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液体堵養によるブルーベリー細胞色棄の生産

本居聡子＠浜松潮香＊＠名和義彦＊＠新堀二千男＊＊＠宮崎丈史
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I 緒

ブ、ルーペリーはツツジ科スノキ属の低木性落葉果樹で，

アメリカで野生種から改良され， i嘉芸作物とされたもの

である。栽培されている品種は，ハイブッシュブルーペ

リー， ラビットアイブノレーペリー， ロープッ、ンコープ、ルー

ペリーの3種から改良されたものが中心となっている。

欧米では，古くから野生種が食用・薬用等に利用され

ており，野生種（均cciniummyrtillus）の果実に豊富

に含まれる赤色フラボノイド（アントシアニン）はヨー

ロッパでは医薬品としても利用され，その臨床応用研究

も数多く報告されている（中山・草野， 1990a；中山・

草野， 1990b；中山・草野， 1991; MORAZZONI , 1998；線

本ら， 1998）。さらにブルーペリー葉抽出物は，抗酸化

剤として食品業界で利用されている（玉田， 1997）。

日本では，果樹としてのブノレい 4 ペリーは際史こそまだ

浅いものの，近年の食品に対する健康志向・安全志向の

急速な高まりのなかで，果実や果皮に豊富に含まれるア

ントシアニン等のポリフェノール類の機能性・生理活性

を利用することが期待されている。

近年，ポリブェノー／レ類等の天然成分を豆薬品や食i5t1

素材として利用するために，植物札織培養技術によって

生産する試みがなされている（藤田， 1988）。

植物細胞培養による物質生産では，細胞選抜により生

される物質を単純化（特化）する事が可能であるため，

成分の抽出・濃縮・精製が簡便化される。このため，特

定の成分を利用したい場合には利便性が高い手法である

と考えられる。

工業的には，すで、にノ＼ナキリン培養細胞による染色沼

アントシアニン色素（シアニジン－ 3ーアラピノサイド）

の生産が実用化されている（Y馴細川ら， 1989）。しか

しながら，ブルーペリーでは同様の知見はない。

本農林水産省食品総合研究所

材現千葉県暖地鼠静t験場

1999年10月15日受理

ブ、ルーペリー展開葉lこ由来するカルスから培養細胞を

誘導し暗黒下で、色素を生産するブルーペリーの培養細

胞株を初めて作出したことについては，著者らがすでに

報告した（本居・新堀， 1992; NAWAら， 1993）。今回は，

暗黒下でさらに効率良く色素を生産する株を選抜し，ア

ントシアニンを主体とするブ、ルーペリ一色素を安定的に

生産する技術を確立したので報告する。

なお，この研究は，農林水産省地域バイオテクノロ

ジー実用化技術研究開発促進事業「酵素及び微生物等の

利用による機能性を有する食品素材の開発jの中で、行っ

たことを付記する。

立 材料及び方法

1 .色素を生産するカルスの誘導

(1)供試品種及び部位

ハイブツ、ンコ『ブルーペリー（均cciniumcor)ll批 JS，αv）は

‘ウェイマウス’， ‘フロリダブ〉いー’， ‘アーリープ〉レー’，

‘パークレイ’， ‘フ川一レイ’， 6ハーパート＼ ‘プノレー

クロップ＼ ‘スパルタン’のSM誕を，ラビットアイカレー

ペリー（ゐccim・α'llashθ＇i）は‘ウッダー j,,:" ' マーィフブ

;t,,ー’の2rW: 

果実外果皮及び中果A皮（開花直後，開花4週後， 6）国後，

7越後），ガj葉，花房，展l}fl葉，未熟な花苦（花糸，内

果皮，花弁）の組J織（外相片）からカノレスを誘導ーした。

果実の生育ステージは，果皮の着色度合・果実の根守壬等

から，｜片rt~直後は第 1 期前半， IJIW~4 週後は第 2期前半，

開花6週後は第3期前半，開花7週後は第3期後半に相

当している（石J11 ・小池， 1985）。また， .Y;IJ葉：は葉芽が

4葉まで展開した持iこ，第1・2葉，第3・4葉及び未

展開葉をそれぞれ外植片に月弘、た。花房は花芽が展開し，

第4花昔が現れた段階で旬葉，花房の軸，第1～4花昔

をそれぞれ供試した。

ノ＼イブツ、ンュブルーペリーの果実は，木更津市富来問

のN農場で，またラビットアイブ、ノレーペリーの果実は，

当場果樹研究室ほ場で標準栽捕したものを， 1990年及び

1991年の7月にサンプリングして用いた。果実以外のサ
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ンプノレは， 1988年10月及び1991年3月に果樹研究室長ほ場

で標準栽培したものからサンプリングした。

(2）サンプルの誤製・滅麓方法

外植片の滅菌は常法（70%エタノールに5秒間浸潰し

た後蒸留水で洗浄し，さらにTween20を加えた 1%アン

チホルミンに15分間浸潰して30秒間超音波処理を行う。

その後，滅菌水で3回洗浄する。）で、行ったが，未熟な

花藩から車卦設をとる場合は5秒間エタノールで、滅菌し，

展開葉を用いる場合には葉表面のワックスを除去するた

め事前に0.5%Tween20で、1時間スクーラーを用いて撹枠

洗浄した。また，幼葉と花房は，葉芽・花芽に抗生物質

（カルペニシリン500ppm，パンコマイシン300ppm）を噴

霧して 1次滅蓋した後，無韻の室内で水栽培して展開さ

せ，その後常法により滅菌した。

果実は垂直方向で1/2に切断し，展開葉は葉脈の部分

を含むようにlOmm×5酬に切り出し，ガj葉と花房は滅菌

後各部に切り分け，そのまま培地上に置床した。また，

開花甚前の花蕃も同様に置床した。

(3）カルス誘導及び培養条件

カルス誘導は， 25°C・3,000lux連続照明下で、行い，

以降は誘導時と同じ培地，培養条件で3週間毎に継代す

ることを基本とした。

培地は， MS基本情地とその塩基成分を1/4濃度とした

路改変培地及ひ'LS基本培地を使用した。オーキシンはイ

ンドーノレ酢調査（以下IMとする） , 2, 4ージクロロブエノ

キシ酢酸（以下2,4-Dとする）及びpicloramを用いた。

さらに，培地中のシュークロース（以下Sueとする）濃

度を 3%または6%と変えてカルスの誘導及び継代士音養

を行い，培地成分がカノレス誘導・継代とその色素生成に

及ぼす影響を検討した。培地pHは5.8とした。

また，得られたカルスの一部については，色素生産の

可能性を探るため，カルスを塩酸で煮沸してプロアント

シアニジンの存在を確認した。

2. 液体培養を利用した小集塊選抜法による高色素生

産株の作出

(1)選抜に用いたカルスと培地及び培養方法

‘ティフブルー’展開葉由来の赤色細胞を含むカルス

を，暗黒下で色素生産能力の高い株（以下，暗黒1ご高色

素生産株とする）の選抜に用いた。

継代培地は， 2,4-D 0. 2ppm, 3弘Sueを含むMS基本培

地とし， 2～3適毎に継代した。液体培地も同様の組成

とし， 1～2週毎に継代した。

カルス選抜のための培養は25°C, 1, 600 lux 連続照明

下で行い，けん濁培養では130rpmのロータリ一回転また

は1分間に85回のレシプロ擦とうを行ったO

(2）暗黒下高色素生産株の選抜方法

誘導したカルスの中から赤色の細胞を合む増殖の良い

部分を選抜し，けん濁培養を行った。ここから色素生産

能力の劣る大きな締胞集塊を100μmメッシュのステンレ

スシーブでろ過して除き，均一にしたものを液体培地及

びゲ、ル濃度の薄い培地で希釈してゲル培地上にフoレー

ティングした。これを暗黒 Fで3週間情義し，形成され

た色素生産コロニーを形成時期の早いものからA・ B • C 

庶とし，それぞれをゲノレ継代培地iこ置床し，暗黒下で培

養を続けた。

プレーティングで得られたカノレスの中から生長が速く

色素の生産能力が高い部分のみを選抜・継代し，けん濁

培養の微細な細胞集塊のみをプレーティングする選抜を

繰り返した。

3. 色素生産安定化のための培地の検討

培地中のリン酸濃度を， MS培地に通常含まれる量（リ

ン酸カリウムとして170mg/Q,）の10倍， 5fff. 2倍， 1 

倍， 0.1倍としたリン酸改変培地（それぞれlOP, 5 P, 

2P, lP, O. lPと表記）で暗黒下高色素生産株を培養し，

培地中のリン酸濃疫が，主音養細胞の細胞増殖，住素生産

等に及ぼす影響を検討した。さらにリン酸濃度lP, 2P 

の試験区において培地中の塩酸チアミンの添加量を変え

て培養を行い，培地中のリン酸とチアミン濃度が培養細

胞の増殖，色素生産等に及ぼす影響を検討した。チアミ

ンの濃度は通常培地に含まれる量（塩酸チアミンとして

0. lmg/ Q,）の10倍， 1倍とした（それぞれlOT, 1 Tと表

記）。

また， リン酸濃度の異なる培地への継代と培養初期の

低リン酸状態が，細胞増殖と色素生産へ及ぼす影響につ

いても検討した。これは，通常の培養条件で継代されて

いた系を， 0.lPの培地で2日間前培養した後， lP,2Pの

培地に継代して，観察した。

試験には，前出の暗黒下高色素生産株を用い， 25°C,

暗黒， 120rpmロータリー振とう条件ドで培養し， 1澗間

毎：に継代した。細胞の増殖量は，けん濁培養物を700Gで

3分間遠心した場合のPackedCell Volume （以下PCVと

する）または40μmメッ、ンュのナイロンシーブでろ過後

の生重量とした。アントシアニンの量は，ろ過後の細胞

を1% (V/V）塩酸メタノール（以下HCl-MeOHとする）で

抽出して測定した。プロアントシアニジンの量は，アン

トシアニンを抽出した残さに 1弘HCl一議eOHを加え， 50℃

で湯せんしながら 5時間振とうして塩酸分解後，その上

清を分光光度計により吸光波長540nmで、測定した。液体

培地中のリン酸濃度は，モリブデンイエロー法によって

測定した。
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4.安定した色素生産を行うための継代j去の検討

継代時にけん滋培養物を締抱集塊のサイズ毎に分別し

て培養し，締胞集塊の形状・大きさが色素生産と締胞集

団の性質に及ぼす影響を検討した。

継代時にけん濁培養物を10011m｝ッシュのステンレス

シーブでろ集し，得られた大きな細胞集塊をLグループひ

とした。また，ステンレスシーブを通過したけん濁培養

物を30秒間静置して上清と沈殿にわけ，沈殿した細胞を

Mグループとした。さらに，上清中の微細な細胞を40μ m 

メッ、ンュのナイロンシーブでろ集しこれをSグループ

とした。細胞の継代量は， 40叫の培地に生重量で lgを

基準とし，集塊サイズ毎に細胞の継代量を変えて，細胞

の密度が細胞集団の性質に及ぼす影響を検討した。

色素生産能力の評価及び細胞集塊の形態は，すべて目

視によって観察した。

5“色紫生産縮胞培養のスケールアップ

ブルーペリーのけん濁締結を2立の培養器で訪日罰，

四分培養，流加培養及び謹流培養した。自分培養は，培

養開始時に新鮮培地と締抱を入れたままその後の操作は

行わないが，流加培養では培養期間中に新鮮培地の添加

を行い，また潅流培養では培養期間中に新鮮培地の添加

のみならず培養液の一部を交換する。それぞれの培養法

毎に細胞増殖率と目視による位素生産性の変化を調査し

た。また， 5 Qのこにアリフトタイプ培養器を用いて23日

間連続濯流培養を行なって同様に調査し，あわせて色素

生産量を求めた。

2 Qの培養器には 1Qの培地を， 5Qの培養器には

2. 5 Qの培地を入れて培養した。回分培養を除く各培養

では，培養 5s. 8日， 10日， 13日目に新鮮培地を添加

した。こにアリフトタイプの瀧流培養は，さらに15日， 18 

日， 20日， 22臼目にも新

添加培地量はコニアリフトタイフoで、は250m立とし，その他

の培養法で、は100凶とした。

エアヲフトタイプの、漂流培養では，新鮮培地を添加す

る直前にいったん旋回と通気を停止し， 30分程静聾して

細胞を沈降させた。その後ポンプで清浄空気を送り込む

ことによって老廃物等を含む培地を250叫排出し，ポン

プの流路を切り替えて新鮮培地を等量加えた。排出口の

入り口には， 60μ mのナイロンメッ、ンュを取り付け，細

胞の流出をF且止した。

初発細胞は，液体培養中の微細な細胞集塊のみを 40

μm｝ッシュのナイロンシーブでろ集して用いた。培養

初発細胞最は20rnQ／止とした。細胞の増殖率は，調査時

毎に10阻止のけん澗培養を採取し， PCVによって測定した。

エアの吹き上げによる培養器壁面への細胞の付着は， 1 

83間程培養器を振とうすることにより回避した。

培地は，リン酸を2f音量，塩酸チアミンを101音量含有

するMS改変培地（2,4-Dを0.2ppm, Suc3 %を含む，

pH5. 8）を患いた。

各方法の培養は暗黒下で，エアリフトタイプ培養器で

の連続瀧流培養のみ室内光のもとで、行ったO また，培養

は雰閤気温度25°C中で行い，培地は回転速度60rpmで、撹

排した。エアリフトタイプ培養器では培地をスピンナー

タイプの羽根を用いて60rpmで、撹枠し，通気量は平均

120mQ/minとした。

細胞の増殖量は，カルス培養時には一定の大きさのカ

ルスを継代して目視で増殖率を判定したが，液体培養で

は生重量及び乾重量を測定した。生重量はけん濁培養物

を5分間吸引ろ過し，培養液が除去されたところで測定

した。また，乾重量は生重量測定後のサンフ。／レを60°Cで、

48時間乾燥して測定した。色素の生産量は，吸引ろ過し

たけん濁培養物を凍結乾燥し， 0.5%HCl-MeOHで、培養j締

結から色素を磨砕抽出して，分光光度計で吸収スベクト

ノレと吸q又波長530nmで、の吸収量を測定した。色素の含有

量はシアニジン 3モノグルコシドの捺準曲線を用いて

算出し，乾重量当たりで換算した。色素の生産量；は，色

素の含有量に細胞量（培養液1立当たり）を乗じて算出

した。

6. 培養細胞が生産した色素等の分析方法

培養細砲が生産した色素及び果実色素の分析はHPLCで

行ったO HPLCに供した色素は以下の手！｜慣に従って調製し

た。

i .凍結乾燥した培養細胞及び果皮に0.5~もHCl-MeOHを

加えて磨砕し12時間浸せきした後，ろ紙を敷いたブフ

ナーロートでろ過する。

ii .抽出残、直に再度0.5o/oHCl-MeOHを加えて抽出し，両

抽出液を合わせて粗色素液とする。

話i.粗色素液は， 40°C減圧下で1/2量まで濃縮し，

Sep-pakC18 (Millipore製）に色素成分を吸着させ，こ

れを蒸留水で洗浄することによって，培養液中及u守：産
物中からの塩類と糖類を除去する。

iv. Sep-pakC18に吸着させた色素は， 0.5＜）もHCl-MeOHで

溶出させる。

v. Sep-pakC18で濃縮・精製した色素液に4倍容のジ

エチルエーテルを加え，分液ロート中で十分に混合す

る。ここに少量の蒸留水を加えて振り混ぜ，静置する。

vi.液層が分離したら，下層の色素液を分けとる，ジ

エチノレエーテル属中の赤色がなくなるまでこの操作を

繰り返し脂溶性成分を除去して精製色素液を得る。

このようにして得られた精製色素液は，宮崎ら

(1991）の方法に従って分析した。すなわち， HPLC

(Waters問自に3.9mmI. D.×I印刷のμBondasphereC18 
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( 5 μ m）カラム（カラム温度： 35℃）を取り付け，移

動相をメタノールと 7%ぎ、酸水のリニアーグラジエント

とした。流速は 1mQ/minとし，ピークは530nmの波長に

おける吸光度で検出した。

直結果

1 .色素を生産するカルスの誘導

‘テイブブルー’の供試部位及び熟度等がカノレス誘導

率に及ぼす影響を第1表に示した。果実及び展開直後の

幼葉はカルス誘導しやすい部位で、あったが，成熟間近の

開花7週後（第3期後半）の果実や未展開葉，展開後長

時間を経過している葉からのカルス誘導率は低かった。

この傾向は他品種でも同様であった。

ブルーペリーの各部から誘導されたカルスには，増殖

が良くルーズなタイプと，増殖が遅くコンパクトなタイ

プが見られた。ルーズなタイプ。のカノレスは液体培地に移

しでも褐変することなく容易にけん濁し旺盛に増殖した

ため，大量培養に向く性質を有すると考えられた。そこ

で，ルーズなタイプ。のカルスから色素を生産する細胞を

選抜することとした。

II子盛．に増殖するノレーズ、なタイプコのカルスは‘ティフブ

ノレー’の展開葉， ‘ブ、／レーレイ’の花昔， ‘フロリダ

ブルー’の外果皮から誘導された。特に， IAAを含むMS

基本培地で誘導し， 2,4DO’2ppmを含むMS基本i音i世で

代を統けた‘テイブブ、ル一，の展開葉に由来するカルス

は，ルーズで、生長が速かったO このカルスは，淡い黄茶

第1表 ｛共試音i可立及び生育ステージがカノレス誘導率に

およぼす影響 （品種：ティフブ

展開してし

展開したばかりの第3・4葉 ＋十十

未展開葉 土

花房包葉 土

花房のIドru部 寸

未開花の花議（第1 ・ 2；／~管） ＋＋＋ 

未熟な花蒙（第3・4在蕎） ÷÷ 
花 糸 （未熟な花普から） ＋ 
内果皮 （同 上） 十十十

花 弁 （同と） 土

果実開花直 後 十十十

開花4週後 十＋十

開花6週後 十十

開花7週後 ± 

展開業 十十

＊カノレス誘導率
土：誘導率25%来、お

十十：誘導率号0～75%未満
十：誘導家25～50%未満

十十＋：誘導率75%～

第2表培地中の糖含量がブルーペリー果実由来の

培養細胞に与える影響

品取引
イ
十
庁

a
口口口 培地 sue 

% 
3 

3 

6 

十十

＋＋＋ 

率
同
市
U

γ十
L
F
J出

フロリダブルー
プロリダブルー
プロリ夕、、ブノレー

MS  

MS改変

MS改変

注）街地に耐OUしたオーキシンは， 2.4-DO. 2ppmとした．
色素生産カルスの出現率は，一：色素生産部｛立が全く見られない

＋ 赤色スポットが見つけられる
十＋’赤色の音fl{立がカルスの3～5害1］を占める

十十＋：カノレスの5害！J以上を赤色ま可立が点める

色で， 6%以ICの高糖度培地と光照射条件下では色素生

産は認められなかったO 色素生産の可能性を探るために

カルスを塩酸で煮沸してプロアントシアニジンの存在を

確認したところ，酸加水分解によるアント、ンアニジンの

生成が確認された。そこで，これらの増殖の良い部分の

継代を続けたところ，赤色を呈する細胞が出現したため，

その部分を中心に選抜を続けた。

果実（内果皮・中果皮）から誘導したカルスは，一般

にコンパクトで硬く，増殖が遅かった。これらのカルス

は，暗黒下では白色から淡黄色を示したが， MS改変培地

に継代して連続光照射を行なったところ，カノレス表層に

赤紫色の着色が認められた。着色部分は継代しでもそれ

以 kには増殖せず，新たに増殖した白色部分が光00~討に

よって着色することが観察された。一方，これを継代に

用いた培地と同様の組成を持つ液体培地に移した場企iこ

は増殖せずに褐変した。また，果実由来のカノレスはMS改

変培地中の糖を3%から 6%に高めたとき，カルス表層

に色素の生成が認められた（第2表）。

YJ］葉や花蓄由来のカルスも，果実由来のカ／レスと同様

に形状がコンパクトで白色，黄色あるし、は緑住の部分が

混在し増殖が遅かった。

また，培I白日比分がカルス誘導等に及ぼす影響を検討し

たところ， MS基本培地とLS基本培地とではほとんど差異

がなく 2,4Dとpicloramにも顕著な差異が認められな

かった。このため，試験の途中から LS基本培地と

picloramの使用を中止した。

2. 液体培養を手I］掃した小集塊選抜j去による暗黒下高

色素生産株の作出

t音養細胞を液体培地で希釈してプレーティングした場

合は，液体培地の水分がゲ、ル培地に吸収され細胞はゲル

表面で増殖したが，細胞をゲル濃度の薄い培地で、希釈し

てプレーティングすると，表面に露出した細胞以外は灰

色となり分裂や増殖を停止した。

材料及び方法の項で述べたようにA・ B • Cの三つのグ

ノレープに分け，培養と選抜を繰り返したところ， A区か

ら色素を生産する株が多く得られた。その中でもA-10株
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第3表

第4表 培地中のリン酸・チアミン濃度がブルーペリーの培養細胞の色素生産等に及ぼす、影響

試験区 培地中濃度 生細胞最 色素生産比＊ 培地中リン酸料

アントシアニン プロアントシアニジン 残存量

(77スコ当り） （乾重量当り） (77スコ当り） （乾重量当り） （培養後）

(%) (%) (%) (%) (ppm) 

112 55 190 92 9. 9 

100 100 100 100 54. 5 

133 103 74 57 60. 3 

222 188 88 75 57. 4 

測定組織

ブルーペリー培養細胞及び果実の

アントシアニン含有量

之どトシアニン含有量（主謀量当立と
（%） 

12.0～13.2 

60.4 

培養細｜包（選抜前）

培養車問't!!A-10（暗黒培養）

培養絢時包A-10(1600lux連続照射）

果実（cv.Tifblue) 

来皮（cv.Tifblue) 

*60《、α8時間処理後の重最

が暗黒下で黒紫色の生長の良いカルスを形成した。選抜

前のカルス及びプレ』ーティングによる選抜の結果得られ

たA-10株とそのけん濁j者養細胞を写真1 1～1 3に示

した。

選抜前及び選抜後のカノレスの色素生産部位について，

アントシアニン含有量を第3表に示した。 A-10株の乾重

量当たりのアントシアニン含有量は暗黒下培養で果実の

約70%となり，光連続照射下 (1,600 lux）では果実の

アントシアニン含有量と同程度となった。

3，色素生産安定化のための培地の検討

リン酸改変培地で培養を行い，細胞増殖と色素生産に

ついて観察したところ， リン酸濃度の高い培地ほど色の

濃いカルスとなったO しかしながら， lOP[K, 5P［亙では

細胞の生長が罷害されたことから，培養締砲の生長に適

当なリン酸濃度区は2P区， IP区， 0.lP区と考えられた。

これらの区で，培地中のチアミン濃度を変えた場合の細

胞増殖及び色素生産の結果を第4表に示した。おなじ 1

Pのリン酸濃度培地で、あってもチアミン含量が高まるこ

とによって，細胞の増殖最・アントシアニンの濃度が共

に高まり，アントシアニン生産量が増加した。

0. lP区では，組胞は増殖したが乾重量当たりのアント

シアニン量；が低下した。顕微鏡で観察したところ，結胞

が伸長しているのが確認され， IP及び2P区では濃赤色

の液胞を持つ球形の細胞が見られたO また， 2P・lOT区で

はlP・lOT区に比べアントシアニン含有量が大幅に増加し

たが，培養後の培地中に残存するリン酸量は， lP・lOT区

0. lP ・ lT 

lP • 1 T 

lP ・ lOT 

2P • lOT 

リン酸

(ppm) 

8. 9 

88. 7 

88. 7 

177. 3 

ンミ一、
W

1

1

0

o

’
一

nur

－

－

－

－

ア
ノ
一

n
y
n
U

ハU
1

1

唱

i

(77スコ当り）

(g) 

19.59 

9.50 

12.27 

11. 20 

とほぼ同じで、あったO

リン酸濃度が異なる培地への継代では，濃度のより低

い培地への継代で色素生産が減少することが観察された。

また，継代培養の初期に低リン酸状態にすると，色素の

生産は6日程遅れた。

4. 安定した色素生産を行うための堵養j去の検討

細抱集境をサイズJ31Jに検鏡したところ， Sグ、ループ。は

緩やかな結合を有する細胞数30以下の細胞集塊， Mグ

ノレーフ。は細胞数100程度， Lグループ。は核の部分と色素生

産をする表崩を有しており，核の部分は白色～黄色で、色

素生産は行っていなかった。

細胞集塊のサイズ日IJに3回継代を行ったところ， SとM

のグル、ーフ。で、は色素生産を継続した。 Sグループ。は，培

養後期になると部lll8集塊の大きさが300～500μ mとなっ

たが，組織様の講造を持つカノレス等は出現せず，締抱iこ

色素が蓄積され赤患に着酷していることが観察された。

しかし， Mグ、／レ一ブ

の構造を持つ白色の小カ／レスが出現し，同時に白色の細

胞も増殖した。このため，細胞集間全体の増殖量は高

まったものの，色素の生産能力は低下した。 Lク、、ループ。

では，継代毎に白色カノレスと白色細胞が増殖し，細胞集

毘全体の色素生産能力が失われた。

締結密度が液体培養の色素生産及び縮抱集団の性震に

及ぼす影響を観察したところ，全てのグループ。で，培地

量に対する継代細胞量を21音量としたとき白色の細胞が

出現し，色素の生産は低下した。また， Lクツレーブ。で、は

細胞量が1/2量の場合でも白甑細胞が増殖した。

5. ブルーペリーの色素生産細砲培義のスケーjレアップ

ブルーペリー培養細胞の増殖に及ぼす各培養法の影響

を第1図に示した。

エアリフトタイプの連続濯流培養では，高密度条件と

なっても長期間の細胞増殖と色素生産が継続して行なわ

れた。この培養法では，最終段階には，けん濁培養物は

黒褐色でドロドロした状態となり，同時に白色の小さな

( 2mm程度）カルスも出現した。

＊ 試験区lP・lTの色素量を基準（100）として算出した．
＊＊培養液中の締砲の破砕物から漏出したリン酸成分も含む．
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異なる培養法がブルーペリー培養級飽の

増殖に及ぼす影響
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（日）

10 
指幾期間

5 

第 1図

培饗細胞生産粗葉および果襲住難の
HPLCク口マト夕、うム

祭実色素
('TOプレ）

第2闇

μ目。nd自spher自 c,, ( 6 μ m) 3.伽開l.D.X150酬

A：メタノール B: 7%ギ酸水（pH1. 56) 。%A叫 50%A リニアーグラジヱント（20mln)

1盟主／min

カラム：

移動相：

逮：

アニジンの配糖体，黄色色素はケルセチンの自己糖体であ

ると推定された。

植物語IU胞培養による物質生産では，目的とする物質の

生産能力が高い細胞系統を選抜・作出すること，また，

その龍力を落とさないように培養の規模をスケールアッ

プすること，たとえば単位当たりできるだけ多くの培養

締胞を得るための液体高密度培養法の確立などが重要で

ある。また，アントシアニンやフラボノイドは光照射下

で生成が促進されるが，光照射を必要としないアントシ

アニンの生産能力の高い株の作出は，生産コストの低減

につながる。

そこで，今回の紹胞選抜では，まず細胞増殖が速い系

を選び，さらにその中から暗黒下でも色素の生産能力の

高い培養細胞系を作出することを目標とした。そして，

その株について，色素を生産する能力を安定化させるた

めの培地成分ι高密度条件でスケーノレアップするため

の培養方法について検討した。

1.色素生産性カルスの誘導と暗黒下高色素生産株の作出

果実及び展開したばかりの幼葉はカノレスを誘導しやす

い部位で、あったが，熟度の異なる同一部位をタト植片とし

察考IV 

流

回分培養では，細胞が早期に色素生産能力を夫い増殖

能力も劣ったo 流加培養では，赤色の細胞は灰白色に変

色しつつ増殖した。また，一部白色のカノレスも見られた。

瀧流培養では，先の二つの方法に比べ，細胞は増殖する

ものの一部に灰色化が見られた。これら 3種の方法では

細胞の増殖量が，エアリフトタイプの潜流培養と比べる

と1/5から1/3と少なくなったO

エアリフトタイプの連続謹流培養では， 23日間で

37.Sg(DW）／立の細胞が得られた。

この培養細胞を凍結乾燥したサンブ。／レlOOmgをlOOmQの

0.5%HCl-MeOHで抽出した場合の530nmにおける吸光度は

0.64で、あった。 ‘テイブブルー’の凍結乾燥果実サンプ

ルの吸光度は0.28 （果皮のみでは2.77）であり，培養細

胞は乾燥重当たりで果実を上回る赤色の色素を生産して

いた（第5表）。

培養細胞が産生するアントシアニンは，企素講成が果

実色素と同様で、あったが，組成比が大きく異なり， 2種

のアントシアニンに特化していた（第2図）。このため，

培養細胞ではこの2種のアントシアニンの量が全アント

シアニン最の80%となった。また，果実ではほとんど生

産されない黄色フラボノイドが多量に生産されていた。

これらの色素はHPLC分析時の保持時間と酸加水分解によ

るアグリコンの解析から， 2種の赤色色素はそれぞれシ

66-

エアリフトタイプの濯流培養による

ブルーペリー培養車問包の色素生産量

測定組織 吸光度（A530)

培養細胞 0.64 

果実 0.28 

果皮 2. 77 

＊それぞれ耽燥サンプルlOOmgを0.5%HC1 MeOHlOOmQで

抽出した場合の530nmlこおける吸光度

第5表
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て用いた場合，成熟間近の開花7週後（第3期後半）の

果実や未展開葉，展開後長時間を経過している葉からの

カルス誘導率は低かったO 全体的に形態分化が完了し，

老化・成熟した組織からのカルス誘導率は低下するもの

と考えられた。

また，果実由来のカノレス誌培地中の糖を高めたとき色

素を生成したが，これは高糖度による浸透庄のストレス

により，果実由来の培養細胞の代謝が細胞生長から色素

生産の方向に進みやすくなるためと考えられた。これら

のカルスは，色素生産はするものの，カルス形状がコン

パクトで増殖が遅く，液体培養に導入することによって

褐変を起こすため，液体大量培養に誘導するには適さな

いと考えられた。これに対し，葉から誘導された増殖の

良いカルスは色素生産は行っていなかったが，プロアン

トシアニジンを含んでいたことから色素生産に適するも

のと考えられた。

そこで， YAMAKAWAら（1983）の細胞小集塊選抜法を改

変して， ‘ティフブルー’展開葉由来のけん濁培養した

微細な細胞集塊をフ。レーティングに用い，暗黒下で細胞

選抜を繰り返したところ，暗黒下で効率良く色素を生産

する系が作出できた。

培養締胞をフ。レーティングした持に，ゲノレ包埋による

締結増殖の停止と締ll包の灰色化が観察されたが，液体培

養時に培養器の旋回が停止した場合においても細胞の灰

色化が観察されるため，ブルーペリーの培養細胞では，

溶存酸素の低減によって，細胞の灰色化が引き起こされ

ると考えられた。

2.色素生産安定化のための培地の検討

培地中のリン酸濃度を低下させると，細胞量は増加す

るものの色素含有量は低下した。また，細胞が伸長した

ものの液胞には色素が見られなかった。このことから，

0. lP区では細胞の形態分化が起こるため，細胞量が増加

するものと考えられた。また，塩酸チアミン濃度のみを

高めたlP・lOT区で細胞量及びアントシアニンの増加とプ

ロアントシアニジンの低下が見られ，チアミンとリン酸

の濃度を共に高めた2P・lOT区では，より高いアントシア

ニン合成が見られた。 2P・10T区の培地中リン酸残存量が

lP・lOT区と間程度で、あったことから，細胞当たりのりン

酸吸収量が高まったと考えられた。これらのことは，塩

酸チアミンが細胞の増殖能力を高め，培地中のりン酸を

積極的に細胞内に取り込み細胞増殖の材料として利用す

ることを促進する物質であることを示唆している。

また，培養初期に0.lPの低リン酸状態にされた細胞を

lP, 2Pの培地に継代したところ， 5日程経てから色素を

生産したことから，色素生産を安定化させるためには，

培養中のリン酸濃度が欠乏状態にならないようにコント

ローノレすることが必要と考えられた。

3.安定した色素生産を行うための細胞継代法

液体培養法は，効率の良い細胞増殖が行われるため物

質生産に適しているが，この手法で無作為に継代を続け

た場合，閉鎖系の中では増殖能力に優る物質生産能力の

低い紐抱群が比率を高めるため，長期継代すると培養系

全体の物質生産能力が低下する倒が多く知られている

（藤田， 1988）。

本試験では，液体培養で継代した場合，大きな細胞集

塊は白色カノレス化すること，細胞密度が高くなると液体

培養中に白色細胞が出現すること，いったん形成された

白色カルスは細胞密度を低くしても再び色素生産を行わ

ないことが確認された。これらにより，培養密度が高く

なると，絡組が培養液中に放出する何らかの物震が蓄積

し，それによって化学的な感作を受けた細胞は増殖しつ

つ紘織を作る方向に分化することが推測された。また，

液体培養で色素生産能力を低下させないためには，ろ過

後静置して得られた上清中の微細な細胞集塊を適度な細

胞密度で継代することが必要と考えられた。

4.色素生産細胞培養のスケールアップ

液体大量培養には，二つの方向がある。一つは大型タ

ンクを用いての大容量培養，他方は動物細胞で行われる

高密度培養である。大型タンクによる大容量培養は，通

気した場合であっても水圧の関係から十分な溶存酸素量

が確保し難い。また，けん濁培養では溶存酸素を充分に

確保するための撹枠が難しく，細胞の破損を引き起こし

やすい（PAYNEら， 1982）。ブ、ルーペリーの培養細胞は，

液体培養時に培養器の旋回が2～3時間停止するだけで

溶存酸素の低減が原因と考えられる細胞の灰色化が認め

られたため，大型タンクを用いた大容量培養は不適と考

えられた。

本試験で、行った培養法で、は，エアリフトタイプの連続

瀧流培養で、のみ，灰色化は見られなかったO しかしなが

ら細胞が増殖するにつれて培養器への空気流量が低下

した。これは，容器内の細胞密度の増加に伴い液体培養

全体の流動性が低下し背圧がかかるためと推察された。

このため，細胞が高密度となる培養条件では空気の供給

量及び供給方法がスケールアップ。の規模を決める要因と

考えられた。

植物細胞のけん濁培養では，細胞の密度がある鑑以上

になることによって，圧力から細胞にかかるダメージが

大きくなり，細胞が破壊されることが知られている。そ

の数値は細胞の種類により若干の差はあるものの，理論

的にはFWで700g/Q ' ［〕Wで、30～40g／立といわれている

（田中， 1992）。これを考慮すると，今回のエアリフト

タイプの培養法では，ほぼ最大の増殖が得られたといえ
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る。以とのことから，エアリフトタイプの連続瀧流培養

は，高密度でありながら色素生産を続けることが可能な

培養法であり，ブ、ルーペリー培養では大型タンクによる

大容量培養よりも有効な方法であると考えられた。

培養細胞が生産する悦素は2種のシアニジン配糖体と

ケルセチン配糖体に特化していたが，果実にはシアニジ

ン，デルブイニジン，マルピジン等のアグリコンに由来

する15種の配糖体が存在することが知られている。また，

ハイブッシュ系あるいはラピットアイ系のブルーペリー

果実からはケルセチン配糖体の存在は確認されていない

（津志田， 1998）。これらのことは，培養細胞が果実と

異なるフラボノイドの生合成経路を有していることを示

唆している。

V 摘要

ブルーペリーの細胞を培養して色素を安定的に生産す

る技術を開発した。

2種（Vacciniwn corymbosum及LfVaccinium ashei) 

10品種のブルーペリーの様々な音阿立からカルスを誘導し，

‘テイブブルー’展開葉由来の細胞から色素を生産する

増殖の良いカルスを得た。カルスの色素生産部分を2,4D 

0. 2ppm, Sue 3 %を含むMS基本培地で選抜後，さらに暗

黒下でのけん調培養による選抜を繰り返すことによって，

液体培養で光照射を必要とせずに高い色素生産を行う細

胞系を作出した。

高色素生産細胞系はMS培地のリン酸含；監を2f音，また

塩酸チアミン含量を101音量に高めた改変液体培地で培養

すると，さらに色素の合成能力が高まり生産が安定した。

培養のスケーノレアップ。にはエアリフトタイプの濯流培養

が適しており，この液体培地を用いた23日間の連続培養

では，単位乾燥重当たり果実の約21音量に相当する色素

を含有する37.Sg／止の培養細胞を得た。

ブルーペリーの培養細胞が生産した色素は組成比が果

実の色素とは異なっており，主要な色素は2種類のシア

ニジン配糖体と 1種類のケルセチン配糖体で、あったO
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Summary 

Callus was induced from the leaf of 、Tifblue’blueberry,and a cell strain that produces much 

anthocyanin under dark conditions was selected from callus cultured by small-cell-aggregate selection. 

High anthocyanin production was obtained in an MS liquid medium supplemented with 0.2mg／立 of2,4・D,

3% sucrose, and a higher concentration of phosphate and thiamine-HCL Suspension cultured cells 

subjected to perfusion increased well and produced dry cells of 37.8g/ .Q, for 23 days.The cultured cells 

contained twi岱 asmuch red pigment in the金山ts.

The pigment obtained from cultured cells revealed a di宜erentHPLC chromatogram from that of 

T迂blue’fr山ts.It was mainly composed of two cyanidin glucosides and a qerucetin glucoside. 
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写真 1ー 1 6ティフブルー’展開葉由来カルス

（暗黒下高色素生産株選抜前）

写真 1-2 暗黒下高色素生産株（A-10)

写真 1-3 暗黒下高色素生産株（A-10）の

けん濁培養細胞

写真 1 ブルーペリー葉由来カルスからの暗黒下高色素生産株の作出
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