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第1章 序論

　シタ゛桔何､ォ)らび料(ツ加r･ムce4e)に屈j3めらタベヱ包瓦包医

登辿包竺)は燈昧よがいいいyの陵把に広範に白生い蒙湊の飼料

乙掲りら札､と.くにs本フベは汲とハて官用に糾共ざれろ奎ぶ`よく

知られた顧恂の一つtl)ぶ｡このよクに力弓びリ釧ヨ矛ヽに石`ぃて馴奨

のjぃ赳徊7,‘･あ3吠`､一方い1噺ゐに忖し簒性を余ずこど戻イz,ヽ`に

/‘yま紀の系に/fキ川スに1ヽい7即らホ1口鳶｡/?ざ紀末にイそ`゛リス

t`隼魅以起こリ靫jりりりEし1鳶(隼魅に強ぃ珀らび乞穴tに借

駐り吋けドがが数兆亡し､力らaめ盲性が'oォ)ゆろ任の息桂めらぴ'

守巻″�加h4eル/:り;5のl.7ず'乙いリ気く銘偏ざ応るよラにな｡瓦

々リ)症吠いバは紋打稜障釦乙類私した膏魅璋害び尨ごり､μ系､

衰お泳下､蒔管刎Uいヽょk4鶏封式､砂群恥リれハ吏症･賜會

ほ数遵削かう靫ゲ/回z;･応/c菜るとごういヮごあが,∂湊いま/ヲμ隼

ごろめヽシ洛ヽ堵/こ吻い々呻含ぬ≒恰生ル､齢農柘cい7浪到呑朗題乙

孔い)が仇

　めらびは為忿ど゜牛以タトの象参回ずパ白いまt広し､特に冶y)場

合､‘岑゜行国靫りいりr政en.タ

午め矯右レ貳な九沁ら匹ご巻まれ5辞糸令アlす一七刈幻け奥

ころ どj`タミンBぶ完拉の却秘障席7ヽ'あり､ごの鴻右/J汐グミ.ン8,提

与四;5僕療-参･リい1める｡四ヽし牛へ剔･生絢ら貨冲泉り場兪以､

じ'タミy　B･役与匹よう冽ド劾莱折なく､ザアミブーごいパ`パリ

の旅めμ;えられ､こ･席釧判船邨eレ0浙が吋目く→ら竹出成t乏
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た

　/ヲμ牛､ら心6吻rらは牛に長翔咄めりび'い9い吠ざゼ;3ど･､jヽ徊支

祖系採y起こ3=乙t釦1?1レか　ニ吋丿凌あら､椎ろぽ碩征征屎在

tが･tワラ汐甲毒いまオ)ろ貧,蹟取凄で櫓取翔圈り兼4､らぐ3浹拭ヽ

り達いzグあろど希え､々の麿固則司じヽ若め7･あ3ど報活レ≒iり

放､/行ぶ竿にり化リ£ys5いnバ･貧を与ゐた千の祖球靫吃渕侭レ

t斡某､白衣戌(埓,乙肴魁姓顛れ球)で加ホ弑･･践番な誦ケを観冽

し､恙栓めらg‘呻喜り在択ば骨勉り鍍気梅鉱り陣釦こ基ヅくいにヽ

匍るコ乙怒明らかにしが)｡

　R･5心e申rらは巾封嫉疹乞喬=べ午の贈脚刹紅/四づ唯

の腫島列ば･りこ匹盾gし､沁い岬引応逼狗資の右衣乞粂初

に尽戌レ穴(/ツか斗)≒･ざらに､めらtめ禧恚･jヽ隻抑月雄/c糸ドたの

ぽ/ヲ絃年のどゆおらの報洽?･あろ｡彼文らは沁ら賃乾焼粘圭もラ､

いu邨閤に雨化ソ推与し党姑泉､全ラヽフトの鴻管ぐ特に回腸j)に

タダ孫姓疎癌が巻jレ4jごどt島出し､9bラびの拾癌･1ヽまをはぴめ7哭

醸的に証哨レた3t=の靫者むわり刎伺R物質が列沁寸砂/ご行巾札

ちきっかけ以に灸.ごえ4'　z‘'竹絢永た扮特失験によ応ば'､めらび

の砂癌僅･aツタJヽ以外にぶマウス､ハAスター､モルぞヅに　ウズラ

など惚のノJヽ動伺/‘レフ･にzぶ島られ3妨､ラッん･り差訪柱が`表£高ぃ

乙さ衣バDド戸几

　名が図乞丿妁らダは当く私う山系とべて親しま成ており､そ･9発

扉け知莉tLな朗憩tヽ々)3.1ョ1本のカりlyGり6心肖堡ゼか吐き　ゆ1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

/μぶ4/gxどさ飛ZujがイぞづÅそり棺のめらび'則訓ハり)zぎ

丸いH)ヵ砂浙絃に席トH仙野らが隠-によれば､北淘逓走のめ

　　　　　　　　　　　　　-2-



らび乾煙和教乞ラヅトにμ口疫今才3い萱削の幼弟めらy､旅牡

し鳶シタヽjハbらびヽ吋りtの備必い引馳廟鴎の渾癌ぞ縛眺愈の発主

がjjられ化｡しかし､但湯息鏝な2;･ヽによジフク攻ぞし瓦吻い(ヽzヽヽ/ま､

ラ,トにがげ3隙烏発缶孝バ顛希にイ虻F13ニどボ明らヵヽ乙忿ソ､

奏斥ぞ奎菅など/リる吻らyのアク校さで域貳私ど石泉の訓迎汰は

外辿征侑下に式･)に栓だyで口丿乙思め礼ジ4穴

　牛･)力らyヂ誰凍凶杓賢のμ･か乙関ずj九倅的訂究と,にぱ､

/ヲ訂牛£･/9sざ1らびのユタノ一/1/柿出押/て毒挫乞妬£いΞのが'渠

徊で･ある/‰一万､す)ら貧の発癌杓貧り袖必､蚕諏に測ず3必昨的

研究/ま/ヲ如皐拐蹟革亦ラ汝肖,6,らによソ珍められ充｡倣ら/よ吻ら

化乞与え尤ウシの屎の鮭径画夕い9μ耳)､必ヽよび≒ゐらざりズタノ

づレ袖貼物rノ?却斗い回づベバレ裕癌社芭消ずjごいト応出し

た/九=の府記以倹､オ)い雌泌判背の核知ロタくの村記省によリ

訊みら礼､方おの郎那カよ妨去如の柘登物が単舷され､こすむらy,ク

ちいくっかり犯有吻にワ･回発癌拉の南池が釧ぺら礼鳶｡図いて砂

ノ釧主氷核討-=!杯瓦化含¥いJいり心

　/灯5牛､1宕べ‘r利示よ夕沁らyリ)フラボノイ片のよ祓分どむ7

了Å1ヽラかリシ(むナr吋詐り巾と.･1ソケノレyトソンGs少eh詐ダ)

(2)が雀舷されtりた4≒　=洸らの兆合勿回し哭原姓/ぎ認必うれa

目が､ぞ･りアク･リコンrあ5ケンフェローノレ(叫叩辰りノタ仰戈ケ

ルぢ夕y(μごrご吋洵j)㈲はふusフストに右oて支炎凍性た尽万こ

どが湖らか片きれ鳶,っの帰莱乙､腸凶邱函の付つ/9-クリレコシダ一

ぐの剌き/1作ソフス1ヽツがリン巾､ノ|ソケ/レシトジン帥がアクリ

づン〔印､(牡〕に㈹鮒される可粘往があるこどかう了ス1ヽクがソン

3-
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R=n`D'9tucosy1

RzH

Meo

OH

(5)

岨1.ワクじ･よリ菜駐yれ々り茫兼叫糾核討ざ姚た柘合恂

4--

(D､イソゲルj･トソン㈹の拾感碓ボ犬口に疑9h庇穴以､クット4

と;'の勧押乞jト)刄両循〔印ぶ月り茫癌ケストば全z隠柾z゛　‘あった匹

/9許隼､EびAタls　　らはシそミ赦印をマウスの隈峻雨に注射レ､癌ぶ`

茫虫ずjごど.忿叙者し化`≒　シ年ミ雌帥はホらg汐に&唇まれ7

ぃ3こしβ巧茫疹物質り-フ乙名えら姚鳶が､クッ八£扇9た追机

馳Z勺丿拾和1ぼ餌Jら遂斥か･,ブE6≒/灯ク皐､竹不､曳野ら9によ

イ

リカらな･か5　/-インダノン倅格乞泊ず1折ぢスキテノレタノイμ紀糖

オヽヮ･テロサ4ド8ひたrゆ赴帥印が洋鮭さ姚7以夭､的のアフ‘'

リコンて゛ある7･テロ与ン8(所fら訥則)僕汗り右ばび4と;lj数方

く･りヤ乞スヤヲ〕レゲノ･j片4リク雌j)がしも舷いu=こリ単餌ざ吼尤仇

この兆合杓μぽ､妨らが1はじj&ず3め弓な'料樋拘(俐太ばめら

な'以外に/1ワど･メワラジ　帥戸/φ5,戸4c把包ヤヤハ子ジjクシダ'
　　　　　　　　　　　　-
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£J包立§.み必汝/りなとl゛')にしか息ら吼刄い&の'z`゛あり､ンタ`'類のケモ

タそyノミー部椚いHぶご･娶zヽ'fり'≒めらwの怒癌押賓ば洵

迪レたヮラむノィg(山,帥,(3ハおヽよ放沙)なごヽ〕?シそミ紋山

のように樋恂･州|遥妁'刎ドれj苔の?'ほ万く､めらび゜讃釦目1そ

の坦種に固潮の化有吻にちかに･刄ヽ)乙りう慮λに蕎ずき､弟らびり

苛蛾幻成今で'めjこれりづけロシン､ヂケロすイド類のクッノヽ/s月

13拾屈作がすストき礼鳶氷､稽県4隙作tめバ几繕雀ゑ副Zに封

jjかぽが経･りう乱たのみべ哺,ブゾ穴　/忖丿隼､高彰､ど広剃ドに

リ'
あ ･わらyJ==ヽ夕単鉢ざ虞児アゲロラクタムrSり゛ば､マウス方よ甘

ラツトuす吼に封し゛zぎ必糸性含ボ!なか7膏り｡/?μ非､レy4,吋

り沁4泳aらば泊らびφヽラタンゞ･ンL

根巻レが≒　=ニり何質/乙閤にD4マウス訓樗鴎凶ヤレ､ヅド挿入址z;･

引徊尤腫湊の拾生がj乱りられぐ≒い回､抑トに対司jμロ役与

冰tわ吋嫉ら台非司索駐官ば､鴻管あヽよび肺妬の絃烏･j発良レ忿

かヮた″゛｡/?抑隼､昌回,政･　らばケノレちケン附島飼斟にj1右し,ク

,トに孜与可3　g･､沁ら肺忿校･9八1場右乙含く岡磋/nり鴻jヽよ忙･

聘建,刎婁為り塔主がみられ3こどを叛苓→た犬　ケ,レかケン陶ば

4牧晏万が乃吻弓ダわこ有ま(乙おり､ま刻肘糾以びケノレ右ナy陶

に受價t姚3可粘姓り馮jイソケ/t/　y　l-　ソン帥ぱ沁り賃〕ヮワク計

ノイμの主或有で･角3.ず尤､莉述),瓦よクにケ/レ右ナン陶/ご/j

支具ノ釧L叙`認め巧もいド3こ乙糸ら,その発癌住の冷侭ば犬ぞ;な間

題ごれ刄,しカい､怖方ル~匹りりト/いプ/レ乞ナン陶の諾癌

作糾い5た租釦以レ)≒

　この鋳に､£田5ろが/ア汀外/いい;ぴ'の聡蜘ほ1証哨レてぶ禾2ク

-y-



茅戌よ川咄､ホら甘怒糸㈹賢に闇イ3かくめ豺ぐ刈ざ果洛函ざ好ぬ

爽Zさ化KJかか･hらず､砥命勿貿潟3ぃ,ま斗の危栓吻弓タ冲盛恂

賃り尽祷忿･ニ支1宕解明可3ご&かご･･きなか(た｡1,かし/?クf年､

こり朗題を肝リい目素ロいい当ぇ,3重叉な鋤基か系好い四づ報舌

を札仁嫂りj絢らwり秤満紳か吻乞飼封いパにラット/に,禄ロ戎

斗ljニいリリ､聘胱癌ぞ回腸引棄綾､戚疹糾船い目ごレを糸

し､哨らぴ発癌句質加氷渚栓で･渇丿乙とバら明弓か/て,し夭゛｡=の結

巣･ま､孜与ぷど･レz賄耽肉ぞレヽゾト特入ズ腹綾かjE肘斥に孔磁りミ1な

絃屎もま了りち冰z;･ぷなく､経ロ投乳冰乞誦りでぃj点か万り辱秋

皮の満いa必ど必クシレが't‥き否｡

　毒恣/j｢オ)ら彷･発癌押貿の児明｣乙‥y塔啓夕紆の冷万うす廊軋

叡匹す引

爪野(良皐式タ医料タ秤低埓､攻衣船日引影保健衛生刑い司奸夕

らと協同宕ツ乃官り但謁紬必t必齢鳶､とハた有蘇乞以涛た,ぞの鈷

泉,ラヅい乙忖13分癌拉き拾棺gぐ刄飲攻限の夕躯徨作含錯z､

1jひめzオ)ら仙ツ必廓物箕ダ)乖征zリ門､やフ午り悪性哨ラ刮･才泰

のかμけゴ埓丿押賓ツリ千ロザづド(昨申仙ぶ軋)消　右単艇ず5

-

r
り



第Z章

第1節　オ)い雌滅物貰,り

ずタヤロ･づドの単鮭

赳の郎題芦､

　オ)らび`によるクット刈ぷがドロ呻に高く,そり勧μ敲いま主/t

回晦(将目ミル吠zら)パhかりわバ忖徊八Jるにい9､珀ら

べFド晩在まZ浅の磋が抑臼わ㈲洲刎い宮のj以い磋釦巾いが

の筒超かり仙りμよラ成ろ/心｡

り　庚舷刎‘カ押けヅトザヤ7ス)μずj3危征含叔り欠卯:功ら

ダMツヅ1ヽザマヴいりい/砧感紅仰いりx'､午の祷冶の(シ万忿柱

か政4`いべぁ,雌靭顔川いま試験を発癌絃ま肩巧袖出夕奴に逓厠

弓3ニいやドけ≒紬封の垂違と表翔い『ド5段LHいz必癌柱

のj4托t鋼べ'発疹払釦目り埓る或零があ気牛を知作央蕪にか)た

濯に･乳非わづ謹の訊料糾□rい目(乎りバロ悪叔す毎拘

頂が軋砥伺侭リjレ乙は陵ら孔･｡

り 生耐式験汰刈り餌jい刎4㈹め支煮斜パ矛げ哨'3穴か心ks

すストば順使徊□引刮紅い゛為ソ､発癌住との札糾釦憎四D肖s

ブスト隋住心し討いクUリ割ぶ発かヽま含かoと.言沁娘ハり

゛)ヅ詞発疹ずりHい穴鴻の組刈すズJヽ死い7刃訪ゑ伺e絢求

てぃ3力洙の-フ･zヽヽ濁孔リUらて,ニ･のす洙貼き糸打乞桔核ヒ;

しハれ尽μくら々〕おいヽ･こ球詩闇にしjヽ6夕憂対ん吋ず姑県が付シ

永る｡しかし･,ラヽy}､tmヽリそ痕jヽまざ紅明!:れ穴おらダ秤濁肩私
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㈹馳目こい､ら､コの球靭ケスいDバ官･j好並物贅核宦匹j:便
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J
M
H a吸j§恚分(}の乙むた.発癌仔は画分clぜハり気く憩ら礼ろこ乙
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莱乞糸レ鳶,

　図3に爪七れだよクに､そ和･まあ分肛.4)ノニは非宕にタタ靫のべ奇
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れた幽合のうらフりり求ノレムーメタ/-ノ1/(たnt'選紅ざ姚弓あ

兪り一祁を遠湘い･pS)いノカケ･･ルをポ,け申μカヲAフロマト

ク･つヅィー師15ハこハ有鮭耕裂パノ､糾焙州紅リリフリ千ロダ

イμ巾&他忿貼禾いべ俘穴いわら列蝸睦童のお/仰げ3″2≒

まし必癌栓痴合肪刻りシソカケ･ルφラヘク1]叉1ヽタつフィ一に

お口てフロロホ･レヘーメタノづレ(タ/)ご准鮭･される画會のうy

っリ千〇すイμ陶J=づウ吋如乙諮叙四し伺Mり乃,ま､づ･テロず

イドβ凶を抄か匹ローづけロトけ`顔が゛埓ら礼､フaロ爪ルムヽ-

メタノーノレ0リ)匹客紅ぎ札ろ函々寮らは一迷りかど片〔けシズ

ヰレン配柚征仰い礼た｡ヂタヤ〔けイド削､ブけロザH`類カ`

h(ど-し吋けう叉ナ･/ン配対侈のバFムnこおける挙動･ぷ函3/･こ

氷レてボLなおフリロザィ回彫傾竹ては名取いいづ辞佃な租

后丿御が乖ろのZ`'ごこむ･は洛略ず沁ま鳶ヽかど∩]干シス今レシ配

越拶に岸ト目餅邱ぱ第5草ごぜャる｡

　こいて傅ろれた和が椚いリキロすノf片印ノj兆白いづぞズ

な恟貧･誦り､使に辺ャるJこラ/いりらび息億柱の右侈zヽツる｡

- /な-



帑手妙　デタわコサ･け`かH切湖1:始癌姓円い1

　フhらび妁糾

の砧癌㈹貿か冶かは勧佃が験/こよン証明レ呑け永/f4らないざ､々

めためい4此賠なデタ午ロサノjμ印が犬量/こ必若乙4る｡生球冶

征を私9いバフβ幻の恋右物客遠跡･り塙令､その祉兪朽ゑふfし

Z弩収ヤzヽ単舷てヽッ!ろいバヽざヽらなら宍隊､恥2節ござべ'た必喬

征画な肩則D恥作仙J､z段椎aの分無で碍ラ刄したzフの画分C糾)､

(jぞ)の柘疹往が‘ばぼ1封1で1り､発癌恂質427め函今に誉奴

した(¥2節､辰1参照八菅た､ヂタ于ロザ･jμぴハい㈹り紅

不安応tJ3ニむヵヽヽら､大童のツリそロサイμ'印･を通禄可釧]/づ

簡使で勁牽の1し)袖沁幻(望まれた,そこzイ泌7'カ哨らダ乾壕粉

采の末柿弘S島必芦､とシし､アロマド7づフ4-に否けろブリ↑ロす

イノヽご陶Q苓勤訓苓椋レロフリ奇oガツ片巾り釦糾幻;法y苓

栄tた凡　そ吋洋､乾煉めうびぶらのフワtロサづμ印の収膏

･牡吋琢に飢に可D匹わ乙柿ぬ/刎Fずる時開/埓り兪匹いご尨培

ざ礼､このかtり豺げ験にわ)る大量ほり朽Dのフリキロサイ

y印を羊餌ぐ沁といが?J尤｡

　D発癌姓.　こクレ乙揖ろれたグタ干ロサづ片印をクヅト/こ校

JHいりい≒ドいヮ役与万涯JI憩と.呑ったバ責遮13μう･こ(垢

ヰ章)アタキロザイ/ぺ?ハまぶy戈.与兆合物匹あ卜けヘツッFヘ

/7倖ロ役与四吋恥じ)姓乞ボ丸誉乙斥る｡クットの生喉時に応`けう

唄肉の敗往庚lj､哨釘~封1`あが゛≒どから､辞征恥伴乙`のアタ干

ロザノjlご印　の4F吏往客核かけた(表2)｡そのμ泉州4ざは数時

顛ば蜜栄どある吋糾い:丸､アタ午ロザイ片巾ボ球的狐容に列迷

　　　　　　　　　　　　　　-/5-



ずる舶りけけヽ訓叫H恰わμいごい叫明いりなった｡いzヽヽ

11建のにリヅトわ肌レzブリ于ロザイド巾のμロ校与欠肺を付っ

たμ早､ラットの乳扉ヤ凶鴎に濁肴で癌のぞ生が涛ら希た゛7)(麦
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字奏“a刈e沁Aeル戸心がず'り劇

作7昔｡
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　フリ千ロサノけべ?バDかけうな錨性賃1示す｡

　　　肘　択　　　　　　　　:旅幻恥茫影鉾哀

　　　洛解度　　　　　　　　　　　　:氷､　yタノづレ､←フツ　ノづレ

　　　　　　　　　　　　　　　ハcか蓄､齢雌工幻レに可摩､ク
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＼
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Cン紅な尤数いJ9)1幻･すれ乙/ぶ討一洽どあり､皿乖め?3酋糸
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逓的の/j-//C拓/,タ3臼出心J=/,∂心)〕を.暁射ヤ5と､そμ友集

りc-7ごぶ｡?加)が゛心//限対莉よ･り疑りシクツ/レに尭奏した〔i7､
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/.3叫〕を照射ヤい.､引斟)子絨友系ひ/添22い)､伺匹
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豺孔梼造巾けい郭合換遂砂)の結有様式を誘汰丿礼ゆヽヮリ千ロ
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稼tβ､づデタ午ロザ･|にづりいjヽ対脈的7゛誦呑,7近ら/いレタツ整

ぢズ1ずルヤン〕j､ツァμ/ネリμぴr]リン岐か弓フヘl/ン､ブ,ロトイ

|レダンt扱1主言瓜ぅれるど薦えら玖いりc回9バ≒　な少ヽィ

･リ`ン皆榛の印糾いり‘5ずロレいレずン偉杵の奉初りハバz､

々/]已辿生Z亙泣ゼ竺互)のべ希で哺いいレAヽ｡ノレ助朽が'炉ら

屹て匹う個9),･めうびり付報妁与政兪どして仰られマいろパテ

ロシン顔､ワ･テロガづμ'仰斥ど/づ〉片/ン迎冶杓μ､ハレタづ骨

捨から尋かれるい/夕ヽIラy管格Hいて[る順目)｡吻らび料の

シタツレ棺､イHづワラジ吋他比竺四匹仇)の字収或蜜乙乙

マ隼貼ざれ尤ぢュハ/タヘンツがス奇ず'/1/ギンハベハリロン叫汗‰

ダタキロ1イkづ9)と;積返よ類仏し刄柘昏杓でLろ｡ハィノリaン

川は蜘゛ま裂伜手六いコシンz㈲ti流j3隔幻点で､心夕

瓦紀打の面フリヂドいげ/け洵とンり類楓住辰渇j｡

(20)

　　H30+

→

HO

(21)

栽込､すランダ)卿-みrHgレロlら,洙めらびて/)加r;心4肖
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--　-

C式2)

趾血泣ご江)Kぶ〕りパノ一ノ･/袖糾いりヽ垠私叫伺び斐戻

和LHゴ杓貧匹z了い汗ツド吟･/ぷ幻L釧h､アタ↑μ

廿イド洵いドの芋糾UΛ楳必ドい･ダ2)｡ア午ジ片4の斗

一 2?一



い`･IK･あヽよび‘3c-ÅノMgスゲクいレばフリヤo寸イに出　ど.ょく一

戟い:分リ､`iの化刀的柱質&出と,佃似しzぃるニいヽ≒詞名

tJβレめかりzヽヽあ否ど考λられ沁

●

-Jご)-



第そ季

第/節　ア
ー-

ヴワそロガイい伺ど謔反応拉;アミノ賎,

　ヌクレオシに非よ賃ヌクレかラ寸`じの反応

ロザイμ`のアル μ/必剤どレZの反応住

　池ら仙ツ)発參jヽ生が安見ざ丸Dゾヽ米μ茅Jヽメ､よ.ろの間,沁ら仏必差柱

のホ緋が`拾見され呑か,尺の･礼袷嶽返湊緋の兆引汐な系召定づ'お

犬き呑原因いぢえら4ろ｡沁らyぞ迪旅の剌淳フゾで吋ツμ･洵

対幻トHね兼衿がいJべ4奏松吸乞4い),軟引始太択zヽ購ら

永る嶋前乱

(数庁順)y烹t必ハず浚zリケズjくど?匹週収句レ翔闇･ェg

尤zヽヽ謁タ冷島しかり,りヽし,潟打乾煙の忙杷雲リパド多ま7哺瓦

申に牧113トよa間ざ/ダノ?一セ⊃づ罪攻が則1馳□いィづ//ヽ1尺

ス々フい･/による右計址采ン,?タ汁ロ1イμ`巾ば友凛凌すごヽ/j

莉釆折紘よう刎今含安げ応へ賎マ燐酋心μ匹♪ルド,,伺解お'

覗進ごれ否,酸柱火潜浚軋μダ塙姜絃水濯凌･zJアタそロヴノけ･

　巾のy割ヽ主き:炎手にホし仁

　1どゐば,酸枚肴坪下ぐ州2よ)t`のフワ寸∂ザノけつ力哨才誠

翔/;□,9吋朗七肘,ぺ障pマルュースの舷赳含四斗｡7芳沓

謙化しアテロシン6㈲"与知かLパ表乎八万仏デタ冲ロヅ

H宍9ハHり紐冰溥浹(幻哨ぷハご副肩6紹畑り匹一札

煤巻則ドけDりル//パリアタ↑oサづ∩フハj故征如午ヂょ

いバーか･坏郷じJト将哺がL心/ご故祉吏仔下四黄なる曳

貳.巧奴かいo,穴(ぇ(州/リ`'い-ツづコースを蔭易ノこ超赳し

- 3/-



`
ー
ー
!
s
l

てC李洒佃ぶ､3分)､ジエノンぐ/りを生或j5r表4),生成レ刄

ジエノン伊ハJ反応浚合押から湘機濯4でヽ捗が濁うュいtJづ無芭

坤状拶い,t斗収1乃､ズヤZいt/ヂ-タ必`ょぜずタヰロずイμ'

巾の檎ゑ口比軟にバ`tり旗遂於りKレた｡Jりジエノょr/の

は遥差昨条件n幻:じ有的ダ茫rかうが､申姓黄刃吻J==イ仔り吏姓蚤伴

予7`ほズヽy岸yjリ､辨に封齢柱灸何ヂとベノφケヽIノ･/d好主握洩レ)

ぞにrLい乙芳吉煙兆レrフロシンarガを生戌jろ個/リ｡

　ぢφ`､アクtロすイμづ?)のぞ鮮反応り曜､瓦応系凶にズタノー

/レぞ摩£杓イズ>呑ど勺求`粘剃め作れゴ苓と‥デテロシン∂叫)゛)

ぺ勺″すrコシン芦帥バ)今ジざ昔どまな/づンダノン誘埠拶が`主或ず

う0回ノリ｡乙坑らのフケロシy仰C訟)ぺ･俯j)〕}い･す礼H)ら

ひ勺づ半鮭さ礼てハりが､二湊らのあ合杓/まづ･タ千ロず/jμづりの

有解竺疹郊でヽ渇る可尨縁が向､,h

皮牛.フリキロ寸ィμ巾の安茫性

5　mM　H2

粂_‥仔

S04

25　oC

10　mM　N82C03雄衝溥浹

　　　　25　°C

副

2.0

　9

10

11

0

0

0

手妬抑
一

2.9叶都゛

汰以物

　　　　　　　　　　　　　○

HO

　　　　　　　　　　　　　　　--

　　　　　　　　　　　　　　　　(7)

40　　分b　　　　　　　`､OH　O

6.3分1゛　　　　ヅ69　　祚♭　　　　　　　　　　(10)

釣

a.郷吋3ずテoンン肘r)のリ四邨ば1欠剥い2μ-)z9咀尤攻4り括尚

　変ノ叱に参い乙計罪した｡
♭生政13ジエノン砂｡)めしハ/吸吠乖套幻皮衰りz今ゆ)で`の吸九度ルのμ叶
　費七に酋,心討享し侭｡

　　　　　　　　　　　　　　　-ヨ2-



　爆差往
　求房履

洲卜/り

　0　91c

(24.)

p-ワ`ソレコーλ

X

HO

(22)X=OCH3

(23)X=C1

(10)

(7)

--

--

(心)

　　`､OH　O

うビうレシ..　　申性~卵酸住水渚ぇ
　　　　(10)

伺/∂､尹タ午ロずイkズりの反応

　づワ千ロすイド印を瑶巷芦対にた限に､p-クリレコース岬配鮭に

よろジエノン屏佩Mみが得られ､胱木蚤威朽叶)叔祷り九か･

汐い5)理dいざ､アタそ口ずイμ印のシスどμづ､ンダン骨将の立

拝配庶によ`る乙馮yりれろ｡1がす)乃､アタ千ロすイμ巾におヽt)

寸゛
H20

091C

(9)

マ
D-91ucose

礼かレ訂わ･/基の早面に重直万?核太莱ボ一互卓黍にあリ引さ疵

23-



かぢエノラート的い八昔佳､エノラート㈲のタ重罫右の面に

妻直なフ･･/レコシノりい四レtエー抑/孤右が刻裂しジエノン㈲1立

武1や乙烏えりれるぐ式そ)｡一ガパー&壮水奥姜り友乗一赦系糾

有はエノラ一片ひ/ハこ右､,7､c一今社エーケノ･/鉢有岬場合のような

喘紅反かリ膳なt休t}削ド剔1誦匹ハ唯ぃ八め､脱末ま成抑

叫)かぐ條り札釦バ烏ふラ札る｡

　　　　　　4　　　　8　''CH3　　　　　　　　　　　　　べ

91cO/　CHてフH‾‾゛`91ヤ
(9) (N)

H3　　　___→｡

　ざ､　OH

ゾ
　(10)

(式斗)

　ジェノン㈲･刀シフaフ四/?ン頌ば､ブトy婆いリ句ドいりア

タ干ロザイド巾の塙右ぉづ求Cいエが島く､タフロアロノ1い逓ハ

の衣桟制り妃影べ非常む怒り易くプハてぃろ｡な右､赦征秦件ぞゑ

倭ずケロシy6巾戟゛生成可う梼構に部□しば明いドい

　ヂタ千aザイμヽ僕)必jニ紀仰£応性(フリ寸∂ずイμ`巾から

艮辰1るジエノン屏汐りび!まごよか礼布制･けモにてアいいレ兆刺

(衣tytりと八7伴琲牙否ごd泳しでいる,死斥､前吼ず制に

}リ桟雌いハ/ん)やタンノリ贅釦宍生彷紅タド1-ぷアノレヤt/沈t水

頷傷急.砥/ず3こJボざ力砂癌におけう痕あ刎トさ蚕川ニシェ一シ

タン)乙尤£ら奏･い)ろご乙からヽ発癌伺笑ワワ千口すイ片巾･

竺爪紅タDリす1づ厄応柱/ま発がり転りり問題ごめj｡烏味発癌

り哉ヽ襖は不鯛な､邸りクリザ､その抑期通超c必癌翔yの弛嫁兆方よ

-3ダー



グい､1/xの衿卸)ば遥裁千虻牛が釦c肩構名ダ幻子佳を恥りマ換這

式レベ〕レざ儀偏で`ぞろ段邦に謎波レ乙1刄･侍に､/ヲフ時一拐/リま､

弦かな拾癌伺賃1ヽンソ``(りジ1･ン吋川乙クぃ-z､蛋侶淘z;゛め齢j1ノこよ

5代鮒ホ隊記ふら友寄}池,μ祥の旗迪々pμ∠lとンの瓦応にt5すZヽI

頻力約呑豺ぐが竹呑φ礼た4≒荏た､/x`ン

ソ`洵ぴレ･'ン糾)ど冶政アミ/赦の一昶ク‘ル

タテズンy岬反応匂/Jま鉢内7`め解含作刑

/吋`げろ吏窟な祁痢櫛罹抑月らかいDり

斤呑らr､ザオペレ姜()SH　j)幻舎住ヂむ

に札りタンハ･フ貧り択泳M･関患河3瓦

(25)

心cして刄支典味謀ヽ)｡砂極何賓は刈紺M)関追乙ヽヽ刄さくz舘頚に

右哉ぢぞj･jが必乃､瓦えを1征に,ホ匯ば呑､,･がぷ拝両で絡釦1よ

リベ爾ルは名乙礼､･ず寸めz求准打M遵併し竺彷ん釦り研吋む

念やレがレか13まりC荊砂告伺賃､円a心尚紗()ど､酪系､介

ルを炎今&tす'に;釧對6されろ湊りC満疹脊癌何賃､必冰丿心句伺

いで･布翔う祖孔マリすロザづド'けハ幻6ゆ反応t･咎馬に前恪}住

/乙2Kんだヅェノン(/りに池柱あざ.爽5芦､宕･疲盾の剖ど吉えj｡

　暑盾ぱ示らび茫癌のね翔廸遵lハてづ'タ1ロサ･Oご巾が旁際バl

PN4ぞダンノ?フ茸なz゛今ア･レ奇･レ畠イjふ必かt咽らか/こイj穴

めの本礎句抑見乞併ろ化め､づリ守ロヤづμづ7)仰釧多厄哲で消3

yエノンC/りいL彷冷令争の姜本阜池:で歯ぅ了ミノ斂てヌクド才シ

にダクレオ章μ`乙の辰応を将討し鳶.

-jy-



m　ア　　　　ー

　哺単万了

`
X
ベ

瓦
殴ノ

　
`
X
X

ノ敵ど, 瓦応

jiとハL　∠･づラニンい3稜･り含栽アミノ絞,心又

乙-メそオニン､仰レタデオンの合釘刊tいaヽ)ル｡ダェーノすイン

ン妁ばデタ冲ロサイ片げノを釦･Mめ唯づりづウÅ衣遍湊(出

//j)や堂湊仁依哩し鳶痩､肴構潜磋で袖μ･fろことによりぼぼ吏t

り
7

心
y 1乙峰ろごヽ乙釘ご{!萱.得られ鳶ジエノン汐り/邨ヽi恋后プと必泉今

にアミノ赦引£応ざぜ鳶.瓦応ぽ糾7タの求-ア乞Åンごムーシス

ヲゾン訂

ン匈φ作賃アミノ肘の道渡々そ洗吃`冰夙吋/可労よびリヽ/吋tc

て37　°どでz呼閤4礼右｡応応使､碍ら札札耐即征浪令狗,1冬拷ク

ロてりうフ･f-ドドン賎駄パ/ヽス/?Zにルデーク石ヽい杓D斜紡

汰にぷソ々の浙逞を尽尤し奮｡tの肩条を表ぢに孚ど岬ル｡

　表タ/ごコ埓乙妬ざれてo呑ヽ･μ,反応系に刄過剰ル在1おドびジェ

ノン沁)･Mす1/袁爪刺と,乃づ鳶必､ア'尹ロシン8帥が俤に良或拐

りよ或々と八て生或レた｡表い乙素t成鳶よクに､アミノ酸の幻レ

がÅシJレ姜ほ沁トかなWらド4-fい)ジエノy卿にざソフ心キ

以じりしエステ･レC叫)､郎､㈲､叫)､(刈〕乞ま戌(たぶ`､了ミノ

香のアノレ奇ルツ吋埓く起ごりDヽっ-心含瓦アミノ赦･クぢ､ザ才

-ノレ蚤を溺ずろかシスフィンφヽょw'ア/･/タ希ズyの鴻右､ザオ一几/

番ほや‘レ亥)いレ姜Jリ海い膜応柊を八し､ブ･レ千/･/仏生絞秤ボ併

ら恥仙(∠-パテノfンfば2/φ､ク¨ノレア千才ン宕‘ばjヽ/φハずた､

かパィド首幻いバ匹づナオニニ･パ彷が1きが毎く､イズヴ凍}が

不レキ/レ応t釦ブか今り刎隊度､ヌ→広ニウム侈卯が`碍リした

け3幻,ス/レふニウム塩郊ボズ,填酸堰t哺ろ,ごいj､攻姜t用

-μ-



表孔　ジエノン沁いこよるアミノ酸(アJレヤレ兆反応

L-alanine

L-cysteine

L-methionine

91utathione

　　汽
Me/＼

coo{)
(26)(3.5幻

　　　　゛りH3

肛sご`c00'
(27)(21Z)

-

ム犬
+

(29)(23Z)

･2CI'

C00H

H

NヴC00H

N
H

　　　　l;¨2

Hs匹c00-(E)

(28)(1.4Z)

H,sぺR)
(30)(0.8Z)

　　　?2
Hesヘノ＼cooH3)

(31)(2.9Z)

ヴc00H　　　　　　　　　　　　　　O　　Mヴc00-　　　　　-H

几c00'　　　　　　　Hsスルゾ,,犬
　　+NH3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十NH3

(32)　(8.1Z)b

a,収季はジエノン㈲l萎律乙し･lt葺吠.
♭.吼牽は了ンモ●.仙旛uてit刄し匹

`･i･･･づjl;削:J;:l

⑧=プゾ辻､

oた滴味1べ:おぃ7､27岬冰JIけ3吋幻lj11うニビ;糸ら咽らか

とペトた,乙づプオニンt釦叶戊､夕童併られプいいt/フィ片ご約

ほ戈･レぶごづム堆副)り夕解如4狗L湾えら礼1.ニの狭今反/むは

3-メ子ル/メナオニン(どダミyU)叫つタ)庫姜栓々杵/乙おける冷孚

内蛋耀瓦応Z.しZ:知ら虎てQろぐ式5)4‰尚陛バいレ式ニーウム竣

Me､{ケぐてクフと○　　Me　　　　_○･

(35)

　pH　9.7-10

→

　　　97　°C 午
-ヨ7-

→

　　　　`りH3
HO/心/＼COO`

(36)

汰幻



妁き釦'臼咽1姜性(哨心/吋)に禄つど,

毛ぢリン(声)が将らえたGベド八

+りH3　2C1‾

(29)

COOH　　pKQI　°　3.3

　　　　　　　　+?H3　C1‾

Me＼|゛へノメ＼COO‾　　pKQ2　゛　7.4

マ〕ぢj〕R〕づ

-3g一

(30)

メ､ルフィ　ト`'□りど乙,ふ

吻

一一

　　　　す3
+　　HO/心/J＼COO゛

(36)

H
N

(37)

吠6)

＼COCH3

　碧添籾賃とゴミノ

あく知られてハリ｡

酸､紆に玄硯アぶノ政ど,の反めぱl雀tzヽよぎ

万心£ば≒ヤンy冶)どタレンCのtμじ`必ど弓う

汐,4考喬扱恥ビ冰jいヽシ眺紅りL則4斗ル財沁フ〕レタナオンと

心応4糾､2-了た仙レアミノフ･1/ハ/ン如赤ら絲卑ざ必穴;玄電

孚池枚扉と,∠.-メ今ズニン･乙の瓦応47)な

ジは､ぃず'姚の塙な&イ'オ々疎ljlZヽ'

のpレそlレイ6がや尽ソり城ノ臭･z‘紅こ乳

ジエハンぐ/幻ざ含旋アミノ赦Qイずウ

庶手きあ進伐妁,tアノレキ･1/私レ､北呟

かべけな/-ィトタ`゛/ダ誘導征C飢バz仏的､匹など]き舒成j

う挙釦J､牛りい;･ば申嘉に糾ハ鮮恚･問題に系呟1リえ乃汐め

tある.



第‥}節　ヌクレオンKい反ん

ヌフレオシドどし7.アデノシン フツ ノ ンン シテリン ､
日
ノ

ウ ジ

ンの令種1;削ヽ)た｡釧製レた直佳のジエノシぐ/り　汐ヽらノヽイ)とヘダク

レオシ片D,/ク/ヽイj)とを米一了払トソ浚合渚様冲､ヨ7でz``2睦郎瓦

応ざざ化｡クフノシンめ璃なぱその遮鮮度ボ低いた必､ジエノン

々のsダアノシンのま肩Sぃす訊ぎ四/耳μどレz茫応を4ざ｡た｡

反応軋討仰頑馴勁叫吾枝八心トフ･･ラフィー/心:μ肯･製し､ズ

ギフトハ/デ一タl勺づ吃の梯建き,釆足む乙､`･tのμ系t炎いこ洙z

め札応応生或祁のフ･ソン塩基馳Fダど･リミタン瑶巻卸,乙ぶヽけ弓ア

･レキ･レ基の慮横疸虐は政往､そ往､塩塞住名ヽ去伜ざ刹茫したしJV差

スヘ･フいレにJづ明らか,こ-fjこと,がざ{た｡ここて`ゼベ`3しハノ兆

叉ゲアい゛いまヽア/゜キ'1･化生或恂oUゾスヤフト少からフツロシ

ンB巾りいノスヘ゜ワいレを東し引くsと:にJづ祥シ札うヌで7ト

Jレフりり｡=のLハノ希スズツいレほ反応生或物ド£`ぃ7､柊芭回の

他ぃ了jレ奇/1/泰で蛋核t坑たアソy瑶基奸必寸び廿リ

のUvスギフいレに祁丿夕ず3ざのご々5.レたポ｡マ

ヘ
ヘ
X ジン娘泰替

ごのい/左

スヘリいレd剔eロのアノレヤレ仏∩吋いいけ,はエケいOズクレ

オシいれハ/Å/Tフいレ牡ど欺･o乙い四づ､瓦応いけ亨のDレ

利レ姜刈いU似LいリレDこ乙がでさた｡しい/大スギ､フいレい

仰レんす幻1エ幻レ厄ダフレオシド`のUゾスベツいレt昔とJに真

7 に弗し乳

フデ/シンの埓宮障､zオ1のア1レ刊レ化生冰伺〔叫バむり､㈲

匯斗幻〕カ吋い水､i減物ひりμフデヅンの匹竣ボア/レ奇ノレ化ご

丸化生或年ご私介｡一札　生成押卸ば箕{(ML)スギフノヽノ1/

一幻一



表

r
h
y ジエノン姉によるヌクレオシkめア'レ刊レ孔艮ル

(45)

adenosine

9uanoslne

uridine

cytidine

H2N

H

l
j
‥

(38)(0.3Z)

　HO

(40)

OH

(0
一

　〇

3Z)

(42)(2.7Z)

(44)(2.3Z)

4収李はジエJン絢&熹伴ヽ乙μ豺庫した.

cts(yield)゛

⑧-o

H2

(39) (0.4Z)

(41)(0.5Z)

,o頂
(4ぷo(79元)

⑥=‾c"2cごどkタレ･H･

やら明らかにジエノンr/り乙引判ロ侈でヽ考苓ことが

沁か｡鳶ボ､そのしハ/声ヌヤフトいざフデノシン台

併りぷのど･一封レた乙ヽど,から(友7)､了/レキ･レ化

り痙度は了デタン繕蜃rば孚くソホ乙ス郭兪で`あ5

ヒ像児ムた｡生成物ひりりりぶ≒ス部嶮りフル午ノレ

化り位厦ばヽそのジアぞタート&幻の'汗/vMgA

ゲフいレにぶ`いで､ソ求ふÅのダ拉に了もケノレ北シ

- 4ど)-



1
允
ー

ジエノン㈲-ヌル才シド'吋旬祥のしハ/差スギフリレz･ア/レ午/既バ州レ兆またばェ如心j〉

ヌルオ外りUV又へ゛フト肛

nucleoside

adenosine

guanoslne

uridine

alkylated

nucleoside λ

　　pH　la)

rnax
㎜

266

264

255

257

242,

244,

257,

257,

λmin
-

　237

　239

　232

　231

235,261

233,260

　　243

　　244

236

238

241

235

λ

　pH　7b)

max

272

268

257

259

247,

248,

258,

257,

277

277

280(sh)

277(sh)

262

262

273

274

λmin

240

242

235

227

235,261

229,261

　　234

　　235

236

240

241

239

　　　pH'13と)

λmax

　272

　268

　257

　260

251,

247,

275

278

263

263

274

274

λmin

四

　　240

　　243

　　232

　　233

235,

233,

261

261

237

241

241

239

286

286

282(sh)
277(sh)

262

262

273

271

cytidine

　　(38)
N6-Et-adenosine

　　(39)
adenosine

　　(40)
06-Et'guanosine

　　(41)
N'7'Et'guanosine

　　(42)
N-3-Me-uridine

　　(43)
04-Me-uridine

　　(44)
N-3“Et'cytidine

8)HCI/H20‘MeOH(8:2)

281

280

242

247

b)NH40Ac/H20'MeOH(8:2)

280

279

243

246

268

267

c)N80H/H20'MeOH(8:2).

245,

248



フト成

　アアノシンt用りた偏合淳,クフニシ侈右のが佐がアノレ千ル北!

気化}減何沁)D,3φ)に/ヽ､/-7痙察アJI/キjレ兆さ丸べ･タィン祷辺

むなった蛋践拶叫)(むφ)が傅るれら生冰特研り右`よゲ主咸拘

㈹の恢幸,jjいヽけJこ伯りバ､反応ヂのジエ･ノシツノり詐J==びグアノ

シンの遭ノtがJのヌツレオいこ〕嫉飢こ砿枝四レそ攻tメ‰名ヽよ

びj冷ヽz希滓リいご乙,t為底jjレ実障/ニ･Jj　4ヽフiソあ･･嘔希と

馮えうュレぐrきう｡原単な了ノレヤレ亦剤Cジメやレ政撒,メタン

ス･レ水ン骸ヱチ/レ)りp/V仙乙宕吽丿艮応蒼､Lた舒必フア5.ン｡,､/-

7作ぐたレい洛ヽ'メタンスルホy甜エテ･1/の璃令､址アル午･レんり幻

跡ヅつで禎リ､ヂアニンが盾のア/レそ/レ兆ぼほ叱むとご萩出ざ吼か)｡

一･者､琳い疹沓姓乞索43了/レそ/レ必剤とルどえぼ'エケパ/ニ斗ロン

厦軋リすどクづタンぴねコアノレ干ノ1/庇y粕合ボ塘如可iごシか吻乃

永マい3柿｡ロのよシな硲癌枚とデアニンが粧り了/レキJレ兆しの祁

閤tか£ずjい蜘或杓㈲糾1ら机ブと=ニいjジエノン四岬妊癌

柱の弦乞乞皐fかのど名えら私ろ｡

　りリジy刄斜僕ルなにば､々ラシルのノv一Hガが了ノレヤ1/兆さ洸

孔隻成物㈲)汐､ヮリボ比較妁払)収軋ご婢ら(ざいツ7ラシノレ

ぴ痙ぶ了ノレ寸/レ尼!:飢鳶jE成物田夕(岬幻ざ祷られた,

　シゲジンの場兪､主ま応淘はシトシンが-3枚ざ了ルnレ祁がμ,

火釦り馴冊)汐､3幻乙`涛った｡

帖-



(-)-(7)

集そ節 ヌフレ才 に･乙の反応

　ヌクムオ乎μじレ乙Eダアニノレ酸0以リリ))`乙仙アデタ4/敵

けリノ`づP)の2雌を削り､ヌフレオシノ､≒｡講右い司様の秦イ竹{'

ュー/ンぴりど反応さ:ぞ化｡その据県､が-6げげ方よび才リパだぃダ

永の塙合ざあ忙yざりン散邨悼武了/レ奇ル砧ざ吼ヽtりしぞ`或ソン鼓

ジエ叉やレ〔ぶ)OQφ)ぶヽよび㈲j)(Z叫)〕を主八した｡

気μ
　　|

H2N

謁づ
(46)

○

十　　　一

NH4　0‾

HO

(47G)

(47b)

(2R)

(2S)

ご生収作附)け2稜のジアズテレオマー凌音物(必糾:叫ム)こm〕

いで併り礼､ふジアズヲ四ドマー･いげムい勺づ分紅レた｡主

或灼c叫)右`ハび吟(浙りつめ構造礼緋素けt;含広スホジヱ.Å

い

眸に

j7ぐ

一どハ1よHロ求釧眸乞刑oリiっ鳶｡j'な巾ち､醇釦む浪分

ぶリ生威甥叫)‘お`よび帥べ)からは対りUタ)(-)'フツロシン8

ど洛いこ打応jづタアレオキドぐ外々吋トあヽよぜ外メけィOが

埓りルヽま一式句沁♭バ`いJ非秀だ暫のひ)-デケβシンβどダノ川｢

祈緋ら礼鳶乙どかラ､}生或勿,l構返ボ`明らかど訴｡札

　ヌクジオ今ドと;了jレ申/レ必刺いり反応,L=.えh;匹ま籾ら弗70

-43-



る.　たと;DダヽマイトマイシンC叫)乙ダクツヽ/レ赦ありびずうリ

宍レ赦いり反廊いJリン蘇郭裡ごのアルそいn□い抑ヽ叫ら遊jこ

とボ報否き吼てい3　49へ

○ O
U

H20CNH2

NH

(48)

　グエノン加)によ乃ヌクレ牙パベヌフレオ今四四ル･キ1レ兆反

応にJづ侍られた｣=ニ紀の禄果ぱ､今妓匹//けジエノン㈲いえ

応を兼釘1い==:ご持心誦斜以ロ見いN石いぺ‰礼ぅ｡

一亭44,　-



拓5章

Lし辿

折とメロヤシスタレン配桔脊類の羊駄ヽ績逐おJこ吋會或

哨らび 缶厄有からの じμ`ロキシス レン捉劫征類の

　　　差鮭

　りブトにすド0沓舶到ぷ核に仙り寸忖鰭レ41必裾姓島分

いM)C硲z章､話Z節)カヽら､殉らび発推刈質アタキロザ/1μ

出ど共に一迷りぞル白]寺シスチレン釘塘彷㈹一的糾朽れ

た
粍即,幻j)

∂

ヲト寸ノfμ-ど側)

このう乃グ回コシμ/lぶ)

Zぶ)

功
は既知も冷物･zヽ'あり､アテ

吋引用文紅にリ?冊μ叔程舌ざ応‘いり｡

章n仁ニホ哨配功4の単剱じク{ラト

寸.イ片丿仔7)､アケラトサノ1μ`-a卵タの

梼遂､βよ:ズアテツトザノfに/1叫)り呑

ぬにヮぃてざギろ.

妁 ら仏妁糾j£函尽C四)のカクハクロマ

いフツフィーけリφゲリレ)におぃ7､

フタキロザイド巾よパ糾D)冷･風兪

じレZ叶核乱ど七い]キシズ今レ≒ン配塘

拝 C 匹一仰〕奏幻吻カヽ研いtブい審2

孝､荼ラ肝､回牛)｡= が以げ吋征刈

(ひひS)シリカゲμ/カクヘ乞哨りた

Fz-c匹あり夕鮮鵡髪j3と､ヂテラ

バ
　
　
ト

ザづト乃匹(松汝哺らび■量から刎X

摩か汐ェ2φ)､デケラハヤドそGり

-4ざ-

(51)

(52)SI=H

この

押〕2ぐプ}μノ
HO　　　ORI

(49) RI=H､R2s

(50)91=

H肩1
　0H

】j R2=H

　　　HO　　　O

RI=HR2=QjL7j
　　　　OH

R2=



(ぶ)oリ()､デy引ヽサ/fドーご印八り,クa/yφ),フ句づいこJ

帥)Dタ2州つが併ら水‘た個11)｡作札別り分魅冰ににマ

Dp片卵レ)収ヤで'二吹ら£-どよ口々ンスそレン祀趙扉が誹ら吼た
μ)｡

10 20 40

UV

RI
一

　t

拐Uヽかとμ'o午yスfレン配瀦μの

　　　夕取あ走秉祥即マ}ヽツヽ'ヲム､

-μ-

カラム:叫gl匹丿卯Sj㈲ぷぶ)
籾釦相:后哨一巾阿訂こ好)

追速:μWノタ

賎かLハ/r2叫9)ヽRI

0 30



柘Z節　ゲすミ
ー-

ずケラトすづ

　舒択

　紅　炉､

　タ}式

　鉢t泉

ト
μ

UVヌ､/＼リドハ/(メタノール)

･tt　/1　ドペ方よダアテ に-Bり績造 荼
八

9
'
/

-.4㈲ハJずの回り詐M謀乞潮1う

　　　　　　　　:蕪色封恨ぬ

　　　　　　　　:/n-/だ叱ぽ一社j､ン)

:　C/9出J〉z｡

:匯堪-/吋リり,岬軋式)

:万乎μノヲ､四九μ紅/7紹,或)､

　剖らmご/μクノ仇)

　デケラいrイト/回手?D戸出Λ川Rズギフトルに幻プろち'個りシクヽ'

す/レ〔&ク;/ハJ訂訣tt゛或2H,/ば郎/空,汗2,汗3,斤5,汗()パ7Z

(川)(フニ/M,//,ク治,糸7)､ふμOH,μ,升/7､j,/ヽひ冷,汗み)､

ぶ
　
夕

2乎(出,以,芦//･ら/.吋叫斤ね)〕ぶヽょW‘3ご一入/MRスヘリトルに

けう6詞のシアナjレ〔ぶc/□jリs,匈､/址7μ,ひ7)､/以ざ0,

゜0ヽ/2かH必,ひ3,ひ幻､//7･7　Mパ叶2,ひ0､//ダ,阿九付)〕からか

∂す襖ズケレン楼這｡㈲tわ目こい吋けごれ鳶｡ニの績遠的

ぼ恂述りUV又ギ7いレからH以炎持ざれ匹フ付

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HO

　　　　　　　　　　　2　　3　　　　　8　H2S04　　　　　　　　　　　　Me　　　　　　　　　　o

(c11H1909)'‾○イ〕yノ石J゛¨o叉y{ノレ日紆OMe　十
　　　　　　　　　　(N)　　　　　　　　　　　　　　　(53)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(54)

ラトす/fド硝

H(ぐEと4〉-`゛OMe
　　　(55)OH

↓

　　OAc

(56)

e 尚
AcO(57?こMe

低妁

一卒7-



(乎りの残さ叱た邨會ごい昂9の

ぞワトル糸ら精ご函ろ乙乙

㈹11酸性肴伜下､如メク

りミヱZ球のメテハ/ワリ

ニの恩右何じぼ･り､㈹〕

ィー1りづ布紅ム乍と.こ

コ

S
　
う

j ば ㈲り/MRあリ宍･3C-/りMRス

が推侃ご札鳶･･衷裸､ヂテツJヽ-ガイ戸/1

/一1レ有解f3どフエノ一ノレ誘尊禅価戸

シド゛叫j)､但ハり浚な㈹ざ得5れた(戎リ｡

アtナjレ砧破､主成布ILツロマトアツフ

メチ/レ2,j,4μ-テトラー∂-アぢヤルづ-p

ワリレコり'ラノシμひり哨`よびメゲJレ2.ふ李づりづ一アt今Jレー(メ,-pベシ

ロじ゛ツ/シド`ぐ均が得ら亦た(如7ミ)｡=ニダにズから､ずテラドザ

イドづ㈲ハ1糟ヽ61てp-ヮ`リレコ一スじp付シG-ヌ念冶す3かど寸

ロ寺シスザ1/ン印りの紅

　ヂケツトす/1トご-メX削)に首け32孫り塘り結右棟式ば以下･Jこク

にして泌派した,,Tテラトサィμぺ俐)の/3シÅ/MRスヘツいレに

右ける2っり了ノマー池.のシクブノレG`｡岬,忖必,/ふ匹/幻侑,ひ/つ､

/吋､/泌,/J朗=/リ冶,ひ/つ〕凶直廷ズひンμ右忙教いJ回)め僧

はヂノレコ一ス,そシ〔匹スがりず``れ6β配を?`満3乙どを名してし)

'9純≒　こりこ`乙は､デケラトすイμ-Aヘヤ寸了ty一ト　帥j)め哨-

A/MKAヘワト/レ/乙あ`けろ2フのフノマー位のシダブμ/〔仙チ,祚

0巾利Jリム叫,出O,　チぶと/凧必,Jり,9厨/か/つ〕の汁/仁汗2'

あ`よズ汗/″一汗2″'スどンμ右弘数の僅からぷ夭椅吃礼る匈｡汐に､

ヂう'ラトサ4トノ1ノxキ寸アtタートぽりり引-AノM/ぐスノい7/ヽ/ひ/こ

お`いて､クぃルコ-ズの出がに冲馮ざ普ろン?すμ/〔ら討白r/り･)､

y､㈹Oμ,刈]が了ぢナμ息ンフF刄疫け心い呑りごじやら､ク'″/レコ

一ス･;り乙の祉農ごc-y)でキシロ一スがゲ`リjシμ`μ右uてt日ニ

ど以明らかSなっ鳶,乙のシいづ､ゲフツト吋づμ州㈲)り火一ハ/

　　　　　　　　　　　　　　一享g一



MRスヤフいレド宮ぃて､ワリレコースごy〔玉作/洵.z-いヽ``ロそ

ンス今レン匹p-　7･･　/レコシ(釣め四≒り払4シハづンくらへヽづ･タ仰

低祗塙シフトレて‥)1〕缶リWひジ〔辰7ぶ,4必.かいJヽ0ヤンス

今レン糾yク`リレコシに'砂j　りひグのjいまシフい乙くらギμ即･ヽ高雄

場ンフトレいり〕にク勺コシノレ北シフ1-ぐ訂)が親冽さ吼3=じ

からぶ支将ざ.(た九以よの端豪からアすラんずイト/l肋司肩舒

肩の鴉l蓬は､F　p-　.=XシロジツノシJレペ/心)-β-p-アルコじラノ　シに

ぐβ-フ勺メギロシに)どJ京で!た｡

6C

6C

76.4(△6　-1.6)

69.1(△6+6.5)

OH 万

ベン
1″t6c　100`9(1Jc-H　'　163　Hz)

104'1(1JC-H

　　　　　　　　-

　　(49)

=157　Hz)

半ご
HO　　　OH　　(60)

6H　3'48

○

,3.80

二,

j 6H　4'36(J　'　6°9　H2)

　　　　　(59)

H

6C

ア?フト寸イ片一B㈲ば使の回パ印出購t肯jL,

　　肪　弘`　;唇包刺牢

　　タ手ズ　:　ら｡心卵

　　採も度　:[メ]y一休ドび/必,衣)

　　　　　　　　　　　　　一対-

4.87(J-7.6　Hz)



Ac
e

(式幻

OH

(54)　　　　　　　(61)

　　　　　　　1

　　　OAc

(56) (62)

A e

升卜

UV入へ゜フいレ(メクノリレ)

s
φ 2μμ/7叙ク)､2鈴(/押,吠)

2明,･(//卸ぶ).

デゲラトザノ1ド`-B㈲)の出一八/Mgスヘ･フトル

7トjレ右ぷ広しノVス/Vフトルから

'3c-ん･Mgスハ･

ヂケラJヽサノ1μ-B叫)ばフ゜テラ

ペドづ削)じ|笥じ了フ勺コゾ､£-どネロヤyス今レン肘トを淑

ず3ニいび湖いか1なっ･鳶〔精遠的〕.デすラトザイK-B吻)を

酸征釧やヂ､仰メタノー/1/ぞ解11にフェノづレ剱尊4印)と衣

に

〃

/

リ

2冽Mメ今ルワづコシμ`肘八び/)の汲存匈ダ得られだC式y)｡

心応有同〔肘),洵〕tア乞ケ'以6仕ヽクロマトワつフ4づこぶ

分匍い膏Zこ3､ノ(やレ2ふもぶ一訃ラづ-ア乞今1レJ-p-デノレコど゜

ラ/シド叫)お`よ仔メ今Jレ2,3,今づづ一少ア色0レー,･,-ムーラムノど･ツ/

シにび2)ぶ祷ラ4た(瓦り｡っの飴凍より､?テラトづづド一S

㈹ぬ尊祁4(ツ/z出,り)はp-アノレコ一ス乙∠.-ラゾ､/一スから成う

ニZ が明らかと.尽｡鳶｡sれり2個の盾り緑右株或はワ9ラト寸イ

ドA㈲)り塙ない則4ヒにヌ疋し瓦｡嗜与れち､アプラトサイg-a

　　　　　　　　　1　2　3　4　　　8　H2S04　Me

(c12　H2109yoプニ汁ぞj函ブ¨o{}ベミ･/｡
　　　　　　　　　.(P)　　　　　　　　　　　　　　　(53)

一加-

HO

十



ほりの'3(ンμM尺スギフト/レにおぃて､Zフのフノマ一μLのシク¨す

ノレ〔&怜2　rl,　‘J9=/μ洽バぞ)､/む,/μバJ仙=/73厨パヅ')〕

の直持スg･ンμ右栄奴代rcJ)の値カヽら､グ'ソコシμヽ峠有の立禅柘

厚がドフリレコース必`あび兪クムノ一スt`泌jニ心がホざ雀た匈｡7

ヽにぴずテヲトすィトg卵)を.アtテ･レ必Lt誘弓れjダプラトずイ

ト6ヘヤサフ乞タートびりの哨-μMI?スヤ7いレにぢぃ7､ク¨ノム

コースのH-2'に帰ノ£ぎ吼Lシツブル〔恥3､釘川,4,升μ,対禎)〕

ぶア乞ヤレ尼ンバ､t女けマ八}ブい)づルからアルコ一ヌ必5 心玄置

Cひ2つでクムヘノースがクつコシμj舌右してぃj乙と.ボ明らかどな

√た｡ごのさyンぽ'3c-/vMIぐヌヤフトノレ匹･おヽいフワリレコース　c-y

〔辰釦.∂絢｡かど才ロ寺シzチレン/9-p-クヽ･/レコシ吋泌)のひy凶兆

倅シnヽに比べ'あ//'M低泌場シフドしてい31, c-パ〔a怜2

幻･　£`じド`oヤシス今yy芦p-グノレコシド(拘のごザり孔4シフト

に兌べ'ヲ､/印9漸狐場シフトして〕りミ〕およぜひ3ズ島Wぷ沁.

各ど片o奇シスケレンり)-デル]シ片㈲り四/が64ンアい乙比

べ/,zf肺為証場シフトしマコ1]にアリコシ/レ兆シフ/ヽ､DDボ観

丿叱れうこどヵヽらぬ凌孫ご!充絢,仙よ･の名察寮ら､デテツ|ヽすイ

　　　　　　H0　7
6c　76'8　(△6　'1゛2)づ

ぐy6c　99'2(△6　'3゛1″1Jc-H　°　164　Hz)
I匹6c　80゛O　(△6+5'1)

1″心6C　102゛1(1JC-H　°　173　H2)

-ぶ/-

ト､6c　99'2(△6
犬6c　80゛O　(△6

心6C　102゛1　(1J

(50)

2'y6H　3'87

(63)

Ac

AcO　　OAc



ドーB叫)冽桔弁々の扶逢ぼ心乙-ラムノロラノシノレイ/ぺ)リつずノレコ

1グラノシドD-ネ才ペスヤクyシド)乙オ圧レた,

　ニ冰まzグに大然かい斜,永鳶£吋白]キシス冲レン配肩訪の倒ば

靫ヤ尽く､/?μ斧にわら以ヽヽ斜仰 4,�加s　k沁k汀からゲ/レコ
㎜　　㎜　　　㎜　　　㎜㎜　㎜㎜㎜　㎜㎜

シμ`C匈切が碍ら求鳶祀､/灯丿乖にりツジロオ手りコシダぐ恥尚呼私心

右辿£加怒リかいレケノンμ(デリコシド゛/リ印j)絢ダ､ォ)りび'料

のコ々シ｡yンダ(出6r司e
　　　　　　　　　-

k油拉si 油応)から了ロシド゛(クいノコ
ー

シμリ研)句φ紐0シ吼てい3のみごある｡な石､フフリコン吋-

乙白トい･ス今レy収ハお?6牛に植句岳色･々竺き垣竺しり

片油政今乙四単剱さ.礼が仇

証四
HO　　　OH　　(60)

訃ダン
OH　OH

(64)

一タλ-



蚤∠L症　タテツトずイづの合政

　面いA偕栴呻咳のアH･ロ仰→㈲はラッけ鴎孔哺既･ぉヽょ

仰抑粕乙灯し縁幻丿必舶呈幻リいい川zブか四八第2零､篤

今節)｡今ツH四徊≒Hい刹M池徊出幽会茫句C第2章､

享2節)含投与才3乙‥に訟ヨ種刎4昴払外副ず臓印則㈲王肥火が

牡衆さlれが≒この季黄からヽめらび･乙はづ'yキロブ･けツ9j)以外

則T眼t様約臓翁ど･七う拾恵往卸影が`誉求丸･zハり司蔭性ぶ夙唆･さ

雀た.スナレンはj屏丙Zヽ式鮒落住私ざ永てズケトベ卜い寸ヽ餌タ

t生旅13s　n作口られzい抑穴　ご･の又ザレンづ‘七シド'μリご/j､

t黄制ヽ生りあ`よび必点碓りの恥3べ;が'紅哨ざ徘マ匹3.したカら

て､喇 らび'り 特徴釣或有ど･しU糾暖さがた一逆の£七白]キシスナ

レン配桔排〔yア孚今μサづμJ㈹､ア尹ラトヤ忖ご`-8仰)など勺

が'ラットり肘臓に忖lj弱ロ茫底柊の准囚押賓い1尽ぃかと誘ふら

れ仏々こz≒かい``[けシスナシン配超彷の

守t{吻ら仔り或嶮とぺZ堵教幻名{のかりフ･

尹ラトすfドーノIM)に9い7､そり雁遂り減祀

お詐ぜラヽ,けュ封づy齢庫嫁り湊密いり碓糾き竹

ラ仏り合成乞付7た｡

分易にXナ可鮨な4づチ

pリ¨ルコぴラノンド゛価夕
切

(ド
(65)

Jレフェシノレ2,ヨ冲,かラjクー少ア玄令/り9

t原封乙むマ､回/2･乙ふし孔な式錯路に

僕りずテ四ヽサイF`J肋の令政ぴち九.まず､摩料闘をそ綬

帷の瓦応〔四い夕/-/レ引今州パ巾ゾ巾朗九　りトリ仙レあ

　(堆柘ドザノレ/ジリジン)､j)了どケJレ兆(椋刄酢酸/ど勺六ン)

妁聴トク今Jレ北∩七C)-ん:哨)いてあリ令エ々/レフエニノレ2ふ乎づリー

-タ3-



y刊リ'レβ-pづノレコジラノシ子約･心支檎レた∩喊玲刎ぇ希

nφ)｡核に､HJ伝H池　の膏杵叫ゴtい``〔Jt-pベシロース絢

含糾ドり凹コシいt乞々D)〔H湊り2､HμΓ2　/訥3cり､望季し

ぃり回レク句コシ吋μHじ游｣1ジずリコシす了乞夕づヽ絢t

鳥逞拭妁に得たH叉ヤr仔)｡光具糾ど,反応にnジパコシ片ア

tタートびりのべヽンジい幻ドー7位)t曳素を

(N以心/A則づc洲£竹ぃ叫かドン鈷導侈皿乙レた(吠牽

ワ3φ)｡ご-のと今勿&りのスVフH/データ右jこ訊紅沁､皮も度は

ずテラ}ヽヤイレ.4　･7)ヘキす了芒ク一トひりめiタのど妬左/こ一戟い≒

Aco

OAc　　(66)

　尚AcO　　　　　Br

　Aco

H9(CN)2･

　　　　CH3CN

　　　　　　○･

Ac宋J
　　　　　OAc

H 9Br2

1)NaOMe/MeOH

2)TrCI/pyridine

言白ダ
AcO　　　OAc　　(67)

1)B｢2　･　N8HC03　･　h゛

CHC13

2)N80Ac/AcOH-Ac20

　づ
回ゾ

OH　　　　　　　OH　　(49)

3)Ac20/pFi　di　rle

4)H20-AcOH

尚説

NaOMe

MeOH

拐/2､フ･テラトすイμ″J�)りな或

ぷダー



4蒸

〆

W 仙メタノー･レ兪齢ぐ旅副e　/Me田jいこよづ了乞ナJレ姜乞吠

式しデテラトすイト4附)t得た〔収孝甜(凍豺c尚4ヽらF段楷

の仇季紆φ]｡含或し社アケづトサイトノ4湘)のズダフいレデータ

(エ(UV､冊μMK,/`IS)お`よ択`趾互､眼右度はず)ら忙よリ

将ら礼たづ･ヲ'ラHト∩ご-Å俐)りぎのじ妬仝/(一致に々の精遠を

護結■う二ど以ぶさた｡

　ずララトすイμべ叫)包‥ニの首汰で`丈童に合或ジ､ツヅノヽに縁ロ

根孚して於息栓t雁紅レ菅以､無系ぼ改柱ざあリ表征どをく瓦ら礼

なか･,参,凭バz､jlり沁乙唇まれ゛るバjいリーし片ロキシ芦ケレン

酔糖併Cプケツトすノ1レメけ手7)､ずヲつレサイドB岬)なび]ばφ

ら状丿拾癌往に閲与しでい瓜ヽ･かりど色)わ成苓｡

-ぶy-



第G単　妬論

　/?砧卸四)らびの誓癌征がぞtされ7八系､表茅にゐたり懸ず『

馳灸めらび刈糾訥厚刊訂冲駐いがμt透心剃HjL七す

万分)孔柁射こj和な部弘分紅かHぱレ､φいツ哺兼ぼ函有乞

i
凹

ー
y
'
Q

し
ガ
　
サ

賢し､z･のあ兪よリ不壱烹引豺討咳フ･タキロサイμ印を単敲

札

アタ申ロすイμ出の早必績進きスベリ∩レゲータ･おヽよ沁応夕幻

μす}ヽラア乞タート㈲りX核甜晶蹟認解冲∩四づ球尤レ鳶｡

その結莱レアタ于oずイずば夭似には柿なノいレダ`ン寥ノノ･/ちズキフ

ノ‘/ギン配雌彷帥で考ろごと.宮耐i;かに1,鳶｡また､勤物ダ験によ

リ ヮリ今ロサイμ洵びφ5び孫扉征のか右ドど粛匹めヽタ牛の絢

らx冲毒庄の准凶押yごJろこレ6り月らかヽ乙鳶っ鳶,

OH (9)

--

　デクヤロザイ片巾岬冰姓型で'右るジエノン必リ,9アノ1/キ/レ尤剖

い1引kん柱訓鮒いた姑柔､ジエノン仰は生祥かを}の塞ふ

一以-



ヰ尨ざあるフミ/政洲

オケ白レM/ヤレ庭司づごい引ヤ月レヽ今アノレヤ岬6知べ何り精遠

を,応郷り柳Z､乙ズギフいレゴI-タ,S泰､心分艮レた｡

(10)

--

　フリ今ロサ月に消び将られた沁らw'磋癌紐画有ぶソ,一廸肩斤

瑶f吋ヽ`〔けシス少レン配湖叫〔マケラ寸サイμ゛り砂り､フ･テツト

白ド`-B脚)尽Z勺亙孝鮭した｡アテツんザイトメ1糾jヒ.アテラ/ヽ･

ザノド乙6(加の繕遂乞スダフト･レゲータ乙七摩妁方jjい(ぶド丈良む

心いこヂヲラ1ヽサイg-メ1俐)のな或t追成した｡

ダゾ(49)

-5`7-

1



第ワ奔　　火験の秤

　　　　　　　　　　　　　ゴ逡走

･融が､(叩)は刻幻yJ気

･坑尤皮叩.は引;ヽ布尤pエP-け/聖ディジタノレ玖光釘を朗ヽに測

伍し､″[幻1度:旋尤皮回凌軋冽児恣裡)"と紅載レた｡

･果外咳収スヘ･7いし/(U()は日かタ尤リ＼/I　DEc寸/り望ダア

フレど-zヽ･自紀夕光光度釘t焔､)7渕床い1､l､“しハ/り･ぽ唐城)

:λ･9x暇吠柚犬催雀Gぞ/レ喧光任裁バ乙記減レ鳶｡斥あヽ､旦

巾いt核レ角匹/八参咳呪堪sじご凌刄した｡

･素外咀収スヤクいレロK)I孚fEぱ布光J:R-£寥f右ば∂矛右光

エK-　F/り型泳外嶮光光度釘t俐97､滞竣議Cクロロ求･レム､す訓j

凶參化丿象j)4伺丿寸旅姓刹球にJリ冽栄乞府バた｡測茫征g波数

rc(リざ゛紅載し､λ数祁正いリリズサレンフィノレAt珀り刄｡

侈右引え希牝昨釦乙蚤碓し洒の妁･ク嘔収は5んH

ぼ♭rど紀載ムt｡

./ド核姦仇共喘スャフいレい叫AノMKハnLHOFかかa£

　ぐ卯パ冶)､7ョ本巻孚､4X-27βΓz卯り治)､)ヨ本老孚Jんりづ-G好

　沁7クり心j)､)EEJオ毫孚4かがpい叫ん伺リ､Eぽ悒j･　4かかク

　ぐ作ク叫/01Jい‘z冽患含好り､″出-Aノ耐Sド廟児襟器･M冶,

刄僕涛姓):化琴シツ以H末系数,汐戻痕プごン珍必グ斂)''

じ紅載rt｡厄岫シづい釦孚ツリ､ツメ少ノ･/シヲクけ何s)tぬ辞

恭孚μ`=ク)どし汗ごz`(衣系しか.七官し､奎衣すざ簾使ぎ行｡

-ぷ?一



た備有の囚却暑悼いF･=o)/ニぽ2,zづズ今jレーz-シラギンタンぶ

幻レボン赦ナトソウムとp5s)乞珀り乞,が吏度ばsr孝一緯ハ

λレ'重.鎮ハも(j一垂挫ハfnタ垂禄)ヽ戸所(五童鉢九

ツy汽刀釦

ク
き
ジ

`ブ/レはJ4P14

iy載レた｡か右必

P卯机心jC載し7ヒ.ヌひン括有伍数ぺD　･Jヽ山zヽ･

客万講右･ふ､令手わこざけう末則F}訓な慮t明

亦し仏

･九一桟磁荒か船いりいレド3C-A/MR),1日岸惹}Hリ匹ど

OzヽぷM吻)､1ョズ毫呑4x-27∂り7ヽ針ィ心ハaぶ老孔ひ/ルご

/
角
び 汀りZy四がつtか七し剥応し､″牡-A/四べ剥知芳器のM厄

剥忿可峰)こ柘律シツレ値と戌条数､が吏洩､ズμン据名良数)''

とぷ載汗刄｡布呼シフトイ置ぷアノヽづぶ釦討りk厚万y=りド)乙け仰

ず表爪レ刄.タタ吏度ばずフレソサヅススヘリトルにバ栄況レ用-

μりR大/Vフトル･の塙令ご剛釦こ,表広レ仏ス才ン鈴右求兪は誠寥

に応じ`て児-/パj括川yンμ右ヱ数(け州)の値を我ご紀栽し鳥

作礼刈nト備右冰､布}和乙方げう戌恥凍}の位差巷削牙､しブE｡

･資童スギフいレCMS)かJズ悒3･　Jりj-∠φ≒z回を同ロ?冽之

邸Lt｡剥烹議とハて/刈iレミy衡撃･けパい大いシrパぶ,イズン

化老μフク6刀､紀献暫巻手衡劈バトン七戌ぐDEェ8μ,イ才ン

ルぞ良卯Jム)､脱鮭祭兆冴イフトン亮ぷいパェパぶ,反忌がズ:

メグン､イずン七老八2タガ八廓迷涼}街摩イオンあ泳ぐ斤刄s

Mシ)唇迷用に“剥y浅;ゲz帑量数い脚1弦度)"し記載した

斤/18パタの鴻右､マリソタス刺Z･いづづ£ロづレを痢り≒

屈引叫汀量ハツトノレ川尺Eェ肖ハ皿pEェ心へH臼)

-､タ?-



cいり､りロリIBトノ順)が3がを}Jりβ-ム今2肖tわ四測

グい仙乍｡

･蒲層7ロマドアラフィー(丁しc)は瘤新削にばE.陶r4紅丁

ム乙フS-トいノカケ勺ノ仔ら抑　と/吋､巧/幻恚`よダ乙/‰rck赴

HPTLごデレ一トKP-&F2ル(かt,/3z2､ぢ)t旧o､孚取用に

ば7E､/‰r政'紅フムcアz一一トシリカゲノレ印ら作rルtヽjフノ約を

痢ヽl化｡アム乙.1ニーの花右押司検出ぼUVラ)フリ汀W訃)膀釘ブに

て竹プμ)､ま孔7φリンもドyデツ肪一彷ヅ･エタノーノ･/米岸冶rF

M4)客鳶ばダヅ･ニンど-μヽソンーかゾエタノづレ水准皮匹汲ご方倭､

似椛ヱ幻鮮発色ざぞjつど.にあクデトた｡丁ム乙ノ乙よ5兪防剱孝ば

外ずのように託必し､佃拝辰づカゲ〕四塙なぽ=削抑)記載を応吟

し乞.

　　原斜

取粁t庄起勿

　　生鴎勿

(雇剔㈲→)

)即凍飢舒

抑彷

刄開摩嫁
拾色泳

●そ色奸

o吻ラムフロマトク乃フf-にぽ特に紀載ぶ与り璃右

准考シけ7ゲJ/8糸沁o　M判司り荒｡

･ヂラジヱント渚かコいJかぢ禿4β-ん∂を吊o礼｡

戸咄一函心哨

･高迭湊体ワロマトゲラフ4-川Pしcルバげ有光HェR,

丁ルR一互名リヅ四T恥)T/げ一斑乞吊ぃて行,た,可徘糾/ヽ夕差

尤度打いづa牡今{しべ川p亘cづo･石ヽn八八川pE(-/匈

机乞わ)万縁､2作凹/乙て丑ぬに示希系杵釘いバぽ如裴エ

-6∂一



Shdり　R工　託ぅ/tわ)ら

･州司μ催いJ堀塙駿作片州メ一ターか計汗を糾,心

　　　　　　　　　　　　差求禄隼

反応か避哉の袖お迫識が陀功,ま､がラヌ写に･めた舜木疑肘ずト

坤ハ/リツム£迷1乙ど･こJリ竹｡吏｡訪洗の滋μ護縮はアズと･

シ'ター湛瓜下けo~沁･dn祁゜ご以下ず竹.穴.真堂ぶ゜ンア詞誠

匠下と紅池し北堵右､}ごライ了ィズーア玄Jヽン遠で片坪□いヽク｡

アを奴リイ|呼湊各ぶ゜ンづリ誠辰予けり/-･吟)ご杓≒た｡

`
一
/ 娃おヽよダ試 の釧製

･どjソジン:太骸化吻リり4t卸i一退a爪ル予備乾功レた各のを

用い仁､

･飽求.メタノペむ/:參属マずホシ々以5ブ童のメタノ一ノレC企使序

量の杓沁堂クカう窟系雪囲気ずμ袈レたマフ'冰ンウz､メト{シP

りいs3時問ぺょ.髭丿私還為レ昔伎､弗斥兼悩レ四ト,た｡

･すトリウハ又1､キシk･の泳末メタ/づレ諸竣ドヽクMj):蛮素が

廓t下､弑府さフツスコに琳水x7/-/レ即4乞釦え右佳､冰埼ア

永為すトソ々A吋りt如ふ,缶属すトづクA叔メクノづレに剋ま

に涛吟ムプ1がの乞恥･鳶.

･派札アぢJヽニトリノ:れ糾ざjれ匹水巣兆カ/レシウz､乞如えダ糸

啄凶気下､3時胡4｣こ仰秘違及レた政､弟斥イ留レたかのtlヽげ.

･塔私いト仙匹シフロヘ奇すンよジ壽禄品ひ£&りt畑9仁

oイオy交哉侑賠[了ハV一つノ|ト　ヱRc一兌リ/づ繋)､了ンバ`-

μ-



ツィト　ご他助けりト)]ニや践め甫脂1/匹jぐ吋厄ナドノりÅ氷

房浹仁沈浄し首哉､遂迫がか}が乙万ろすご承逸し仁ザ〔zへ//xノ

琢赦で遂浄レ脊含､逸汝ぶ吋栓にな乃才で泳堤しだ,フト障伴をz

回珍り逃ム鳶佳､メクノパレmか)真雪ぶ･ンフツ滅圧fで社煙ざせ

孔名の乏月モlヽ1昔｡

･アミノ肺:申昧りド池.い体じ)回の含屈製ず}乙ど今く使用

レ瓦｡

･虻巻ふスホジエステラーざ:べ`-リンが--マyハイA-ふえ凶

㈹装岬釦ヅ･クリ巴aぺ/太房浹と凛崖パづ肪糸/以)乞/斜げ｡

μ-



　　　　　　　　　　　　琲2尊の哭旅

ゐらぴ`よジ発泉縁画嶮ぐVM)の綱髪

北湯迫冷寄/c77月に探旅し限乾む化オ)うび所心,4涯辿竺t

吟r. 社心ご仙c･託却料し乾功妨未.乙した｡こ.吋幻濠妨来対ハ'jリ

の杵涛4リ勺ク今顛希彿佳､氷応rづ渚すざ危考レ訪を月い回違遇レ

ぢ,バ珠にっぃい笥枝の杷溝柚私樟作含4り乙z回靉り延に幻如

えめ米袖出迪aぷ)乞侍た｡コ･のれ掬出湊ty叉まご祁･ど氷ヂ/こマ

議邸佃い官伎､ダいツ一庭故爰レ生咸匹沈叙t七ライ/､乞βj

ぃt魂削レか｡札沁尤を掴りz違殿乞兄浄娘､場遊と,沈渚じを右心

七Lいに゛和t攻下･ぺ扉斥溥紬い得らえ鳶え涛浹に街脂アシハヽ゛

-ライJヽxλp{r汝侈楕かot加え1紅蚤ご7剛湖撲井し7≒

席脂t准別レ火2以乙ヽ僕浄後､准倚いわ灸乙を右吻ざリズ李7ヽ≒卯･ご

x下にて漓辰4烏した併ら礼仙X房竣含教レい前脂アyノV一ラィ

ト　X/に)-2勺1拝榜す仁いパ同槌以り釦,､樹脂い象滝ぃ遥湊

いご有片た,浦凌い尤決と乞有必ぜ斗()t以チに7滋反淳循レ鳶佳､

冲μ乾頑レ祁汐㈲束はM)jりJな埓乙一方､琲脂づ釘針わ稜/抑)

をメタノづレ/以中室渚ご勺叶問棺抒し忘佳‥漣遠しメクノ一/レz令

ぞt叉冲レ鳶,濾凌レ遂凌レ5;含φ芒祁りパいこマ議芦4扉ムβ嵐

冴移紅煉し祥&粕米位利ぶりt埓北｡ン,り席肪吼為画丞江が汐

発かい紳1哨しt残な､匈以禄作L休下めよいこ吏更レた･jかや

y哨ら訊≒礼佃出液0パ)含疹凶了ン/v一今イ1ヽx.4/ンー2に2度

唯かyせ乙倅られ訓刎ド乳剣札積/Mタ　ぐ荊汪)をすす水一メタ

汗ノレ臼:ハ)Jズぞ営滋ざう時間催井伎,浦遜し求Zリで侑脂£

心礼も｡譲逡む浪沌t尽如七浪ぞ沙約と;レβ｡作り匹指脂t

　　　　　　　　　　　　　　-63-



メフノーノレj2ズ申蛍漆で勺吋娼催抒(　充･けす一亮旅j!蹟､濾刈

レメフノーH/むyび'遂浮シだ｡違或い£僥とを.有4ゼ;郷t,片fに乙

派斥.浪泌桟つれリ獄ド,函をぱ-的躬ドS.祷色貧素と.しバ斗に島

今ぱ-○を哀飽和り,フ`?ノ一ル片らヱ,s房かし､やフヽリノー/レ館

舶の氷g抄以z勺回柚出レた｡衣袖出逓(/?μJ)おヽよr,フ゛タノ

ール肩∩ジ以)をそ或ぞ永斗吋;ぺ下にて誠兵渫諮攻､4甦柁堵ぴ､

痴有浪伺2吋おょダ画有匯8ハりをヽヽす`れHめ色お米しt7埓た.

函身叫･4)をtフフノづレ紹和凶永かクW/こ痙心ヽし､氷蜂糾yごフフ

ノ″勺レZ卸μざzQ回推忠した｡氷層(μ,いμ)あ冰W　･1-7`'タノー･レ

徊必議□L)をいい゛れ乎心刄下にバ紐･浦縮佳､4μ乾煙に

画布Cyリ7.幻匹四恪を(W-o/りい才れり牡滋系6し

て緋匹ガに画命C炉Dtかメタノーノレけこ2)/ハいいヽ匹桁

じ
a

4
n
･ ドHrペレ埓4/一肘(c)(遂体桟ぶの以)t和え峰温に72好悶併

弁桂ヽ雀遥･ノ水ざ楸郎を洸浄し化L2xzμ4､岬ぃ1勺`タ以)｡遺

攻y･進遺Mぺ

乞付t･一方ヽ肺鮨乞かヱタノパペT/り)2j申ダ壕乙う叶問椋

粁佳､浦通し排脂乞工夕/一ル2おMざ万回遂浄した｡琲貼ttら

にメダノーμノ2叉fでz.時間垣仔桂､誰通レ剔脂乞x夕/-ル/ズ

yえ浄レら水-エタノール(/こリ准鮭液､メク/-,レ渚魅途かよ

ダペ札りしり奥浚Lトぃ百幻り収4栴佳べ紅り以9吋峠新太

汐-B)だ川哨1ら

一俘-



71)らズ硲癌住抽必函有収づ1)かい芦タキo今イド巾ぬ単敵

　荊送り掻作ご得られた吻らダ茫魚哨釧4釦分(フリ)2}をメタ

/づし/匹ひL准かし､戎ヽ匹ルい6わ1/冲ドH(乙β棟､誠幻軋陥

レ､jい乙湊ヴズンヂり誠斥予､准媒を低釦c除夭に風布C宍幻

･を天りカケリ･/に吸弟づlぜ7吋豺対,徊製し九｡=べd叙寸巻バカゲル

4吋のがクzへC八目コぷ･レA凛媒使札)Qふ仰/Jゼ;､フむ目コホ･レ

ムーメyノベレDこ/)4釦以､岡oぺ)子釦μ､咽川り/μJ

あ`よ以づ夕/-μノ/2･以ざ順次塞献レた｡了∠.C乙I諒出沫有乞右片

レマフ

乞わい抑t戎チ/べ諺斥4袖軋諌姑乾刈ト栓色柿夭z2,7ぢ乞得た｡

ずいごタの&の包中寓y)迫刈カクz､クロフ/､ク`゛ラフィーじカラムこ

pむ/加)5川ひD　S3Q　/必(zzx卵いls)､穆勤相;ヌタノ一ルー式

けoこ沁)､沈沈;nJ冷〕にJリ有敲耕裂けべ素支､回≒)｡

禄特対朗評肩呼ぴ一7乞句

ご淳拡乾頌レ､フリ午ロす/fμ巾ぶ糾ド勺らダ乾煉垂1よパ､･/ダ

()払兼邑翁采Eむて伴り皮･だ｡な方シドカゲ'ルカフzヘクロマトア

ラフィーにみoてフロロホルZヘーx夕/一･レ'仁タご/バヽ･湾鮭さ吼3画

分のう今フリtロヤイμ゛出あリ遇く涛紅さ.吠3画奈かシフリ｡す

イド`傾が'凌右何乙むてがド礼衣が､==リ秘果に閤いい1名跨13　.

フ叩キロずイド`巾

″
収
.

r
L 〕び:　-/H¨　a　/,ク礼吃出j〉

IH-N/　M尺(z7ひMHz,,こ1)3oい:∂､冊(出,･n,シクロフ･りハ゜ン堰米

ぷ
匁
･
　
剖

タ 汐､バい心洲,シツa　7゛ロげン遁求素)､汐ヽ心沁バヽ

シクロでロノrン壕軋釆)､/､呼け凪心Jニ幻心,μ司､

一仔-



/､29　臼心S,吊/¥)､　/ヽぷ3　0(必,丁り,β硯,吊//)､

/.釣(/H,t.　丁=/2.y吻,出弘ヽ)､zヽz3　C出.4郷,J=/2.夕,

,y,ク,吋冶,埓lz),2､卵と哨,以,丁=/2,ぷ,y,ク冶,糸趾j)

2､俘0出心J=/,川z,出句､jぶフ臼出奴,お幻,μ冶､

沁y)､zμ　り沁　払　升μ冶,沁()､H6　い心　叔,　J`こ

//･?,､μ巾,沁ぷり､?ぶリ/り)心　升/対･/.3治,糸八λ

咲釦r/り,心Dが冶,μザ八　あμど/り,4,7=μ,μ冶､

沁ぶ),

‘3ご-A/MR　ぐ以r吻,C防卯):ぶj(tフJ柚=/討,タ吻,ひ()､//.5

ち咳哨゛/ぷ?､加z,ひ/幻､/らタけ,c-/り,2θ,3ぱ,ひ//),

27･9け,ひ/り,?/･とべ5バーり,

ぶ3,タrあ　ひり　,　お､7　はバー幻　,

部./(jノごす),似./(tパ弓),

ク2,9　rs,ひU,72.　7　μパy妁,

沙,ク1`よざク?,2(そ或tれ心　ご{';β`よ7μ2r心Nり,

μ'ひが), むヽQ　rS,　ひダ),/即･2(必バふμ七/パ･7治,印つ,

/2今･2μ,ひ幻,塔f,j　rsバーぶれ　22な･9ぴバ刀,

IR(K恥):　3乎卵りり,/7巧,/μ叫ωe政)cカ1-‘.

F/X　B　MS

争
一 N　峰割　(Mtμ･む)i‘　.

系釧Hど笑量有杵けげHB肖S)測恋値;

とy2出丿岬μ促州州幻゛しレ乙り釘丿使

-μ-

●

●

f2/､/ぶ49.

4ム/,/y3　r.



S
参

才　●

y
　OH･　(9)

渠 /7突験

才
　　･

AcO　　　OO

Ac尚ij(12)

　フリ千ロすイμ`淘2y可D.M3t･a)を桓斜昨肢必ぎ以･お`よf

ど勺ジン匹心の4'ぺ匍え,､ざ4tz時間椋伴した｡流彦㈹1議斥

淳扨□;傅ら流九耗肩が物乞カクz､フロマトワうフィーC吋､酢

酸工計/1/-ヘ1すン(/;2)〕にJづ賄駅13い魚{jSμ釦ぼ函征貧吋

が停ラれ玲･xy/づしJリ再禄昌,j5　zワ寸フア乞タード拘

z7可(7&()ざ侭きμ晶じむて得ら永た｡

子トつフセタートr/2)

叩

参
参

げ
肖
p

l
J″
以
'

/73-/仔t汐餌)しリノー/り

-/吋　'　｢ £∂,7幻パH　C13　)

IH-MMR(そoo吋心,(らc〉D):　∂芯/r/月,9,シツロっ･ロn°ン諜れ

參ハ　ジ,7/臼爪z,シクr}フ゜ロげン禄れ泉),β,跡けり,

刎, a-ツロ?ロげン球戻系),/ヽ岬D肌(J=加冶,

汗/0,/ヽ/ぶ0凪S,叫/幻,訂夕0心心J=ば函,汗0,

/､9J　Oり,右,Jニ/λZ府,/ヂ3り,/､彷(荊,s,友),/,?6白叱

s,れ),沁2(9(s,友),ふ時臼心s,/lc),z､z3白叫

必必糾 Jこ/2､2,　r･2,　Z∂冶,μ-2れ　2冷2　C/わいμ,7=/2,2　,

　　　　　　　　一俘-



　　　　　r.2叫,汗み).2.ぢ3(/乱必,J=坊岫,泌り,夕､料ど汎

　　　　　以ん　丁=/必/,あ5,肪治.た/{り,･亭,/H7/縁祠,y=/z､2,

　　　　　ぷぎ冶,沁以),も25ぴり,淑zシ/2,2,z,ぎ冶zぞy0,

　　　　　手ヽ印り出μ,y詐,7.?附/μぜ八　ヂμごが,叔,Jご

　　　　　/汐ヽらZ7治z少が),あ回G出ん,Dμ/右,μず八

　　　　　ぶ,2&C陶,t,D灯冶,糸y),あ7ヨr/床μM仁Jニ/,y沁,月j

'3c-Λ/MR　と玲g冽咆,cJなj):　5,jμ,/J9=μ/､/岫バー/2j),

　　　　　/ジヽy　け,呪用=μ∂,rHz,ひ/3),　/j.ダぴ,ご-/ク)､/7,よけ,

　　　　　ひ//j,2∂ヽ/り,cク印3ハ2θ,2け,c妊μ3),2幻に2c　',　1.

　　　　　2X　C妊H幻,払?　り,ひ峰),2?jツs,ひ7),　邨∂　μ,回.),

　　　　　仔ぎμ･c-3),ぶ/ぷμ,吋),ぶ2､3μ,M'),俘､/μバパり,

　　　　　?θ,/び,吋ハフ/,gあ`よ以`づ2､/Cそれt'戒必,cぞおヽよび

　　　　　c-3'),β､3以,バ(へ),乱ダい,ひダれ　?6/以,/7沁=ゐ吋

　　　　　南･G/'),/2∂･7(心心),/吋･2ぴ･ひ0,　/dj(sぶ'c吻),

　　　　　/り./び,⊆託H3j〉,/0,rごs,ジ副3),/パ,?rs,豆｡c吻),

　　　　　22/､/(s,ひ/).

エK　(K8r)　:　j今如,　/μ/,　/7が励ハ　μ仰　c.s犬

F.4Bトノ即:14y吋ぐ吽･･心)几お7印州)才,舛‘ド叫ト山01.

高剖眸能質量今豺(H昨舶MS)渕必値:μ7.2孚け.

C2タ岫リ,z(山･H)4どt7の釘丿値　　　:　μ7､2封/.

一俘-



--

OH　　(9)

写そ孝暴j 哭験

(10)

　ず夕午ロサ･|ド泊/凹吋　沁訪-~勺を2らJ戻赦ずれソウA

氷房凌ぶJ/乙凛解レ片tごzo分M椎祥レ瓦伎､£/む房汝をへそサンー

エ一?･レひこ/)ご袖出レたと斗xダ4)｡右襟肩乏右油芒､ガラス

官にっめた劈水戎敲すトリウムりかフム乞迪1=い四り乾煙佳､

2n沁吋万jμL浅紬-Og ジ工 /ン㈲む吋泣づ･)れ則らJ拭ヽ

物と･しl得ら私鳶｡

ジエノク(切

引-/VMR(4oい`4Hz　.(p3卯j):　り2　ぐ/出ぷ心　Jこが,Zら　幻絢,

　　　　　ンワロTI]/n/球恥象),汐､?2(出メμ,Jごμ,Zら僧

　　　　　巾zシフロ?ロハ゜ン璋表果),Z6い叱ゐほ,J=7凡

　　　　　j､7,が肖,シフむデロ/rン樟太素),/､防O埓,心丁二貼

函 汗/幻　,/,巧　aH,5,　尚/り　,　/､仰　r/凪μ心　　Jこリ'

ぶ,7,亭,3肖,ムフびアa　/1″　ン裸れ象),/ご7今0心心

丁=/,2陶･,μ一//ハ

2､¥7いH,収S

了=/jj /,7　/･･/Z

2,　/I　Oり,祠 丁リ£62与/右

丁ご･1･7,2.外,μ絢

H弓O

-μ一

申μ)

2,肪OH,測H{),

ぶ,//白り,1,J=/,2肖 幻す)



工R(ccl4):　升ね,/μ7,/か卯　肖-/.

しハ/(CH3CN):　孔sx　321　G汀印),2･3　,､●ヽ(釦和).

EI　Ms　:　ツk　2ぼCM札牛z),zo打沁),/片o匈),/貼叫)

高右解鮭貿量か吟け伐モエMs)消恋恬:2/y,/μL

C,4-㈲oべ的しレ乙の江葺磋　　　　:　zほ,/μ7.

(10)

一一

　　　　　　　　　　　　　○
HO

　　　　　　　　　　　　　　　--

　　　　　　　　　　(7)

　ジエノンr/り　々叫0フ.吋/94)りギンty汐よμj)催遺をシソ

カヤμ/r/りのφクムに如えだ汝､ギンtヽツー酢雌工今/レ0こO浚

媒n舒舷した｡j軸む疫を滋斥瀋協j3tデテロシンaひり､秦り

(7/や)折錯晶とハt惇ラれた.

アケロシンB(7)

″叩　:　/゛μ-/吋,タ゜ど　rフロロホルムー/X.奇すン九

　　　〔文紅値/フペ阿り吋-//ダご　C畑ロ求1レムーノxキすン)].

μ
pJ吠Γ
L

:　一妨゛G/､ら　た7e四.)

[丈紅値/り:[刈｡り/･?Cリヽヲ/,次哨)〕

一卯-



--

OH　　(9)

　　OAc

(56)

Me

　アタキロずイkづりzりドに炉･-μ)をおフ/My峡すJヽりウÅ衣

法汝2以に沓4ヽしzrcぞz吋恍拝した佳､反応晨合杓を酢醵工手･レ

t゛坤必レたけx24ハ式盾t　//ヽヽ/塙赦どj如し鴻ノ玉渫紬むた.得

られた凶体のバ漬04-･リtyクノ一･レ斗以に懸濁させ,遭玖岐か

μを如えリz詩問釦舷遺流し仁反か准会物き営温まご紋片し､館

和ぷ励目く.素すトyフA水房履にツり牡(諏斥護鶏司5乙凶彷我城

浪が得り吼刄｡コg桟遁包漁氷詐敗/以じひソjヽン/｡逗が&右冴凌

に懸濁4七､ぞ4t勺2吋間僅抒した｡瓦応浚命翔乞湊官爪･ンワ･,り滅

萬下4紬レ鳶使､残催をクロロホ･レム､/θ47･詞武し六｡フロロホ/レ

聯リかり以浦捲心併ら氷り吋肖r均/吋乞有取丁ムい72,!)

yx2ら･,四堆必麿系一了七トンびこ/)]によリ冊製j3らメテ

Jレゲ/レコシμ'テドフアtタ一ト印j)り吋μzφ)ヒ･そ,りβアノマー

りづ0伺()が得ろ私鳶.

β了Jマ1　邸J

四瑶化匈ト了セトン汐o

M為発色

メチ/レつ勺レコタ片ラートつ了乞タート(μタ

r哺

φ
1 跡-μ‘ご とヱ一テノ･/-/冲すン)､

　　　　　　　　-ゲ/一



コ,
吠

r
L

1z
p

〔p一田付･ルコースから合或レ衣:核&

:　十/引゜いJ.77バHQ3)

　　C　p-け)一引レコースから合或し瓦頑ゐ;

-7Z-

:叫)ぶ勁-μ,5°ど]

コび gそ137‘ぴ峠フパ知3)〕



第今湊″12祈の　験

ジエノン砂)ど･アミノ赦･じの茫応り一般掻作

　ク./DM了ミノ賎水涛汝に極く徽量の/Λノ式賎化ナトリウÅ水准

湊含如ぇて州ZDり舒ドt姪､ジエ/y的のタ,pパア･かづン遵

決(了さノ酸り火遣浹に打い/3g俘楕)を如心､奈.紡的にフミノ

酸り謙蕉表ヽよ訊゛″ジ`エ'ノン帥り4度永ぞえt゛メβヽ/クパjリ甘∂心μ

Zし作ごたどしアミノ徽Å{7　z.うヌブインを吊日3琲右μ､,アち

トンめ代`リにケ}ヽラしμ`ロワラン乞/恥･鳶･フミノ赦どジエノンと/り

がt令押を行‰MLり2-時関擢坪レs伎､以下･乙示ず個念利似乍/こ

yノ反応蛋べ押£券舷tだ.俘ぢアミノ齢どにムうスヲツン1`ょ

ダフ川レタ今ズyを哨り右塙右にコjヽ,ア/レyン砦即偽下反必t竹7プと｡

ま旅祠タ恍季/jジエノン仰)を凄ずに打罪しも僅7哺5.

(10)

-∽ +
'ヤ3
Me/＼C00

?ラエy

　　NH
　　:　2

Me/＼C00

--

(26)

　ジエノン々り2は叫r/ヽ凹･･以)ど了ラニン/7り1臼μ)-1-μ)

いり反/む浚右押を誠斥浦鋸し了ぢトy釧家玄レ穴｡糾ら永た享恕冴

凌JJをクロロ白レムt･相出レ穴づ4x/タ以ハ為碑層釦き沁t乾メj

軋倆恥|絡か､併いし瓦俎丿討ぐ押2吋吋をφラムZ〔ロトフリZ

ィ一C/吋,ヤンt`ン一アtトンC/こ/,2ご/)〕にD晴製ず3乙､

　　　　　　　　　　　　　　-73-



ア ラ □゙

吋/旅

クOOお･しz､刹咄湛名物

シン8　r7)/μづり7φ)右よヴ鰍恋畑択狗りエスラ･レ肘)

D方φ)祈埓ら乳鳶.

叫) Cり

/yンごンーフ包1ヽソ(吋)

P比4必色

工叉?ルひO

[吠]y:　-/9,7　゛oり,93バH　613　j)

'出八/MR(27∂M山,び)c(3)　:　ノ,2yど3も乙Jごp叫),/､33即ち

　　　　　心了こ郷治),μ2ぐ2H,ys),z,彷臼H,幻,ク､μΓ2吋,

　　　　　測),2､ヮ吋訓,S),μ7ど2凡仙D回陶),μ5ツ吐μJ

　　　　　丁=･/心≒μ冶),3､5yC出､g,フニ舒吻),砂1　ひHゴ,

　　　　　7=μ洽)､久//　r　/4　sj).

工KけH山):ヨ3㈹,B2o,/732,/りら/Dらノ/再,曹2,踪2匹･.

EエM,g:t4　2パrボ,匈,zヌリ絢,zQ2　r/匈,2りりダ),/j7卵λ

高別財溥1々杵川KEエMS)剌

c/州z3四3卯バベてり汁y値　　　　:2匹/心レ

(10)

ヤ3
''　十　　HS心y＼C00`　　‾‾‾･‘

シスサイソ

一斧-

肛s

　ヤ3

心/＼C00-

(27)

　　　　　りH2

+　　Hsゾ＼c00ぺj)

　　　　　{28)

⑥゛‾cH2cHj〕だEi〔jレーMe　　　　Me



　ジエノシど/ク)訂河け2ぢ,･-()じシ入つ≒イン幻吋ひぷ)w~λ)ビ

の反応混合物t米なdr希叔レ~フづ/-ルで柿出ひたレD(/W)｡

ホ構居な右吻む恥司池□埓ら水がぼか聊7z.tいド匹ハマ

/
蜀
聊

72
X
ー汐ク

/
t
』

ノr

kワ“ラフ←一〔ワh　ギンぢヽヽンー酢敢エヤレ汗/),酢酵工今jレ､

h妓ェづ勺レーx夕/-ルーれけいμこ吋ぅ沁リこ/→釦;/た2¨

こ3-りクご沿冲)〕にJ=づ夕4いた｡キンt･ンー祚敢ユ今･レ

j　z゛逓剱ざ孔3函吾J=づデや]シン8即幻巧けz子)が得ら

永た.騨教工今/む･-ノタノづレ一水りEか/yy渚赳さ吼3函布よ

夕禾耗籾乞唇求,ヽづ:スブjレ(筏〉2､2吋が併ら七,ニリバりをざらに有

飢了しC〔2らdlQ-,ヘキすンー酢醵工今/レーメタノづレは;伺

/)〕によづ対裂jふz,エズす･し帥)ハ/りC埓句4ヽぐJ昶句じし

て併ら永牝,酢酸工今,レーx夕ノづレー求r沁ヽ/yこ2-･必リぶす)ご

護赳4永3函有カヽらばス/レフィ片･飢)し5ズテイy岬洛右作が併5

れ､c岬戈為㈹乞!いこ令取/づρムcC回/3j)/こJ=づ郊袈jjと､

ス/レフ4片似タ/ぶ･ワ貫け/φ)が佩きμぬs匹z･何ら込方｡

tフヽ夕ノリレ誹幻勁拶

ダフワノリレ徊必議冶卿

スルフィ　μ'帥)

叩

g
p『
ー
,
.
}

O

噂
一

帥)

シ入牙イン

/μ-/埓tりレメタノ一/○

-/2､r[ !∂,7む,

(2り

酢糾レ行･レ

削/l必色

ク0ロ茄レム-Xタノリレ一末はこ手こり

=･ンしドリン砂£

Me俐-∂,2/ヽヽ/入/叫Q島ど/こ/j)]

一
1

l日一Aノだぱ〔卯o　MHz　･C5p5N　一　医o沁1)〕;　/,2?臼凪必ぺμ幻冶),

一芦-



　　　　　　　2斗2　0吐s),　2,刊(出,詞,J=ノ2z,3,7沁),z冽ど/り,9ん

　　　　　　　2ヽ朗nH･s),　2ヽ樗ぐ2H･゛),3.卸(2H　･　゛1).ヱ/?　い叫

　　　　　　　d(　J=/ク.2,&∂バz),j,り7臼月,k5),　ヨけj　と'/叱　1･りに

　　　　　　　丁=/2ヽyμg),手.乎fどノり,1,r5),　Z卸ど/私5),

工K(KBr):3､タw-2知p飢),/j97,/幻9,ノ釦6　/z/r　,ノ/知,

　　　　　　　りクz　8お　c｡1九

F/XBMS:　つを　j22　rM州)f.

を有迫　　　　　　　　　　　　　　　　:　乙μ,埓;/づ,ク,/θ;み/,チ､/チφ.

C/ヮた/z3∧/匈β'･バ2∂どしての釘耳値:　ご,仙/ダ;乱Z宛;め咲/3分.

佃･3､スjレフィk吋)のを良幻紅ご

条件 ガフA　;

抑對相
●

●

pevd6iけpSり('2吋z抑申,)

巾例-μ2阿卵手岫べ匹伺

庫迷:5･o以/分

雄幻叩ず)`よび以

H 111! □l lり! il･l Hリ ･l柵･ t什 ･　ll

↓乃
i

･
ミW ●- 吻 |÷

f聊 ↑ミ
-

ミ

･
-

･1
1

･ E蝉･

利
･

~

M
･

莽
j

1抽
･ ･ (27)
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柵柵 4-十1
1;,

仕
-

4糾

4

1

●

什柵 州

壮 借4 l

一

牡
上} ･

ミ

-

群キ
･ =

ll

|
･

1 1 柚
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11
11

- 計↓- 四

|

1

●･

甘
一

|
1
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･

|
!

l 1 |J | - 賢
111

JI
-茲

ぃ巾h･巾tりitl川出巾r･巾,:山H･HIH利t,柵い4利

∩　　　ln　　2o　　30　　40　脊

1スフ/レひ幻　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ

D]ぴ　:　-2今･　(!リ,/仁哨向j)

引-MM尺　け7θM冶,印岫);　/,z76(心丁こZラ府),

　　　　　2､糾o凧s),乙扨N叫匈,2,7阿汎り,対?nりパ岐

　　　　　丿四埓/M冶),D&C2H,仁D幻冶れ　孔//　Nり･祠ノ

　　　　　J勺λ7,り冶),ヌ､埓いり,ぶ,J=瓦ハ討冶八

　　　　　　　　　　　　　　一四-



　　　　　3,r/　o出以,Jニμ,り附).も2/μH,刈,Z/回/弛S).

工K　CCH誌3):　3埓ら　33h)似)､/7ぢ,/ぶクダ/μら　/2匹肖一･.

F工nぶ:%　μ/CM勺2),2妁の),2μぴり.2aノC均,/庁汰九

　　　　　/y7r玖八　μリ/ク0.

鳶硝眸尨賓1か吋けぽ肘MS)測尤値:　32/,/り5＼

こ./7かyz3　A/のS洲勺ビし7の江写植　　:　32/　,　/jヲ?.

　　　　　　+H　　　　　(グ)　や3゛　2cl“
'‘十Mesへ/}ミ?c00“→MeF/＼/J＼　c00H　+Mes-(E)+

メ手オニン
(29) (30)

　　　?2
Mesへ/＼coo一(R)

　　(31)

⑧/2ゾ辻｡

(10)

　ジエ/ン砂)/りり汐,釦-奥咤)乞づ今すニン/卒?吋沁∂らxμノ

どy?反応浚右特を太/クJで4叔しクβロ索't･ムご徊出し化C斗xzむ

4),廂琲和冷わリ牡糾,滅幻裏紬レ,持弓れ瓦址少が灼s

づをわへフロマレクリ四-(zh　ヤン乞ヽヽンー辞教工今ル師/

づ)/),酢jt工令･レ,辞赳ユ今/レーズタノづレ回片2→ぢこい吹/り]

四づ今紅オ紐レ充,々ン參ヽンー祚醜エケJレペ宍/卜ご扉魅t靖1画

有Jこり不耗杓t釦μいレフィに㈲灯吋州尊いト5y)ざのをざ

らに徊又ブムc　臼ルヽXμ)s,クC目コかレハー/吋サン臼こり〕に

まづ瀕駿jyいスレフ4に㈲μ吋ひりりざ縁ゐ匹マ祥う込

尤,|昨赦工いレび渚穀ぞれ3庶兪Jづ?作コシゾ剔7りタ冶μ/幻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　づ7-



が碍ら札辞赦工引匹メタノールりyタづに/巾こい追鋤tれ

る釦紬ヽいパ.ステル㈲以吋四φバ回糾けgい乙将ら吹≒

反か以i勿回Z回がレい才パ抑し幻H柘幻埓りt九れ盾

/y以をイ才ン炎視剔陥アン/いライト乙4-ぷ･叫匂吋りカクヘ

し遠し,水抄戻ぞ街陥抑t浄佳,岬/･/爆雌沁以1`よy　゛･2　A/　俎

鮭/タMぐ喩岬准蝉μご､迂冷吹扉攻お弓ば去反応切X子オニン戻

回軋･列レか.四八/爆栽官J==ダ匹A/堆酸で扉齢乞吼糾虻右永右φ

厄凍斥4栖レた嫂､併ら永乏残jjlLに居す一か3球忙り知ム仰刄あバ

浪いk　zo4　い癈解レ漓斥漢紬13壕作を徊緋り汲レた｡豪奴に桟

洙を諌禄兆埓イ3乙,ズ/レム=ニー々A嬢ひりぞ吋岬ド)が侈萱ぎ赳

ギ乞ペマ併ら必た｡

クロo利･吋舘采冷籾

れ層

朗)びr)

(2q)

Oo)

や.セヽ`ンー齢絃エキ･レ(3こ1)

FM/l努息

タaoボ･レヘーリ/-い札価こ祐こlo)

こン乙円ン発色

メ今オニソ

ス1レ采二りz吋簒帥)

[祠ぴ　:　fた.y'a峠3,冷即九

IH-yMR(向oM向,p2Q):　/,22　0り,j,J=μ陶j),2剖ど剖ぺ),

　　　　　　2ヽ45　0H･5),2j2　0H万),2ぶり凪ぷ,丁り夕･らヲぷ汚),

　　　　　　2ヽ75`OH,μg,丁=だ,彷,幻冶八　2､劈臼H,り,　3,2?ぐ礁

　　　　　　t,Jこね冶),3訓(匠測,Jニ/クぷ,1,2治),伺づ､釘刑,

　　　　　　乙･判)匯x附伐･印)･叉仔OH,μ･丁゜/2右･お2巾),

　　　　　　7ぶり吐右バ卜句附),幻/白以幻､

　　　　　　　　　　　　　　　-7ぶ-



工KCK恥):E巾Q一2Wひ巾/ワ好べ対2,/り/,/Z/仁//灯

　　　　　行タ四七

F/1　8MS　:　叫　3即ひ忖H六

ゐ剣眸鮨贅{か防け収F舶MS)廟え樋;

C/?沁μ/らS出州)゛しレい忖嘩値　:,
かj

節?

/汐/

/クり

ス1レフィμツ刈

sr　:　お一研t　ひ7タン)

W-μM尺　Cz7θM附,乙pcl幻　:　μ7臼出心J=幻治),z2げ糾,幻,

　　　　　　2冴け3H,y),2ぶ　μM/゛),2.防0払伺,幻7り(s),

　　　　　　2ヽり沁H/杓,ヲ,z乎　o出μ,J-/ぶ,恥　7,7冶),μ7　r/M,sj　｡

E工河S:哨2列ツMt,計),Z33　03),29洵./朽加幻.

系剣眸剌Hフ冷杵川詐工叫j)消吏恒:z忖,/2朽.

c/四z,貼印')匹7,d↑茸値　　　:zリ1/2彷.

コ:スラ/レ吋用

D]y　:　-2牛,?　(£が3バM函j)

哨-ん/MR(TzワθMHら乙t)防):　/12H'ヤ1.j,　Jこ9尚),μ吋出,鮒,

　　　　　　2､QO出9･･),2,μ)OH,5),2･帖ツヨ/もs九　zy‘にュH,g;,

　　　　　　Jニ許肖),j､μ　仙出句,　2､7∂0も5),　M7ぐ2り,か,J=

　　　　　　阿陶八　μぢツ叫猷,Jリ/･7,阿出),y,討nH,如,了こ

　　　　　　£牛,幻治),乎･2叫哨J,J=ヽ阿岫ハ　幻/r泳s),

工Kぐ出叫):∃μ∂(㈹･/732,ノj趾,/M/･/ノクらフク2,j判-シ･大

丘工MS:駈　科い7　Mt,　均,沁(句,2°/ぽZ),/行ぐ/り,

　　　　　　　　　　　　　　　-79-



畠剖叫丸刻卜訂い匹吋エMs)剥茫値:　μ?,/m

訥沁7∧/ク25淘つどむてり釘翠値

　　　　　　　　　+?H3　2C｢

"≒へ/``COOH

(29)

→

Me

/
f 芹9,/7/2

(30)

一一

　　　　す3
十　　HO/＼/メ＼COO‾

(36)

　スJレふニ々ム堆M)/ぶ,夕吋り.り9回~o乞水ヲど)μに房降い州

メーターをμト回　心むμ氷鮭化ザトり々zへ氷海漬いわ帥油叉レた

μ栗､胡丿牛に釆ず蹟医必蝶が得られ化｡sの浦衆曲鋏やり､2個り

ぞ祁互〔承敵北すドリウA永感僥∂､42以けり予,,()t所ぶ.3右

ぶ仙冰岐化す}ヽジクÅ永扉僥タ剥以ひリ/ダ･辻夕び声な1が'明

りヽ乙刄リ､2碓けリ以磋(ョ,9ぢぶ々対へ)が`併ら雀た｡

　浦遂/フ州がツタ･りいい回滴床寥於うし､消凌を如Jyz川なi浦

綿しち･/Å/氷昶兆すトリウA永濯凄を痢りてコQ洛淡の戸巧を

/ク~/吋吟付勺万びちタ代バヽ汀吋間撹杵しぢ桟､反応落在将tフロ

ロおレムzヽ'挿jい瓦りx　3･4),淆焚希含右か引肘1叫､メ斥渫紬

し､併らもプG刺炉吻か呼tカラムフロマトツ1‘ラフぞ一臼}･ヤン

ゼ`ン)7'賄製jjど･､スjレフィμヽ(拘ぷ､今竹(μφ)が鈴晶乙C7

併られ公,乙の5のめ了とcの非知,猷気Lりλヽ'ズギフいレゲーア

(哨-yMR,工K,哨S)ばジエノンとノりtx々オユンどの反応

司訓糾れ刄戸レフィ　ド勺り/)ぎリ&弘釦匹執レた｡

　　　　　　　　　　　　　-μ-



　一方､米層を滅斥凛紬バ将らハお似飢寸量四夕/づいこ房

かレ々ヽlz``y‘けヤル/f乞佃えt佳.威μ.纏袖シ,湊空がンフ･

の旅匠下房繕包弘全1こ採去レ北｡併ら礼た猟料包シリφゲルタJの

φラムノにに卦にのぢフロロぷ/レムーメタノー}レー氷バぶ吋久)7･准

起哺jに貳もtリンひり2ヽワ巧(ジ吟)が`喬禾と:c7併ら乳た.こ･

/けののフムc゛孝勧訟よぜ'ド∧/たOI久ギフHいJ禄釦の水ぞ乞

リンのいりじt丞にづ政レぢ｡

(2¶)叫) (30)

ワo口刺匹-メyノーjレりく0冲こり

=う詐リン訃邑

仙迄朗の中匍油尤曲綾　　10.0

-μ-

4

垣目仁割レ水こ

〃←'`

pH

--

-･-･--

--一一t
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ゴrスゲノレ仙7oからは(づ-㈲:[幻y-2がGが侭州が㈲,リン収

ジ札ぐM/阿りからはけト閃:D頂+2Faがだ,湊伺が冊ラ

表た｡

侶zl　.　リン訪ジ゛エステ4/沁μ)酪糸卯X
　　　庁肛物り叩∠ズ有莉≒

　　　凶りン骸ジエステ/レ㈲の甜抑ロ軋
　　　　　会解物,

　　　向碓ゐのフ?のペン8泗

　灸汗Lクム:恥岫四/即釘一佩釘な｡り

　　　　抑勤和:C哨匈-M2パ糾ぞMc

　　　　　　　(/∂j?ク4泗こヲら/りy､直攻ク゛ク

　　　　　　　　ジエント)

　　　　走建:/,り以/必

　　　　核武:出/

-/歿-

0

--一一 ･--一一-

10 タ



第0りい蔀がM験

芦と片ロヤンスザレン配塘侈の単雌

　吻ら･乙x'茫尿往函身汗/り,9カツハフ･コマんフ･'ラフf-ぐ荼2専z･

ダ蝕の卵､やい4゛彩癌姓函4汐≒4)からのヮリ千〇すィ片叫り単

鮭か戌卑限)にぶヽい乙,グむ口]刄/t/∠､-メクノーノt/ぴこ/卜z゛諒紅さ

ぬ3函兪の-一弁を滋斥4楯レ､戻､,nfμ剋ズい渋ラピ穆芭好東

巾吋が賃5れ匹　ンりが岬1;摩取埓?乙cこφラÅ:叫4叫z/

∂DS了けパ詐-λ杓知取にエタノー心一太(2Jこ旬,汝延汀

以冷]/乙ぷリ々超稽製しy(ま太､･j　//夕｡合奴し官ヽ咬メしt旅り

痴かい妬Lj釦ほバ封糾叫すハ‥フ付ラ州≒仙､パ㈲z州々

けらび有功吏量Jリタ四ジ九八ァテラJヽ1イに一B㈲zがヴ

(心'吋Γφ),ヂテラトサイト(ゴぼ/バo　Zz吋M叩/阿り,ダソ]

ンに/1ぼ2)絢/2,yづ0.回勾φ)カい1す`喊丿営丿右采し1

七

アすラん寸イド刈仔り

9叩　;　/月-/紅t　ぐ求づ剖ヽンj).

D ｢
J ひ:　-/∂亭゛ご£汐,パぶ,Mzり

で将う吼

/り-ハ/M尺07∂M山z陀o);J､/7白肌以,Jご/ノ,y,訊ぶ絢,斤ジ九

　　　　　ヌzj(叫μ,フニZ仁詐尚,μ{つ,ヲ､μC/リ,Z,升μ吻,

勺3ル (
ベ
ノ ぷリ.7　ぼ出゛秒り(回佃y),了､詐Oり,,1,汗り

対θC昨収,丁-/心≒幻冶,μぞ'ハ　夭/忖糸私D夙z吋,

ドり,ダ仔/白り,心J=μ冶,汗/つ,ぶ才ど耽もJご幻

叫z示り.ぶ跡o叱収,J°μらが府/叫昂,肩ぶr/り,祠,

一/む-



/イμ)£/汐∂,一掠&･(

,μバ幻,

囚-ノゾM尺r2ワ回ィ向,ひ2∂);　μ3臼り,(Jバ､3心,バず'),

S
馨幻

p
｢
J以L

一
ノ /もぶ､俘φ.

巧,ぶヽヂ3φ.

S
一

でテラトサイトB卵)

一
ノD?雁ぶめ｡･沁出∂

j洋3Dち孔J

島診O出え,J=･/μ‘絢,冷おハ　ぷμ臼凧崩≒J=/7らμ2

-

--ぶ坪ご脚,心J

-/雌-

涛z汗7九 討7タよダZ竹ごt吠t冰2叱利泊E営,

/Z2冶,価&片　£3/白吹もJ=μ糾,μザ).

μ-M(訥,cの叩1゛x阿折M)･ヽRボリ刈･我へ 知7ご/叫心,

=μ岫),釘/r/出いフニ

゜-3､3,/･7冶,丁 /や2勺,ぶ/ぶ臼(心　Jづ7かyz･　/　/か/つ,

丁゜/μ･μ冶　･斤ルハ　/'万ご昨μ'J°/μ･/が絢,パす),

7ノ3おあ促フ,引宍)吹いL川｡4ポ{ぼ型,共名戎太系),

/3(レA/剥Fミごz2､ぎ/ヽ州らpz･フ)

参
1 紅,7ぱ,ひタつ,玖/吋ゴぶ),

ク∂ヽ/rjバダあ`よ以'`ひ今″八　刀･7以7乙-ゲ少よ侃`'ひ2つ,

ク心/ぶ`よ以ヽ'万4(2(ゴ亥よダ'/c,そ虎t'衣,(ど:-れc弓″名`よ

び{才0,/μ･7('j/J朗゛μ3絢バザ),/邸,/f心/J叫ノニ

/討冶,ひ/つ, //も町乙ひり,//ク･7C(cりがよ訊`'ひ0.

/2£娑ど心c-3φ`よダc-ぶ)zノ33よD,ごチj),/μ,7ぴ八九),

/タZクり.C力,

しハノCMびH)乙　z舛(い7詐○,　2踪(Tノ抑.匈,2貿91イ湊ら匈,

ヱK　け卵)

鳥jβ月β

を枡値

:舛μ仏ノぶ2y,/μら　か/ら?Mz力玄s七

ク匈　仰7　rMt向≒　ヂ汐ひ竹㈹す

いいりt算値:

乙,タ,吋

ご,お,勁



名釦

13(ンA/　M尺　Dzヽ5　MHらpzの:　/訂臼バーぶ″),j/浮けズヅ'ハ/μツ右

　　　　　　ご-ジ),印,/zタら¥かよ訊`･　7/,/　f　吃成F求4,ご一享いrゾ″

　　　　　　夕よ以``c-y),ク2､ぶ(メ.ひぐ),刄Jりパず八淳3佩け久

　　　　　　㈹･∂μバー2/)･萍2イ心り仙2/印μらひ/へ),ノク2,/　rめ

　　　　　　/五哺-/ク3山バヤ),/ノダぷCら吋れ　//ク,Zど尾,Qカ`ぶ心･

　　　　　　c-ぷ),/2rぶ(λ,ひ3おヽ･よびひダ)z　/j33　0,　ごべ),

　　　　　　/址7(4,ひ7),/打,jごs,c刀,

し八/(MJ川)乙λ79×　2坏a/クμ∂j).2行r/7∂∂,幼れ2貿肖ど//鵬咬

乙R　CK卵j):刄jら/ぶμ,/抑ダ,ノダ/2,卵お均3.,七

F/I　BM5　:　叫l打/訥州ぐyタク消坤戸.

冷が辱尨賢蚤か吟川ドー卯爪タ測児僧:七/,/埓z.

Qけ畑∂/り/心ひけ或パどしての釘万値に･沙/･/け/.

-/妨-



○

OH

毎5刻z節の剣

→

　　　　　　　　　Me

HO立M十
(53)

AC

A

Ac

　　　OAC

(56)

　　OAc

(57)

e

e

　ずケツい∩μリ㈲zパ吋夕β坪,,,μ/tメクノーノ1/　4-ペに

刃りヽレ浦談故彷jリ以､/時M必劈湧決し万喰､ダ凌ずy紋々

(飲如が肘氷象才}ヽりウム米房疫ご中如し万｡反が£令押i誠尽

浦綿い緋らが肘斜Sフを犬?J汁伜核レ　アロロいレム万袖凪し鳶

∩い以)｡潮襟/射1諾必引t肆汝ぃ滅斤凄扉に緋う坑フぞ昶油氷

籾7づ　客汐ラムタロマにアラフぞ一いトZロロぷ/レヘー勝敞エ

引レ汐刀〕によリ片袈IJいツづ-ノ一ノレ誘琢4的タ灯吋印り)

が鉢島どぺて碍ら丸化ぐ･叩μ∂-が心t)｡マjニ.ノー/レ池導将ひえ)

岬スタフトノレデ'一タいH-A/M　R　/　エR,/ヽIS)ば火献銘載功のざ

/lり一奴し参｡

　一か末屠含儀斥遭裾しt愕ら礼穴琢永仰づ〔xやレp-クリ/

コびラ/シμ`㈹かよびX引レpうぅロ七ラノシμ訂ト&尽お〕に

昧友辞岐2以一乙リジン2以りaえバ瓦今絢祉幻針ヽ四糾閤椎拝し

仏反応落令杓乞湊幻白づ゜リ組手ざす縞しヽ侍られ幻が灯ア

ロo白レz､ょ以訓4かレ仁クロa求/以徊出焼を滋恥藻沫匹何

弓れ刄雁肩我物詐叫tタ双丁ムc〔2らヽx24,辞肪ヱ他レーヘ

　　　　　　　　　　　　　　ー/好-



ギサン汗/)〕にぶリ与叙賄製ダ5レメいシク'゛ノしコシド`寸トラア

セタート叫)y吋訥判膏おぜづ令/しそシロシド゛トワアtタ一ト

研)ぶが臼坏)がそ沢ぞ冰糾晶ビ.い:樗らえ¬た,

　　　　　　　　　　　　　　叫)

クp□卸ふ相出湛肩作

骸胤げな今･レ尼,生或特

帥)aiQ

ひ竹祁フノマ-糾り5?ノマー

7oロかレム哺乍穀工痢レご2り

戸ル4必色

ぺそサンー夥酸工奴バμリ

Fが/1必邑

メ令jレクリレコj･μ`}トフフ官タード礁)

4叩　:　以ぶ一バヽタt　ご=ドケノレーヘそザづ.

シコ営　:　ォ/29°C丘必坪,叫ぴ3).

　　〔吋リレ1ごスからな戌い.談敢-メタノ一/(/zμ.低求辞肪-ぴ

　　リ匹ン)し仏

メ今心1シロシμ`トリ了芒タ一1ヽ必の

゛r　;　か2-むt　rづ:-す/レ‘へそずシj).

[oOご;十/22°ご丘パら朗仙).

　　Dペンa一スカヽら令或∩.或赦-メタノーノレ,→似乳緯赳-

　　ど゜りジづ)した核晶:叩糾-おぺ≒[幻;≒/2p臼かパ叫3月.

-/四-



HO　　　　　　O

　OH　O

白　　　　　→

HO　　　OO

谷
HO　　OH (50)

HO氷L十JJ乃⊇))
(53)

　　　OAc

(56)

Ac ○　　　O　Me

回
AcO　　OAc‘

　　　(62)

　デヤシけイトB朗2悩ツひ岬,,めtフ･ヤラリレけリ

泗四謁右ビ豺G撞作/四卜珀xダ/-/H碍し､匹a才､ノ匹

抑訊物よジ九ノパ/鋳尊住㈲r吋阻伺が傅吋し,氷層諜揃

四[ズ令/レ･)-クリレコぴヲ/シド㈲{ドちヽよズX今心ムーラヘ/じ゜ラ/シ

に㈲乞唇かJ〕のアぢ幻レ記/乙あリX乎ノシフ¨ノコンんヽ`ア吝タ一トり

汲右物れ俳ら気灸｡ニが昆な翔tカクムアロマト尹ラフf一〔そ1,

ヤン乞``ン,でン七ヽツー齢欧エうづ臼j2こぶ)]によ･リ今鮪づjピ,メ今jレ

ク勺レ]シμ守トラ了ぢタ一Fぴ`り/ヤ吋Dヲ匈ぶ`よ訊ヽ'y斗/レフム､ノシ

トごトリアtタートぴ2ノノダサけ7φ)ボそ礼tメ紅ゐヒ.1て得夕絞鳥

式層の作悼七勁S物

a'6)叫)

(μ)峠了ノひ　　(62)剛?了々-

そ/レリリレフyμ`?ト?ア乞夕゛/･ぷj

結-μt　cエ一やレーペ守y句

倍すンー酢酸刈･ノレ沁り

rMメ1努色

い3/゛び所7,ひ尚3)

y:ヂテラい川にべ㈹の釦丿夕ノづシ々峠反応川が映

X
F伺

　
疹
尋

対匯

r椋

参脈〕

-/クf-



今メ

叩

/レつÅノシk寸リア乞クートぴり

:　肘一浮tイヱ寸いべ{サン九

参
y

巧
poE

E ∠.-

9ど

彭

づ'5,y　びノ,タハ　卦ラク即工夕べ).

ラA/-ズから含咸い｡征赦-X夕/-(H,蔡え糾庭-

シ`ン)ム孔穆ゐ:叩冷μ≒[i(]y-らyc匹汐ノ作京肛リ〕

→　　　　　　○○　　　　　　　○○‾四
　　　尚　　　　　　OAc　　　oブ
　　　　　OAc　　　　　　　　OAc　　　(59)

　デ孚ヲいrイド4俐)/句沁2らっJj)包紅幻Ujドタ以-ぴク

ジツ心以に房かム蛍浪にマ/z時周徨許け:｡瓦応≒凌有将巻真ぎ兪

ンフり誠沁アざ渫瑞レ､埓られ幻叫釧ズ祁をカラÅクLzトクつフ

ィーCけ,7ほロ本･レハー祚賄エチ/レ0巾Jによリ瀬製ずぶ乙,へ

ヤサフtダ一ト肋/心ダサ(が力必順ぱとペス蒋り礼鳶.

ぺ守才了昔タ一トぴD

あP　:　μダー加で(だlc哨入

沁

は
p

(!ict)

:　-か刀゛Cヱ心吹,乙印ン/3).

/吋-

タ即刹し八一辞雌計/べzこり

M4努色



㈲-AノM尺C　2,卯M吻,G恥):　/ぶo叫S.ルハ　μ2白叫S,ん).

　　　　　/j7　0り,5,メk),/,フ/o叱s,乖れ　/,刀ど蒋,5,,zx走),

　　　　　2ヽ幻∩吋,仙Jこか7,詐冶岬づつ,jボツ2肌吼吊yお

　　　　　よぜ沁ぶ勺,Jけり7/り,91　,　汗がハjけダど/け,淑,Jニノノ,7,

　　　　　丸/々り糸玄″ル系奴　白りメ,Jニμ府,出/つ.叉阿白爪

　　　　　必ノJ八μ冶ノ巾/つ,怜φど2乱伺･パず才)`よびJべ″九

ふ
　
/

幻臼叫μ･Js/β･ちμ/ヅz･沃叙わぶ印ど/仇ぶ,J司牝

.7心,出zつ.ぷμ臼もぷ.こけ幻･れバ私り(″),あ享/ど紅

　　　　　瓦バ卜μ,μ治,冷y),ぶ外(昨必,Jニμ,な冶,か幻,

　　　　　むjツ1り,淑,J=浮･孔芦冶,々一心),ぶ､りr昨jもJニ/Zら

　　　　　/汐,?/μ,や7),Z印がよWリ､如(九攻ぞ`冰刈,右/㈲'雙,

　　　　　ギ歯復太Jミ).

しいノ(Me哨):　λ7gx　2阿□229りパ甜沁zgノ洵,がい以'/μら匈.

エR　CCH剖3);/7必,/りら/μら/j/ら7佇,μタ,杓八.4.

有衿痙 ●

●

仙出バ)/4　゛レい埓T璋垣:

らジ,j岑;出叉タZφ.

と;,おi杓;々,あ汀ヅ･.

HO　　　　　　O　AcO　　　　　　O

　臼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OAc　o　HO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Acjj⊇7j
ヤ　　　　づ
　HO　　OH　(50)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AcO　　OAc　　(63)

ヂテクFサイトメ|汗り/7塙右ど今く岡レ'肴詩予ヽ,7･テラん1イに-

一//Q-



8ぴ7)/心･バ'り23-μj)か孔　ぺ午サアtタづヽC絢　ぶ7吋り?句

が袱色賄采tべ7祷られた.

　　　　　　　　　　　　　　㈲)

勿0ホ以一齢栽計Jべzこり

P剖発邑

へそヴT七クートご均

Loc]ご;-32､/゜Gμ7,c叫ン凪).

引一ノゾM尺(z7∂M巾､らpO　:　/ぷ{銅メづニ幻心,りづ″れ

　　　　　　/,付臼肌sメり,μ3ど机s.んハノ,砂ど糾s,辰),

　　　　　　/,μ0沁5,屍),/･72ど判,S,爪ト,2､埓イ切,S.λ｡λ

　　　　　　3.z7ご胤ぷ心Jごフ爪y/,　2ぷ陶,ノヅぞ),弐&7(/乱必,

　　　　　　J=μzμ冶,μぜ),μyど/り,μzJニノ2冷,2ぶ冶,申/'λ

　　　　　　系糾o示叔･J　°/2ヽ乳刻府･/バつ,ダダfご/りメg,丁リ,‰

　　　　　　ざ3耐,Hず'),久釦(/叱礼J･勁冶,バず八1吋ご/馬淑,

　　　　　　J°/吋,か仇ノか趾ハ　j;/4イ/払心,こけμ,μ府,メりずj〉,

　　　　　　ゑZ2ズ昨え,J゛ノ;ク尉､封-ノ″),ぷり白り･以ノ　Jリ3バフ冶,

　　　　　　ト2つ,ぬOC昨札Jニμ冶,沁ヂ),立汐Oり,叔,み/Z島

　　　　　　が妁zμ々り,1μOり)むJ　°/∂･Z･タ･7府,叫(〉,

　　　　　　ぷ73∩沁収,7ご･/と)･2リ.3叫,バぞ八　/,討白出梢,yご/クふ

　　　　　　/爪?統･や7)･Z必お`よぢzz3ぐtれt゛求2りノ44/βy雲,

　　　　　　苓名護未象ハ

し/V　C服朗):　貼亭(い?即り,2行(2･9ら哺),幻い･0抑丿肩.

ヱR　Ccトtcお);/かい　/0ら　/ぶけ,ノダT/∂ノ　リ仁　芦ち　り3cい.

-///-



Aco

OAc　　(66)

駱ざ東第引紬哭騏

OAc
(67)

よn以勺ナズ繋ワラスユにノμ什㈲μ吋沙よ回μ)を群jノ毅ソ､

ぞ洙和回9し札xダ/づレ/ぬ以を郊ぇ･,催仔レな4うダ湛'べμ)

M
　
　
た

すfづウzヽメトそシμ゛-メクノペ/浦焼/7以(/9-μパ滴1べ,

,瓦かH湖乞ダ洙にt/河昨呟杵娃,反白Hy一勿に仰レがン酸

加陥アンバ一?イトエKc-μCzりつ乞旬£/ダタ朗推件レ鳶｡ぅ趾右

甥乞畑t/瓜y鮭樹郎フンノy-ツイノ､ヱKc一詐げ幻乞フ匈たφラム

ル遠し,φラム包メタノーノドご`送浄しら汝必凌回恙浹乞右吻右誠

ル乖鴎13(劈色尨禄ゐ約/jμリ仁礼斤.

ワロロ恥レハづタ糾レけこり

PM/X努£

　叔μ晶乞μクぜプスセワラペコに入此,エダノ一/レ2.回以に4解

しが後,滋斥凌端い湊(湊･ンアの湛爪lt/巾笥釘障レた､この

租糾ゐ乞ぴリジン加ぺに徐糾λづ■迎斗りヤレ/そ幻･ぶ,?回μj〉

t如礼末肘祁卸ノウzヽy　5:変着レた密片W刎ぇソ何りへ/タパ(;の治

准n2斗閉怜肪搾弁レだ.

-//2-



約片/-/し冴糾物

ト呻レ化生汰卯

ク∂ロぬレ∠､-メタノールぽこ/)

Pμメ1必色

　良応混か剛吋浪ね岫し片し､ザペ`考水.酢尚卯示k如え,釦瓜

ど豺9剛糾tし仏良か釦き物へ氷水/岬巻部ぇ匹対肘i:併後､エ
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