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技術論文

アルキルジエーテルグリセロール化合物の TMS 化体の
質量分析スペクトルのフラグメント解析による一般的構造推定法 *
山内 敬明 **

（2012 年 12 月 26 日受付，2013 年 3 月 7 日受理）

アーキアのジエーテルコア脂質（以下ジエーテ

1. はじめに
グリセロールジエーテル脂質はアーキア（古細

ルと示す）は，一級水酸基と二級水酸基に同じ
く C20 イソプレノイドが結合したアーキオール

菌）に特有の，通常生物のジアシルグリセロール

（C20-C20 イソプレノイドジエーテル（1））が特徴

に対応する，飽和イソプレノイドとグリセロール

的である。一方一級水酸基と二級水酸基に異な

がエーテル結合したものが存在する。また，好
熱 性 バ クテリア Thermodesulfobacterium commune

るアルキル基の結合したジエーテルとしては，好
塩性アーキアの産する C25-C20 イソプレノイドジ

（Langworthy et al. 1983）や Aquifex pyrophilius
（Huber et al. 1992）
，Ammonifex degensi（Huber et al.

エーテル（2）の存在が知られている（De Rosa et
al. 1982, Kates 1997, Koga and Morii 2005）
（Fig. 1）
。

1996）では，様々な C14 から C18 のアルキル基が結

筆者はこの化合物の生成に関する好塩性アー

合したジエーテル脂質が存在する。グリセロール
の立体化学に着目すると，前者は 2,3-di-O-alkyl-

キアの生理学的意味を検討し，またこの化合物
の効率的かつ確実な分析方法で，好塩性アーキ

glycerol の 1 位に極性基をもつものであり，後者は，
1,2-di-O-alkylglycerol の 3 位に極性基をもち，それ
ぞれの立体化学が異なることが特徴である。
近年地中海泥火山近傍に産出する炭酸塩クラス
ト中に様々なバクテリア由来ジエーテル脂質が存
在し，これがその地域一帯の微生物活動の指標
になりうる（Pancost et al. 2001, Bouloiubassi et al.,
2006）という報告が示された。またチムニーに産
する炭酸塩岩由来試料からもバクテリア由来ジ
エーテル脂質を検出し，由来微生物の活動を推定
するという報告がなされた（Bradleys et al. 2009）
。
これはバクテリア由来ジエーテル脂質が，嫌気的
メタン酸化に関与する微生物活動の指標の一つと
して重要であることを示している。

Fig. 1. The structure of C20-C20 and C25-C20 diether
core-lipids of archaea.
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アのバイオマーカーとしての利用を検討してい
る（山内，2008）
。現在 2 種（Natriunema pallidum

見された Extended hydroxyarchaeol（3）の構造決定
（Stadniskaia et al. 2008）でも，Teixidor らの研究に

と Natronomonus pharanonis）の好塩性アーキアに
おいては，pH ならびに生育温度により 1 と 2 の

基づいた GC-MS のフラグメンテーションの解釈

割合が変化し，これら微生物が，温度や pH 変化
に対応する環境耐性の一環としてジエーテルの割

基に由来する特徴的なフラグメントの形成が特徴
的であることなどから 3 について構造推定の誤り

合を変えていることを示唆する結果を得ている
（Fig. 1）。

の可能性は小さいと考えられる。
一方で筆者の C25-C20 ジエーテルのフラグメン

1 と 2 の分析について，フィールド由来試料（ス

テーションの観察では，ジエーテルの一級水酸基

ペイン産岩塩，高塩性湿地表層堆積物）中に，1 と
2 を検出したとされる Teixidor らの研究（Teixidor

側と二級水酸基側由来のフラグメントが明白な違

and Grimalt 1992, Teixidor et al. 1993）が発表され
ている。筆者前報（山内（2008）
）の 2 の TMS 化体

た解釈を適応すれば，一級水酸基側と二級水酸基

の分析結果と比較すると，Teixidor et al.（1993）ら
の報告には，2 の TMS 化体の質量分析スペクト

なるものも，一義的にアルキル基の位置が決定で

ルのフラグメントピークが化合物と無関係のもの
も多数あげられていた。特に Teixidor et al.（1993）

ン解釈を確実なものとすれば，未知のジエーテル

が引用されている。しかし，これについては水酸

いを示した（山内，2008）
。この論文に記載され
側の炭化水素置換基が同じものも，それぞれが異
きると思われる。よってこのフラグメンテーショ

の論文ではエーテル結合のアルキル基側の C-O 結

脂質の構造決定に役立てることができると思われ
る。しかしながら前報では特徴的な TMS 基の転

合の単純切断が強く観測され，これが化合物を決

位が想定されており，その真偽についてはもう少

定する鍵となると示されていた。このような切

し追加実験が必要と思われた。
本論文では，アーキオールや C25-C20 ジエーテル

断は筆者前報ではほぼ観測されなかった。また
Teixidor らの論文では一級水酸基側と二級水酸基
側のアルキル置換基が入れ替わっているという構

の重水素化体を調製し，そのフラグメンテーショ

造の誤りが記載されていた。つまり，筆者の前報

ンを解析した。またその他ジエーテル類縁体を化
学的に合成し，その試料の GC-MS 解析より関連

の結果を再考すると，彼らのフラグメンテーショ

化合物の構造決定に役立つようなフラグメント解

ンの解釈に誤りがあることが示唆される。

析を行うこととした。また対応するジエーテルの

一方バクテリア由来アルキルジエーテルは，
HPLC-MS による分子量決定（Bradleys et al. 2009）

いくつかを調製して，マスフラグメンテーション

と，ジエーテルのヨウ化水素酸分解と引き続く
還元による炭化水素の分析（Pancost et al. 2001，

な法則を導き出した。

を解析しこれら化合物の構造決定に対する一般的

Bouloiubassi et al. 2006）の組み合わせにより構造

2. 試料の調製

が決定された。またジエーテルの置換基である
エーテル鎖がグリセロールの一級水酸基に結合し
ているか，二級水酸基に結合しているかの違いは
Teixidor らの研究に基づいた GC-MS のフラグメ
ンテーションで決定されている。高感度の測定で
+
は GC-MS で（M-15）
すなわちトリメチルシリル
基のメチル基が一つ失われたものが存在すること
で，分子量を決定できる。
しかしアルキル基の枝分かれ位置などによっ
てはこれらの強度がかなり小さく観測され，証

アーキオール（1）と C25-C20 ジエーテル（2）の
混合物（〜10：7）は，既報の方法（Yamauchi et al.
2000，山内，2008）で好塩性アーキア N. pallidum
JCM 8980（RIKEN）を培養した菌体より抽出，精
製して調製した。
部 分 的 に 重 水 素 化 し た ア ー キ オ ー ル（4）と
C25-C20 ジエーテル（5）は，以下の方法で化学的に
調製した。

拠にはならない場合もある。さらにジエーテル

上記の調製法で得られた 1 と 2 の混合物 1 mg を
1 ml のアセトンに溶解し，Jones 試薬（硫酸酸性ク

関連化合物の置換基の結合位置の解析は，近年発

ロム酸水溶液）を，溶液の色を観察して茶色が残
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る状態（Cr（VI）が残存している状態）まで滴下
し，その後 1 ml のイソプロパノールを加えて溶

にて還元し，生じた一級アルコール（極性大）と
二級アルコール（極性小）（生成比 1：1）をクロマ

液が緑色（Cr（VI）が消失した状態）になるまで

トグラフィーにて精製して調製した（Fig. 2D）
。

撹拌した。クロム残さをろ過した後にエバポレー
ターで溶媒を除いた後，ジエチルエーテル - 水を

3. 分析方法

（10 ml - 10 ml）加え，分液して得たエーテル層を
Na2SO4 にて乾燥させた。Na2SO4 をろ過しエバポ

GC 分析条件は既報（山内，2008）で示した条件

レーターで溶媒を除き，粗カルボン酸を得た。
得られたカルボン酸は精製することなく，1 ml

と同じで，以下の通りであった。GC-MS 分析に
は島津製作所 QP-5000（+ GC-17A）を用いた（気

のテトラヒドロフランを加え，さらに室温窒素雰
囲気下にて 10 mg の LiAlD4 を加え，還元により

化室 300℃，カラム 180℃から 3℃/min にて 320℃
まで昇温し，その後 320℃を維持，MS インター

重水素を導入した。反応液はジエチルエーテル

フェース 260℃，カラムは GL サイエンス Inert Cap
5（OV-5 相当）0.4 μm df，0.25 μm I. D. X 30 m，キャ

にて薄め，少量の水を加えることでアルミニウ
ム化合物を沈殿させた後，Na2SO4 を加え，ろ過
し，エバポレーターで溶媒を除いて重水素化体
（4，5（混合物）
）を調製した（Fig. 2A）
。混合物は
BSTFA-TMCS（99：1）50 μl，ピリジン 50 μl を加
え数分加熱して TMS 化し，30 分放置後さらにヘ
キサン 400 μl を加え，1 μl を取り，GC-MS 分析を

リアガス 100 kPa，50 ml/min）。質量分析について
は，質量範囲を m/z 40 から 600 まで測定した。な
お本条件で 1 の TMS 化体が 64.9 min，2 の TMS
化体が 89.7 min で検出された。これは前報（山内，
2008）の通りであり重水素化による保持時間の変
化は無かった。

行った。
また 1-O-phytanylglycerol（8）は以下の方法で調
製した。1-bromo-3,7,11,15-tetramethylhexadecane（6）
は Kates らの方法（Kates et al. 1965）で調製した。

4. 結

4.1. 一部を重水素化した好塩性アーキア由来イソ
プレノイドジエーテルの TMS 化体の分析
Fig. 3 に 重 水 素 化 C20-C20 ジ エ ー テ ル（4）と

一 方 2,3-O-isopropyrideneglycerol（7）は Eibl（Eibl,
1981）の方法で調製した。6 と 7 をベンゼン中に
て KOH を塩基として用い，水を除きながら還流
し，得た粗生成物に酢酸―水（9：1）を加え，80℃
で加熱して 2 時間反応させた後，酢酸―水を留去
して調製した。この 1 mg を取り出し，上記同様に
TMS 化し分析した（Fig. 2B）
。
ジアルキルエーテルのうち，グリセロールの
10，
一級水酸基と二級水酸基が同一の化合物（9，
11）については 1,2-di-O-phytanylglycerol の合成法
（Kates et al. 1965）に準じ対応するアルコールから調
製した臭化アルキルと 2,3-O-isopropyrideneglycerol

果

C25-C20 ジエーテル（5）の質量分析スペクトルを
示した。標識のない化合物に比較した m/z の増加
もそれぞれの m/z 上に加えた。前報で示したよう
に，重水素化されていない化合物，すなわち 1 の
TMS 化体ではアルキル基単独の m/z 付近以上（m/
z 270 以上）の特徴的フラグメントイオンとして，
m/z 278，369，
412，426 の 4 つが観測された。また，
2 の TMS 化体では特徴的フラグメントイオンとし
369，426，482 の 4 つが観測された。
ては，m/z 278，
一方，重水素化体 4 の TMS 化体では m/z 278，369，

から誘導した 1-O-Benzylglycerol を用いて合成し
た（Fig. 2C）。

413，428 の 4 つが，5 の TMS 化体では m/z 278，
369，

グリセロールの一級水酸基に直鎖 C17 アルキル
基，二級水酸基に直鎖 C15 アルキル基を持つジ

4 と 5 の TMS 化体で観測された主なフラグメ
ントイオンを，重水素のない化合物のフラグメン

エ ー テ ル（12）に つ い て は，1-O-phytanylglycerol
同様の方法で 1-O-alkylglycerol を調製した。次い

トイオン観測から推定したフラグメンテーション
（山内，2008）と対応させると，4 と 5 の TMS 化

でアルキル基に対応するアルデヒドと酸触媒化で

体のフラグメンテーション様式は Fig. 4 のように

脱水縮合の後，水素化ジイソブチルアルミニウム

示される。

428，
483 の 4 つが観測された。
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Fig. 2. Chemical preparation of related compounds. Reagents and conditions, a: Jones reagent(Cr(VI)), acetone; b: LiAlD4,
THF; c: Benzene, poudered KOH, reflux; d: AcOH-water (9:1), 80℃, e: H2, Pd-C, hexane; f: C14H29CHO, pTsOH,
Na2SO4, CH2Cl2, r.t; g: Diisobutylalminium hydride, CH2Cl2, r.t.

Fig. 4 における a，b いずれかの位置での単純切
断が優先して起こった系では，フラグメントは重
水素を含んでいた。それぞれ a で切断された場合
では，グリセロール 2 位に相当する二級水酸基の
エーテルに由来するフラグメントが，b ではグリ
セロール 3 位に相当する一級水酸基のエーテルに
由来するフラグメントがそれぞれ観察された。
a で切断された場合に，重水素を一つ含むイオ
b
ンのみがほぼ観測されていることより，切断 a，
で生じたフラグメントは，酸素原子上の不対電子
の一つが失われた状態の（ラジカル）陽イオン種
が想像される。また切断 a のフラグメントには，
重水素が一つしか含まれていない。先の論文（山
Fig. 3. MS spectra of the trimethylsilyl (TMS) ether of
deuterated C20-C20 and C20-C25 diether core-lipids.
A: Mass spectrum of O-trimethylsilyl deuterated C20-C20 diether core-lipid, B: Mass spectrum
of O-trimethylsilyl deuterated C25-C20 diether
core-lipid. (X) in the figure shows the increasing
of mass number from the corresponding non-deuterated fragment.
20

19 内，2008）の共鳴安定化（もしこれが起これば重

水素が二つ含まれたイオンが重水素を一つ含むイ
オンと同時に観測されるはず）は，誤りであると
思われる。
一方 Fig. 4 における c の位置での切断では，重

水素は含まずトリメチルシリル基は含んでいた。
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ようなフラグメントイオン形成であるが，これで
この 3 つのフラグメント生成が解析できたことに
なる。
一方，1-O-phytanylglycerol の di-O-TMS 化体の
質量分析結果を Fig. 5 に示した。ここで観測され
る幾つかのフラグメントも図中に示した。ここで
は，m/z 369 と 278 のフラグメントイオンが観測さ
れた。特に m/z 369 は，トリメチルシリル基の転位
を含むことでしか達成できない質量数である。こ
の転位反応によるフラグメント生成はグリセロー
ル 1 位にアルキル基が，3 位に TMS 基が含まれる
関連化合物には一般的な現象であると思われる。
よって，1,2-ジアルキルエーテルの主なフラグ
メンテーションの経路が解明できた。グリセロー
ル部位の立体化学の違いは質量分析の結果には影
響しない。これから未知アルキル基をもつバクテ
リアの生産するグリセロールジエーテルも，同様
の解釈が可能である。つまり，HPLC-MS 測定や
化学分解を行わずに，TMS 化体の質量分析のみ
より，相当する領域で比較的質量数の近い 3 つの
フラグメントの観測と，その m/z の計算からその
エーテル置換基の位置を一義的に決定できると思
われる。
4.2. 幾つかのグリセロールジアルキルエーテルの
分析

Fig. 4. Revised proposed fragmentation of TMS ether of
C20-C20 and C20-C25 diether core-lipids.

上記結果をもとに，フラグメンテーションより

21

予想されるジエーテルの一般的構造式決定法につ
いて Fig. 6 に示した。そしてそれぞれ化学的に誤

すなわち，m/z 369 のフラグメントはトリメチル

りのない方法で，対応するグリセロールジアルキ
ルエーテル化合物を合成し，その TMS 化体のフ

シリル基の転位により生じたもので，グリセロー
ル 3 位に相当する，一級水酸基のエーテルに由来
するフラグメントであることが明白となった。

C16，
C17 の直鎖
ラグメントを解析した。まず，C15，

トリメチルシリル基の転位は電子衝撃イオン化

アルキル基を持つジエーテルについてのスペクト
ルを Fig. 7 に示した。なお今回の GC の条件で，

質量分析ではしばしば起こることが示されてお
り，Djerassi ら（Diekman et al. 1968）はグリコール

C15，
C16，
C17 直鎖アルキル基をもつジエーテル（9，
10，
11）の TMS 化体の GC の保持時間はそれぞれ

類の TMS 化体のフラグメンテーションの詳細観

50.2，
54.5，
60.4 分であった。また 9，
10，
11 の TMS
636 に
化体の分子イオンはそれぞれ m/z 584，612，

察から，その転位を実証している。よって，もと
に生じるフラグメントイオンが奇数で，転位反応
が推測されるフラグメントイオンの質量数が偶数

なるはずである。
1,2-O-dihexadecyl すなわち C16 ジエーテルにつ

という，一見すると “ 窒素ルール（炭素，水素，酸

いては既知文献（Pancost et al. 2001）と基本的に質

素からなる化合物では分子量は偶数であり，単純

量分析スペクトルは一致していた。しかし文献に
記載されている M-104 に相当するピークは本実験

解裂フラグメントは偶数である）” に反している
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Fig. 5. Mass spectrum of 1-O-phytanylglycerol di-O-TMS
ether.

Fig. 6. Proposed general main three fragmentation pattern
22
of dialkylglycerol TMS ether.

でも観測されているが強度が弱かった。
R2 + 145
注目する 3 フラグメント（R1 + 131（= F1）
，
R2 + 88（= F3）
（= F2）
，
）は，それぞれ 9 の TMS 化体
356，
299 に相当する。また 10 の TMS 化
では 342，
313 に相当し，11 の TMS 化体で
体では 356，370，
は 370，384，327 に相当する。これら全てはすべて

Fig. 7. MS spectra of the trimethylsilyl (TMS) ether of
several dialkylglycerols. a: mono TMS ether of
C15-C15 dialkyl diether (9); b: mono TMS ether of
24
(10); c: mono TMS ether of
C16-C16 dialkyl diether
C17-C17 dialkyl diether (11) ; d: mono TMS ether of
C17-C15 dialkyl diether (12)

十分な強度で観測された。
また質量数がそれぞれ 14 ずつ増加しているの
は，アルキル基の長さが長くなったことに他なら
ない。同様に一級水酸基に C17 直鎖アルキル基が，
二級水酸基に C15 直鎖アルキル基が結合したジ
エーテル（12）を化学的に調製し，TMS 化体を調
製して（GC の保持時間は 54.5 分と C16 直鎖アルキ
ル基をもつジエーテル TMS 化体とほぼ一致した）
同様にフラグメント解析を行ったところ
（Fig. 7d）
，
23
384，
327 となった。
対応する 3 フラグメントは 342，
これも同様に解析が可能で，すなわち本方法が一
般的に適応可能であることを示している。

5. 考

察

上記結果より，ジアルキルエーテルグリセロー
ル化合物の TMS 化体の一般的なフラグメンテー
ションは，Fig. 6 で示すようになる。つまりここ
で示したこれら系列化合物で，明白に観測される
アルキル基一つ ＋100 程度の質量数に存在する，
3 つのフラグメントイオンから逆算し，未知のジ
エーテル化合物であっても，1）分子量，2）エーテ
ル基の炭素数，3）水酸基での結合位置（1 級ない
し 2 級）が決定できるものと思われる。
先述の通り，これまでの系列化合物においては
3 つの分析方法，すなわち HPLC-MS，GC-MS，
エー
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テルのヨウ化水素酸分解の後の還元による炭化水

Archaeal and bacterial lipids in authigenic carbonate

素の分析で決定されてきた。しかしアルキル基側

crusts from eastern Mediterranean mud volcanoes.

の炭素数のみを考慮し，構造の詳細を考えないと
すれば GC-MS のみで構造推定可能であるという

Org. Geochem. 37, 695-707.
Bradley A.S., Fredricks H., Hinrichs K.-U. and

ことを示している。

Summons R.E. (2009) Structural diversity of

これまでの報告では，これまでのジアルキルグ

diether lipids in carbonate chimneys at the Lost City

リセロールジエーテルの TMS 化体の試料分析で
は，m/z 130，131，133 のフラグメントの存在が 1,2-

hydrothermoal field. Org. Geochem. 40, 1169-1178.
De Rosa M., Gambacorta A., Nicolaus B., Ross H.

ジアルキルグリセロールの存在を示すこと，さら
に C-O および C-C の単純切断と水素のやり取りに

N.M., Grant W.D. and Bu’Lock J.D. (1982) An

よるラジカル陽イオン生成によって，アルキル基
の存在と炭素数が論じられていた（Satouchi et al.

alkaliphilic halophiles. J. Gen. Microbiol. 128, 343-

1978, Pancost et al. 2001）
。

asymmetric archaebacterial diether lipid from
348.
Diekman J., Thomson J.B. and Djerassi C. (1968)

しかし TMS 基の転位によるフラグメントは質

Mass spectrometry in structural and stereochemical

量数も大きく，比較的強度が強いピークでありな

problems. CLV. Eelctron impact induced

がら，解釈されていなかった。Bradley らの報告

fragmentations and rearrangements of some

では，根拠が明白ではないが “（+TMS-H）” とい
うフラグメントが記載されている（Bradleys et al.
2009）。本実験でこのフラグメントの根拠を導い

trymethylsilyl ethers of aliphatic glycols and related
Eibl H. (1981) An improved method for the

たことは関連化合物の構造推定に関して一定の進

preparation of 1,2-isopropyridene-sn-glycerol.

compounds. J. Org. Chem., 33, 2271-2284.

歩があったものと考えている。

Chem. Phys. Lipid 28, 1-7.

フラグメントイオンの安定性から考えると，ア

Kates M., Palameta B., and Yengoyan L.S. (1965)

ルキル基の枝分かれ位置でフラグメントが優勢で

Aliphatic diether analogs of glycerol-derived lipids.

あることを考慮すれば，さらにより質量数の小さ

II. Synthesis of naturally occurring L-2,3-di-O-3',

い，それぞれのフラグメントの解析を行えば，ア

7', 11', 15'-tertamethylhexadecyl glycerol and its D

ルキルエーテルのアルキル基部分の枝分かれ位置

isomer. Biochemistry 4, 1595-1598.

の推定は可能であると考えられる。限られた試料

Kates M. (1997) Diether and tetraether phospholipids

での分析を行わなければならない場合などを考慮
すると，迅速性と感度の面から GC-MS のみでの

and glycolipids as moleculae markers for

決定は有利であると思われる。

Series 671. Molecular Markers in Envionmental

archaebacteria (archeae) in ACS Symposium
Geochemistry. Kobert P. Eganhouse Ed. American

謝

Chemical Society Washington D. C. 35-49.

辞

Koga Y. and Morii H. (2005) Recent advances in

C15，C16，C17 直鎖アルキル基に対応するアルコー

structural research on ether lipids from archaea

ル類に関しては，東北大学 大庭 雅寛 助教にご恵

including comparative and physioligical aspects.

与いただきました。2 名の匿名査読者には建設的

Biosci. Biotechnol. Biochem. 69, 2019-2034.

なコメントをいただき，本論文は改善されまし
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