
10 浦上財団研究報告書VoL8(2000)

微 生 物 を 用 い た構 造 脂 質 の 合 成

遠 藤 泰 志(東北大学大学院農学研究科助教授)

1.緒 言

最近のヘルシー志向が高まる中,特 に三次機能

を重視した食品,い わゆる機能性食品が特定保健

用食品として認可されている。脂質の分野におい

ても,エ イコサペンタエン酸(EPA)や ドコサ

ヘキサエン酸(DHA)な どの高度不飽和脂肪酸

が,抗 動脈硬化作用や記憶学習機能向上作用等の

特異な生理機能を有することから,機 能性油脂と

して期待されている。機能性油脂の中でも,グ リ

セロールの特定の位置に特定の脂肪酸が結合した

トリグリセ リド(TG)は 構造脂質 と呼ばれ,易

吸収性や低カロリーなどの機能性を有するとの報

告ト3)から近年注目され,そ の合成方法4～6)が検

討されている。

本研究では,TGの2位 についた脂肪酸は消化

吸収の観点からみて,1位 や3位 よりもリパーゼ

による加水分解を受けにくく,体 内でその機能性

を発揮 しやすくなることから,著 者らのグループ

が見出した脂質資化性菌であるMucorsp.7・8)を

用いて,培 地にEPAと 各種脂肪酸を1:2の 比

率で添加することにより,EPAが グリセロール

の2位 に結合した構造を持つTGを 生合成する

ことを目的とした。

2.実 験 方 法

2.1菌 体

MucorhiemalisHA-30は 池田食 研㈱ か ら提供

された。

2.2試 料

EPA以 外の脂肪酸は,シ グマ社より購入した。

EPAは 日本水産㈱により提供 された。培地に用

いた可溶性スターチ,酵 母エキス,ポ リペプ トン

は各々,関 東化学㈱,Difco社,和 光純薬㈱から

購入した。

2.3培 養

高度不飽和脂肪酸としてはEPA(C20:5,E)

を,ま た組み合わせる脂肪酸としてカプ リル酸

(C8:0,C)メ チル,ラ ウ リン酸(C12:0,D)

メチル,オ レイン酸(C18:1,0)と リノール酸

(C18:2,L)に ついては,エ チルエステルと遊

離脂肪酸を用いた。

培養は,表1に 示す組成培地を用いた3種 類の

方法で,試 験管(3m1)培 養 とした。3%の グル

コースと各種脂肪酸を1日 目から添加した場合を

標準培養,1%の グルコースで1日 培養 した後,

各種脂肪酸を添加 した場合を前培養,1日 目は

1%の グルコースとEPAで 培養後,2日 目に中

鎖脂肪酸もしくは長鎖脂肪酸を添加 した場合をず

らし培養とした。

表1培 地組成

2.4脂 質 分析

菌体 は,25°C,2日 間,125rpmで 振盗 培 養 し

た後,遠 心分 離(2000rpm,5min)で 菌 体 を回収
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した。エタノールと蒸留水で洗浄後,超 音波破砕

し,Bligh-Dyer法 により脂質を抽出した。その

後,脂 質クラスをTLC-FID法(ク ロマロッドー

SIII(ヤ トロン製),ヘ キサ ン/エーテル/ギ 酸

(80:20:1))で 分析した。またフロリジルカラ

ム を用 いて,ヘ キサ ン/エーテル(80:20)で

TGを 分画 した。TGの 一部 は,塩 化アセチルー

メタノールを用いてメチル化した後,水 素炎イオ

ン化検出器を備 えた ガスクロマ トグラフィー

(GLC)に 供して,脂 肪酸組成 を分析した。なお

GLCは,カ ラムにChrompackCP-Sil88カ ラム

(0.25mm×50m)を 用 いて,昇 温 プ ログラ ム

170～225°C(4°C/min)で 行 い,250℃ で脂肪酸

メチルを検出した。脂肪酸組成分析 において,

EPAと 組み合わせた脂肪酸の比率が1:2に なっ

ているTGに ついては,高 速液体 クロマ トグラ

フィー(HPLC)で 分子種を分析 した。HPLC

分析は,カ ラムに逆相系のYMC-PackODS-

AM302(150mm×4.6mm)を 用い,ア セトン/

アセ トニ トリル(1:1)を 移動相 として,流 速

1.Oml/minでTGを 溶出させ,示 差屈折計で検

出した。各 ピークの同定は分取後,GLCに よる

脂 肪酸分析 か ら行 った。TGの うち,ELLと

EELに ついては,リ パーゼ処理した後,GLC分

析による脂肪酸結合位置の確認を行った。

3.結 果および考察

3.1菌 体内脂質含量と脂質クラス

EPAと 各種脂肪酸を1:2の モル比で培地に

添加したときの,2日 間培養後の菌体内脂質組成

を図1に 示す。

カプリル酸での培養では,総 脂質量は0.6～0.7

mg/mlと 低く,ま た脂質中に占める トリグリセ

リドの割合は40～60%程 度であった。 また。他の

脂肪酸での培養より,極 性脂質の占める割合が多

く,20～30%を 占めていた。

一方
,ラ ウリン酸での培養では,総 脂質量 は

1.3～2.Omg/mlと カプリル酸培養の2～3倍 脂

質含量が多かった。オレイン酸での培養では,総

脂質量はエチルエステルを用いた場合は1.4～2.3

mg/m1,遊 離脂肪酸 を用いた場合 は1.2～2.1

mg/mlと,ラ ウリン酸培養 と同程度の脂質含量

であった。 またリノール酸での培養では,総 脂質

量はエチルエステルを用いた場合は0.4～0.8mg/

ml,遊 離脂肪酸を用いた場合は1.8～3.1mg/ml

と高い値を示した。

ラウリン酸,オ レイン酸 リノール酸培養後の

菌体内脂質に占めるTGは いずれも80%前 後を

占めた。特に,オ レイン酸や リノール酸培養では,

カプリル酸やラウリン酸のような中鎖脂肪酸に比

べて菌体の生育が良好で,脂 質中に占めるTG

の割合はリノール酸で培養した場合では,70～90

%,オ レイン酸培養では85%前 後と高い値を示 し

た。

また,エ ステル型の脂肪酸を添加した場合では,

遊離型の脂肪酸を添加した場合に比べて,若 干,

極性脂質とエステル型の脂肪酸の割合が多かった

が,培 養方法による脂質クラスの大きな変化は認

められなかった。

3.2菌 体内 トリグリセ リドの構成脂肪酸

図2に,EPAと カプ リル酸 メチル,ま た は

EPAと ラウリン酸メチルを1:2の モル比で添

加 したときの,菌 体内TGの 脂肪酸組成を示す。

カプリル酸での培養では菌体 の生育が悪 く,TG

量は0.2～0.4mg/mlで あり,TG中 に占めるカ

プリル酸は,お よそ5%程 度であった。

一方
,EPAと ラウ リン酸の培養では,TG量

は1.0～1.5mg/mlと 高い値を示したが,組 み込

まれたラウリン酸量は10%程 度 と少ないものであ

った。

以上より,カ プリル酸やラウリン酸のような中

鎖脂肪酸は,菌 体内に貯蓄される以前にエネルギ
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EPA/カ プ リル 酸 メチ ル(1:2)

EPA/オ レイ ン酸 エチ ル(i:z)

EPA/リ ノール 酸工 チ ル(t:2)

EPA/ラウリン酸メチル(12)

EPA/オ レイ ン酸(1:2)

EPA/リ ノー ル酸(1.2)

図1培 養方法の違いによる菌体内の脂質含量と脂質クラス

一として使われてしまうか
,菌 体内への取 り込み

自体がしに くいと推測された。

図2に 示されるように,EPAと オレイン酸エ

チル,ま たはEPAと 遊離オレイン酸を1:2の

モル比で添加 した ときのTGの 脂肪酸組成にお

いて,TG量 はオレイン酸エチル,遊 離オレイン

酸のいずれを用いた場合でも1.0～1.8mg/mlで

あった。TG中 に占めるオレイン酸の割合は,エ

ステル型のオレイン酸で培養した場合では25～30

%,遊 離型で培養した場合では20～40%を 占めた。

またTG中 のEPAの 割合は,エ ステル型のオレ

イン酸で培養した場合では35～45%,遊 離型で培

養した場合では27～48%と ほぼ同じであった。

また,EPAと リノール酸エチル,ま たはEPA

と遊離 リノール酸を1:2の モル比で添加 したと

きの脂肪酸組成 において,TG中 のリノール酸の

割合はエステル型の リノール酸で培養した場合で

は15～30%で あったのに対し,遊 離型で培養した
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εPA/カ プ リル酸メ チル∩:2)

EPA/オ レイン酸 エチル(1.2)

EPA/リ ノール酸 エチル(1.2)

EPA/ラ ウリン酸 メチル(1.2)

EPA/オ レイ ン酸(1:2)

EPA/リ ノ ー1V酸(t.2)

図2培 養方法の違いによる菌体内トリグリセリドの脂肪酸組成

場合では40～45%と いう高い値 を示 した(図2)。

培養方法を比較すると,添 加 したときの1:2

の比率がそのまま反映されるのは前培養といえる。

ずらし培養は,菌 体内に取 り込 まれにくいEPA

の培養時間を長 くした後,中 鎖もしくは長鎖脂肪

酸を添加することで,1:2の 比率に近づけよう

と試みた培養であるが,培 養の結果,EPAの 組

込み量は増加したが,TG量 は減少 した。

3.3添 加遊離脂肪酸と脂肪酸エステルの影響

図2に 示されるように,遊 離型とエステル型の

リノール酸を添加 した場合のTG量 と脂肪酸組

成の違いを比較した結果,ど の培養方法でも,

菌体の生育 は遊離型の方が良好で,総 脂質量が

1.8～3.1mg/mlと 高い生産量を示 した。脂質中

に占めるTGの 割合はエステル型では65～75%

であるのに対し,遊 離型では70～90%と,遊 離の
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図3EPAと オレイン酸の添加比率の違いによる菌体内トリグリセリ
ドの脂肪酸組成

リノール酸 を添加 した時の方がTG含 量が高 く

なった。またエステルでは,リ ノール酸 はTG

に10～20%し か組み込まれなかったのに対し,遊

離型では30～40%と なった。このことから,菌 体

は一度,エ ステル型のリノール酸を遊離型に変換

してか らTGを 形成 してるのではないかと考 え

られた。

3.4添 加脂肪酸の比率の影響

EPAと 遊離オレイン酸の組み合わせの比率 を

変えて培養 した結果を図3に 示す。脂肪酸組成を

分析 したところ,TG中 のEPAと オレイン酸の

比は各々1:2,1:3,1:5と,添 加 した時の比

率がそのまま脂肪酸組成に反映されていた。また

添加する脂肪酸の量は同じなのに,オ レイン酸の

比率 を高 くすることによって,回 収で きるTG

量が1.Omg/mlか ら1.3,1.5mg/m1と 増加 した

ことから,EPAよ りもオレイン酸 を添加した方

が菌は成長しやすいと言えた。

3.5ト リグリセリド分子種

EPAと 添加した脂肪酸が1:2の 比率でTG

に取 り込 まれてる菌株,す なわち,EPAと オレ

イン酸またはリノール酸を添加して培養した菌株

については,HPLCに よるTG分 子種の分析を

行った。

図4に 示すように,EPAと オレイン酸で培養

した菌体では,TGは 多 くの分子種で構成 されて

いて,主 な分子種はEOO,EEOで あった。一方,

EPAと リノール酸で培養した場合では,4つ の

図4HPLCに よるトリグリセリドの分子種分析



微生物を用いた構造脂質の合成 15

表2EPAと オレイン酸またはリノール酸添加培養による
菌体内トリグリセリドの組成

主なピークが検出され,各 々ELL,EEL,LLL,

EEEと 同定した。

表2にEPAと オレイン酸,お よびEPAと リ

ノール酸で培養した際の菌体内TG組 成を示す。

オレイン酸とEPAで 培養した菌株では,目 的と

するEOOの 占める割合は21.1%で あった。一方,

EPAと リノール酸で培養 した場合では,目 的と

するELLは19～41%と 高い値を示 した。そこで,

ELLとEELに ついて,リ パーゼ処理 を行い,

脂肪酸のTG結 合位置を分析 した。その結果,

TG中 に占める割合は,ELEが25.3%,LELが

29.0%,ELLが12.1%で あった。結果的に目的

であったLELの 回収率 は,添 加 した脂肪酸の

14～16%で あった。

4.ま と め

EPA含 有脂質を合成するため,EPAと 各種脂

肪酸を添加 した培地で,MucoyhiemalisHA-30

を培養した結果,

(1)カ プリル酸やラウリン酸の有意な蓄積は認

められなかった。

(2)オ レイン酸,リ ノール酸 とEPAを20mg/

ml添 加 して培養した場合,培 地1ml当 た

りにつき,TGと して1～3mgが 蓄積され

た。

(3)リ ノール酸をEPAと 共に添加した場合,

エステル型よりも遊離型のリノール酸の方が

菌体内へ多く取 り込まれた。

(4)3種 類の培養方法の中では,あ らかじめグ

ルコースで一日培養した後,脂 肪酸を添加し

た方法が,EPAと オレイン酸,ま たはEPA

とリノール酸が1:2と 比率良くTG中 に

組み込 まれた。

(5)EPAと リノール酸を添加して培養した場

合,菌 体内のTG組 成は,ELEが25.3%,

ELLとLELが 遭わせて41.1%で あった。結

果的に目的であったLELのTG中 に占める

割合は29%程 度であった。

以上のことから,リ ノール酸についてはMucor

ziemalisHA-30を 用いることにより,EPAを

妻む構造脂質を簡単に合成できることが明らか と

案った。

本研究を遂行するにあたり,多 大なるご援助を

易りました浦上食品 ・食文化振興財団に,厚 く御

:L申し上げます。
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BiosynthesisofStructuredLipidsbyMucorhiemalisHA-30

YasushiEndo(GraduateSchoolofAgriculturalScience,TohokuUniversity)

Wetriedtoproducespecifictriacylglycerolsconsistedofeicosapentaenoicacid

(EPA)andotherfattyacid(1:2)byusingafungus,MucorhiemalisHA-30.M.

hiemalisHA-30wasculturedonthemediuminwhicha1:2mixtureofEPA(20:5)

andoctanoic(8:0),dodecanoic(12:0),oleic(18:1)orlinoleicacid(18:2)were

suppplementedfor2daysat25°C.M.hiemalisgrewwellonthemediumsupplement-

edwith18:10r18:2,whereasithardlygrewonthemediumsupplementedwith8

00r12:0.Theformeraccumulatedmuchtriacylglycerolscontaining20:5and18

10r20:5and18:2(1:2)inabody.HPLCanalysisshowedthatcellulartriacylg-

lycerolsinM.hiemalisHA-30culturedonthemediumsupplementedwith20:5

and18:2(1:2)mainlyconsistedofdieicosapentaenoyl-linoleoylglycerol(25%)and

dilinoleoyl-eicosapentaenoylglycerol(41%).


