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特別企画総説

微細藻類オイルの化学

彼谷邦光

筑波大学大学院生命環境科学研究科 〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1

Chemistry of microalgal oil 

Kunimitsu Kaya 

Graduate School of Life and Environmental Sciences. University of Tsukuba 

1-1-1. Tennodai. Tsukuba. Ibaraki 305-8577. ]apan 

The ter・ms.algal oil. biofuel and biodiesel are found in newspaper articles all over th巴worldevery day. Several airlines 

demonstrated that biofuel can be utilized as jet fuel. 1n particular. the industrial world is interested in microalgal oil. and 

is discussing the possibility of algal oil obtained from diatoms and green algae. 1n this review. the basic chemistry on 

microalgal lipids is given as a simple plain description.日ndfindings on the utilization of microalgal lipids are also 

explained目

はじめに

最近になって，地球i1IiU援化対策として大気中の二酸

化炭素削減技術の偶発が盛んに進められている.また，

化石燃料枯渇に対する危機感から，再生可能なエネル

ギーの開発も進められている.再生可能エネルギーに

は太織光発電，風力発泡が実用化されているが，光合

成生物の脂質の利用もそのーっとして1V<1心が集まって

いる.特に，政府の二酸化炭素の排出量削減計画が発

表されてから築類オイル，バイオ燃料やバイオジー

ゼルの開発に関する記事が頻繁に新聞紙上で見受けら

れるようになった. 11ド1:'.にはアメ 1)カや日本の航空会

主1:がバイオオイルでジェット機を飛ばすデモンスト

レーションを行ったことが話題になっている.この様

な状況から，産業界もi菜類オイルの燃料としての可能

tl:を真知にllr~言歯しているようである. しかし， jj投剥11藻

類の脂質についての知識はあまり普及しておらず，藻

1Aオイルというm五官だけカ'd!llりwミきしている感カfあ

る.そこで，本稿では微細藻類の脂質の化学について

平易に記述し脂質の応用についての最近の知見も簡

liiに解説した

E-mail: kaya@sakura.cc.tsukuba.ac.jp 

構成成分

エネルギー資源として注註されている藻類の多くは

総i菜類と珪藻類であるが，ユーグレナ (Euglcna)や

ラピリンチュラ (Labyrinthula) と呼ばれる海~c'(ô柑:真

核微生物もトリグリセリドなどの脂質を蓄積すること

表 1 微総藻類の緩質含量

微細liN'.i'J;f!(microalgae) 

Bolryococcus braunii 
Chlorella sp. 
Cryρtothecodinium cohnii 
Cylindrotheca sp 
Dunaliellaρrimolecta 
Isochrysis sp 
l¥1Ionallanthus salina 
A匂mzochlorissp. 
Namzochloroρsis sp. 
Neochloris oleoabundans 
Nitzschia sp. 
Phaeodactylum tricorJlutum 
Schizochytrium sp. 
Telraselmis suieia 

脂質合長(!jpidcontent) 
(% in dry wt) 

25-75 
28司32
20 

16-37 
23 

25-33 
>20 
20-35 
31-68 
35-54 
45-47 
20-30 
50-77 
15-23 

)J旨質には炭化水素，ステロイドおよびステロイドの脂肪酸

エステル，ワックス(高級アルコールと脂肪般のエステ

ル).モノ，ジおよびトリグリセリド， リン脂質，糖脂質

の{也アミノ酸およびペプチドと脂肪般のエステルやアミ

ドを含む.
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図 1 Bot:ηlOCOCCUS braunii 
左は群体，右は問視野の蛍光像で，黄色がナイルレッド

で染色されたオイル，赤は葉緑体の自家蛍光を示す.ス

ケールパーは 10μm(写真提供 河地正伸)• 

が知られている (表 1).また，燃料用エチルアルコー

ルの原料として炭水化物も注目されている 藻類にお

ける蓄積性の脂質と炭水化物の聞には深い関係がある

らしい.また，ユーグレナやクロレラ (Chlorella)

のように光合成だけではなく，有機物をも利用する藻

類も知られており，培養条件の違いにより，細胞構成

成分に大きな違いが見られる.また， 一定の培養条件

下でも刻1]胞の増殖ステージによって脂質含有量が変動

する. 一般に対数増殖期の車III胞の脂質含量は少なく ，

静止期になると増加するものが多い

最近オイル生産緑藻として注目を集めている

Botryococcus brauniiでは，脂質の主成分は炭素と水

素からなる炭化水素で、あか細胞内および細胞外に直

鎖アルケンやトリテルペンなどの炭化水素を蓄積する

(図1).

オイルの種類

脂質と呼ばれている物質群の総称として油脂と呼ば

れることがある “油"は常温で液体の脂質を指 し

“脂"は常温で固体の脂質を指す.“油"に属する脂質

は一般に植物や魚などの変温生物由来の脂質である.

構成する脂肪酸にはオレイン酸やリノール酸などの常

温で液体の不飽和脂肪酸が多く，天ぷら油やサラダ油

に利用されるトリグリセリドも常温で液体である

“脂"に属する脂質は主に恒温動物の脂質で，ステア

リン酸などの飽和脂肪酸を多く含む.JJ家のトリグリセ

リドであるラードや牛のヘ ッドが代表的な脂である.

微細l藻類の脂質の脂肪酸は不飽和脂肪酸を多く含み，

トリグリセリドは油に属する.特に，海洋性真核微生

物であるシゾキトリウム (Schizochytrium)や渦鞭毛
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表2 飽和脂肪酸の種類と名前

名前 炭素数融点 CC)

ラウリン酸 Cl2 43 
ミリスチン酸 C14 54 
パルミチン酸 C16 63 
ステアリン酸 C18 70 
アラキジン酸 C20 75 
ベヘン酸 C22 80 
リグノセリン酸 C24 84 
セロチン酸 C26 88 
モンタン酸 C28 91 
メリシン酸 C30 94 

藻類はドコサヘキサエン酸 (DHA)やエイコサベン

タエン酸 (EPA)等を多く含み，極めて酸化され易い.

微細藻類の脂質にはトリグリセリドの他に炭化水素

類，糖脂質， リン脂質なと植物に共通した脂質が含

まれている.

1)脂肪酸を構成成分とする脂質

通常の緑藻類の織成成分中の 15~ 17%は脂質であ

る.この脂質中には種々の脂質が含まれており，大き

く中性脂質，糖脂質およびリン脂質に分けられる お

よその組成比は，中性脂質 30%，糖脂質 37%，リン

脂質 26%，お よび脂肪酸を含まない脂質7%である.

しかし Botryococcusに見られるように，多量の炭化

水素を蓄積する場合や，中性脂質に属するトリグリセ

リドを多量に蓄積する微細藻類も知られている 脂肪

酸を含まない脂質に属する炭化水素については改めて

詳細に解説する

藻類を含む植物の脂質は動物の脂質と異なる特徴が

ある.まず，不飽和l脂肪酸が全脂肪酸の 60%以上あ

ることである(表 2，3) 次に，光合成に関与するス

ルホン糖を持つ糖脂質が存在することである. ~þl性脂

質の大部分を占める トリグリセリドはグリセロール分

子の 3つのアルコール性の水酸基と 3分子の脂肪酸が

エステル結合したものである (図 2).塩基としてコ

リンが付いたものをホスフ ァチジルコ リン，エタノ ー

ルアミンが付いたものをホスファチジルエタノールア

ミンと呼ぶ その他，セリンが付いたホスファチジル

セリンや塩基を持たないホスファチジン酸がある.

クロレラの主要脂肪酸はパルミチン酸 (C16:0)

21%， リノール酸 (C18・2)29%， リノレン酸 (C18:3)

16%とほぼ一定であるが，Botryococcusでは株によっ

てかなり異なり， NIES-836株 (Dayanandaet al.， 

2006)ではオレイン酸 (C18:1)とパル ミチン酸 (C16:0)

であるのに対して，IPPAS H-252 *米 (Zhilaet al.， 
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名前

パルミトオレイン酸
オレイン酸
エライジン酸
パクセン酸
シスパクセン酸
リノール酸
アルファリノレン酸
ガンマリノレン酸
アラキドン酸
エイコサペンタエン酸
ドコサヘキサエン駿
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H
2
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句 HQ-OC-R2 → Hf

トリグリセリド

d，H HQ-OC-R， 

d，H HQ-OC-R
3 

クリセリン 脂肪殻

代表的な糖指質

CHs03
H 

O 

Z; cis. E; trans 

。-OC幽R，

。欄OC-R2 + 3Hp 

H2C 。“OC-R
3

トリグリセリド

OH 

ズルホキノボシルジグリセリド

間2 脂質の種類

2005) ではリノレン酸 (C18;3)52.8 ~ 57.2%，パル

ミチン酸 (C16:0)23.7 ~ 26.0%が主要脂肪酸である

と記載されている.種々の株の指肪酸組成ではオレイ

ン酸とパルミチン酸が主要脂肪酸の場合が多いようで

ある • Botryococcus braunii NIES-836ではオレイン

酸とパルミチン酸が主要脂肪酸であるが，メチル側鎖

を持つ脂肪酸として 16-methylheptadecanoic acidと

5，9，13司trimethyltetradecanoic acidが GC/MSで同定

されている (Dayanandaet al.， 2006). 

2)脂肪駿組成の変動要国

脂肪酸組成は種々の培養条件で大きく変動すること

が知られている.最も一般的な脂肪酸総成の変動要国

は生育温度である，特に 細胞!撲を構成するリン脂質

は温度変化に敏感である.細胞膜はエネルギーを使っ

て，つまり，能動的に物質の取り込みや排出を行って

いる.そのためには細抱膜は常に一定の流動性を保持

する必要があり，実際，保持している.この機能を憧

常性維持機能 (homeostasis) と呼んでいる.細胞!践

を構成しているリン脂質二重層は膜の中央に脂肪酸が

集まり，細胞質側と細抱の外側には塩基のリン酸エス

テルが11臭から露出している 膜には物質授受の受容体

やJJ見解素などが膜を貫通，または伝達系を介して分布

している. 1)ン脂質を構成している脂肪酸は直接膜の

流動性に関与しており，温度変化に応じて脂肪酸組成

を変化させて膜の流動性を一定に保っている(図 3). 
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「一ωR
，

HC一一一一0・OC帽R内

9-ι 
H2C-0千O司CH2・CH2-C(C叫)3 

O 

ホスファチジルコリン(レシチン)

H2↑
O-OC-R， 

HC一一一一O-OC-R_

io-h 
ト~2C一一of-O-CHfCMH2

O 

ホスファチジルエタノールアミン

H2C一一一O-OC-R，

HC一一一O-OC-R_

!?ι 
H2C-0-~幽O"CHfCH-NH2

o COOH 

ホスファチジルセリン

「OOCR1

HC一一一O-OC-R_

9二
H2C一一一0千OH

O 

ホスファチジン酸

図3 代表的なリン脂質

培養温度が高くなると， )j莫は流動性が増すので，常温

で器体(融点の高い)のステアリン酸やパルミチン酸

などの飽和脂肪酸を増加させて流動性を一定に保つ.

また，培養温度が低下すると，柔らかい(融点の低い)

オレイン酸やリノレン酸などの不飽和脂肪酸を増加さ

せて膜の流動性を一定に保っている.しかしどのよ

うな脂肪酸を動員して流動性を保持するのかは，生物

種によって異なる(彼谷， 2001). Botryococcusを最

適培養温度 (25
0

C)より高い温度 (32
0

C)で培養する

と，二重結合を 3つ分子内に持つ脂肪酸(リノレン酸

など)が最適培養時より有志;に減少したとの報告があ

る (Kalachevaet al.， 2002). 

培養液中の栄養素である窒素を制限すると，

Botryococcus braunii IPP AS耳-252のトリグリセリド

4一
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が蓄積し脂肪酸組成も変化すると述べている (Zhila

et al.， 2005).正常培養液で増殖した細胞をコントロー

ルとした場合，窒素制隈の細胞の 1)ノレン酸の割合が

コントロールの 52.8~ 57.2%から 19.5~ 24.7%に低

下し反対にオレイン酸が1.1~ 1.2%から 17.1~ 

24.4%に，飽和脂肪酸が 23.7~ 26.0%から 32.9~ 

46.1%に増加した リン脂質などの極性脂質では窒素

制限培養 13日目から飽和脂肪酸が76.8%にまで増加

し高度不飽和脂肪酸(分子内に二重結合が2つ以上

ある脂肪酸)は 6.8%まで低下したと報告している.

これらの結果から)j莫の流動性が高まる原因を考察する

のは無理で、あるが， IPPAS H-252株が産生し，細胞

外に分泌する炭化水素と関係がありそうである.

培養のステージによって脂肪駿組成が変わるという

報告もある (Kalachevaet al.， 2001). Botryococcus 

の対数増殖期にパルミトリノレン酸 (C16:3) とαーリ

ノレン被 (C18:3ω3)の全脂肪酸に占める割合が35%

以上になるというのである.これらの変化も細胞分裂

と!践の流動性の関係を示唆しているものと思われる.

3) Botryococcus brauniiの炭化水素

産生する炭化水素の構造上の特徴を基に B.braunii 

をRace-A，おおよびLの3つに分け，“B.braunii A 

race という表記の仕方が用いられている. Race司A

は25~ 31の奇数の炭素数を持つ直鎖で，分子内に 2

または 3つのニ重結合を持つ炭化水素を産生するグ

ルーフ¥Race-BはCnH2n.1O(n =30 ~ 37)で表されるト

リテルベン構造を持つ炭化水素を産生するグルーフ¥

Race司Lはテトラテルベンの lycopadiene(C1QH78)構造

と分子式を持つ炭化水素を産生するグループ， と定義

されている.これらの代表的な炭化水素の構造を臨 4

に示した.

Race-Aにおける炭化水素の含有量は株によって大

きく異なり， 0.4 ~ 61.0% (乾燥藻体重量中の炭化水

素の重量)の範聞にあると述べている (Metzgeret 

al.， 1985). Rac巴忍では重量当たり 30~ 40%の炭化

水素を産生するものが多いが， 9%程度しか産生しな

い株も報告されている (Okadaet al.， 1995). Race-L 

では炭化水素産生がインドの株で 0.1%程度，タイの

株で 8.0%(Metzger et al.， 1997) とRace-Bに比べて

かなり少ない.

炭化水素産生と培養条件についてこれまで多くの試

みがなされてきた.Botryococcus brauniiの培養条件

と産生する炭化水素の構造が密接に関係する. CO2濃

度を 0.3%に高めた空気を通気すると Race-Bでは C30-
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分子式 構造

1) C25H48 

2) C27H52 

CH3 (CH2) 7CH=CH (CH2) 13CH=CH2 

CH3 (CH2) 7CH=CH (CH2) 15CH=CH2 

二重結合f立趨

1，16(E/Z) 

1，18 (E/Z) 

3) C29H56 

4) C31H60 

CH3 (CH2) 7CH=CH (CH2) 17CH=CH2 

CH3 (CH2) 7CH=CH (CH2) 19CH=CH2 

1，20(巨IZ)

1，22(Z) 

5) C29H54 CH3 (CH2) 5CH=CH司CH=CH(CH2) 17CH=CH2 1，20，22(Z) 

6) C27H50 CH3 (CH2) 7CH=CH (CH2) 13CH=CH-CH=CH2 1，3，18 (E/Z) 

7) C27H48 CH3 (CH2) 7CH=CH (CH2) 11 CH=CH-CH=CH幽CH=CH2

Race-A 

1ふ18(E/Z)，5(E)

1)ω叩ん~

2)ωH52与んふややγ

山 H52人ふふA
引 C31H52 なム~γ
旧制54 Jyバ〈々~

6) C32H54 Jyャふヤ尽
4~γふ什

8)ωH56 ザ…ん介~汁
)ω1H52 JY々 ぷγ寸 Jγ

10)ロ1H52 ~ム十~斗γ

4 )いイ九ヤJγ

4 ~ぃ8
8 叫ムペ~汁

15川叫んいμヶペ
16) C37H64 村~ν~

1) C40H78 

(lycopadiene) 

Race-L 

阻 4 Botηococcus brauniiの炭化水素

-5-

C32のトリテルベンが主成分となるが，通常の空気

(C02: 0.03%) では C33-C34が主成分になる (Wolfet 

al.， 1985). 

Botryococcus brauniiの特般的な炭化水素として一

連の Iトalkylphenolがある(国 4).炭素数 C27，C29お

よび C31のものがテキサス州オースチンのコレクショ

ン株から間定されている.量的には少ない(乾燥重量

の 1.5%)が，精力的に構造研究が行われた.生合成

的には酢酸から合成されることが[1， 2)3CJ ラベル

の酢酸の取り込み実験と NMRによる解析の研究から

明らかにされている (Metzger& Casadevall， 1989). 

Botryococcusの炭化水素には二重結合がある場合が

ほとんどである.ニ重結合は不安定で、あり，酸化され

易い.図 5に示したように，二重結合が酸化されてエ

ポキサイドになる.これも酸化されると，ジオールに

なる.この過程でそばにエポキサイドがあれば，重合

してエーテル架橋が形成され，もう一方はアルコール

またはラジカル炭素になり，水が付加すれば，アルコー

ルにさらにエポキサイドがあればここでもエーテル

架橋が一形成され，高分子化が起きる.Botryococcusの

炭化水素には少量成分として合酸素炭化水素が検出さ

れている.その他の含酸素炭化水素としてケトンやア

ルデヒドがあるが，前述の合酸素炭化水素に比べ，生

成量が少ないので省略した.

4)アルジナン (algaenan)

アルジナンは Botryococcus特有の成分である(図

6) .混合有機溶媒(クロロホルム/メタノールまたは

エタノール/ジエチルエーテルの混合液)で脂質を抽

出した後の細胞残j査を顕微鏡で見ると，細胞は完全に

破壊された状態が観察される.しかしコロニーのマ

トリックスは無傷で、残っている.このような化学的に

安定で，不溶性の高分子物質をアlレジナンと呼んでい

る.最初， Race-Aの残漬からメタノール性KOHと，

高濃度リン酸で処理して得られる可溶性アルジナン
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図6 アルジナン (algaenan)-A， BおよびLの推定構造

-Aとその残誼である不溶性アルジナンーAが調整さ

れ，可溶性および不溶性アルジナン-Aと名付けられ

た (Kadouriet al.， 1988). FTIRや 13C-NMRを用い

てそれらの構造が調べられてきた IRでは 720cm-1 

付近に特徴さる吸収が見られ 13C羽 MRでは 29ppm

付近に強い強度のシグナルが観察された.これらのこ

とからアルジナン-Aには長いメチレン鎖の存在が明

らかにされた.不i容性のアルジナン-A とïïJ~容性の長

鎖ポリアルデヒドとして調整されたアルジナンーAの

スベクトルの類似性から，また， ピロ 1)シス分析

(pyrolysis，熱分解分析)による結果から，可i容性お
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よび不i容性の雨アルジナンの主成分はルアルカン， il-

アルケンおよびルアルキルシクロヘキサンからなる

ことが示された.おそらく，不溶性のアルジナンーA

は可溶性のアルジナンが縮合して網目状構造になった

と推定されている. Race-Bから調整されたアルジナ

-BはRace司Aのものに比べ，メチル側鎖が多いこと

が示されている.このメチル側鎖は Race-Bが生産す

るテルペノイドに由来するものと推定されている.つ

まり，アルジナンは Botryococcusが産生する炭化水

素の重合による高分子とされている.

最近になって，アルジナン-Bをトリフルオロ酢酸
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翻 8 Farnesyl diphosphateから squaleneへの生合成機構
Enz.: squalene synthetase; FPP: farnesyl diphosphate 

と塩酸-THF(テトラヒドロフラン)で加水分解し，

可溶化に成功している (Allardet al.， 1997). このス

ベクトル分析，元素分析，などから，アルジナン-B
も鎖状の司(CH2)n-を含むポリアルデヒドと推定されて

いる.

一方， Race-Lから調整されるアルジナンーLは多量

のメチル基を含むことが示され，機器分析の結果，

C40のテトラテルベノイドであるリコパジエンのポリ

ケトン体が C-o-C結合で重合して高分子化したもの

であることが示された (Derenneet al.， 1990). 

Botryococcus brauniiの細抱皇室であるアルジナンは陳

水性のスポンジ構造であり，クロロホルムのような低

極性の溶媒を多量に保持することができる.細胞はこ

7-

の疎水環境のスポンジ状構造に細胞外炭化水素を多量

に保持し，コロニー凝集の役割を巣たしているのであ

ろう.

代謝機構

Botryococcus braunii B raceはボトリオコッセン

(botryococcene) を合成するが少量のスクワレンも合

成している.スクワレンはトリテルベンの一種であり，

ボトリオコッセンとスクワレンの生合成系はスクワレ

ンの前駆体であるプレスクワレンニリ ン酸

(presqualene diphosphate)まで共通である(国 7，8). 

中間体であるファルネシル二リン酸 (farnesyldiphos-

phate) はメバロン酸経路で合成されると考えられて
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図9 Botηococωs brαuniiが産生する alkenylresorcinol誘導体の

生合成機構

いたが，非メバロン酸経路で合成されることが確かめ

られた. Casadovall et al. (1984)はボトリオコッセ

ンの生合成経路を調べるために [2)4C]me¥叫onateの

取り込みを調べたが，予想に反して，僅か 0.2%しか

ボトリオコッセンに取り込まれなかった.

その後. Sato et al. (2003)は [V3C]glucoseのボ

トリオコッセンとメチル化スクワレンへの取り込みを

調べたところ，グルコースの解糖系産物であるピルビ

ン酸とグリセルアルデヒド三 1)ン酸から DOXP
(l-deoxY-D-xyluloseふphosphate)が合成され，さら

に MEP(2句 C-methyl-D-erythritol-4-phosphate)を経

てボトリオコッセンとメチル化スクワレンが合成され

ることが確認された.この実験によってボトリオコッ

センは非メバロン酸経路で合成されることが証明され

たのである.

スクワレンは鮫の肝油から抽出されている比較的高

価な炭化水素で、あるが，その詳細な生合成系は図に示

したようにファルネシルニリン酸の二分子縮合がスク

ワレン合成酵素を介して行われる.スクワレンはコレ

ステロールの前!~巨体であり，関環反応によってコレス

テロールに変換される.

アルケニルフェノール (n-alkenylphenoD類は自

然界に法く存在している 例えば，海産褐藻類(Amico，

1995) .高等横物 (Tyman.1979). 海産スポンジ

(Barrow & Capon. 1991)などから見出されている.

これらの化合物は一般に抗酸化的に働くのでに細胞の

脂質の部分に分布して酸化防止に働くと考えられてい

る.また，アルケニルフェノールは B.brauniiの細

胞から n-ヘキサンで容易に抽出されることから細胞

援の外側に分布していると思われる.

アルケニルフェノール類の生合成経路は U.2)3C]
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酢酸の取り込み実験で明らかにされた.酢離から，テ

トラケタイド(tetraketide)が合成され (Metzger& 

Casadevall. 1989)，このケタイドが環化してベンゼン

環を形成する.環化は通常のアルドール縮合による

(Metzger & Pouet. 1995) (毘 9). 

これらのフェノール性の分子は綿抱外脂質を酸化か

ら紡ぐ役割を担っているだけでなく，バクテリアやカ

ピによる直鎖炭化水素の分解を防ぐ役目も果たしてい

るのであろう

藻類オイルおよびその他の成分の利用

1)カロテノイド(carotenoids)

βーカロテンはどタミン Aの前駆体として，また抗

酸 化 剤 と し て 利 用 価 値 の 高 い 物 質 で ある.

Botryococcus brauniiを培養していると，細胞の色が

変わってくる.これは窒素源不足や強い光強度がスト

レスとなって多量のカロテノイド生成が起こり，細胞

マトリックスに蓄積するからである.カロテノイドの

蓄積は Race-AやLでより顕著である 両 Raceの対

数増殖期ではほぼ等しい量のβーカロテン，エチネノ

ン (echinenone). 3-0Hエチネノン，カンタキサン

チン (canthaxanthin).ルテイン(lutein).ビオラキ

サンチン (violaxanthin) .ラロキサンチン(loroxan-

thin)およびネオキサンチン (neoxanthin)を産生する.

対数増殖期ではルテインがカロテノイド中に占める割

合が 22~ 29%と最も多いが，静止期ではカンタキサ

ンチン (46%) とエチネノンが主要カロテノイドとな

る (Grunget al.. 1998). 細胞の色調変化の主な原因

は細胞内マトリックスにケトカロテノイドであるエチ

ネノンが蓄積しそれ以外の色素の顕著な減少

(Tonegawa et al.. 1998)によることが明らかにされ
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国 10 ボトリオコッセンの触媒クラッキングによる芳香

族炭化水素の生成.Banerjee A.， et al， Critical 
Reviews in Biotechnology (CRC Press) 22: 273， fig-
ure6より引用.

ている.これらのカロテノイドを株と培養過程を利用

して選択的に作らせることができれば，抗酸化剤や食

用色素として利用することが可能となろう.

2)ボトリオコッセン (Botryococcens)

i菜類からヘキサンで抽出される炭化水素は直接燃料

として使うことができる.しかし内燃機関の燃料と

して使うには熱分解や触媒を用いたクラッキングによ

る改質が必要となる.湿った藻類バイオマスを熱処理

することによってi直接;許!料オイルを製造することが可

能である バイオマスに触媒として 5%の炭酸ナトリ

ウムを添加して 1時間の熱処理 (300
0

C，10 Mpa) 

(Sawayama et al.， 1999) を行うことによって高収率

でオイルを得ることができる.このオイルにはボ、トリ

オコッセンの分解物で低分子 (C1TC22，200 ~ 300Da) 

のものがオイルの 5%の収量で得られる他，ボトリオ

コッセンが 27~ 28%の収量で，板性有機物がオイル

の22%程度得られる.全体としてヘキサン抽出物の

53%が得られるが，利用可能なオイルとしての収量

は多くない.

触媒を用いたクラッキングによって， 11類炭化水素

からガソリン (60~ 70%に軽質油(10~ 15%)，重

質油 (2~ 8%)， タール分 (5~ 10%) を得ることが

できる (Kitazatoet al.， 1989). 用いる触媒として，

Coぷ/Io触媒， zeolites(Kitazato et al.， 1989)等がある.

得られるガソリン画分や他の画分の割合は用いる触媒

の種類，反応温度に左右される. Zeolitesを用いた場

合のガソリン闘分を得るための最適j鼠度は 497
0

Cであ

り，生成するガソリン成分はキシレンとトリメチルベ

ンゼンである ボトリオコッセン (C31H5S) を直接ク

ラッキングにかけると環化が起き，芳香族環が生成す

Vol. 26. NO.l 

る(Kitazatoet al.， 1989; Banerjee et al.， 2002).クラッ

キングを受ける箇所はこ重結合隣接の炭素一炭素結合

である(図 10)

ボトリオコッセンの末端ピニル基を選択的に酸化し

てメチルケトン誘導体 (C34H日0)にして使う方法も

示されている (Chisti，1980). 

3) その他の成分

Botryococcus brauniiやその他の藻類の成分として

スクワレン (squalene)がある. fif来，スクワレンは

鮫の肝油から調整され，健康食品として利用されてい

る.スクワレンと，テルベノイドであるボトリオコッ

センの生合成経路は共通部分が多く，酵素阻害剤を用

いて，スクワレンの蓄積量を増やすことも可能である.

その他，食用油の廃油や植物トリグリセリドをメタ

ノール・酸触媒を用いてエステル交換反応により，脂

肪酸メチルエステルを調整し ジーゼルオイルとして

用いる方法はすでに実用化されている.

リン脂質は大豆レシチンと同様に乳化剤や界面活性

剤としても利用可能である.また，培養時に細胞外に

多量に分泌される粘質多糖の利用も検討に領する.粘

質多糖の構成糖にガラクトース，フコース，ガラクチュ

ロン酸などが検出されている.特に，フコースはアボ

トシスと関係があるといわれており，援薬品としての

展開が期待されている.

おわりに

微細藻類のオイルは再生可能エネルギーとして有望

であるというのが最近の定説になっている. しかし

微細i菜類を野外開放系で大量培養しようとすると，実

験室内での培養と異なり多くの問題に直面する.例え

ば，温度変化をいかに克服するか，異種生物の混入，

いわゆるコンタミを防ぐのかあるいは共生させるの

か，高密度培養はどうするのか， といった難問が続出

してくる.また，閉鎖系での大量培養に活路を見出そ

うとすると，滅菌方法，培養容器の形態や材質をどう

するかといった問題が出てくる.そして，これらの全

てに生産コストという要素が絡んでくるのである.こ

れらの問題の克服には諜類学者の知恵をお借りして一

つ一つ解決していくことが最善の策であろう.一方，

大量培養された藻類の収穫方法，オイルの抽出方法，

精製方法等にもコストを考慮したプロセス開発が必要

になる.新たな産業の創生には新たな技術の創生が必

要となる.藻類エネルギー産業を興すためには藻類工

学の体系化と技術者の育成を留ることが必要となろう

-9-
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