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Abstract Effects of scavenger enzymes for active oxygen such as superoxide dismutase (SOD) and catalase， and 

aquaporin】 1inhibiters such as HgCl2 and tetraethylammonium (TEA) on the algicidal activity of arachidonic 

acid (AA) to the red-tide raphidophycean flagellate Heteros恕maakashiuノ0，and also the effect of exposure to AA 

on fatty acid composition and morphology of the cells， and the incorporation of deuterium oxide (D20) i凶 othe 

cells were examined in order to make clear the mechanisms which harmful!toxic flagellates were killed due to the 

effects of a highly unsaturated fatty acid. 

Algicidal activity was not suppressed by the addition of SOD and/or catalase， but was suppressed by the addi-

tions of HgCl2 and TEA.百lesurvival rate of H. akashiwo was increased by the addition of HgCl2 at 1 X 10-4
_1 X 

102 nM in the presence of a 300 ng mL -1 of AA (survival rate was 0%)， and the maximum survival rate was 50-

55% at 1 X 10-2_3 X 10ー1nM. In the TEA， the algicidal activity was suppressed at 1 X 10-4_1 X 102 mM  and the 

maximum survival rate was 60-65% at 1 X 10-2_1 X 10ー lmM.

百lemorphology of H. akashiwo changed from an elliptic to a round， swelled shape with the survival rate de-

creasing， and the active swimming cell numbers also decreased upon exposure to AA. Furthermore incorporation 

of water into H.akashiwo， analyzed with D20 as a tracer， was promoted by exposure to AA.百lesephenomena， ex-

cept the rounding of the shape， were suppressed by the addition of TEA. On the other hand， AA content in the cells 

significantly increased upon exposure to AA， and the increase was not affected by the addition ofTEA. 

百leseresults suggest that a possible factor contributing to the algicidal activity of AA in H. akashiwo seems to be 

swelling that brings about the rupture of cells caused by changing the membrane structure into one that cannot 

withstand an increase in intracellular pressure resulting from accumulation of AA in the membrane and the accel-

eration of water intake by promoting the activity of aquaporin-I. Toxic effects of active oxygen derived from autoxi-

dation of AA is not considered to be a major cause of the algicidal activity. 

Key words: algicidal activity， arachidonic aιid， Heterosigma akashiwo， superoxide dismutase (SOD)， catalase， 

HgCI2， tetraethylammonium， fatty acid composition 
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認されている.以上のことから，海洋生物に広く分布す

はじめに る脂肪酸，特に高度不飽和脂肪酸 (HUFA)の多くが赤

日本沿岸域，特に閉鎖海域では古くから現在に至るま

で赤潮が頻発し， しばしば甚大な被害を被っている(水

産庁瀬戸内海漁業調整事務所 h坤://www.jfa.maff.go.jp/set-

outi/akasio/nenkan/index.html，今井 2010a，大村・福代

2012，古川ほか2012). このため，様々な赤潮防除方法

が提案され実用化が図られてきた (Shirota1989，和田

ほか 2002，前田ほか 2009，今井 2010b). その 1つどし

て微生物の殺藻や捕食などを利用した生物学的手法(今

井2008) あるいはアレロパシ一物質など天然由来の殺

藻物質を用いる方法が環境に優しい赤潮防除法どして注

目されその確立・実用化が進められている(本城・浅川

1990，内田ほか2010a，2010b，2010c，2011a，2011b).

前者の生物学的殺藻の機構に関しては解明が進んでお

り，その概要は今井 (2011a，2011b) によりまとめられ

ている.それによると殺藻細菌による殺藻機構は直接接

触攻撃型ど殺藻物質生産型に大別され，直接接触攻撃型

は殺藻細菌による赤潮藻類の補食が主因であるとしてい

る(今井2011b). また，殺藻物質生産型は，殺藻細菌

が生産するセリンプロテアーゼやプロジギオシン様赤色

色素などの殺藻作用によるものであり，この現象はクオ

ラムセンシング(細菌の密度依存遺伝子発現制御メカニ

ズム)が関与している可能性を示唆している(今井

2011a). 一方，殺藻細菌由来以外の天然殺藻物質どし

て，紅藻類Neodilseayendoanaによる緑藻類の成長およ

び胞子沈降抑制を惹起するエイコサペンタエン酸

(EPA) (Suzuki et al. 1996)，ホザキノフサモMyriophyllum

spicatumのシアノバクテリアMicrocystisaeruginosaに対す

るアレロパシ一物質である飽和脂肪酸Nonanoicacid (中

井ほか2004)，オキナワモズク Cladosiphonokamuranusが

産生する赤潮原因藻類Heterosigmaakashiwoおよび、Chat-

tonella antiquaの殺藻物質オクタデカテトラエン酸

(ODTA) (Kakisawa et al. 1988)，珪藻Cylindrothecacloste-

numのH.akashiv.ノoに対するアレロパシ一物質ODTA，

ヘキサデカトリエン酸 (HDTA) およびステアリン酸類

似物質(内田ほか2010a)， Cylindro仇ecaclosterium藻体中

のH.akashiwoに対する殺藻物質ODTA，EPAおよびアラ

キドン酸 (AA) (内田ほか2010b)， ミズクラゲAurelia

ωrita s.l.自己溶解液中の赤潮藻類Gymnodiniummikimotoi 

およびHeterocapsacircularisquamaに対する殺藻物質EPA

(内田ほか2010c)，アンドンクラゲ、Carybdearastoni自己

溶解液中のH. akashiwoに対する殺藻物質EPAおよびド

コサヘキサエン酸 (DHA) (内田ほか2011a) などが確

潮藻類殺藻活性を持っと考えられる. しかし，その殺藻

機構については，村田ほか (1989)がHUFAの自動酸化

により発生するフリーラジカルに起因することを示唆し

ているが殆ど不明である.そこで本研究ではこの機構を

解明する一環どして， HUFAどして比較的入手が容易な

AAを選ぴ:， HUFAに暴露されたH.akashiwoは円形に膨

潤した後に破裂して死滅することに着目して AAに暴露

した時のH.akashiwoの脂肪酸組成および形態の変化，

殺藻活性に及ぼす水チャンネJレ(アクアポリン)阻害剤

および活性酸素の消除作用を持つスーパーオキサイドジ

スムターセ、 (SOD) あるいはカタラーゼの影響，および

細胞内への水の流入などを検討した.

材料と方法

材料

ラフィド藻H.akashiv.ノoは前報(内田ほか 201la) ど同

じ無菌クローン株そ使用した. AAとしてシスー5，8，11，14-

エイコサテトラエン酸(シグマーアlレドリッチ社製)を

用いた.他の材料については記載のない限り前報(内田

ほか 2011b) と同じものを使用した.

H. akashiwoの培養

H. akashiwoの培養は，所定容量の的培地 (Guillardet 

al. 1962) を入れたガラス容器をオートクレーブ滅菌

(121
0Cで20分間，以下同じ)し，目的濃度になるよう

に藻体を無菌的に接種した後に照度8000Lux，温度23.5

::!:::CC，明暗周期12時間で行った.藻類の無菌状態は，

保存株リスト第8版に記載の方法(笠井ほか2009) に準

拠して確認した.すなわち， Bf/2改変型培養液に藻類を

1 X 103 cells mL-1になる様に接種し，照度3000Lux，温

度23.5土 l OC，明暗周期 12時間で 1~4週間培養後の細

菌による白濁の発生状況により判断した.

殺藻活性の測定

H. akashiwoをlOmLのf/2培地に2X 103 cells mL -1にな

るように無菌下で接種した.これに20μLのジメチルス

Jレフォオキシド (DMSO)試料溶液を添加した後に適当

な培養時間後の生残細胞数を顕微鏡下で測定し，コント

ローJレ(無添加あるいはDMSOのみ添加)どの細胞数

の比から生残率を算出して活性として表した. AAで死

滅する細胞は膨潤後，破裂し消失することから，観察さ

れる全ての細胞を暫定的に生残細胞とした.
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Fig. 1. Acute toxicity of arachidonic acid (AA) to H. akωhiwo. 

H. akashiwo (2 X 103 cells mL -1) is exposed for 16 (・)and 24 

(0) hours to 0-3 X 102 ng mL← 1 of AA in 10 mL off/2 medium 

at 23.5:::1= 1 oC. Survival rate is shown for the mean of triplicate de-

terminations. Standard deviations are included within each sym-

bol. 

H. akashiwoの形態および動態分析

細胞培養液10mL (2 X 103 cells mLー1) に400および

1，000 ngのAAを含む20μLのDMSO溶液を加えたもの，

テトラエチlレアンモニウム (TEA:和光純薬工業製の塩

化物)な終濃度O.lmMに成るように予め添加したのち

に同量のAAを加えたもの，および20μLのDMSOのみ

(コントローノレ)を加えたもの喜子 16時間培養し，生残細

胞数，遊泳および静止細胞数をオリンパス倒立顕微鏡

(CK2) により 100倍で計測した.同時に無作為に撮影し

た写真から焦点の合った細胞を選びその長径および短径

を求めた.細胞の面積は，細胞の形態を便宜的に方形ど

して見倣し，長径×短径，軸比は長径に対する短径の比

どして算出した.形態観察はニコン顕微鏡 (ECLIPSE

E800) を用い200倍で、行った.

結果の統計的検定は，ターキーの多重比較 (Tukeys

multiple comparison test) により検定し，p値が0.05未満

の場合を有意差どした.

藻体内重水量の分析

2LのH.akashiwo fl2培養液 (2X 103 cells mL -1)を3つ

用意し，このうち 1つにはAAの16hCLoに相当する終濃

度50ng mL -1 (Fig. 1) になるように 100μgのAAを含む

DMSO溶液1mLを加えた.他の 1つには予めTEA喜子終

濃度O.lmMになるように加え，さらに， 100μgのAAを

含むDMSO溶液1mLを加えた.最後の 1つは 1mLの

DMSOのみを添加しコントロールどした.これらに

1 mLの重水(和光純薬工業製，純度:99.9%) を加えた

後に 16日寺間培養し，藻体をガラスファイパーフィ Jレ

ター (ADVANTEC75) により櫨別した.藻体(フィ Jレ

ターを含む)を f/2培地20mLで、3回洗浄した後に乳鉢に

移し，液体窒素により凍結・粉砕した.粉砕物にf!2培

地20mLを再び加えよく摩擦した後，遠沈管に移し，

14，000Xg， 30分の遠心分離により上澄液を集めた.残

漬にf!2培地lOmLを加えよく撹拝した後，再び14，000

×タ， 30分の遠心分離に付し，得た上澄液を合せた.上

澄液はNO.5Cの櫨紙 (ADVANTEC)による櫨過後，f!2培

地で 100mLに定容し分析に供した.試料中の水素同位

体比の分析はSIサイエンス株式会社分析センター(埼

玉)で、行った.試料3mLを水平衡装置(中野電子工業

株式会社製)により前処理(平行温度:18
0

C，平衡時

間:12時間)し， DELTA plus XL安定同位体比質量分析

計(百lermoFisher Scientific社製)により， TSW2 (δD二

4.3 %0)， LAP (dD =一149.3%0) およびSLW(δD=-

73.1 %0) を水ワーキングスタンダードどして測定した.

重水濃度は得られたδ値 (%0)から mgLーlどして表し

た. また，残誼は簡易AA分析の試料どした.

脂肪酸分析

藻体の脂質成分は基本的にはBligh目 Dyer法に準拠して

抽出した(奥山 1978). ガラスファイパーフィルターに

より櫨別した藻体(フィ Jレターを含む)を乳鉢に移し，

液体窒素で凍結下，破砕した. これに，メタノールーク

ロロホlレムー水 (10:5 : 4， V/V，以下同じ)溶液の38mL

を加え，さらに摩砕した.摩砕物をNO.5C櫨紙で鴻別

し，櫨液は分液ロートに移した.残i宜は乳鉢に戻し，さ

らに 10mLのクロロホlレムにより摩砕後，櫨液を分液

ロートに移して合わせ，良く震壷させ静置した.分離し

た下層を無水硫酸ナトリウムで

エパポレ一タ一fそど用いて減圧下で溶剤を留去し脂質画分

どした.

脂肪酸組成の分析は望月ほか (1999) の方法に従っ

た.脂質画分を三フッ化ホウ素メタノーlレ法によりメチ

lレエステlレ化した.脂肪酸メチルエステルはメガボンド

エJレート SI(ジーエノレサイエンス社製)により精製した

後に以下の条件によるガスクロマトグラフィー (GC)

により分析した.装置:HP 5890 series II (Hewlett Pack-

ardネ土)， カラム:ULBON HR-SS-10 (0.25 mm  ID X 50 m 

L)，カラム温度:150 ~2100C (30C min-1
)，検出器:

FID (250
0
C ) ，キャリヤーガス:He (0.8 mL min-1 

). 

なお，脂肪酸の同定は，標準脂肪酸の保持時間どの比較

および相対保持時間により行い，定量はHP社製のHP
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3365 Chemistationにより行った 100

簡易的な AAの分析は以下のGC条件により行った.

装置:GC-2014 (島津製作所)，カラム:ULBONHR 

SS-10 (0.25 mm  ID X 50 m L) カラム温度:190 ~210oC 

(5
0

C min-I
)，検出器:FID (240

0

C)，キャリヤーガス:

N2 (0.8 mL min -1). AAの同定は，市販AAの保持時間

どの比較により行い，定量は島津製作所製の C-R8A

Chromatopacにより千子った.

結果

H. akashiwoに対する AAの毒性

AAのH.akashiwo に対する毒性~[/2培地中における殺

藻活性を測定して求めた (Fig.1). 16時間暴露における

LCso (16 hLCso)は170ng mL-1であった.また，24時間

暴露のLCso(24 hLCso)は74ngmL-1であった.これは

Erd -Schreiber改変培養液中で、測定した 73ng mL -1 (内田

ほカ'2010b) ど良く一致した. ここで得られた AAの濃

度ど毒性の関係を以後の実験条件設定の参考にした.

Fig.1より見積もられる 16hLCIOO値の 120ng mLー lおよ

びその2倍の240ng mL-1にAA濃度を設定し，これに4

X 103 ~ 5 X 104 cells mL-1の細胞を 5時間暴露したときの

細胞生残率ど暴露細胞数の関係をFig.2に示す.図から

完全に死滅する細胞数を外挿するど 120ng mL-1では約

5，000 cells mL -1， 240 ng mL-1では約8，000cells mL -1であ

り，細胞あたりそれぞれ0.024ngおよび0.03ngのAAを

取込じことによりH.akashiwoは死滅すると考えられた.

このこどからH.akashiwoに対する AAの致死量は両結果

の平均0.027ng cell-Iどした.

AAの殺藻活性に及ぼす化学物質の影響

EPAのChattonellamarinaに対する殺藻活性は， EPAの

自動酸化により発生するフリーラジカlレ(ヒドロキシラ

ジカJレ，・ OH) に起因するこどが示唆されている(田村

ほか 1989). また，ラフィード藻H.akashiwoは正常な発

育条件下でスーパーオキサイド (02-) および過酸化水

素を産生し海洋細菌の発育を阻害するが，この効果は

スーノfーオキサイドジスムターゼ (SOD)あるいはカタ

ラーゼにより抑制される (Odaet al. 1997). さらに， H. 

akashiwoのこれらの産生能はガラクツロン酸により活性

化することが報告されている (Kimet al. 2000). これら

のことから， AAのH.akashiwoに対する殺藻活性は

HUFAである AAの自動酸化あるいはAAによるH.

akashil1ノoの活性酸素産生能の促進が起因している可能性

がある.そこで， 5mLの培養液 (2X 10s cells mL -1)に

A 

50 

(
式
)
~ 0 e 100 

同伺
K
F叩
k
F
』
冨
∞

B 

50 

0 

lxl03 3xl03 lxl04 3xl04 lxl05 
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Fig. 2. Relationship between the exposed cell number and the 
survival rate of H. akashiwo. H. akashiwo (4 X 103_5 X 104 cells 
mL -1) were exposed for 5 hours to 120 (A) and 240 ng mL-1 

(B) of AA in 10 mL of f/2 medium at 23.5土1oC. Survival rate is 
expressed as the mean (・)of triplicate determinations and 
standard deviations (vertical baω. The solid line is the extrapo-
lated regression line. 

Oda et al.の方法 (1997) を参考に，その2倍濃度に相当

する 1，000unitsのSODおよび5，000unitsのカタラーゼを

予め添加した後に全細胞の致死量に相当する 30μgのAA

を含む20μLのDMSO溶液を加え， 3時間培養後の生残

細胞数を測定した (Table1). その結果， SOD，カタ

ラーゼあるいはDMSOのみそ添加した試験区では無添

加(コントロ-}レ)に比べ100%の生残率を示したが，

AAを添加した場合は 100%死滅し， AAの殺藻活性は

SODあるいはカタラーゼによりまったく抑制されな

かった.

AAに暴露されたH.akashiwoは円形に膨潤した後に破

裂して死滅するこどが目視的に観察されている.この膨

潤は細胞内への水の流入，内圧の増加などにより惹起す

るこどが予測される.そこで

る水チヤンネル(アクアポリン)の阻害剤でで、ある塩化水

銀(]]) およびTEA(τ乃'y氾町.erm叩 etal. 1999， Brooks et al 

2000， Yang et al. 2006， Volkov et al. 2008)のAA殺藻活性に

及ぼす影響を見た.

10mLの細胞培養液 (2X 103 cells mL -1) に終濃度1X
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Table 1. Effects of superoxide dismutase (SOD) and catalase 

on algicidal activity of arachidonic acid (AA) to H. akshiwo. 

Condition 

+DMSO 

+SOD 

十AA

十SOD&AA

十Catalase

十Catalase& AA 

Survival rate (%) 

100 

100 

0 

0 

100 。
十DMSO20μL of dimethyle sulfoxide (DMSO) added as a carrier 

to a control that is composed of 1.0 X 106 cells of H. akashiwo in 5 mL 

of fl2 medium. +SOD 1，000 units of SOD in 20μL of fl2 medium 

added to the control.十AA30μg of AA in 20μL of DMSO added to 

the control. + SOD & AA addition of 30μg of AA in 20μL ofDMSO 

to +SOD. +Catalase 5，000 units of catalase in 20μL of f!2 medium 

added to the control目 +Catalase& AA addition of 30μg of AA in 20 

μL of DMSO added to十Catalase.Survival rate is the ratio of surv即日

ing to the ratio in the control 3 hours after incubation with the chemi 

cals目

1O-4~3 X 103 nMの塩化水銀 (II)，あるいは終濃度lX

1O-4~1 X 102 mMのTEAを加え，それぞれに24hLClOO値

(Fig. 1) の約3倍の 300ng mL一1のAAを添加し， 24時間

後の生残細胞数そ測定した.

塩化水銀 (II)のみを添加した場合(コントロール)， 

H. akashiwoの生残率は 1X 1O-2nMから漸減し，lnM以

上で急減した.この結果から，塩化水銀 (II)のH.

akashiwoに対する 24hLCsoは約0.5μgL -1 (2 nM) ど見積

もられた.これらにAAを添加するとその殺藻活性は l

X 1O-4nM以上の塩化水銀 (II)の共存下で明らかに抑

制され， lXI0-2~3XI0ー'nM で、最も強く 50%以上抑制

された (Fig.3). TEAは塩化水銀 (II)に比べH.akashi 

woに対する毒性は非常に弱く， 24 hLCsoは約5，200mg 

L -1 (40 mM) であった.毒性のない lX lO-4~3mM で、

明確な殺藻活性の抑制を示し， 1 X 10-2 ~ 1 X 10ー lmM

で最も強く約60%抑制した (Fig.4). これらの結果は，

AAの殺藻活性にアクアポリンが関与しているこどを示

唆するものであった.

AA暴露によるH.akashiwoの形態およひ、動態変化

AA暴露濃度を， 16時間でほどんどの細胞が生残して

いる 40ngmL一Iおよび生残細胞数が明らかに減少する

100 ng mL-1に設定し (Fig.1)，細胞の形態および動態

の変化とアクアポリン阻害剤である TEAの影響を観察

した (Fig.5). 6回の測定結果から生残細胞数は40ng

mL-1暴露では僅かに減少傾向そ示したに過ぎなかった

が，100 ng mL-1では平均で約30%まで明らかに減少し

た (Fig.5a). 生残した細胞の形態および動態に対する

AAの影響プロフィ-}レは，両濃度の暴露間で大きな差
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Fig. 3 Effect of HgCl2 on algicidal activity of AA to H. akashiwo. 

H. akashiwo (2 X 103 cells mL -1) was exposed for 24 hours to 1 

X 10-4-3 X 103 nM of HgCl2 in 10 mL off/2 medium containing 

20μL of DMSO (control， 0)， and 3μg of AA and 20μL of 

DMSO (AA，・)at 23.5土1oC. Vertical bars show standard devi-

ation about the mean of triplicate determinations. 
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Fig.4 Effects ofTEA on algicidal activity of AA to H. akashiwo. 

H. akashiwo (2 X 103 cells mL -1) is exposed for 24 hours to 1 X 

1O-'-1X102mM ofTEA目百leother legends are the same as in 

Fig.3. 

はなしまた， TEAの影響にも両者間で明確な差異はな

かった.このことは， AA暴露により生残するH.akashi 

woの形態変化には一定の限度がありこの限度を超えた

細胞は死滅することを示唆している.生残細胞の動態は

AAにより明確な影響を受け，活発に遊泳する細胞は減

少し静止細胞が有意に増加した.しかし，この静止細胞

の増加はTEAによりコントロールレベルまで抑制され

(Fig. 5b)，静止細胞数の増加ど生残率の減少は関連性が

高いど考えられた.生残細胞の形態はコントロールにお

いても偏差が大きく， 20個体の計測で面積は74~

283μm2，軸比は0.43~0.93 に分布していた. しかし，

面積および軸比共にAA暴露により増加し， TEAにより

抑制される傾向が見られた (Figs.5cおよびd). しかし，

その効果は軸比に対しては弱く，細胞面積に対しては強

く，細胞面積はコントロールに比べてむしろ減少してい

た (Fig.5c). このことは， AA暴露により細胞は円形に

変化し膨潤は進むが， TEA処理により円形を保持ししな

がらも膨潤が妨げられ生残するものと考えられた.

以上のことは細胞の形態写真からも観察される (Fig.
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Fig. 5. Changes in the ll10rphology and 1110vel11ent of H 

akashiwo upon exposl1re to AA and TEA. H. akashiwo (2 X 103 

cells ll1L -') was incl1bated in 10 mL of f/2 medium containing 

20μL of DMSO (control)， followed by the addition of 400 01' 

1，000 ng of AA to the control (C，口)in the absence (A，・)
and in the presence of 0.1 111M TEA (T，圃)at 23.5士1T for 16 
hours. The cell area is calculated by m句01'axis X ll1inor axis of 

cells on the tentative assl1mption that the shape is a sqllare and is 

indicated in terms of area relative to the control .百lemajor and 

the mi日01'axes are measured from cells that were in fOCllS on 

photographs taken randomly， and the ratio of the minor to the 

major axis is indicated as“axis" ratio“Stationary rate" means 

percentage of stationary cell nl1mbers to the Sl1m of stationary 

and moving cell nl1mbers， counterd by microscope (Olymplls 

CK2) at a magnification of 100. Results indicated with the col-

l1mn and vertical bars are the mean and standard deviation 

Means for survival rate (a) a吋 stationaryrate (b) were calcl1 

lated from six determinations， and twenty determinations for rel-

ative area (c) and axis ratio (d).百leinitials， referring to ex-

perimental conditions， shown in the columns represent 

Slgl1l品cantdi仔erencesfound by Tllkey' s m111tiple comparison test 

(p<0.05) . 

6) .楕円形の生残高111胞はAA暴露により円形に変形しさ

らに膨il却する. この現象はTEAにより 抑制 され，細胞

は円形になるものの膨潤は促進されないこどを示してい

るど思われる.

これらの結果から， AA暴露により惹起するH.akashi-

woの膨捌から死滅までの過程は通常のアクアポ リンに

よる水の取込みによりおこり，アクアポリンを阻害する

ことによりその膨潤が抑制されるこどがJiE測された.

AA暴露による H.akashiwoの水取込み量の変化

2Lの紺|胞培養液 (2X 103 cells mL -1)に破裂以前の11彰

潤細胞が多 く得 られるこどが期待で3る16hLC。に相当

Concentration of AA 
(ng mL-l) 

+AA 

+TEA&AA 

Fig. 6. Typica1ll10rphology of H. akashiwo exposed to AA ancl 

TEA. The photographs are taken by a ll1icroscope (NIKON 

ECLlPSE E800) with a ll1agn前cationof 200. Scale bar is 10!lm 

TIle legends for control， + AA， and +TEA & AA are the sall1e as 

in Table 2 

する 50ng mLー lのAAを作用させ， H. akashiwoの水の取

込みに及ぼす AAどアクアポリンー Iの阻害斉IJである TEA

の影響について重水素を トレーサーと して調べた.その

結果， Table 2に示すごとく，生残細胞数ど細胞当たり

の水の取込み量は反比例的で、あった. AAへの暴露によ

りH目。kashiwoの水の取込みは促進され，それに伴い細

胞は死滅する傾向を示した. また，この現象はTEAに

より抑制された.

これらの結果は， AAによりアクアポ リンが活性化さ

れ， 水の取込みが増加し，細胞の膨張が促進されること

を強く示唆するものであった.

AA暴露によるH.akashiwoの脂肪酸組成の変化

H. akashiwoを6X 10
6 
cells含 む10mLの培養液に 200ng 

のAA含 有DMSO溶液20μL (24 hLCIO=20 ng mL-
1に相

当，Fig. 1) を加 え24時間培養 した後の脂肪酸組成を

Fig.7に示す. コントローノレ (20μLのDMSOのみ を添

加1) の藻休脂肪酸組成は山岡ほか (1999) および、SuzlIki

& Matuyama (1995) による H.akashiwoの脂肪酸組成の特

徴ど類似しており，パlレミチン酸ど EPAを主成分どし

AAは微量成分であった. しかし， AAに暴露した H

akωhiwoはAAが特異的に噌加しコ ン トロ ーlレの約37倍

であった (Fig.7). また，生休膜由来成分が主成分ど予

測 される重水量測定残漬の脂肪酸を AAに主眼を置さ簡

易的に分析したどころ， AA暴露により AA含量はコン

トロ ーノレの3倍強ど有意に増加しており ，アクアポリ ン

阻害剤である TEA添加により AA含量 は増加し ていた

(Fig. 8). これらの結果から， H. akashiwoはAA暴露によ

りAAを利|胞内に特異的に取込み細胞膜に蓄積している
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Table 2. Effects of AA and tetraethylammonium (TEA) on the incorporation of deuterium oxide (D20) into H. akashiwo. 

Condition 
Cellnumbe/1 Concentration of Incorporated D20 Rate of 

S urvival rate (%) '2 in cell incorporated D20 
(x 106

) 
D20 in extract 

(mgL← 1) (x 10-5 mg cell-1
) (%) 

4.96士0.97 76.0 1440土11.4 2.90 l37 

5.57士O目87 85.3 1410士28.0 2.53 119 

6.53土0.76 100 1430士14.4 2.12 100 

十AA

十TEA&AA

Control 

Control is composed of 4.0 X 106 cells of H. akashiwo and 1 mL of DMSO in 2 L of f/2 medium十AA:100μg of AA added to the control十

TEA & AA: TEA added to a final concentration of 0.1 mM  to the + AA prior to the addition of AA. Deuterium concentrations were deter-

mined at 16 hours after incubation with the chemicals in the presence of 0.05 % (v/v) of D20 

*1 Cell number is mean土SDof nine deter.minations. *2 Concentration of D20 in 100 mL of the extract as mean土SDof duplicate. 

Myristic (14:0) 

Palmitic (16:0) 

7-Hexadecenoic (16:1) 

Palmitoleic (16:1) 

Margaric (17 :0) 

Stearic (18:0) 

Oleic (18: 1) 

Vaccenic (18: 1) 

Linoleic (18:2) 

Linolenic (18:3) 

Icosenoic (20: 1) 

Arachidonic (20:4) 

Docosenoic (22: 1) 

Eicopentaenoic (20:5) 

Docosapentaenoic (22:5) 

Docosahexaenoic (22:6) 
E 
O 

仁二コ:Control 
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Concentration of fatty acids (mole ~も)

Fig. 7. Comparison of fatty acid composition between the nor-

mal and the cells exposed to AA. The normal cells (6.0 X 106 

cells) were incubated in 10 mL of f/2 medium containing 20μL 

of DMSO (control) for 24 hours at 23.5士1
0

C.官官 exposedcells 

were incubated under the same conditions as normal cells in the 

presence of 200 ng of AA (AA).百leincubated cells were collect-

ed on a glass fiber filter.百leirlipids were extracted by the method 

of Bligh-Dyer and fatty acid composition was determined ac 

cording to the method of Mochiduki et al. (1999). 

可能性が高いことが示唆され，またその取り込みはTEA

により抑制されないと考えられた.

考 察

AAおよびEPAは心臓血管系，内分泌系，神経系，呼

吸器，生殖器，腎臓および皮膚などの機能を制御する多

種のホルモン様物資(エイコサノイド)の前駆体どして

5 

4

3

2

1

 

冨
S
E
5
d刊

dょ
。
。
何
百
出

。 k"-~ x~ ÇJ，~ 
びぶr

〉、

Fig. 8. Comparison of AA content in the D20-extracted resi 

dues of H.目 akashiwo.AA contents of the lipids extracted from the 

D20-extracted residues in the experiments in Table 2 were deter-

mined by a simple method based on the method of Mochiduki et 

al. (1999). Control，十AAand十TEA& AA are the same as in 

the legend to Table 2目

重要な生理活性物質であり，その効用も古くから知

られている(大島2000，Biondo et aL 2008). また，他の

HUFAについても多くの効用が報告されている.酵母

Saccharomyces cerevisiaeに対するトリフ、、チルスズの毒性は

リノール酸 (C18:2) で軽減し， リノーノレ酸含量が増加し

た同酵母の細胞膜は卜リフゃチlレスズの毒性に対して直接

的な抵抗性が高まること (Masiaet aL 1998). 非酸化型

のドコサヘキサエン酸 (DHA) は，その細胞膜保護作

用によりリン脂質二重膜の透過性およびアルブミンの内

皮透過性喜子増加させるシクロスポリンAの毒性を減少さ

せるが，酸化型DHAは毒性を軽減しないこと(百lakkar

et aL 2000) などである.一方，坂本 (1986) および坂本

ほか(1988) はHUFAを多く含むビタミンE欠乏飼料を

投与したラットでは生体内脂質過酸化の五進および赤血

球膜脆弱化が起き，メチlレ水銀に対する感受性が高ま



8 日本プランクトン学会報第60巻第I号 (2013)

り，無機水銀の脳への蓄積が促進されることそ報告して

いる. また， Cara & Cederbaum (2001) は， ヒトチトク

ローム p450E1の遺伝子を導入した HepG2細胞に対する

Feーニトロ三酢酸の毒性はAAど併用するこどにより相

乗的に高まることを観察し，これは細胞内の脂質過酸化

に起因するどしている.さらに， Biondo et al. (2008) 

は， EPAやDHAを代表とする n-3系HUFA投与による化

学療法薬剤に対する腫場細胞応答の調節機構どして，投

与された n同3系HUFAは直ちに細胞膜および脂質ラフト

に取込まれ，膜関連シグナルタンパク質に影響を及ぼす

こと，また取込まれた n-3系HUFAの酸化により脂質過

酸化が促進され，腫場細胞に不可逆的な損傷を与えるこ

とも要因どして提唱している.このように， HUFAの生

休への影響は，投与された HUFAが細胞膜に取込まれ，

細胞膜を保護するか，その酸化の受け易さから脂質過酸

化を促進させるかにより惹起されるど推測される.

本研究で観察された死滅(細胞破裂)に至る形態変化

は，宮下ほか (1994) により珪藻Amphiprorahyali仰の

増殖櫨液中で観察されたラフィド藻Chattonella仰向ua

の死滅過程や，主要殺藻因子がEPAであるミズクラゲ自

己溶解液添加培養液中で死滅したHeterocapsacircularis-

quamaの形態変化ど同様に(半田ほか1998)，円形に膨

潤し，破裂することが観察された.このことから， AA 

による H.a知的iwoの殺藻機構として，藻類の細胞膜に

AAが取込まれ，脂質過酸化の促進あるいは他の要因に

より細胞膜が脆弱し，細胞膜破壊がヲ!さ起こされて死滅

するこどが予測される.また，本研究において AAに暴

露された H.akashi1ゲ0がAA喜子特異的に取込むことが明ら

かになり，これら 2つの現象が主要な殺藻要因となった

可能性が高い.

村田ほか (1989) は， EPAに暴露した Chattonellamari-

naは静止，円形への膨潤を経て死滅することを観察し

ている. また，この死滅過程を過酸化水素暴露によって

も認めている.過酸化水素の殺藻作用は発生するフリー

ラジカJレ(ヒドロキシラジカlレ)によるど考えられるこ

とから EPA延いてはHUFAの殺藻機構はHUFAの自動酸

化により発生するフリーラジカJレによるものと推測して

いる. しかし，今回フリーラジカルなどの活性酸素を無

毒化する SODおよびカタラーゼの添加により AAの殺藻

活性は全く阻害できなかった.このことから， AAの殺

藻活性因子としての活性酸素の可能性は低いものと考え

られる.

細胞の膨潤には細胞内への水の流入が関与しているも

のと考え，細胞の水の取込みに関与するアクアポリン

(水チャンネル)の阻害剤の殺藻活性への影響を調べた.

その結果，アクアポリン Iの阻害剤である塩化水銀

(II)およびTEAにより AAの殺藻活性は明らかに阻害

された. AA暴露により細胞の軸比は 1に近くなり，形

態は円形への変化および膨張が促進されることが認めら

れた.この膨張はTEAの共存により抑制された.重水

素をトレーサーとして水の流入の増加を確認したとこ

ろ， AA暴露により水の細胞内取込みは促進され， TEA 

によりその増加は抑えられた.また， TEAにより細胞内

へのAAの取込みは抑制されなかった.

これらの結果を総合すると， AAによる H.akashiwoの

殺藻機構として， AAの自動酸化により発生する活性酸

素による可能性は低く， AAの細胞膜への高濃度取込み

による膜構造の脆弱化および細胞膜アクアポリンの活性

化による水の取込み促進が併発し，細胞内圧の増加に細

胞膜強度が耐えられなく成り細胞の膨張を惹起し，膨張

がある限度を越えると破裂・死滅することが主因である

可能性が高いど考えられる.破裂する膨張の闘値は比較

的低いため，生残細胞内での観察では著しい膨張細胞は

計測されず平均で約120%に過ぎないものと思われる.

TEAによる死滅抑制効果はTEA処理によりこの膨張が

抑制されるために破裂・死滅に至らないものと推測され

る.

しかし，アクアポリン阻害剤により殺藻活性が100%

阻害されないことから，他の要因も関与している可能性

は否定できない. また， AAを含めた HUFAの殺藻機構

をさらに明確にするためには殺藻活性を持つAA以外の

HUFAで、ある EPA，ODTA， HDTAおよび、DHAに士すして

今回ど同様な検証が必要である.特に，本研究では否定

的な結果になった自動酸化により発生する活性酸素の関

与については， HUFAの自動酸化速度に関する多くの報

告がありフリーラジカノレの生成は比較的短時間で、おきる

ものの過酸化物の生成は長時間を要するなどの報告があ

る (Jieronget al. 2011，福本ほカ，2006). 従って SODおよ

びカタラーゼの影響は，今回に比べさらに長時間の経時

的な追跡が必要である.さらに，暴露脂肪酸による細胞

膜構造の脆弱については，一般の直鎖型の脂肪酸だけで

なく，アンドンクラゲCarybdearastoniおよびアカクラゲ

Chrysaora melanasterの自己溶解液の殺藻物質ど推測され

ている isoheptadecenoicacidおよび、hydroxyeicosaenoicacid 

(内田ほか2011a)などの分枝およびヒドロキシ脂肪酸の

殺藻機構を明らかにすることによりさらに明確になるど

考えられる.また，取込まれた HUFAの細胞内存在状態

なより明確にする必要がある.
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