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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アスタキサンチンを含有するモノラフィディウム属（Ｍｏｎｏｒａｐｈｉｄｉｕｍ属）
藻類からアスタキサンチンを抽出することを特徴とするアスタキサンチンの製造方法。
【請求項２】
請求項１に記載のモノラフィディウム属藻類を含有する魚介類用又は家禽類用の飼料。
【請求項３】
請求項１に記載のモノラフィディウム属藻類の破砕物を含有する魚介類用又は家禽類用
の飼料。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、アスタキサンチンを含有するモノラフィディウム属（Ｍｏｎｏｒａｐｈｉ
ｄｉｕｍ属）藻類の微細生物からアスタキサンチンを抽出することを特徴とするアスタキ
サンチンの製造方法及び前記藻類又はその破砕物を含有する魚介類、家禽類用飼料に関す
る。さらに詳細には、本発明は、アスタキサンチン含有量が高い藻類モノラフィディウム
属（Ｍｏｎｏｒａｐｈｉｄｉｕｍ属）の微細生物を簡単な方法で低価格で培養し、ついで
その微細生物からアスタキサンチンを抽出することを特徴とするアスタキサンチンの製造
方法及び前記藻類又はその破砕物を含有する魚介類用又は家禽類用の飼料に関する。
【背景技術】
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【０００２】
アスタキサンチンは赤色を呈するカロチノイド色素の一種で、自然界に広く分布してい
る。例えば、マダイやサケ・マス等の魚類、あるいは甲殻類等は、その表皮、筋肉又は外
殻等にアスタキサンチンを蓄積し、その為に表皮あるいは肉が美しい赤色もしくは桃色を
呈する。
アスタキサンチンは天然物由来で、食材用色素、食品添加物として有用であると共に、
これら魚介類を養殖する場合には、通常飼料にアスタキサンチンを添加し、着色すること
が行われている（特許文献１、特許文献２）。また鶏卵の色調改善等を目的とした家禽用
飼料等にも利用されている（特許文献３）。更に最近はアスタキサンチンの持つ強力な抗
酸化作用が注目され、香粧品や医薬品、健康食品としての用途も検討されている（特許文
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献４）。
【０００３】
今日市場で流通しているアスタキサンチンのほとんどは石油成分より化学合成されたも
のである。しかしながら、石油が有限な資源であること、消費者の天然由来成分への志向
、１ｋｇあたり数十万円という高価であることなどから、化学合成によるアスタキサンチ
ン製造は最良の手段ではない。さらに、欧州では今後食品のみならず農林水産における化
学合成アスタキサンチンの使用も禁じられた。
天然物由来のアスタキサンチン製造法として、カニ、エビ、オキアミなどから色素を抽
出・精製する方法や、アスタキサンチンを蓄積する微生物としてごくわずかの微生物、例
えばファフィア酵母の培養法等が研究されている（特許文献５）。これら生物はアスタキ
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サンチン含有量が低く、アスタキサンチンの抽出や精製等にも技術的、経済的問題がある
。
【０００４】
その点、Ｈａｅｍａｔｏｃｏｃｃｕｓ

ｐｌｕｖｉａｌｉｓ、Ｃｈｌｏｒｅｌｌａ

ｏｆｉｇｉｅｎｓｉｓ、Ｃｈｌｏｒｏｃｏｃｃｕｍ

ｓｐ．，Ｐｈａｆｆｉａ

ｚ

ｒｈｏｄ

ｏｚｙｍａ、Ｎａｎｎｏｃｈｌｏｒｏｐｓｉｓなどのアスタキサンチンを生産する藻類を
培養し、アスタキサンチンを抽出する技術が報告されている（特許文献６）。これら藻類
からアスタキサンチンを製造する技術は、従来から知られている生物からアスタキサンチ
ンを製造する方法と比較すると確かにスタキサンチンを製造する方法は改良されたものの
、依然として経済的な問題は満足されるほどではない。例えば、微細生物を培養する培地
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に高価な有機物を必要とするし、光照射量を多く必要とする。そのため、微細生物の培養
コストが高いだけでなく、他の微細生物の混入や増殖阻止、培地管理なども複雑となるな
ど不都合が残されている。
従って、安価な原料から、天然の生合成経路を利用した、製造にかかるコストが低いア
スタキサンチン製造技術の開発ソースとして微細生物によるアスタキサンチン生産に期待
が寄せられている。
一方、モノラフィディウム属（Ｍｏｎｏｒａｐｈｉｄｉｕｍ属）は淡水産の数種が知ら
れているが、アスタキサンンチンを微細生物内に蓄積することは知られていなかった。
【０００５】
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【特許文献１】特開昭５４−７０９９５号公報
【特許文献２】特開平７−６７５４６号公報
【特許文献３】特許第２５６１１９８号公報
【特許文献４】特開平２−４９０９１号公報
【特許文献５】特開平６−２００１７９号公報
【特許文献６】特開平７−５９５５８号公報
【非特許文献１】Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

ａｎｄ

Ｂｉｏｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

９１，８０８−８１５．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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前記のような実情において、本発明の課題は、天然物由来であり消費者に不安を与える
ことのないアスタキサンチンの製造方法を提供することにある。また、従来法よりも安価
でかつ手間のかからない方法でアスタキサンチン生産微細生物を培養する技術を提供する
ことも本発明の課題でもある。更に、その方法で培養した藻類の破砕物を安価に低給する
ことも本発明の課題である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者は上記目的を達成するためいろいろと検討した結果、意外にも藻類モノラフィ
ディウム属（Ｍｏｎｏｒａｐｈｉｄｉｕｍ属）の微細生物はアスタキサンチン生産能が高
く、生物内に多量のアスタキサンチンを蓄積することを見出した。しかも、この藻類の培
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養条件をいろいろと検討すると、従来から知られているアスタキサンチン生産微細生物の
培養条件よりもはるかに簡単であり、高価な有機物を要求しないという知見を得た。これ
らの知見に基づきさらに検討を加え、本発明を完成させた。
【０００８】
すなわち、本発明は、以下の各発明を包含する。
（１）アスタキサンチンを含有するモノラフィディウム属（Ｍｏｎｏｒａｐｈｉｄｉｕｍ
属）藻類からアスタキサンチンを抽出することを特徴とするアスタキサンチンの製造方法
。
（２）（１）に記載のモノラフィディウム属藻類を含有する魚介類用又は家禽類用の飼料
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。
（３）（１）に記載のモノラフィディウム属藻類の破砕物を含有する魚介類用又は家禽類
用の飼料。
この（２）。（３）の発明は、アスタキサンチンを含有する前記藻類又はその破砕物を含
有する魚介類用飼料であり、アスタキサンチンを含有する前記藻類又はその破砕物を含有
する家禽類用飼料でもある。なお、アスタキサンチンを含有する前記藻類又はその破砕物
を家畜類用飼料に配合してもよい。
【発明の効果】
【０００９】
本発明により、藻類モノラフィディウム属（Ｍｏｎｏｒａｐｈｉｄｉｕｍ属）を簡単な
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方法で培養することができ、その藻類からアスタキサンチンを抽出することにより、アス
タキサンチンを安価に提供することができる。また、アスタキサンチンを含有する安価な
魚介類、家禽類用飼料を提供することができる。とくに、本発明では有機物を含まない無
機培地を用いて培養することが可能であるので、培地のコストは有機物を必要とする微細
生物、例えばＣ．ｚｏｆｉｇｉｅｎｓｉｓ培地のコストと比較すると約１０００分の１で
すみ、大幅に安価となる。また、ごく少量の有機物を培地に加えると有利であるが、その
有機物も例えビタミン１２やビタミンＨ（ビオチン）などの高価な有機物は不要であるの
で、それら高価な有機物を必要とする藻類、例えばＨ．ｐｌｕｖｉａｒｉｓの培地（非特
許文献１）と比較しても約１／８〜１／１０程度ですむので有利である。また、少ない照
射光量にてＭｏｎｏｒａｐｈｉｄｉｕｍ属は培養することができる。たとえば、前記Ｈ．
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ｐｌｕｖｉａｒｉｓの培養に際して用いる照射光量（非特許文献１）の約１／２．５〜１
／４．５と少ないので、その点でも有利である。さらに、例えば、Ｈ．ｐｌｕｖｉａｌを
培養するには、培地中のＣ／N日を常に一定範囲内に収まるように常時ウヲッチしなけれ
ばならないのであるが（非特許文献１）、Ｍｏｎｏｒａｐｈｉｄｉｕｍ属を培養するとき
には、そのようなウオッチをする必要もない。そのうえ、カビなどの他の微細生物の混入
を阻止するための装置も不要である。以上の培養条件等での有利さを考慮すると、本発明
はきわめて実用的である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
本発明で原料として用いられるモノラフィディウム属（Ｍｏｎｏｒａｐｈｉｄｉｕｍ属
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）の藻類はすでに知られている。この藻類は簡単な方法で培養することができ、しかもア
スタキサンチン蓄積量が高いのであり、本発明ではモノラフィディウム属（Ｍｏｎｏｒａ
ｐｈｉｄｉｕｍ属）に属するアスタキサンチンを含有する藻類を用いることができるが、
その中でも特にＭ．ｇｒｉｆｉｔｈｉｉ、Ｍ．ｔｅｒｒｅｓｔｒｅ、Ｍ．ｂｒａｕｎｉｉ
、新規微細藻類ＧＫ１２を用いることが、アスタキサンチン蓄積量などの点から好ましい
。
上記新種のＧＫ１２は特許生物センターに寄託されたが（ＦＥＲＭ

Ｐ−２０８５３）

、この微細生物は山口市内の下水処理場の活性汚泥から採取された。
【００１１】
本発明のモノラフィディウム属（Ｍｏｎｏｒａｐｈｉｄｉｕｍ属）の藻類は、独立栄養
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条件下にて増殖可能であるから、既知の藻類を培養する条件を用いて培養することができ
るのであって、その培養条件は、光合成を行える培養条件であれば特に制限されない。用
いる培地は無機物から構成される培地でよい。光合成に必要な炭酸ガスは大気中に存在す
る炭酸ガスを利用することができる。培養条件の具体例としては、無機物を含有する液体
培地を用い、２０〜３０℃の温度で１０００〜３０００ｌｕｘ照射下、１００〜２００ｒ
ｐｍで振盪する条件を挙げることができる。なお、有機物を含む培地を用いることもでき
る。例えばビタミン１２やビタミンH（ビオチン）などの高価な有機物を要求しない。し
かし、ペプトンなどの有機物を場位置に添加すれば、増殖速度は早まる。すなわち、独立
栄養条件下にて２週間培養すると、安定期となるが、細胞の密度は、混合栄養条件下で培
養したときと比較すると、約４倍も差があることがわかった（培養９日目の結果から）。
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【００１２】
モノラフィディウム属（Ｍｏｎｏｒａｐｈｉｄｉｕｍ属）の藻類からアスタキサンチン
を抽出する方法は、従来から知られている方法を採用すればよいのであり、特に制限され
ない。
より具体的に説明すると、培養液から藻類を分離し、藻類の細胞壁を破壊後抽出溶剤で
アスタキサンチンを藻類から抽出し、抽出溶媒を分離する方法が代表的なアスタキサンチ
ンを抽出する方法である。
【００１３】
培養液から藻類を分離する方法は、常法によって行うことができ、具体的には、遠心分
離法や濾過分離法等を挙げられる。それら分離する条件はとくに制限されない。
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分離した藻類に直接抽出溶剤と接触させアスタキサンチンを抽出処理してもよいが、ま
ず藻類の細胞壁を破砕しついで、抽出溶剤と接触させアスタキサンチンを抽出処理する方
法が好ましい。なお、藻類の細胞壁の破砕処理とアスタキサンチンを抽出処理とを同時・
並行することがより好ましい。
【００１４】
抽出溶剤は特に制限されないが、具体的には、例えばアセトン、エタノール、イソアミ
ルアルコール、ｎ−ヘキサン等の溶剤単独あるいはそれら溶剤の二種以上からなる混合溶
剤が使用できる。溶解度の点から抽出効率の良いアセトンあるいはアセトンを含む混合溶
剤が好ましい。その中でも特にアセトン−クロロホルム混合溶剤が好ましい。抽出溶剤量
は用いる藻類の種類や量により変動するが、例えば藻類重量に対して２倍から２０倍の量
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（重量）でよい。抽出温度は特に限定されないが室温から沸点までの範囲で加温してもし
なくてもよい。抽出時間は、藻類の性状、用いる抽出溶剤の種類と量、抽出温度などによ
り変動するので一概に規定することができないが、例えば１〜３時間の範囲で抽出処理で
きる。
【００１５】
アスタキサンチンを含む抽出溶媒から藻類や藻類の細胞壁など固形物を除去した後、抽
出溶剤を除去すると、アスタキサンチンを含むカロチノイド類（色素）を得ることができ
る。この色素を常法にて精製処理すれば、アスタキサンチンを得ることができる。抽出溶
剤の除去法は特に制限されないが、例えば温和な条件下でアスタキサンチンを含む抽出溶
媒を加温処理し、抽出溶剤を蒸発する処理法が好適である。前記精製処理法も特に制限さ
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れない。
【００１６】
なお、上記と異なるアスタキサンチンの抽出方法を説明する。
藻類との分離を行った抽出液は、そのまま濃縮して晶析工程に入ることもできるが、こ
の際水が存在すると濃縮中の不純物の増加を少なくすることができることから、水を加え
た状態で濃縮することが好ましい。濃縮条件は特に制限されないが、通常液温４０℃以下
を保って行うのが望ましい。水を添加する時期についても特に規定はされず、最初から、
もしくは濃縮途中、あるいは濃縮の最後に加えてもよい。
【００１７】
得られた油状濃縮液に炭化水素系溶剤を加えるとアスタキサンチンが晶析してくるが、
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炭化水素系溶剤の量は乾燥藻類質量に対して通常０．１〜２倍の量でよい。投入温度につ
いては通常３０〜５０℃であるがこれに限られない。前記炭化水素系溶剤としては特に限
定されないが、ペンタン、ｎ−ヘキサン、シクロヘキサン、ヘプタン、シクロヘプタン、
オクタン、シクロオクタン、ノナン、デカン、メチルシクロヘキサンなどの脂肪族炭化水
素系溶剤の他、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン、メシチレンな
どの芳香族炭化水秦系溶剤を挙げることができ、その中でも脂肪族炭化水素系溶剤が好ま
しい。
以下析出した結晶を濾別することによりアスタキサンチンを高濃度に含むカロチノイド
類を得ることができる。
20

【００１８】
かくして製造したアスタキサンチンは、食品添加剤、食材用色素、飼料用添加剤などと
して有用である。具体的には、香粧品や医薬品、健康食品、家禽用飼料、魚類用飼料等と
して使用される。アスタキサンチンの使用量は上記用途や使用目的によって大きく変動す
るので一概に規定することができない。
【００１９】
本発明では、アスタキサンチンを精製処理していない赤色系色素を、上記用途に使用し
てもよい。さらには、アスタキサンチンを生物内に蓄積した微細藻類の破砕物を上記用途
に使用してもよい。
【００２０】
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（実施例）
以下、実施例に基づき本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は実施例によって制限
されるものではない。
（実施例１）
【００２１】
（藻類モノラフィディウム属（Ｍｏｎｏｒａｐｈｉｄｉｕｍ属）の培養）
藻類Ｍ．ｇｒｉｆｉｔｈｉｉのコロニーを３０ｍｌのＭＧ培地に接種し、蛍光灯を用い
て照射しながら（３０μｍｏｌ
℃、２−３週間で培養した。

ｐｈｏｔｏｎ

ｍ２ｓｅｃ−１）、１５０ｒｐｍ、２０

培養後、培地を遠心分離処理し（１７００ｘｇ、４℃、３

０分間）、生理的食塩水（ｓａｌｉｎｅ）で洗浄し、モノラフィディウム属（Ｍｏｎｏｒ
ａｐｈｉｄｉｕｍ属）に属する藻類を得た。
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【００２２】
（藻類の破砕物の調製）
前記藻類を、５０ｍｇのガラスビーズ（０．５ｍｍの径）と５０ｍｇのジルコニアシリ
ケートビーズ（０．１ｍｍの径）を含む５００μLの抽出溶媒（アセトン／クロロフォル
ム＝３０/７０）中に懸濁し、３０秒間破砕処理した。
【００２３】
（アスタキサンチンの抽出）
得られた藻類の細胞ホモジネートを遠心分離処理し（１４，５００ｒｐｍ、４℃、５分
間）し、アセトン／クロロホルム相をバイアルガラス瓶に収めた。
それら集めたアセトン／クロロホルムを窒素雰囲気下、温和な条件で蒸発処理し、得ら
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れた色素を薄層クロマトグラフにて展開し、分離されたアスタキサンチン部分からアスタ
キサンチン０．７６（ｍｇ／ｇ−乾燥細胞）を得た。なお、アスタキサンチンであること
を、薄層クロマトグラフにて、標準品と比較して確認した。
【００２４】
（実施例２〜４）
Ｍ．ｇｒｉｆｉｔｈｉｉ、の代わりに、Ｍ．ｔｅｒｒｅｓｔｒｅ、Ｍ．ｂｒａｕｎｉｉ
、新規株（ＧＫＩ−１２）を用い、実施例１と同様の操作にて、アスタキサンチンを得た
。０．６３アスタキサンチンの量は、それぞれ０．６９、０．６３、２．５２（ｍｇ／ｇ
−乾燥細胞）であった。
10

【００２５】
【表１】

20

【００２６】
ＨＥＰＥＳ＊：緩衝液（和光純薬工業株式会社製）
＊＊

Ｆｅ−ＥＤＴＡ溶液：７０２ｍｇ／ｌ

ａｎｄ

６６０ｍｇ／ｌ

Ｎａ２ＥＤＴＡ

＊＊＊

ＰＩＶ溶液：１９６ｍｇ／ｌ

２

４Ｈ２Ｏ，

２．５ｍｇ／ｌ
２Ｈ２Ｏ．

１０．５ｍｇ／ｌ
Ｎａ２ＭｏＯ４

Ｆｅ（ＮＨ４）２（ＳＯ４）２・６Ｈ２Ｏ
２Ｈ２Ｏ．

ＦｅＣｌ３

６Ｈ２Ｏ，

ＺｎＣｌ２，４ｍｇ／ｌ
２Ｈ２Ｏ，ａｎｄ

１

３６ｍｇ／ｌ
ＣｏＣｌ２

ｇ／ｌ

ＭｎＣｌ

６Ｈ２Ｏ，

Ｎａ２ＥＤＴＡ
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