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ABSTRACT

We have continuously investigated on the secondary metabolites,

especially on the structurally interesting and/or biologically active

constituents, from many kinds of sea weeds growing in Okinawan sea. In

this paper, we would like to report the isolation and the structural

elucidation of some interesting constituents from the title alga.

From the ethanolic extract of the brown alga Sargassum crassi/olium

(Japanese name "Atsubamoku") collected at Sesoko-jima island area,

a new tetraterpene which containes two terminal diene system of double

bonds in its chemical structure has been isolated as a major component

accompanying by (-)-loliolide, (+ )-loliolide and palmitic acid. The

structural determinations of these compounds were carried out on the

basis of chemical and spectral analysis using IR, UV, 1H- NMR, 13C

NMR, and Mass spectroscopies.
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付着部、茎状部、葉状部の３部が明瞭に区別できる高さ50cmほどの海藻である。葉は楕円形で

ヘリに歯のような突起が二列に並んでついている（千原、1983)。ホンダワラ属のほとんどは、

いわゆる流れ藻(driftingweeds)の主な構成員としてよく知られており（新崎ら、1980)、近似

種にフタエモク(Smlgzzsszc腕‘[②ﾉﾌﾞαz/"岬JAgardh)があるが、その海藻の気胞はやや長めであ

り区別することができる。

実験

1．抽出・分離精製

抽出分離はｃｈａｒｔｌに従った。1984年７月および８月の２回にわたり瀬底島にて採集されたア

ツパモク（8.5kg）は、付着物をきれいに取り除き、水洗した後、数日間日陰で自然乾燥させ
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た。半乾燥した藻をハサミで細かく切断後、２０ノの95％エタノールに室温で数週間浸潰した。

得られたエタノール抽出物は濃縮後、ｎ－へキサンと振って可溶部を分取した。ヘキサン不溶部

の残置オイルはさらにクロロホルムと振ることによりその可溶部を得た。このヘキサンとクロ

ロホルム可溶部から、それぞれ下記に示すような種々のカラムクロマトグラフィーによる分離

精製の結果、４つの化合物を単離した。

すなわち、へキサン可溶部は５％塩酸と数回振った後、そのヘキサン層を濃縮し、得られた

粗オイルをシリカゲルクロマトグラフィー(WakogelC-200)に２回通導した。、-ヘキサンー

クロロホルム（20:1）混液で溶出してきた最初の画分をSephadexLH-20(PharmaciaFine

Chemicals)に付しメタノールークロロホルム（1:1）の混液で溶出させ数画分に分取した。各々

の画分を濃縮後、薄層クロマトグラフィー(TLC)やｌＨ－ＮＭＲスペクトルにより成分組成を

チェックした。ひきつづき後半の画分をHPLC(Jascopackss-05、silicagel5-10瓦、)にかけ、

クロロホルムー酢酸エチル（40m）混液で溶出させると化合物１が得られた。この化合物１は、

再び同様の条件下でＨＰＬＣ精製をくり返すことにより純粋にされた。
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またクロロホルム可溶部からは、上記と同様に適宜、ＴＬＣやｌＨ－ＮＭＲスペクトルによる

成分組成のチェックを行ないながら、シリカゲルクロマトグラフィー(､-ヘキサン→クロロホル

ム→酢酸エチルと順次溶出溶媒の混合割合をかえていく）やSephadexLH-20(メタノールーク

ロロホルム1:1混合溶媒)、ポリスチレンゲル（メタノール）などのカラムクロマトグラフィーに

より、最終的にはＨPLC(クロロホルムー酢酸エチル10:3混合溶媒)で数回にわたり分離精製を

くり返して、純粋な化合物２，４，５を得た。

２．測定及び分析機器

融点はすべて柳本ミクロ融点測定器（MP-J3型）で測定し、未補正で記載。薄層クロマトグ

ラフィー(TLC)はMerck社製のKieselgel60、Ｆ２５４を使用した。

ＵＶスペクトルはJascoUVIDEC-610型、ＩＲスペクトルはKBr錠剤法又はfilm法により

日立・EPI-S2型で、ｌＨ－ＮＭＲスペクトルは重クロロホルム中、ＴＭＳを内部基準として

JEOL・ＪＮＭ－ＰＭＸ６０型の分光々度計で、旗光度はAtago・ＡＡ－５型(観測管長20cm、内容

童３，１）の光度計を使用して測定した。Massスペクトル及びｌ３Ｃ－ＮＭＲスペクトルは大阪大

学薬学部並びに千葉大学の分析センターに測定を依頼した。また元素分析の測定は理化学研究

所分析センターに依頼した。

結果と考察

Fig.１に示すように､化合物１のｌＨ－ＮＭＲスペクトルでは、６～７ppmと4.8～5.7ppmのオレフィ

ン領域のピークが特徴的である。これらのピークは、そのシフト位置及び積分値から考察する

と、化合物１の両端に存在する末端共役ジエンによるもので（末端ジエンの存在は、ＵＶ吸収の

実測値くAmax230nm＞が共役ジエンのアルキルニ置換体の計算値<227nｍ＞とほぼ一致すること

からも裏づけられる)(Williams,，.Ｈ・ｅｔａＬ,1973),６～７ppmのピークはβ位のプロトンが末端

メチレンプロトン(α位）のシス及びトランスのプロトンによって大きく分裂していることに帰

因する（シス位のプロトンとはＪα、β＝10.2Ｈｚ、トランス位のプロトンとは皿､β＝17.2Ｈｚ)。

γ位には置換基があり、α位及び６位のプロトンは4.8～5.7ppmに現われている。このことはま

た、5.0ppm及び6.5ppmをそれぞれ照射した際に、4.8～5.7ppm及び6～7ppmのピークがデカップリン

グにより大きく変化したことからも支持される。さらに1.80,1.77,0.87ppmのピーク及びそれ

らの積分値より、計８個のメチル基が存在することがわかる。

一方、ＩＲスペクトルでは、3100,3020ｃｍ-1にアルケンのＣ－Ｈ伸縮振動('ﾉｰc,[2,ツーc1,-)、l790

cm-lに末端ビニルのＣ－Ｈ面外変角振動(LcH2)の倍音、1645,1605,1595ｃｍ-1に共役ジエン

のＣ＝Ｃ伸縮振動(ﾛﾉc-c)、990,895ｃｍ-1に末端ビニルのＣ－Ｈ面外変角振動(J-cH2)、965ｃｍ~］
にアルケンのトランスニ置換体のＣ－Ｈ面外変角振動(LcH-)などの吸収ピークが観測された。

ｌ３Ｃ－ＮＭＲスペクトルでは完全照射法のデータより、100～150ppmのオレフイン領域に８本の吸

収ピークが観測され、また不完全照射法によるデータと比較検討したところメチル基に帰因す

る吸収ピーク(quartet)が８本観測された。

以上の諸スペクトルデータ及びｍＭＳ、元素分析(Found:Ｃ,86.93;Ｈ,13.74％・Ｃａｌｃｄｆｏｒ

Ｃ４０Ｈ７４:Ｃ,86.64;Ｈ,13.36％)の結果より、この化合物１は図に示すような構造をもつテトラテ

ルペン系の新化合物であると推定された。

化合物２は、p155.5-156.5°Ｃ、〔α〕22-96.3｡(c､0.095、CHCl3)、Cl1H1603、ＭＳ:ｍ/el96(Ｍ十
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ピーク）の無色針状結晶（へキサンーメタノール混液から再結晶）で、ＵＶ:入鰡lI218nmに＝

8580)、ＩＲ:〃脇3450,3030,1743,1625,1260，860ｃｍ-1の特性吸収が認められ、ｌＨ－ＮＭＲ

スペクトルでは重クロロホルム中(CDC13)、61.27,1.48,1.78に各３級メチル基、1.51(｡｡,Ｊ

＝14.5,3.8Ｈｚ)、1.74(｡d、Ｊ＝13,9,3.8Ｈｚ)、2.38(br.s、Ｄ２０、exchangeable)、2.02(｡｡｡、Ｊ

＝14.5,3.8,2.5Ｈｚ、Ｗ字則に由来)、2.49(ddd、Ｊ＝13.9,3.8,2.5Ｈｚ、Ｗ字則に由来)、

5.65(s)、また4.32ppmに水酸基の根元の炭素に付いた水素に基づく５重線(J＝3.8Ｈｚ)と、いずれ

も水素１個に基づいたシグナルが観測された。さらにｌ３Ｃ－ＮＭＲスペクトルでは次のようなシ

グナルが観測された。６(CDCl3)183.23(s)、172.34(s)、112.58(d)、87.23(s)、66.48(｡)、47.25(t)、

36.04(s)､30.62(q)､26.99(q)､26.45(q)｡これらの所見は､すでに佐藤ら(1956)がDigitalispurpurea

L．（Sucrophulariaceae)から、White(1958)やHodgesら（1964)がLoliumperenne

(Gramineae)からそれぞれ単離した(－)－loliolideに一致することを確認した。この化合物２を

ピリジン中、無水酢酸と処理して次に示すアセチル誘導体（化合物3)を得た。ＵＶ：入淵:TI

223nmに＝5906)。ＩＲ:〃柵3120,3030,2924,1770、1740,1635,1450,1290,1240、1060,

990,860ｃｍ－ｌｏ１Ｈ－ＮＭＲ:。(CDCl3）5.60(s、ｌＨ)、5.20(quintet、Ｊ＝3.5Ｈｚ、ｌＨ)、2.40(ｍ、

2Ｈ)、2.10(s、３Ｈ)、1.80(ｍ、２Ｈ)、1.70(s、３Ｈ)、1.40(s、３Ｈ)、1.30(s、３Ｈ)。

化合物4(参考までにその立体配置の図も示した）は、ｐ122.5.-123.5°Ｃ、〔α〕'9.6＋90.8°(c,0.

197,CHCl3)、ＣｌｌＨＩ６０３の無色針状結晶(､-ヘキサンーメタノールから再結晶）で、ＵＶ、ＩＲ、

'Ｈ及びＩ３Ｃ－ＮＭＲＭＳの各スペクトルデータがSchmitzら(1983)が報告している（＋)－

epiloliolideに一致することを確認した。
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これら化合物２と４については、種々の生理活性テストの結果、弱い抗菌作用とともに、注

目に値するかなりの強い発芽阻害作用を示すことがわかった。この生理活性テストの結果につ

いては他誌へ投稿する予定である。この化合物２と４は主に陸性植物から単離報告(Pettit,ＧＲ、

ｅｔａｌ.,1980)されており、海洋動植物からの単離例はわずかに二、三の報告(Takemoto,Ｔ､ｅｔ

ａＬ,l970andRavi,Ｂ､Ｎｅｔａ1.,1982)があるのみである。最近(－)－Loliolideがこれと近縁の

化合物であるDihydroactinidiolideとともにmarinesedimentから単離されたという興味ある

報告(Klok,Ｊｅｔａ1.,1984)もなされており、これらの化合物がviolaxanthinやfucoxanthinな

どのカロチノイドから光分解により生成したものであろうと考えられている。

化合物５は、ｐ60.5-61.5℃、Cl6H3202の無色鱗片状結晶（メタノールより再結晶）で次の諸

スペクトルデータを示した。ＭＳ:ｍ/e256(Ｍ＋ピーク)、ＩＲ:ｐ鵬Ｒ3350,1690,1470,1307、

1220,940ｃｍ－ｌｏｌＨ－ＮＭＲ:６(CDCl3）10.75(br.s)、2.30(t)、1.30(、)、0.92(t)、ｌ３Ｃ－ＮＭＲ：

｡(CDCl3)180.45(s)、34.15(t)、31.96(t)、24.71(t)、22.72(t)、14.14(q)。またこの化合物５をエー

テル中ジアゾメタンにより室温で処理すると、前記(Schemel)に示すようなメチルエステル体

(化合物6)が得られた。ｍｐ､32.3-33.5.C、ＩＲ:リ縞2920,1750,1470,1380．ｌＨ－ＮＭＲ：

6(CDCl3)3.64(s)、2.30(t)、1.30(、)、0.92(t)。これらの知見より、化合物５は陸性動植物の脂質

（グリセリド）成分の一つとして一般によく知られているPalmiticacid(hexadecanoicacid）

と同一物であることを確認した。
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だきました卒論研究生の宮里正、露木一英、富間靖（生物学科）の諸氏にも感謝いたします。
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