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Abstract The algicidal activities towards th巴 dinoflagellate A lexαndrium cαtenella and the 
raphidophycean flagellate Heterosigma akashiwo were determined for autolysates prepared from 

12 species of jellyfish belonging to nine families and five orders. All autolysates possessed 

algicidal activities towards the白agellatesexamined at a final concentration of a 5% (v jv) in 

medium. H.αkashiwo was more sensitive to all autolysates than A. catenella. The survival rate of 
H. akashiwo was 0-14% at 24 h after addition of autolysates to the medium and 0-3% at 48 h， 

while for A. cαtenella it was 28-78% and ll-41 %， resp巴ctively.The algicidal substances in the 

autolysates from two jellyfishes， Carybdea rastoni and Chrysαora melanαster， were isolated by 

sequential procedures consisting of a silica gel-TLC， HPLCs on a gel filtration column (Superdex 

peptide)， on a reverse phase preparative and analytical columns (しcolumn)from the low-polar 

fraction extracted from each of the autolysates by the method of Bligh-Dyer. Five algicidal 

substances were isolated from the autolysate of C. r，αstoni， and tentatively named Rt59， Rt79， Rt 

95， Rtl02， and Rtl05 based on their r巴tentiontime during reverse phase preparative column 

chromatography. One algicidal substance， Rt82， was isolated from C. melαnaster. The migrations 

of algicidal substances on the TLC suggested that Rt59， Rt79， Rt95， and Rt82 were an unsaturated 

fatty acids， and that Rtl02 and Rtl05 possessed polarity less than a triacylglycelide such as an 

ester. The isolated substances were identified by LCjMS analysis with electrospray-ionization 

(negative or positive). LCjMS analysis revealed Rt59 to have a precursor ion with m/z 301 (M 
H)一， andtwo main product ions with m/z 257 (M-COOH)-and m/z 203 (M-C4H6COOH)一， ofwhich 

the mass spectrum agreed with that of eicosapentaenoic acid (EPA， C20:5) in the autolysate of 

Aurelia aurita as described in a pr引 Tiousreport. The mass spectrum of Rt79 presented a similar 

profile to Rt59， a precursor ion with m/z 327 (M H)-， and two main product ions with m/z 283 
(M-COOH)-and m/z 229 (M-C4H6COOH)一， suggesting Rt79 to be a polyunsaturated fatty acid of 

C22:6・ Fromthese results， Rt59 and Rt79 were concluded to be EP A and docosahexaenoic acid 

(DHA)， respectively. Rt95 consisted of a precursor ion with m/z 267 (M H)-and not definite 

pr・oduction， and the mass spectrum profile was speci白cto 
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molecular formula of C17H3202 (M = 268， C17: 1) such as isoheptadecenoic acid. LCjMS analyses of 

Rtl02 and Rtl05 by electronspray佃ionization(positive) gave three precursor ions with rη~/z 345 (M 

+H)+， 362 (M+NH4)+， and 367 (M十Na)十 forRtl02， and 347， 364， and 369 for Rtl05. These 

spectra led to conclusions that Rtl02 and Rtl05 seemed to be an ester with the molecular formula 

of C23H3602 (M口 344，double bond: 5)， and the molecular formula of C23H3S02 (M=346， double 

bond: 4)， respectively. Rt82 was surmised to be a hydroxy monounsaturated fatty acid with the 

molecular formula of C2oH3S03 (開=326，double bond: 1) such as hydroxyeicosaenoic acid because 

of presentation of a precursor ion with m/z 325 (M -H)-and a product ions with m/z 227 
(M-COOH)-by LCjMS analysis， and the chromatographic behavior on a reverse phase HPLC. 

From these results， it is demonstrated that the autolysate from the jellyfishes are low cost 

antialgal substances with low impact on the environment， and are very useful for the same 

utilization as the autolysate of Aurelia aurit，αas described in a previous report 

Key words: algicidal substance， autolysate， jellyfishes， red.tide flagellates， EPA， DHA 

はじめに

1960年代の高度経済成長期以来， 日本沿岸域， 特に

瀬戸内海を代表とする閉鎖海域で赤潮の発生頻度は高ま

り1970年代にピークに達した.その閉，海面養殖など

に多大な被害を及ぼしてきた(水産庁瀬戸内海漁業調整

事務所副tp:jjwww.jfajsetoutijakasiojgepouj， 本城

1999). 近年になり赤潮の発生件数は減少しているもの

の，現在でも向山県沿岸(岩本ほか 2008)，大分県沿岸

(宮村 2008)，瀬戸内海(小泉 2008)，有明海(藤井ほか

2009)および福岡湾(片山ほか 2010)など各地で発生

の報告があり，奥浜名湖では漁業被害も報告されている

(鈴木ほか 2009). 八代海・有明海水系の主要な養殖業

であるブリ養購等においてシャトネラ赤潮による被害が

2009年では約 33億円， 2010年では約 53億円が計上

され，いまだに甚大な被害を被っている(今井 20103).

このため，様々な赤潮防除方法が発表されているが，粘

土散布による赤潮生物凝集沈殻法が実用されたのみであ

る CShirota1989，和田ほか 2002，前回ほか 2009，今井

2010b). しかし，本法は生態系への悪影響が懸念される

ことから，環境により安全なやさしい防除法の開発が望

まれている.

一方， 日本沿岸域においてミズクラゲAureliααurita

s.l.およびエチセ、ンクラゲNemopilemanomur，αzなどの

クラゲ類が異常発生し，生態系あるいは沿岸漁業に多大

な被害をもたらしている(安田 2003，上 2009). このこ

とから，大量発生したミズクラゲの駆除法あるいは大量

発生の防除法が考えられてきた.その一環として， ミズ

クラゲを新たな海洋生物資源として捉え，その有効利用

法を開発し，生態系からミズクラゲを間引くことにより

適正な生態系を維持する考えが提唱される様になった

(広海・内田 2005).

Hiromi et al. (1997)および半田ほか (1998)により，

ミズクラゲの自己溶解液が Heterosigmαα加shiwo，

Gymnodinum mikimotoi C現在，Kαreniam仇imotoi)，

Chattonella antiquα，およびHeterocαρusacircularis令

quαmα なと、の有毒赤瀬原因藻類を殺議することが見出

され，内田ほか (2005)は，この自己溶解液により H.cir同

cularisquamaで汚染された二枚貝から貝自体に全く影

響を与えず感染鞭毛藻を効楽的に除去できることを報告

している. さらに，内聞ほか (2010a)は， この自己溶解

液中の殺藻物質は高度不飽和脂肪酸である eicosapen-

taenoic acid (EP A)であることを明らかにし， ミズクラ

ゲ自己j容解液の赤潮防除への適応はコストおよび環境へ

の安全性から非常に有効な方法であり，特に赤潮藻類に

汚染された養殖生物を安全海域へ移設するときの汚染赤

潮藻類の除去法として優れているとしている.

ミズクラゲ自己溶解液が有する殺藻活性は， ミズクラ

ゲ特有なものなのか，他のクラゲ類の自己溶解液にも存

在するのかはクラゲ類の有効利用の観点から興味が持た

れる.そこで本研究では，麻庫性貝毒隠菌種の代表種で

ある Alexαndriumcatenellaおよび魚、毒産生赤潮藻類の

代表種である H.a加 shiwoに対する殺漂活性を 5目， 9 

科に属する 12穣のクラゲ自己溶解液について制定し

た.さらに，H.αたαshiωoに対して強い殺藻活性を示し，

相模湾および東京湾で比較的容易に多量採取できるアン

ドンクラゲ Cαrybdeαrαstoniおよびアカクラゲ、

Chrysaora melanaster自己溶解液中の殺漂物質の同定

を試みた.
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材料と方法

材料

ミズクラゲ(平均傘径:170 mm)は東京湾で，カミク

ラゲSρirocodonsaltator (平均傘高:80mm，平均傘幅:

60 mm)，アンドンクラゲ Carybdearastoni (平均傘高:

33 mm，平均傘幅 28 mm)およびアカ ク ラ ゲ

Chrysaora melanaster (平均傘径:80 mm)は相模湾で，

ユウレイクラゲ Cyαneanozakii (平均傘径 225mm) 

は瀬戸内海で採取したもの， ギヤマンクラゲ Timαfoれ

mosa (平均傘径 35mm)， アマクサクラゲSanderiα

malαyensis (平均傘径 50mm)，ノfッシフイツクシー

ネットル Chyrysaorafuscescens (平均傘径:50 mm)， 

サムクラゲ Phacelloρhoracamtschαticα(平均傘径:

100 mm)，サカサクラゲ Cassioρeasp. (平均傘径 50

mm)，根口クラゲの一種 Cotylorhizαtuberculat，α(平均

傘箆 30mm) およびビゼンクラゲ Rhopilemαescu-

lenta (平均傘径:30 mm)は江ノ島水族館(藤沢市，神

奈川県)より譲渡されたものを用いた.入手後，氷蔵下

で実験室に持ち帰り，消化器官内容物を完全に取り除い

た後に人工海水で洗浄し，…40
0

Cに保存して適宜実験に

供した.A. cαtenellaおよびH akashiωoは国立環境研

究所微生物系保存施設より譲り受けた.分取用シリカゲ

ル薄層クロマトグラフィー (TLC)プレートはワットマ

ン社製 PLK-5 (20x20 cm，厚さ 1mm， Kent， Eng-

land)を用いた.ゲル瀦過カラムはアムシャムバイオサ

イエンス社製 (Nj，USA)の Superdexpeptide HR 10/ 

30，逆相カラムは化学物質評価研究機構製(東京，日本)

の L-column ODSを馬い， 高速クロマトグラフィー

(HPLC)は，日本分光社製 JASCOGULLIVER SERIES 

(ポンプ:PU叫980，検出器:UV-970)により行った.そ

の他の試薬は，和光純薬製(大阪，日本)の得られる最

高純度のものを措いた.

昌己溶解液の調製

解凍したクラゲを滅菌済みペトリディッシュに移し，

l時間の紫外線照射によりその表面を殺菌した.殺菌

後， 200C lこ約 24時開放置し自己溶解させた.液化した

ミズクラゲを 3，000rpm， 15分， 40Cの遠心分離に付し

上澄液を得た. さらに WhatmanGD/X PVDFフィル

ターで微小な懸濁物を漉別し，オートクレーブ滅菌

(l21
0

C，20分)したものを自己溶解液とした.

殺藻活性の測定

赤潮藻類を 10mLの f/2培地 (Guillardet al. 1962) 

に 1X 103 cells mL -1になるように無菌下で接種した.

これに終濃度 5%(v/v)に成るようにクラゲ自己溶解液

を添加し，照度 8，000Lux，温度 23.5土lOC，明日音臆期 12

時間で域養した.培養 24および 48時間後の生残細胞

数を顕微鏡下で測定し， コントロール(無添加培養)と

の細胞数の比から生存率を算出して活性として表した.

自己溶解液で死滅する細胞は膨潤後，ただちに破裂し消

失することから，観察されるすべての細胞を暫定的に生

残細胞とした.なお，殺藻物質の精製過程における殺藻

活性は，各回分のジメチルスルフォオキシト、 (DMSO)試

料溶液を 20μL添加して間様に測定した.また，すべて

の殺藻活性は 3連で測定した.

殺藻物質の分離精製

解凍したクラゲを滅菌済みペトリディッシュに移し，

1時間の紫外線照射によりその表面を殺菌した.殺菌

後， 200Cに約 24時間放置し自己溶解させた.液化した

クラゲをさらにポリトロンホモジナイザー (Kine-

matica， Switzerland)により 10，000rp凶，3分間， 4
0

Cで

ホモジナイズした. このホモジネイトを 13，000Xg， 10 

分間， 4
0

Cの遠心分離に付して得た上澄液からBligh-

Dyer法(奥山 1978)により殺藻商分(低極性画分)を

抽出した.この画分を TLCプレートに付着させ石油

エーテル:ジメチルエーテル:酢酸=20:30: 1 (v/v/ 

v，以下同じ)で展捕した.活性画分をかき取り， 3倍容

量の石油エーテル， クロロホルム:メタノール (2:1)お

よびクロロホルム:メタノール 1:2で殺藻物費を踊

次抽出した.抽出液を合わせ，減庄下， ロータリーエパ

ポレータにより 40
0

C以下で乾回した.乾田物を適量の

メタノールに溶解し， 85%メタノールを溶出液とする

Superdex peptide HP 10/30カラムによるゲ、ル櫨過に

付した. このときの流速は 0.5mL min-Iとした.分離

された活性画分はさらに分取用 L-column(10 X 250 

mm)を用いた HPLCにより精製した.この逆相クロマ

トグラフィーの溶出は，水中のメタノール濃度を誼線的

に増加させ，流速 2mLmin-1で行った.活性画分はさ

らに分析吊しcolumn(4.5 X 150 mm)により単離した.

このときのクロマトグラフィーは 10mM酢酸アンモニ

ウム中のメタノール濃度を直線的に増加させて溶出し，

流速は 0.8mL min-Iで行った.なお，すべてのクロマ

トグラフィーの溶出液は 215nmの吸光震でモニター

した.
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LC/MS分析

質量分析は， Hew lett Packard社製 (Ca，USA)の

HPLC (HP1100)を装備した Micromass社製 Quattro

II (Mass， USA)を用い， ESI (negativeまたは positive)

法により行った.HPLC は，分析用 L-column(1.5 x 150 

mm)を用い， 10mM酢酸アンモニウム中のメタノール

濃度を車線的に増加させて溶出し， 流速 0.1mL min-1 

25
0

Cで行った.

結 果

自己溶解液の殺藻活性

5日， 9科に属する 12積のクラゲ自己溶解液の赤潮

藻類である A.cαtenellαおよび H.αたαshiωoに対する

殺藻活性を測定した. その結果， Table 1に示すごとく

測定したすべてのクラゲ自己溶解液は測定したすべての

赤潮種に対して殺藻活性を示した.殺藻活性には自ある

いは科による特徴は見られなかった. 総体的に A.cate伊

ηellαに比べ H.α的 shiωoは殺藻作用に対する感受性が

く， 24時間後の生存細胞は Oから約 14%と著しく減

少しており， 48時間後には殆どが死滅していた(生残

率:O~約 3%). 一方， A. catenellα は 24 時間後で 28~

78%生存しており， 48 時間後でも約 11~41% が生残

していた.

アンドンクラゲ自己溶解液に存在する H.αkαshiwoに

対する殺藻物質の単離および間定

アンドンクラゲの自己溶解液からBligh-Dyer法によ

り得た低極性頭分(下層)を TLCにより分離し，原点か

ら液剤先端までを 8画分に分画し，H.α的 shiωoに対す

る殺藻活性を測定したところ， ミズクラゲ(内田ほか

2010a) と同様に原点を含む画分 aおよび標準物質とし

て用いたオレイン酸 (CI8:1， Rf=0.49)とコレステロール

(Rf=0.37)の聞に位置する画分 dlこ強い殺藻活性が見ら

れた.また， ミズクラゲと異なり， トリアシルグリセ

ロールの l謹であるオリーブオイルより僅かに高い Rf

に相当する画分 hにも強い殺藻活性が観察された (Fig.

1). この結果から， 画分 dの殺藻物質はオレイン酸に比

べ様性が高い脂肪酸である可能性が考えられた.また，

商分 hはトリアシルグリセロールと開等か僅かに極性

が低い物資であると予測された.この両回分をさらに

Superdex peptide HP 10/30カラムによるゲル溶過お

よび分取用しcolumnによる逆栢クロマトグラフィー

により精製した (Figs.2-5).画分 dのゲ、lレ鴻過により殺

藻甑分 dI人2(Fig.2)，画分 hのゲル櫨過により殺藻商分

hF-2 (Fig.3)を得た. 画分 dF-2から逆相クロマトグラ

フィーにより，殺藻活性ピーク P胆2(保持時間 59分，以

下 Rt59成分とする)， P陶 3(保持時間 79分， Rt 79)お

よび P-4 (保持時間 95分， Rt 95) を分離した (Fig.4).

また， 画分 hド2から，殺藻活性ピークド4 (保持時間

102分， Rt 102)および P-5(保持時間 105分， Rt 105) 

を分離した (Fig.5). これらの各成分を分析用 L-column

により単一なピークまで精製した (Figs.6， 7).単離した

これら成分は ESI(negativeまたは positive)法による

LC/MSにより分析し開定した.

Rt59は， ESI (negative)分析によりミズクラゲ自己

溶解液の殺藻物質である EPA(内田ほか 2010a)とほぼ

同一のマススペクトルを示した.すなわち，プリカー

Table 1. Algicidal activities of autiysate from the jellyfishes to two harmful algae， Alexandrium c，αtenella and 
Heterosigma akashiωo. 

Survival rate of cells (% of control) 
J ellyfishes 

A. catenella H. akashiωo 

Order Family Species 24 hours 48 hours 24 hours 48 hours 

Anthomedusae Polyorchidae Spirocodon saltator 一一*1 O.O::!:::O.O 0.0ごと0.0
Leptomedusae Eirenidae Timafonηosa 72.0::!:::0.8 40.7士9.3
Cubomedusae Carybd巴ida巴 Carybdea rastoni 78.0土0.8 22.2::!:::5.5 2.1土1.7 O.O::!:::O.O 
Semaeostomeae Cyaneidae Cyaneαnozakii 0.0こtO.O 0.0土0.0

Pelagiidae Chrysaora melanaster 0.0士0.0 0.0土0.0
SanderiαmαJα:yensis 32.0土1.0 18.5土0.4 4.5::!::: 1.1 2.3こと0.5
Chrysaora fuscescens 76.0::!:::20.0 22.2ゴ二14.8 4.5::!:::3.4 0.0士0.0

Ulmariidae A urelia aurita s.!. 72.0::!:::2.0 33.3::!::: 13.0 14.3土2.3 2.3::!::: 1.1 
PhacelloPhora camtschatica 72.0土2.0 29.6::!:::7.4 7.1こと1.7 O.O::!:::O.O 

Rhizostomeae Cassiopeidae Cassiopea sp. 28.0土1.0 25.9土5.6
Cepheidae Cotylorhizαtuberculata 64.0土0.4 13.5ごと0.4
Rhizostomidae Rhoρilema esculenta 48.0::!:::1.0 11.1こと5.6 7.1::!::: 1.7 3.4こt1.2 

*1: not determined. Survival rate is the mean of triplicate determinations::!:::standard d巴viation.
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Fig. 3. Gel filtration chromatography of the fraction 
h in Fig. 1 on a Superdex peptide column (A) and 
algicidal activities of each fraction to 1王akashiωo(B). 
Chromatographic conditions were the same as Fig. 1. 
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Fig.4. Reverse phase preparative column chroma-
tography of dF-2 in Fig.2 on an L-column (10 X 250 
mm) (A) and algicidal activities of each fraction to 1.王
akashiωo (B). The chromatography was carried out at 
room temp巴ratureby a linear gradient elution of 85-
87% MeOH in water for 80 min， 87-100% for・80-90
min， and then kept at 100% 
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サーイオンとして (M-H)ーの m/z301 (Mニ 302)，プロ

ダクトイオンとして (M時COOH) の m/z257および

(M-C4H6COOH)…の m/z203を呈した (Fig.8).このこ

とから Rt59は EPA(C20:5)と特定した.

Rt 79は， Rt 59と額似したプロフィールのマススペ

クトルを示し，プリカーサーイオンとして (M H) の

m/z 327 (M=328)，プロダクトイオンとして (M-COOH)ー

のm/z283および (M-C4H6COOH) の m/z229を呈し

dF開 1

o 25 50 

Retention time (min) 

Fig.1. E仔巴ctsof fractions separated from the low-
polar fraction by a silica gel preparative thin-layer 
chromatography on growth of Heteroshigma akashiωo. 
The jellyfishe C. rastoni was autolyzed at 200C for 24 
hours and then homogenized by polytron-homoge田

nizer (l 0，000 rpm for 3 min at 4
0

C). The autolysate 
was prepared from the homogenate by centrifugation 
(l3，000Xg for 10 min at 40

C). The low但polarfraction 
extracted from the autolysate by the m巴thodof Bligh 
Dyer was applied to the TLC that was developed by a 
solvent of petroleum ether: diethyl ether: acetic acid 
=20・30:1 (v /v /v). The positions indicated with 
arrows are the migration positions of cholesterol， oleic 
acid， and olive oil 

Fig. 2. Gel filtration chromatography of the fraction 
d in Fig. 1 on a Superdex peptide column (A) and 
algicidal activities of each fraction to H. a如 shiwo(B). 
Chromatography was carried out at room tempera-
札口eby an elution of 85% MeOH using a Superdex 
peptide HR10/30 column (10 X 300 mm). 
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Fig. 5. Reverse phase preparative column chroma-
tography of hF-2 in Fig. 3 on an L-column (10 x 250 
mm) (A) and algicidal activities of each fraction to H. 
akashiwo (B). The chromatographic conditions were 
the same as Fig. 4. 
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Fig. 7. HPLCs of Rt 102 and 105 in Fig. 5 on a reverse 
phase analytical column (L-column， 4.6 x 150 mm). 
Chromatography was carried out at room tempera-
ture by a linear gradient of 80-100 % M巴OHin 10mM 
CH3COONH4 for 30 min， followed by 100% to 80 min. 
The fraction indicated with a solid line was applied to 
the LC/MS analysis 
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Fig.8. LC/MS of Rt 59 by electrospray-ionization 
(negative) 
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トイオンを検出できなかった (Fig.10). このマススペク

トルは珪藻 Cylindrothecaclosteriumが産

akashiwo'こ対するアレロノfシ一物費であるステアリン

藤様物質と類似しており，安定な鈎和あるいは不飽和度

の抵い脂肪畿の特徴を示した(内田ほか 2010b). また，

Rt 95はTLCの結果より脂肪酸の l種であると考えら

れることから， CJ7H3ZOZの分子式で示される脂肪酸(分

268， CJ7: 1)である heptadecenoicacidあるいは

分校型の isoheptadecenoicacidと推測された.

Rt102の ESI(positive)による LCjMS分析の結果

する H.

Fig. 6. HPLCs of Rt 59， 79， and 95 in Fig. 4 on a 
reverse phase analytical column (しcolumn，4.6 x 150 
mm). Chromatography was carried out at room 
temperatur‘e by a linear gradient of MeOH in 10 mM 
CH3COONR1 as follows， Rt 59: 80-90% for 63 min， Rt 
79: 80-90% for 63 min， Rt 95: 80-100% for 30 min， 

followed by 100% to 80 min. The fraction indicated 
with a solid line was applied to the LC/MS analysis. 

た(Fig.9). これらは何れも EPAに比べm/z26多く，

Rt 79はEPAより炭素数 2および二重結合 1多い同系

列の脂肪畿である docosahexaenoicacid (DHA)である

と考えられた.

Rt95は， ESI (negative)分析により m/z267のプリ

カーサーイオン (M一日)ーを示したが，明確なプロ夕、ク
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Fig. 9. LCjMS of Rt 79 by electrospray.ionization 

(negative). 

267 

450 400 250 300 350 

mlz 

200 100 

20 40 60 80 100 

Retention time (min) 

。
100 

Fig. 12. Reverse phase preparative column chroma-

tography of the algicidal fraction prepared from the 
autolysate of C. melanaster (A) and algicidal activities 
of each fraction to H. akashiwo (B). The algicidal 

fraction was prepared from the autolysate of C 

melanaster by the sam巴 procedureas C. .rastoni using 
g巴!日ltrationchromatography， TLC， and extraction by 

the method of Bligh-Dyer. The chromatographic con-

ditions were th巴 sameas Fig. 4. 
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Fig. 10. LCjMS of Rt 95 by electrospray-ionization 

(negative). 
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(positive). 
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Fig. 13. HPLC of Rt 82 in Fig. 12 on a revers巴 phase

analytical column (L-column， 4.6 x 150 mm). Chroma但

tography was carried out at room temperature 

by a linear gradient of 65-80% MeOH in 10 mM  

CH3COONH4 for 65 min. The fraction indicated with 
a solid line was applied to the LCjMS analysis 

もRt102に比べ m/z2多かったことから Rt102より

二重結合が 1つ少ない C23H3S02で示されるエステルで

あると推測した.

を Fig.11に示す.Rt102はプリカーサーイオンである

m/z345 (M十H)+， m/z 362 (M十NH4)+および m/z367 

(M+Na)+を呈したことから分子量は 344であると判

断された.また， Rt102はTLCの結果から低様性物質

であるエステルである可能性が示唆された. これらのこ

とから Rt102は炭素数 23で二重結合 5の C23H3602

で示されるエステルで、あると推測した. Rt105は， ESI 

(positive)分析により Rt102と同様なマススペクトル

を示し(留は示さず)， 3つのプリカーサーイオンは何れ
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脂肪較であると考えられ，さらに，逆相クロマトグラ

フィーの結果 (Fig.15)より EPAおよび octadecate-

traenoic acid (ODT A)に比べ明らかに極性が高いこと

から C2oH3S03の分子式(分子量=326，ニ重結合。で

示されるヒドロキシ脂肪酸である hydroxyeicosaenoic

acidと推測された.

内田ほか:クラゲ類自己溶解液の赤潮漆類殺藻活性とその殺E薬物質の伺定
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12種のすべての自己溶解液は A.catenellaおよび H

akashiωoの両種あるいは 1種を殺穫した. この結果か

ら，クラゲ類には広範に赤潮藻類殺藻物質が存在すると

考えられる.また，すでに殺藻物質が同定されているミ

ズクラゲ自己溶解液(内田ほか 2010a)の殺藻活性と他

のクラゲ自己法解液の殺藻活性を比較すると悶等かそれ

以上であった. しかし，藻類によりその感受性は異なっ

ておりラフィド藻である H αkashiωoは渦鞭毛諜の A.

catenellaに比べ感受性が高かった. 本研究で観察され

た死滅(縮胞破裂)に歪る両藻類の形態変化は，宮下ほ

か(1994)により珪藻 Amρhiprorahyαlinaの増殖鴻液

中で観察されたラフィド藻 ChattoneUααntiquαの死滅

過程や，半田ほか (1998)によりミズクラゲ自己溶解液

添加培養液中で死滅した H circularisquαmαの形態変

化と同様に，自己溶解液投与により円形に膨潤し，破裂

するものであった.このことから，この感受性の違いは，

A. catenellαは表面を殻で覆われていることから(梅代

2002)，膨潤・破裂に対する抵抗性が無殻のHakαshiωo

(今井 2001)に比べ高いためと推測された.

これらクラゲ類のうち，H.α加 shiwoに対して強い殺

藻活性を示し， ミズクラゲほど容易に入手できないが相

模湾および東京湾で比較的大量採取できるアンドンクラ

ゲおよびアカクラゲを選び自己溶解液中の殺藻物質を単

離し，同定を試みた.その結果，アンドンクラゲから 5

種の殺藻物質 (Rt59， Rt 79， Rt 95， Rt 102および Rt

105)をアカクラゲから 1種 (Rt82)を単離した.

Rt 59および Rt79はそれぞれ EPAおよび DHAと

同定された.多価不飽和脂訪酸 (PUFA)が赤潮藻類殺藻

活性を有することはすでに知られており， ミズクラゲ自

己溶解液の EPA (内田ほか 2010a)，珪藻 Cylindro-

theca closteriumのH αたαshiωoに対するアレロノfシ一

物質である ODTAおよび hexadecatr匂 noicacid (内田

ほか 2010b)， C. closteriumの藻休中に存在する

ODTA， EPA および eicosatetraenoicacid (arachi-

donic acid， AA) (内田ほか 2010c)，紅藻類による緑藻

類の成長および臨子沈降抑制を惹起する EPA(Suzuki 

Fig. 14. LCjMS of Rt 82 by electrospray-ionization 
(negative) 
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的
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マ

60 

Fig. 15. HPLC of Rt 82， ODT A， and EP A on a reverse 
phase analytical column (L-column， 4.6 x 150 mm). 
Chromatographic conditions were the same as Fig. 13. 
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。

アカクラゲ自己溶解液に存在する H.αkashiwoに対す

る殺藻物質の単離および悶定

アンドンクラゲの方法に準拠して精製した. TLCで

は， ミズクラゲ(内田ほか 2010a)とほとんど同様な結

果を示し，オレイン酸 (Rf=0.49)とコレステロール (Rf

=0.37)の間に位置する画分 dのみに強い殺諜活性が見

られた(図は示さず). 画分 dはゲノレi慮過によりアンド

ンクラゲ (Fig.2)と同様に保持時間約 40分の活性商分

を呈した(図は示さず).この画分を分取用逆相クロマト

グラフィーに付し， Fig. 12に示すごとく 3つのピーク

(P網 1~3) を得た. このうち最も殺藻活性が強い P-3 (保

持時間 82分， Rt 82)を分取し，さらに分析用逆相クロ

マトグラフィーにより単離した (Fig.13) このピークを

LCjMS (negative)分析した結果，m/z 325のプレカー

サーイオン (M-H)ーと (M心4H6COOH)ーに相当する

m/z 227のプロダクトイオンを呈した (Fig.14).また，

この殺藻物質は， TLCの結巣から不飽和脂肪酸である

と推測されたが， (M-COOH)ーに相当する m/z281のプ

ロダクトイオンを景さない飽和あるいは不飽和度の低い
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et al. 1996)，褐藻のオキナワモズク Cladosiρhonokαmu-

ranusのODTA (Kakisawa et al. 1988)などが報告され

ている.以上のことから，海洋生物に広く分布する

PUFAの多くが殺藻活性をもつものと考えられ，アカク

ラゲでは殺藻物質として PUFAが検出されなかったが，

クラゲ類自己j容解液の殺藻活性は， クラゲ類に本来生体

成分として含まれている PUFAに起因することが予測

される.

Rt95は， TLCとLCjMSの結果から， C17H360Zの

分子式で示されるモノエン酸であると同定された. これ

に椙当する脂肪酸として heptadecenoicacidあるいは

分校脂肪酸であるおoheptadecenoicacid (monometh-

ylhexadecenoic acid)が考えられる.動物生体内に奇数

炭素指訪駿はほとんど見出されていないこととマッコ

ウクジラ油 (Pascal& Ackman 1975)にらmethyl-4-

hexadecenoic acid， 7-methyl-6-hexadecenoic acidお

よび τmethyl姐 7-hexadecenoic acidが存在すること，

C. closteriumが分泌するアレロパシー物質であるステ

アリン駿様物質(内田ほか 2010b)は分枝脂肪較である

isostearic acidと推測されることから町 95は分校脂肪

酸である isoheptadecenoicacidの可能性が高いことが

考えられた. しかし，確定するためにはさらに検討が必

要である.分校脂肪酸はヒト胎脂由来セラミド (Okuet 

al. 2000)，ヤギ雄の体毛など(正木ほか 1987)に存在し，

ヒツジの皮下脂肪組織に集中して存在する揮発性分校脂

肪酸はヒツジ閤有の匂い因子とされている (Brennand

& Lindsay 1992).分枝脂肪酸の毒性としては，分校脂

肪酸の代謝産物が前立腺腫鹿因子に成ること (Parodi

2009)，ヒツジ脂肪由来のメチル基分枝指紡援はラット

肝の脱飽和反町、を臨害すること (Wahle& Hare 1982) 

が報告されている.

Rt 102および 105は， TLCの結果よりトリアシルグ

リセロールと同等かより低極性成分であり， LCjMS分

析よりそれぞれの分子量は 344および 346であること

から考えると，それぞれ Cz3H360Zおよび C23H380Zの分

子式で表せる脂肪酸エステルが考えられ， これらのもの

が生体内に取込まれて遊離した多価あるいは高度不飽和

詣肪酸により殺護活性が生じるものと推測される.ま

た，前者は 5つの後者は 4つの二重結合を持っと考えら

れる.両物質の殺藻活性から予測すると脂妨酸部分は高

度不飽和脂肪酸であり ，Rt 102はEPAのブチルエステ

ルまたは docosapentaenoicacidのメチルエステル，

Rt105は icosatetraenoicacid (AA)のブチルエステル

または docosatetraenoicacidのメチルエステルが推測

される.今後これらの詳細を決定する必要がある.

Rt 82は， TLCおよび LCjMS分析から分子量 326

の脂肪酸であると同定された.分子量 326の脂肪酸とし

てCZZH330Z(多価不飽和脂肪酸， CZZ: 7)， CZIH4Z0Z (錨

和脂肪酸， CZ1 :0)および Czo日3803(モノ不飽和ヒドロキ

シ脂紡酸， CZO: 1)が考えられる.CZZH330Zはη=3系の

詣肪酸としても 7屈の二重結合は取り得ず， CZIH4Z0Z 

は飽和脂肪酸特有のマススペクトルを示さないことから

否定され， CZOH3803の分子式で示される hydroxyeico-

saenoic acidと推測した.赤潮藻類生育阻害活性をもっ

ヒドロキシ脂肪酸として珪瀧 Skeletonemacostatum産

生自己阻害物質である 15司hydroxyeicosapentaenoic

acidが同定されている (Imadaet al. 1992).このことか

らも Rt82がヒドロキシ賠肪酸である可能性が高い. し

かし，確定するためには今後さらに検討する必要があ

る. ヒドロキシ脂肪酸の生理機能として， ヒト白血球の

ロイコトリエン B4の生成が 15-hydroxyeicosate-

traenoic acidにより抑制されること (Camp& Fin-

cham 1985)，低温耐性コムギ葉のセレブロシドには特異

的に炭素数 22，24， 25および 26のモノ不飽和ヒドロキ

シ脂肪駿が含まれること (Imaiet al. 1995)， 3-ヒドロキ

シ脂肪酸が辞母 Diρodαscopsisuninucleataのライフサ

イクルの性生殖段階を調節していること (Kocket al. 

1998)，ラテックス製品に見られる発熱因子は製品に含

まれる細菌内毒素中の 3-ヒドロキシ脂肪酸である可能

性があること (Haishima巴tal. 2001)などの報告があ

る.

以上のごとく，本研究において赤潮藻類殺藻物賓とし

てPUFA，分校およびヒドロキシ詣肪酸が示唆された.

これらの物質はそれぞれ固有の生理活性あるいは毒作用

を持つが， しかし，殺藻機構との関連については不明で

ある.

PUFA，特に AAおよび EPAは心臓血管系， 内分泌

系，神経系，呼吸器，生嫡器，腎臓および皮膚などの機

能を制御する多穫のホルモン様物資(エイコサノイド)

の前駆脂肪酸として重要な生理活性物質である(大島

2000， Biondo et al. 2008). また， {出の PUFAについて

も多くの効用が報告されている. リノール駿 (C18:Z)の

蓄積による酵母 Sαcchαromycescerevzszαe縮胞膜のト

リブチルスズ耐性の増加 (Masiaet al. 1998)， DHAの細

胞摸保護作用何hakkaret al. 2000)，高 PUFA含有ビ

タミン E欠乏飼料投与ラットにおける生体内脂質過酸

化冗進，赤血球膜脆弱化およびメチ jレ水銀感受性の充進

(坂本 1986，坂本ほか 1988)，投与 n-3系 PUFAの細組

膜，脂質ラフトへの取込と膜関連シグナルタンパク質へ

の影響 (Biondoet al. 2008)などである. これら PUFA
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の生体への影響は，投与された PUFAが細胞膜に取込

まれ，細胞膜を保護するか，その酸化の受けやすさから

詣賀過酸化を促進させるかにより悲起されると推測され

る.本研究で観察された死滅は殺藻物質の投与により円

形に藤潤し，破裂するものであった.このことから，

PUFAによる殺藻機構として，藻類の細胞膜に PUFA

が取込まれ，細胞膜の流動性の消失，脂質過駿化の促進

あるいは他の要因により細抱膜が脆弱し，縮胞膜破壊が

引き起こされて死滅することが予測される.一般の直鎖

措肪族脂肪酸でない分技およびヒドロキシ脂肪酸も

PUFAと同様に細胞膜に取込まれ，細胞膜の構造変化に

よる脆弱，縮胞模破壊を惹起することが考えられる. こ

れらのことは今後円形膨潤細胞の細胞撲の脂肪駿組成な

どの化学的・物理的性質の変化を検討することにより解

明されて行くものと考えられる.また，いずれの殺藻物

質も生体内因性の物質であり， ミズクラゲ自己溶解液と

同様な環境に優しい赤潮防除剤として適用できるものと

考えられる.
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