei）
生態・進化生物学研究所大学院生　葉威廷（Yeh, 
Wei-Ting）
生化学技術系大学院生　江珮琪（Chiang, Pei-Chi）
このうち、洪惠敏助理教授、李靜如さん、呂宛蓉

さん、鄭梅君さん、江珮琪さんが女性である。また、

李弘文教授と洪惠敏助理教授は夫婦であり、10 歳に

なる娘さん（欣亞 , Anthea）と来日された。また、

張教授は香港で用事があり、2 日目（16 日）からの

参加となった。

学術交流の形はこの 7 年間で大きく変貌してきた

とはいえ、成熟してきたことも事実である。第七回

の学術交流は、第五回の学術交流の経験を元に計画

された。第五回と同様に、大学院生の交流を促進す

るために Welcome 委員会を立ち上げた。Welcome
委員のメンバーは、第六回の学術交流に参加した大

学院生を中心とし、広く理学研究科から募集した。

その結果、下記の 11 名からなる Welcome 委員会が

組織された。第六回の交流で国立台湾大学に大変お

世話になった坂西君が委員長の任に就いた。

委員長：坂西　綱太（D1） 泉研究室

白取　　愛（D2） 木原研究室

川島　英久（M2） 松本研究室

飯嶋　康太（M2） 木原研究室

都築　倫明（M2） 木原研究室

鵜澤　義憲（M2） 木原研究室

稲葉真由美（M2） 西本研究室

橋　友理香（M2） 小谷研究室

川村　雄一（M2） 泉研究室

渋井　朗子（M1） 泉研究室

松山　　尊（B4） 泉研究室

Welcome 委員会は、手分けして訪日団の一行と行

動を共にし、国立台湾大学の学生の相談相手となる

と共に、国際交流研修施設での食事の世話をする。

また、国際交流研修施設で学生の懇親会を主催し、

個人的な国際交流の機会を持つ。ただし、国際交流

研修施設での懇親会には Welcome 委員会のメンバー

だけでなく多くの大学院生が参加し、理学研究科を

あげての歓迎をした。

15 日
国立台湾大学からの一行は 13:30 に羽田空港に到着

した。日本では都内の羽田空港で、台湾では台湾市

内の松山空港で、いずれも国際線が利用できるよう

になり、台湾との交流も非常に楽になった。

一行をお迎えしてから箱根の保養所に向かった。

Welcome 委員会からは白取、渋井、川島、坂西の４

人が同行した。時間に多少の余裕があったので、途中、

小田原城を見学した。なお、道中曽我を通った時に

梅が非常に見事であった。計画段階では梅はもう散っ

ているものと思っていたが、冬が寒かったため梅が

まだ残っていたのは幸いであった。

小田原城で長澤先生と合流し、保養所に向かった。

保養所では刺身と日本酒と温泉を存分に楽しんでい

ただき、懇親を深めた。

16 日
2 日目は箱根を観光しながら湘南ひらつかキャンパ
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スに移動し、歓迎会を行った。

初日には雲が多くて見えなかった富士山も、スカ

イラインや芦ノ湖からきれいに見えた。まず箱根の

関所を見学した後、海賊船で桃源台に向かった。こ

こからロープウェーで大涌谷に向かい、大涌谷を観

光しながら昼食をとった。国立台湾大学の一行は大

涌谷のダイナミックな光景に強い印象を受けたよう

であった。その後、蒲鉾博物館で張教授と合流し、

一路湘南ひらつかキャンパスを目指した。

予定よりも早めに到着したので、簡単にキャンパ

ス内を案内してから、歓迎会を行った。この日は学

会出張の教員が多かっただけでなく、平塚市との協

議会が並行して開かれていたため、教員の出席は少

なかった。その代わり、多数の大学院生が出席して、

家庭的な歓迎会を行うことができた。また、途中、

協議会を中座した学長も短時間だが参加され、和や

かな会となった。

歓迎会の後、国立台湾大学の教員はホテルで宿

泊したが、学生は国際交流研修施設で宿泊し、Wel-

come 委員会のメンバーを中心とする大学院生達と夜

遅くまで懇親の続きを行った。

17 日
交流 3 日目は雨となった。しかし、この日は学術交

流国際会議を開催する日であり、屋外の行事はない。

学術交流国際会議はサーカムホールで齊藤光實学部

長による挨拶からはじめられた。挨拶の中で、特に

東日本大震災に対する台湾からの義捐金について深

く謝意が述べられた。

学術交流国際会議のプログラムは後掲するが、本

学から 5 名、国立台湾大学から 6 名の招待講演、お

よび、本学から 27 件（化学専攻大学院生 19 名、化

学科ポスドク 2 名、生物科学専攻大学院生 5 名、応

用化学専攻大学院生 1 名）、国立台湾大学から 8 件

のポスター発表で行なわれた。本学の講演者は、理

学部化学科から堀久男教授、上村大輔教授、及び筆

者、生物科学科から櫻井英博客員教授、工学部物質

生命化学科から赤井昭二准教授である。櫻井先生は

植物生理学会への参加を取りやめられての参加であ

る。なお、化学専攻の吉田拓也君と宮崎雄平君（い

ずれも D1）、国立台湾大学では化学系の李靜如君と

生物系の江珮琪さんに、ポスター発表だけでなく 10

図 1．小田原城にて．

図 2．大涌谷にて．

図 3．懇親会にて．

図 4．学術交流国際会議．
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分間のショートスピーチをしてもらった。講演では

多くの質疑応答があり、ホワイエで行ったポスター

セッションでは時間ぎりぎりまで熱心な討論が繰り

広げられた。全ての参加者にとって実り多い満足す

べき国際会議であったのではないかと思う。

学術交流国際会議の閉会後、講演者と一部関係者

は懇親の時を持ち、遅くまで国際会議の続きを行っ

た。一方、学生たちは国際交流研修施設で Welcome
委員会の主催による懇親会でやはり夜遅くまで楽し

んだ。特に、渋井さんがお茶を点ててふるまい、大

変好評であった。

18 日
最終日は午前中に鎌倉観光に行った。Welcome 委員

会からは白取、渋井、飯嶋、都築、鵜澤の 5 人が同

行した。飛行機の便の早い張教授は、途中まで同行し、

飯嶋と都築の２名に羽田まで送ってもらった。気候

のよい日曜日ということで渋滞がひどかったが、大

仏を見て、鶴岡八幡宮付近でショッピングを楽しん

だ後、懐石料理で昼食とした。きれいな盛りつけが

人気であった。李教授一家と何人かの学生は学術交

流の後もまだ日本に滞在するということなので、昼

食後、日本に残るメンバーを鎌倉駅で降ろし、バス

は羽田空港に向かった。15 時頃に羽田に到着し、国

立台湾大学の一行を見送り、第七回の学術交流は全

体としては大きなトラブルも無く終了した。湘南ひ

らつかキャンパスに帰着後、バスの中から陳柏誠君

の携帯電話が発見された程度のことである。

おわりに
国立台湾大学と神奈川大学の実質的な学術交流は、

両大学の化学科間で 2005 年 3 月 3 日に結ばれた学

術交流協定から始まっている。それから 5 年が経ち、

協定の延長が検討された際に、協定の文言の不備が

問題になった。第五回の学術交流ではこの問題が議

論され、学術交流協定を全学レベルに拡大すること

が合意された 4)。

毎年開かれてきた学術交流が高く評価され、学術

交流協定の改定に対する学内手続は非常にスムーズ

に進行し、旧学術交流協定は 2011 年 4 月 12 日に大

学間の学術交流協定へと発展的に解消した。それを

受け、2011 年度後期には理学部情報科学科にさっそ

く国立台湾大学から交換留学生が来ている。第七回

図 5．ポスターセッション．

図 6．国際交流研修施設での一コマ．

図 7．鎌倉の大仏（高徳院）にて．
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の学術交流は両大学間の学術交流協定が全学レベル

に引き上げられてから初めての交流であった。学術

交流協定がどのように改定されようと学術交流事業

の中身が影響を受けるものではないが、その外側の

環境は変化する。今回は情報科学科にいる交換留学

生にはあまり関与してもらえなかったが、今後は、

互いに交換留学生がいる中で交流を行うことになっ

ていくのであろう。であるならば、この学術交流は

より専門性の高い交流や、長期の交流、あるいは、

共同研究を含む交流など、大学レベルでの交換留学

では実現できない分野へと、その役割を広げていく

方向が望ましいのではないかと考える。

その一方で、非常に個人的な国際交流でありなが

ら多くの大学院生の関わることのできる国際交流の

機会は非常に大事である。回を経て、国立台湾大学

との交流は理学部の重要な行事としてすっかり定着

し、大学院生の認知度も高い。交流事業はさらに発

展させるとしても、このような機会は残していけれ

ばと思う。

2012 年度からは、神奈川大学と国立台湾大学での

協同国際ワークショップが行なわれることになった。

これは学部学生を対象とするもので、神奈川大学で

は「化学国際交流」という 3 年次配当の授業として

行なわれる。夏季に、神奈川大学から 3 名、国立台

湾大学から 1 名の教員が出て集中講義を行うもので

ある。もちろん、この授業を受講した学生が大学院

に進み、国立台湾大学との国際交流に積極的に関わっ

ていくことを期待している。

国立台湾大学との学術交流に参加した学生が博士

後期課程に進学する割合は非常に高い。このことは、

国立台湾大学との学術交流が、学生の教育に大きく

貢献していることを示している。学部から大学院ま

で、様々なレベルでの国際交流の試みから、国際的

な視野と友人を持つ学生が育ち、台湾を始めとする

諸外国に雄飛していくことを期待したい。

謝辞
第七回神奈川大学−国立台湾大学学術交流は国際交流

事業からの補助を得て実施された。なお、本学術交

流は理学部の行事として定着したことから、次回か

らは学部の特別予算で行なわれることになる。第七

回だけでなく、これまでの学術交流を支えていただ

いたことに感謝の意を表したい。
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図 8．第 7 回神奈川大学－国立台湾大学学術交流国際シンポジウムプログラム．
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図 9．講演者のリストと講演タイトル．

List of Regular Lectures

・Chang, Huan-Tsung (NTU, Chemistry)

 Analytical Applications of Nanomaterials

・Hori, Hisao (KU, Chemistry)

 Efficient Decomposition of Perfluorinated Ion-Exchange Membrane to 

 Fluoride Ions by Using Zerovalent Metals in Subcritical Water

・Li, Hung-Wen (NTU, Chemistry)

 How DNA Helicases Unwind DNA: A Single-Molecule Mechanistic Study

・Kihara, Nobuhiro (KU, Chemistry)

 Oxidatively Degradable Polymer

・Hung, Hui-Ming (NTU, Atmospheric Science)

 Aerosol Chemistry

・Akai, Shoji (KU, Material and Life Chemistry)

 Total Syntheses of Tetrodotoxin from myo-Inositol and D-Glucose

・Hsieh, Hsu-Liang (NTU, Institute of Plant Biology)

 Integration between Far-Red Light and Jasmonate Signaling Modulates 

 Hypocotyl Elongation in Arabidopsis

・Uemura, Daisuke (KU, Chemistry)

 The Search for Bioactive Natural Products with a Focus on Biological 

 Phenomena

・Lin, Kirk Y. (NTU, Life Science)

 Effects of Taiwan Field Vole (Microtus kikuchii) on the Plant Community 

 in an Alpine Meadow in Taiwan

・Sakurai, Hidehiro (KU, Biological Sciences)

 R & D for Large-Scale Photobiological Hydrogen Production Utilising 

 Mariculture-Raised Cyanobacteria

・Chen, Chin-Tin (NTU, Biochemical Science & Technology)

 Enhanced Antitumor Efficacy in vivo of PEGylated Dual-Effect 

 Liposome Containing Doxorubicin and Ce6
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図 10．ポスター発表者とポスタータイトル．

List of Poster Presentation

・P1 Abe, Takahiro (KU, Chemistry) 
The Metagenomic Analysis of Bacteria in Marine Sponge, Halichondria okadai

・P2 Chen, Po-Cheng (NTU, Chemistry) 
Synthesis and Analytical Applications of Photoluminescent Carbon Nanodots

・P3 Cheng, Mei-Chun (NTU, Institute of Plant Biology) 
Arabidopsis RGLG2, Functioning as a RING E3 Ligase, Interacts with 
AtERF53 and Negatively Regulates the Plant Drought Stress Response

・P4 Chiang, Pei-Chi (NTU, Biochemical Science and Technolog) 
CLIC4 Involved in the Decreased Invasion of Cancer Cells Induced by PDT

・P5 Hashi, Yurika (KU, Biological Sciences) 
The NMR Analysis of the MAP4 Conformation and its Interaction with Mi-
crotubules

・P6 Hsu, Pin-Che (NTU, Chemistry) 
Synthesis and Analytical Applications of Photoluminescent Carbon Nanodots

・P7 Ichikawa, Kimiko (KU, Biological Sciences) 
Saltwater Preference and Adaptation of Teleost Fish

・P8 Iijima, Kouta (KU, Chemistry) 
Synthesis of Macrocyclic Sulfoximine for the Recognition of Cyclic Amides

・P9 Inaba, Mayumi (KU, Chemistry) 
Influence of Salt on Interaction Water-Soluble Polymer and Water

・P10 Itou, Miki (KU, Biological Sciences)  
Water Absorbing Behavior of Ligia exotica (Isopoda: Crustacea)

・P11 Jiang, Han-Wei (NTU, Institute of Plant Biology) 
A glutathione S-transferase participates in light signaling and stress re-
sponses in Arabidopsis

・P12 Kawashima, Hidehisa (KU, Chemistry) 
Synthesis of Optically Active Dioxetanes Bearing a Sterically Crowded Bis-
naphthol Moiety and Their Base-induced Chemiluminescence

・P13 Li, Jung-Ru (NTU, Chemistry) 
Developing Single-Molecule Experiment to Study Pif1p-Telomerase Interaction

・P14 Lu, Wan-Jung (NTU, Atmospheric Sciences) 
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The Study of Cloud Condensation Nuclei Activity for Suburban Aerosols

・P15 Machida, Junki (KU, Chemistry) 
Synthesis of Small-Membered Ring Silicon Compound Using Intramolecu-
lar Hydrosilylation

・P16 Maru, Norihito (KU, Chemistry) 
Novel Cytotoxic Peptides Lyngbyacyclamides from Marine Cyanobacteria, 
Lyngbya sp.

・P17 Masuda, Shun (KU, Chemistry) 
Studies on Chemical Biology of Ternatin, a Fat Accumulation Inhibitor

・P18 Miyazaki, Yuhei (KU, Chemistry) 
Synthesis, Crystal Structure, Functional Applications of Zn-Pd Coordina-
tion Polymers

・P19 Nishiyama, Junya (KU, Chemistry) 
Synthesis and Property of Rotaxane for the One Directional Translation of 
Wheel

・P20 Saitoh, Masaya (KU, Biological Sciences) 
Life History Strategies in Spatangoid Echinoids Inhabiting Shallow Water 
Environments

・P21 Sakaguchi, Takafumi (KU, Chemistry) 
Analytical Study on Environmental Compatible Functional Water

・P22 Shiratori, Ai (KU, Chemistry) 
Hydrolysis of the Ester Group by the Platform on Which His and Ser Are 
Presentated

・P23 Takayama, Yoshiki (KU, Chemistry) 
VOC-Adsorption and Desorption Properties of Oga Tan and Woodceramics 
Prepared from Oga Tan

・P24 Tanaka, Keita (KU, Chemistry) 
3D Hydrogen Bonding Network of Silanol and Molecular Capsule of Orga-
nopolysilanols 

・P25 Tsuzuki, Noriaki (KU, Chemistry) 
Development of Length-Selective Acylation Catalyst Using Hydrogen Bond-
ing between Amides

・P26 Uehara, Yuzuru (KU, Chemistry) 
Water State in Methylcellulose Thermo Reversible Hydrogels Containing Salt



98　Science Journal of Kanagawa University  Vol. 23

・P27 Utsumi, Kyohei (KU, Chemistry) 
Basic Study for Deodorization and Bactericidal Effects of Fine Water Drop-
lets Generated by Electrostatic Atomization

・P28 Uzawa, Yoshinori (KU, Chemistry) 
Radical Reduction of N-Alkyl-2-(phenylseleno)ethanesulfonamide

・P29 Watanabe, Kazuhiro (KU, Chemistry) 
Effect of the Substituent of the Benzyl Position on Photolysis Reaction of 
2-Nitrobenzyl Ester Derivatives

・P30 Yamauchi, Shunsuke (KU, Material and Life Chemistry) 
A Concise and Stereoselective Synthesis of (+)-Pancratistatin from D-Glu-
cose Featuring the Intramolecular Henry Reaction

・P31 Yasuda, Yuta (KU, Chemistry) 
Synthesis of Intercluster Compound by Reaction of the Gold(I)/Carboxylate/
PPh3 Complex with Evans-Showell type Polyoxometalate

・P32 Yasutomi, Mao (KU, Chemistry) 
Interaction between Peptides and Hypochlorous acid

・P33 Yeh, Wei-Ting (NTU, Institute of Ecology and Evolutionary Biology) 
Using Stable Isotopes to Analyze Food Partitioning of the Rodent Commu-
nity in He-Huan Mountains

・P34 Yokoyama, Norihiko (KU, Biological Sciences) 
Chloride Cells of the Eel Gills Respond Autonomously to the External Salin-
ity Change - A confocal Laser Scanning Microscopic Observation -

・P35 Yoshida, Takuya (KU, Chemistry) 
Synthesis of Novel Intercluster Compounds by Reaction of the Gold(I)/Car-
boxylate/PPh3 Complex with Keggin-type Polyoxometalates
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2011 年度　神奈川大学総合理学研究所事業報告

１ 人事

 （1） 所長・運営委員

  所　　長： 生物科学科 教授　　鈴木季直

  運営委員： 情報科学科 教授　　張　善俊

   情報科学科 准教授　長澤倫康

   情報科学科 教授　　水野智久

   化　学　科 教授　　木原伸浩

   化　学　科 教授　　野宮健司

   生物科学科 教授　　小笠原強

   生物科学科 教授　　小谷　享

 （2） 編集委員

  委 員 長： 生物科学科 教授　　鈴木季直

  編集委員： 情報科学科 教授　　張　善俊

   情報科学科 准教授　長澤倫康

   化　学　科 教授　　天野　力

   化　学　科 教授　　加部義夫

   生物科学科 教授　　井上和仁

 （3） 産官学委員

  委 員 長： 情報科学科 教授　　水野智久

  運営委員： 化　学　科 教授　　山口和夫

   化　学　科 教授　　堀　久男

   生物科学科 教授　　鈴木季直

 （4） 教育研究委員

  委 員 長： 生物科学科 教授　　小笠原強

  運営委員： 化　学　科 教授　　山口和夫

   客員研究員　　　　 中野陽子

 （5） 顧問・特別所員・客員研究員

  顧　　　問： 藤原鎭男、門屋　卓、

   武内義尚

  特 別 所 員： 竹内重夫、大石不二夫、

   杉谷嘉則、羽鳥尹承、

   森　和亮

  客 員 教 授： 藤森　憲、廖　徳章、

   大場信義

  客員研究員： 伊集院久子、市川貴美子、

   大和田正人、小野真菜美、

   河合　忍、川上義輝、

   岸　康人、北島正治、

   小林真也、斎藤保直、

   佐藤　真、鈴木　溫、

   谷村昌俊、辻本和雄、

   豊泉和枝、中川清子、

   中野陽子、濱野光孝、

   前田明洋、松島一幸、

   八柳祐一、若山典央、

   渡部徳子、

   Romanus Edy Prabowo

２ セミナー・シンポジウム・講演会

 （1） 第34回湘南ハイテクセミナー

  －機器分析入門－

　種々の機器分析法の基礎を幅広く講義し

ます。企業や公立機関の新人クラスの分析

担当者、あるいは開発部門で分析にも興味

を持たれているような方を対象にします。

  演題・講師：

  1) 「分析総論」 
   杉谷嘉則（神奈川大学理学部化学科）

  2) 「NMR分析」

   天野　力（神奈川大学理学部化学科）

  3) 「材料分析」

   宇野佳孝（株式会社日東分析センター）

  4) 「質量分析」

   明石知子（横浜市立大学大学院

   生命ナノシステム科学研究科）

  5) 「赤外分光｣

   高柳正夫（東京農工大学大学院農学研究院

   環境資源物質科学部門）

  6) 「環境分析」

   西本右子（神奈川大学理学部化学科）

  日　時 : 2011年6月2日（木）・3日（金）

    10時～ 16時40分
  会　場 : KUポートスクエア

    （みなとみらいクイーンズタワー14階）

  主　催 : 神奈川大学総合理学研究所

  後　援 : 日本分析化学会関東支部

 （2） 第35回湘南ハイテクセミナー

  －研究・開発と分析技術－
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種々の機器分析法の基礎と応用を幅広く講

義します。特に、優れた分析技術が研究・開

発に対し、いかに重要な寄与をなし得るかと

いう視点を重視します。企業や公立機関の分

析担当者、あるいは開発部門で分析にも興味

を持たれているような方を対象にします。

  演題・講師：

  1) 「研究・開発とNMR」

   嶋田一夫（東京大学大学院薬学系研究科）

  2) 「研究・開発と赤外分光」

   由井宏治（東京理科大学理学部化学科）

  3) 「環境分析」

   渋川雅美（埼玉大学大学院理工学研究科）

  4) 「超微量分析の新展開」

   原口紘炁（社団法人　国際環境研究協会）

  5) 「研究・開発とX線分析」

   田沼繁夫（独立行政法人　物質・材料研究機構）

  6) 「研究・開発と材料分析」

   志智雄之（株式会社　日産アーク）

  日　時 : 2011年12月1日（木）・2日（金）

    10時～ 16時40分
  会　場 : KUポートスクエア

    （みなとみらいクイーンズタワー14階）

  主　催 : 神奈川大学総合理学研究所

  後　援 : 日本分析化学会関東支部

 （3） 第21回神奈川大学平塚シンポジウム

  日　時 : 2011年5月28日（土）

    13時00分～ 17時00分
  会　場 : 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス

    （11号館サーカムホール）

  主　催 : 神奈川大学理学部

    神奈川大学総合理学研究所

  共　催 : 日本化学会

  演題・発表者：

  1） 「PERFECT法　～炭素―水素結合を炭素

―フッ素結合に直接変換して新しいフッ

素材料を創る方法～」

   岡添　隆（旭硝子株式会社）

  2） 「フルオラス2相系反応システムにおける

環境対応」

   星　信人（財団法人　野口研究所）

  3） 「環境残留性有機フッ素化合物およびフッ

素ポリマーの高効率分解反応の開発」

   堀　久男（神奈川大学理学部化学科）

  4） 「産業排水からのフッ素の回収・再資源化

技術について」

   清水和彦（オルガノ株式会社）

  5） 「フッ素化合物と温暖化対策」

   関屋　章（産業技術総合研究所）

 （4） 第22回神奈川大学平塚シンポジウム

  日　時 : 2012年3月9日（金）

    13時00分～ 18時00分
  会　場 : 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス 
    （11号館サーカムホール）

  主　催 : 神奈川大学理学部

    神奈川大学総合理学研究所

  共　催 : 日本化学会

  演題・発表者：

  1） 「「京」コンピュータと計算化学」

   平尾公彦（理研）

  2） 「複雑な分子の化学反応が、理論計算化学

によって、どれ位分かるようになったか」

   諸熊奎治（京都大学）

  3） 「遷移金属化学種の分子物性と反応過程：

電子状態からの微視的理解と予測」

   榊　茂好（京都大学）

  4） 「実験とのインタープレイ」

   永瀬　茂（分子研）

  5） 「分子凝集状態で起こる反応や緩和を、今

「計算化学」はどう捉えるか」

   長岡正隆（名古屋大学）

  6）「化学反応の量子化学計算―有機金属錯体

から生体高分子まで―」

   松原世明（神奈川大学）

 （5） 講演会

  演　題 : 「生体システムに学ぶ物性化学の新展開」

  講演者 :菅原　正

    （東京大学大学院総合文化研究科複

    雑系生命システム研究センター特任

    研究員、東京大学名誉教授）

  日　時 : 2011年5月18日（水）

    15時10分～ 16時40分
  会　場 : 神奈川大学 
    湘南ひらつかキャンパ ス
    （6号館204室）

  主　催 : 神奈川大学理学部化学科

    神奈川大学総合理学研究所

  報　告 :
　2011年5月18日（木）午後3時10分から、

化学科の山口和夫先生が世話人となり上記

講演会を6号館204講堂で開催した。講師
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の東京大学大学院総合文化複雑系生命シス

テム研究科センター特別研究員、東京大学

名誉教授の菅原　正教授には「生体システム

に学ぶ物性化学の新展開」という演題のもと

に約90分講演していただきました。菅原先

生は「分子磁性」の分野の草創期から業績を

上げてこられ、前半では高スピン分子から

スピン分極ドナーの構築を経て、有機磁性

と導電性の連動する有機スピンエレクトロ

ニクスの研究について講演いただきました。

後半では「有機化学者は脳ぐらいつくったら

どうか」との助言のもとに、新しく開始され

たベシクル型人工細胞の研究を紹介してい

ただきました。化学科教職員、OBの先生、

大学院生、学部4年生を含め約30名が聴講、

活発な質疑応答もかわされ、有意義な講演

会となった。

（報告者　加部義夫　2011.5.20）

 （6） 講演会

  演　題 : 「X線回析法の基礎と最近の進歩」

  講演者 : 大橋裕二（東京工業大学名誉教授）

  日　時 : 2011年8月5日（金）

    16時50分～ 18時00分
  会　場 : 神奈川大学

    湘南ひらつかキャンパス

    （6号館208室）

  主　催 : 神奈川大学理学研究科

    神奈川大学総合理学研究所

  報　告：

　化学科の力石助教が世話人となり、上記

講演会を6号館208講義室で開催した。講師

の東京工業大学名誉教授の大橋裕二教授に

は「X線回析法の基礎と最近の進歩」という演

題のもとに約60分講演していただきました。

大橋教授は3年前まで国際結晶学会会長も務

められており、結晶であっても外部からの

光等の刺激を受けて化学反応がおこる様子

を分子が変化する過程を見ることにより追

跡できること、結晶中の反応性を決定する

反応空間の概念について講演していただき

ました。（報告者　山口和夫　2011.9.8）

 （7） 講演会

  演　題 : 「分光器革命―物質同定主義から

    スペクトル同定主義へ」

  講演者 : 武内敬人（神奈川大学名誉教授）

  日　時 : 2011年8月8日（月）

    16時50分～ 18時00分
  会　場 : 神奈川大学

    湘南ひらつかキャンパス

    （6号館208室）

  主　催 : 神奈川大学理学研究科

    神奈川大学総合理学研究所

  報　告 :
　化学科の力石助教が世話人となり、上記

講演会を6号館208講義室で開催した。講師

の神奈川大学名誉教授の武内敬人教授、前

国際結晶学会会長には「分光器革命―物質同

定主義からスペクトル同定主義へ」という演

題のもとに約60分講演していただきました。

現在の化学者の日常的な道具となった紫外・

可視、赤外、核磁気共鳴、さらにはX線結

晶解析などの各種の機器、またそれを使用

する化学者の方法論を知れば、昔の化学実

験室と今の化学実験室との間には時の流れ

だけでは説明できない断層があり、それが

いわば「分光器革命」というべきものによっ

て引き起されたと言える。分光器革命の始

まりから現在の最先端機器まで歴史をたど

りながら講演していただきました。

（報告者　山口和夫　2011.9.8）

 （8） 講演会

  演　題 : 「Exploration of the Chemistry 
    -Biology-Medicine Interface with 
    Synthetic Organic Chemistry」
  講演者 : 尾島　巌（State University of New
    York at Stony Brook）
  日　時 : 2012年1月20日（金）

    15時10分～ 16時40分
  会　場 : 神奈川大学

    湘南ひらつかキャンパス

    （6号館306室）

  主　催 : 神奈川大学理学研究科

    神奈川大学総合理学研究所

  報　告 :
　講演は英語で、質疑応答は日本語で行わ

れた。講演概要は次の通りである。

Discovery and development of new and po-
tent anticancer agents, antibacterial agents, 
anti-inflammatory agents, and various 
enzyme inhibitors are the major research 
interests in my laboratory. Integration of 
all relevant chemistry and biological tools, 
including chemical synthesis, computational 
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biology (docking, in silico screening, mo-
lecular dynamics), chemical biology (protein 
expression, enzyme assays, fluorescence 
labeling), cell biology (cell culture, cytotoxic-
ity assay, fluorescent confocal microscopy, 
flow cytometry, transmission and scanning 
electron microscopy), has successfully been 
realized in this program. Naturally, this 
research program is promoted in close col-
laboration with cell biologists, oncologists,mi
crobiologist,pharmacologists, hematologists, 
toxicologists, etc., as well as the laboratory 
animals resources for in vivo efficacy evalua-
tions. My laboratory has also been exploring 
and developing new synthetic methodolo-
gies, especially based on catalytic organic 
transformations, which provide the basis 
for the efficient syntheses of biologically ac-
tive substances of medicinal interest. This 
lecture will present recent highlights on the 
chemistry and chemical biology of tumor-
targeting chemotherapeutic agents, new 
class of antibacterial agents, synthetic meth-
odology associated with research projects at 
the chemistry-biology-medicine interface.
講演のポイントは、たとえば制癌剤の開発

において、化学と生物学と医薬を有機的に

繋ぐという視点からの研究の紹介です。

（報告者　松本正勝）

 （9） 講演会

  演　題 : 「ホタルが棲む環境とは

    －生物多様性保全へのアプローチ－」

  講演者 : 大場信義（大場蛍研究所所長、神奈川

    大学総合理学研究所客員教授）

  日　時 : 2012年1月23日（月）

    15時10分～ 17時00分
  会　場 : 神奈川大学

    湘南ひらつかキャンパ ス
    （6号館201室）

  主　催 : 神奈川大学理学研究科

    神奈川大学総合理学研究所

  報　告 :
　この講演会には、生物科学科だけでなく

化学科も加えた多くの学生、大学院生と教

職員が参加した。夕刻から始まる講演に先

立ち、大場先生と参加希望者でキャンパス

内のホタルビオトープに赴き、先生と散策

しながら動植物の撮影や観察会が行った。

講演は生物としてのホタルの生態だけでな

く棲息環境といった生物学的な話題に加え、

生物発光における化学反応にもテーマを広

げて頂いた。期待に違わず来聴者が多く、

生物発光の化学的な特性と生物学的な意義

について、活発な質疑応答が和やか雰囲気

の中で展開された。講演の最後には、キャ

ンパス内のビオトープ着工前の写真から工

事中の様子も紹介して頂いた。工事が一段

落した後のビオトープの変化を記録し、ホ

タルと我々が共存できる環境を維持するた

めに、次年度以降も本研究所の客員教授で

ある大場先生の講演会を開催したい。

(報告者　日野晶也)

 （10） 講演会

  演　題 : 「Advanced Organic-Soluble
    Materials for Optical and 
    Electronic Application: New 
    Colorless, Transparent,
    Electrochromic and Thermally
    Stable Polymers」
  講演者 : 廖　徳章（台湾科学技術大学）

  日　時 : 2011年8月31日（月）

    16時50分～ 18時20分
  会　場 : 神奈川大学

    湘南ひらつかキャンパ ス
    （6号館228室）

  主　催 : 神奈川大学理学研究科

    神奈川大学総合理学研究所

 （11） 平塚祭　特別参加企画

  演　題 : 「モバイル走査電子顕微鏡で

    見たいものをみよう」

  日　時 : 2011年10月22日（土）、23日（日）

    10時00分～ 16時30分
  会　場 : 神奈川大学

    湘南ひらつかキャンパス

    （9号館107室）

  主　催 : 神奈川大学総合理学研究所

  共　催 : 神奈川大学ハイテク・リサーチ・

    センター

    日本電子株式会社

3　産官学　活動実績

 （1） 展示会
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  「第2回 教育ITソリューションEXPO2011」
  日　時 : 2011年7月7日（木）～ 9日（土）

  会　場 : 東京ビッグサイト　西3・4ホール

  出展者 : 理学部情報科学科

    教授　張　善俊

  テーマ : 「大容量を表示・記録できる

    “仮想セル”インタラクティブ

    電子黒板」

  主　催 : リードエグジビションジャパン㈱

 （2） 展示会

  「FC EXPO 2012 ～第8回
  [国際 ] 水素・燃料電池展～」

  日　時 : 2012年2月29日（水）～ 3月2日（金）

  会　場 : 東京ビッグサイト

  出展者 : 光合成水素生産研究所

    客員　教授　桜井　英博

    客員研究員　増川　一

  テーマ : 「シアノバクテリアによる光生物的

    水素生産－水素を一次エネルギー

    として大規模生産を目指す－」

  主　催 : リードエグジビションジャパン㈱

 （3） 特許（日本出願）

  1) 「水分測定装置及び水分測定方法」

   武井尊也

  2) 「新規化合物、塗料組成物、及び塗膜除去

	 	 	 方法」

   木原伸浩

  3) 「表示ラベル、発泡体、電子機器、及び

   電子機器からの筐体材料の回収方法」

   木原伸浩 
  4) 「光分解性ヘテロ二価性架橋剤」

   山口和夫 
  5) 「光分解性カップリング剤」

   山口和夫 
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Science Journal of Kanagawa University
投稿規定

１ 編集方針

Science Journal of Kanagawa University は、

神奈川大学総合理学研究所の事業および研究の

成果を公表する科学誌であり、事業報告、公募

研究の成果報告論文、情報科学、化学、生物学

その他理学全般にわたる所員による一般研究論

文、所員が所外の研究者と行なった共同研究に

関する論文等を掲載する。投稿者は原則として

神奈川大学総合理学研究所所員であるが、編集

委員会の承認により所員以外の投稿論文も掲載

する。論文の共著者については特に規定しない。

なお、本誌名称の略記は Sci. J. Kanagawa 
Univ. とし、和名は神奈川大学理学誌である。

２ 掲載論文の種類

研究論文は、総説（Review）、原著（Full-length 
Paper/ Note）、および報告書（Report）とする。

原著には短報（Note）を含み、報告書は原著に

準ずる。

上記論文の他に、テクニカルノート（Technical 
Note）および研究交流報告（Report of Research 
Communication）を掲載する。

掲載する論文は和文および英文である。

３ 原稿の体裁（総説および原著）

総説および原著論文（短報を含む）の原稿は、

下記要領に従って、そのまま印刷できるように

仕上げる。なお、報告書、テクニカルノートお

よび研究交流報告についてはそれぞれ以下の

４、５、６に示す。

 （1） 頁数

短報は、刷り上がり４頁以内とするが、それ

以外の論文には特に頁制限はない。但し、編

集委員会により論文が冗長と判断された場合

には頁数は限定される。

 （2） 原稿用紙サイズ

Ａ４版の用紙を用いる。本文および図表の占

める範囲（紙面）は縦横 245 × 170mm とす

る。この場合、余白は、上辺 30 mm、下辺 20 
mm、左辺 20 mm、右辺 20 mm である。

 （3） 段組み

研究課題名、著者名、研究課題名（英語）、著

者名（英語）、所属（英語）、Abstract（英文）、

Keywords（英語）は１段組みとする。但し、

所属、Abstract、Keywords は紙面内で更に左

右およそ 10 mm ずつの余白を置く。

研究課題名、著者名、研究課題名（英語）、

著者名（英語）は中央揃え、所属（英語）、

Abstract（英文）、Keywords（英語）は左右

両端揃えとする。

序論、材料と方法、結果、討論、謝辞、文献

は２段組み、左右両端揃えとする。 
 （4） 使用文字（フォントの種類）

基本的に、和文はＭＳ明朝、英文は Century
とする。但し、m などのギリシャ文字や数学記

号などを部分的に異なる字体にすることは差

し支えない。

図の説明文および表もこれに準ずるが、図中

の文字や記号については特に限定しない。文

字サイズは下記の各項目で指示する。

 （5） 論文構成

研究課題名、著者名、研究課題名（英語）、著

者名（英語）、所属（英語）、Abstract（英文）、

Keywords（英語）、序論、材料と方法、結果、

討論、謝辞、文献（英語または日本語）の順

とする。図と表は本文中の適切な位置に挿入

する。

 （6） 論文種の表示

第１頁、第１行目に左揃えで、前後に■記号

を付して論文種を記入する。

例えば、■総　説■、■原　著■、■原著（短

報）■、■報告書■ など、

英 文 で は、 ■ Review ■、 ■ Full-length 
Paper ■、■ Note ■、■ Report ■ など。

最終的には編集委員が判断して論文種を決定

する。

文字は、ＭＳゴシックで 11P（ポイント）とし、

太字にはしない。

次の研究課題名まで１行あける。

 （7） 研究課題名、著者名、所属

本文が和文の場合、研究課題名（日本語）は

太字（Bold）で 14P（ポイント）、著者名（日

本語）は太字で 12P とする。著者と著者の間
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は 1 文字分のスペースをあける。

続く、研究課題名（英語）は 13P、著者名（英

語）は 12P、所属（英語）は 9P とし、これら

は太字にしない。

本文が英文の場合、研究課題名は太字で 14P、
著者名は太字で 12P、所属（英語）は太字に

せず 9P とする。

それぞれの間は１行あけを原則とするが、著

者名（英語）と所属（英語）の間は行間をあ

けない。

著者の所属が複数の場合には、各著者名末尾

および対応する所属の先頭に上つき数字（１、

２、３、など）を付し区別する。

本文が英文の場合、研究課題および所属は前

置詞、冠詞、接続詞を除き各語の最初の文字

を大文字で記述し、著者名はフルネームで名

姓の順に記述する。最終著者の前は“and”を

置く。

次の Abstract までは１行あける。

 （8） Abstract
要旨は原則的に英文とする。語数は 250 語程

度が適切であるが、特に制限しない。

見出し（Abstract：）からは１文字あけて要

旨本文を書く。

文字サイズは、見出し（Abstract：）は太字

で 11P、要旨本文は 10P とする。

 （9） Keywords
要旨に続けて、行間をあけず、Keywords：の

見出しを置き、１字あけて、５語程度（英語）

の Keywords を付す。

文字は 10P を用い、見出し（Keywords：）は

イタリックで太字とする。

次の本文との間は１行あける。

（10） 本文

横２段組、各段 48 行とする。

１行の文字数は和文 23 文字、英文 46 文字と

する。

序論、材料と方法、結果、討論、謝辞の各項

目の見出しは左揃えとする。

各項目間は１行分のスペースをあける。

文字サイズは、各項目の見出しは太字で 12P、
本文は 10P とする。

各項目の第１段落の出だしは左寄せではじめ、

第２段落から出だしを１文字（英文では２文

字）あける。

必要なら、各項目内で小見出しを設ける。小

見出しは太字で 10P とする。

項目の見出しと小見出しの間は１行スペース

をあける。

小見出しの文章の出だしは左寄せとする。

（11） 文献

文献の項目見出しは左揃えとする。

文献は本文に引用した順に番号を付し、記載

する。

番号は片括弧（閉じ括弧のみ）表示とする。

本文中では、片括弧つき番号を“上つき文字”

とし、該当する部分に必ず記入する。

文字サイズは、項目の見出しは太字で 12P、
各文献は 9P とする。

文献が日英混合の場合、和文の文献のアルファ

ベットと数字には、Century のフォントを用

いる。

以下は記入例である。

1） Fawcett DW and Revel J-P (1961) The 
sarcoplasmic reticulum of a fast-acting 
fish muscle.  J. Cell Biol. 10 Suppl: 89-
109.

2）	 Suzuki S, Hamamoto C and Shibayama 
R (2005) X-ray microanalysis studies on 
the calcium localization along the in-
ner surface of plasma membranes in the 
anterior byssus retror muscle of Mytilus 
eduis. Sci. J. Kanagawa Univ. 16: 9-17.

3） Squire J （1981） The Structural Basis of 
Muscular Contraction. Plenum Press, 
New York.

4） Suzuki S and Sugi H （1982） Mecha-
nisms of intracellular calcium trans- lo-
cation in muscle. In: The Role of Calcium 
in Biological Systems, Vol.Ⅰ . Anghileri 
LJ and Tuffet-Anghileri AM, eds., CRC 
Press, Boca Raton, Florida. pp. 201-217.

5）	 Owada M (2011) Phylogeny and adapta-
tion of endolithic bivalves in the Mytilidae. 
D.Sc. thesis, Kanagawa University, Japan.

6） 鈴木季直 （1989） 電子顕微鏡による生物試

料の元素分析法 . 微生物   5: 34-44.
7） 佐藤賢一 , 鈴木季直 （1998） 生命へのアプ

ローチ .  弘学出版 , 東京 .
8） 鈴木季直 （1992） 凍結技法 , 第６章 . よく

わかる電子顕微鏡技術 .　平野　寛 . 宮澤

七郎監修 , 朝倉書店 , 東京 . pp. 137-148.
9） 安積良隆 , 鈴木秀穂 （2003） シロイヌナズ

ナを用いた植物の有性生殖研究における

最近の展開 2003. 神奈川大学総合理学研究

所年報 2003.  pp.41-80.
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（12） 表
本文中の適切な部分に挿入し、紙面内では中

央揃えとする。

表の上部には必ず番号（表 1. 、Table 1.  など）

とタイトルを付し、本文との整合を期す。

表のタイトルは、表の幅にあわせて両端揃え

とする。

表のスタイルについては特に定めないが、用

いる文字や数字のサイズは本文のそれを超え

ないように配慮する。

（13） 図
本文中の適切な部分に挿入し、紙面内では中

央揃えとする。

図には必ず番号（図 1. 、Fig.1.  など）を付し、

本文との整合を期し、図の下部に番号と説

明文を加える。図が細分化されている場合

には、A、B、C …　（図 1A.、Fig.1A. など）

をつけて区別する。

図の説明文は、図の幅にあわせて両端揃えと

する。

図の説明文に限り、和文でもピリオド（．）と

カンマ（,）を用いる（和文の句読点は用いな

い）。

図の番号および説明文の文字サイズは 9P とす

る。

図はできるだけ分かりやすいものとし、図中

の文字や記号は高さ 3 〜 5 mm 程度にする。

写真はデジタル化で不明瞭にならないよう、

極度の圧縮は避ける。

（14） 単位

SI unit を用いる。和文であっても、原則的

に、数値および単位には半角文字を用い、％お

よび℃を除き、数値と単位の間は必ず半角分ス

ペースをあける。

（15） 作製見本

希望者には作製見本を配付する。

原稿は、作製見本および既に発表されている本

誌の各論文を参照して作製する。

４ 原稿の体裁（報告書）
これに該当するものは、神奈川大学および総合

理学研究所より研究費助成を受けた研究の報告

書である。

下記要領に従って、原稿はそのまま印刷できる

ように仕上げる。

個別の助成研究の報告書は原著と同等に扱うの

で３の規定に準じて原稿を作製する。

多人数による共同研究のうち、

（1） 各研究者が全員原著と同等の論文（短報

の場合も含めて）を投稿出来る場合は、

それらを原著として扱い、原稿は３の規

定に準じて作製する。

（2） 各研究者が要約を作製し、代表者がそれ

らを一つの報告書としてまとめる場合

は、編集委員会の指示に従ってこれを作

製する。この場合も、文書のレイアウト、

フォントの種類とサイズなどの基本的な

原稿作製基準は３の規定と同じである。

報告書のうち、著者が希望し編集委員会が採択

したもの、あるいは編集委員会が選択し著者の

同意が得られたものは原著または短報として掲

載する。

5 原稿の体裁（テクニカルノート）
これに該当するものは、研究技術および研究装

置の紹介記事である。

研究論文（原著および報告書）の規定に準じて

原稿を作製する。

6 原稿の体裁（研究交流報告）
これに該当するものは、研究交流を目的とした

他大学・研究所訪問記、海外研究留学報告、国

内外開催の国際学会参加報告などである。

本誌、18 巻掲載の該当論文を参照し、英文要旨

を省略できることを除いて、研究論文（原著お

よび報告書）の規定に準じて原稿を作製する。

７ 投稿と略題名提出
明瞭に印刷された図を含むオリジナルの印刷さ

れた原稿１部とそれがファイルされているデジ

タル記録媒体（FD、MO、CD など）を編集委

員会（神奈川大学総合理学研究所）に提出する。

論文の課題名が長い場合には、和文で 25 字、

英文で 50 字以内の略題名（Running Title）が

必要である。略題名は原稿に加えず、別紙に記

入して提出する。

８ 投稿論文の審査
適時、レフリーによる校閲を行ない、採否や再
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投稿請求は編集委員会で決定する。

総説、および編集委員会が認める特殊な報告書

の場合を除き、既に発表されている論文の版権

を侵害するような原稿は採用されない。

９ 原稿の校正
掲載決定原稿は、ゲラ刷りの段階で著者の校正

を依頼する。校正は最低限の修正に留める。

10 投稿料
原則として投稿は無料であるが、カラー印刷を

含むものについての著者経費負担の有無および

負担額は編集委員会で決定する。投稿原稿の体

裁が規定にあわず、編集段階で修正に経費が生

じた場合は著者が実費を負担するものとする。

11 別刷
掲載された総説および原著（短報を含む）は別

刷り 50 部が著者に無料贈呈される。50 部を超

えて希望された別刷部数については実費を徴

する。

12 版権等
掲載論文の内容についての責任は著者が負うも

のとする。その著作権は著者に属するが、出版

権は神奈川大学総合理学研究所に属する。
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本誌、Science Journal of Kanagawa University 
( 神奈川大学理学誌 ) が、神奈川大学総合理学研究

所年報から、理学専門の科学誌として再出発したの

は 2005 年の春でした。爾来、編集委員会は、所員

の協力を得て、より多くの研究論文を掲載すること

を目標に、巻を重ね、８年経ちました。この間、神

奈川大学理学部開設 20 周年にあたる 2009 年には、

理学部全研究室の研究を紹介する総説を掲載した特

集号も発刊しております。今年も、これまでと同様

に、第 23 巻を皆様のもとにお届けできますことは

喜ばしい限りです。

掲載論文は、総合理学研究所の研究助成論文が中

心になっていますが、任意の投稿論文も含まれてお

り、その中には、若手研究者や大学院生の論文も含

まれるようになってきました。本誌が研究成果を公

表する場として着実に進歩していると感じます。本

誌では、研究技法や研究装置の紹介記事や国際研究

交流報告も取りあげており、若手研究者や大学院生

にはこの範疇に含まれる原稿の投稿にも是非挑戦し

て頂きたいと思います。

編集委員にとって、投稿された論文の体裁を投稿

規定に沿うように整える編集作業は容易ではありま

せん。当初はその作業にかなりの時間を要したので

すが、最近では、原稿書式が電子配信され、皆さん

もより注意深く原稿を作成して下さるようになって

編集作業もかなり容易になって来ました。投稿者各

位に感謝致します。

さて、最後になりましたが、本年度、理学部に

は数理・物理学科という新学科が加わり、総合理学

研究所も新たに多数の新しい所員をお迎え致しまし

た。これを機に共同研究助成予算が増額され、研究

所の方針として助成件数も増加しました。これを受

けて、所内研究の大いなる発展が望まれますし、本

誌への投稿論文が増えることも大いに期待したいと

ころです。また、編集委員会も新学科から新たなメ

ンバーを迎えて新体制になる予定です。今後は論文

審査体制の確立や発行回数の増加など、本誌をより

発展させるためのいくつかの懸案課題を着実に解決

して行かなければなりません。編集者一同、今後も

努力を重ねて行く所存です。皆様のさらなるご協力、

ご支援、お願い申し上げます。

［神奈川大学総合理学研究所、　

理学部生物科学科　鈴木季直］
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