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焼酎粕に含まれるスフインゴ脂質の検出-

半定量的評価とその由来の解析

乎田みよ浦野義崇稲葉繁樹北谷和 之

mented with Aspergillus kawachii， Asρergillus 

kawachii， and shochu yeast incubated in artificial 

media， it was confirmed that sphingolipids con-

tained in the shochu distillery waste are mainly 

d巴rivedfrom Asρergillus kawachii. This is the 

first report of the detection and semi-quantita時

tive analysis of sphingolipids in shochu distillery 

waste. 
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Detection and semi-quantitative analysis of sphingo司

lipids contained in shochu distillery wast巴.

Miyo HIRATA1
， Yoshitaka URANd， Shigeki INABA1

， 

Kazuyuki KITATANI2
， Toshiro OKAZAKI2 and 

日iroshiKITAGAd・

(lFaculty of Agriculture， S，αga University， Honjo-cho， 1， 

Saga， Saga 840-8502， Japan. 2Faculσof Medicine， Tottori 

University， Nishi-Machi 86，ゐnago，Tottori 683伊 8503，

JAPA}正"Departmentof Hematology and 1mmunology， 

Kanazawa Medical University， 1-1 Daigaku， Uchinada-

machi， Kal叫 u-gun，lsikawa 920-0293， JAPAN) 

Utilization of the distillery waste of shochu， 

a J apanese distilled alcohol beverage， is of signifi-

cant concern in J apan， since an enormous 

amount of distillery waste is produced during 

the manufacturing of shochu. On the contrary， 

sphingolipids are key substances for augmenting 

the moisture effect of cosmetics and pr巴venting

of cancers by oral intake. We therefore investi-

gated the quantity and source of sphingolipids in 

the distillery waste of shochu. Results by TLC 

analysis showed migrating spots similar to those 

of steryl glucoside and cerebrosides amide-linked 

to hydroxylated fatty acids were identified in 

dried samples of the shochu distillery waste. By 

semi-quantitative analysis， cerebrosides were 

contained at 2.2 mg to 3.3 mg per 1 g of the 

dried shochu distill巴rywaste. By analyzing the 

sphingolipids contained in barley， barley fer-
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緒言

スフインこf脂質はアミノ長鎖塩基成分としてスフィ

ンゴイド類を含む複合脂質の総称である。スフィンゴ

脂質はアトピー性皮腐炎や冬の乾燥肌に箸効があるj)

ことから，保i毘剤・機能性食品として大きな需要があ

る。また経口摂取することにより扇平上皮癒 2)や大腸

癌 3.4)の予防効果も期待されている。これまではスフ

インゴ脂質は牛脳から取られていたが， 3.王牛病の発生

により動物由来でなく植物や微生物由来のものが求め

られていた。現在スフインゴ脂質は主にこんにゃくな

どから生産されているが，スフィンゴ脂質を含む保湿

都や機能性食品の市場での末端価格は高く，その安全

かつ低価なスフィンゴ勝賞源が求められている。

日本の蒸留酒である焼酎は近年その製造量が

増加しており，そのため九州地方では焼酎粕が多量に

発生している。これまで焼酎粕は海洋投棄されていた

が，国際条約で禁止されたことからその際上処理が求

められている。熊本国税局発表のデータでは九州 4県

の焼酎粕発生最は平成 21年度で 748，512ktで，その

活用策としては，飼料(加工，無加工)29.4%，肥料

(加工，無加工)12.5%，メタン発酵42.9%であり，よ

り高付加価値な用途開発が求められている。

これまでら甘藷芋焼酎にスフインゴ脂質のうちマイナ

ーな成分であるセラミドが含まれているという実用新

案の情報はある 5)ものの，一般の焼酎粕に含まれてい

るのか，含まれているとすればセラミド以外の主要な

スフィンゴ脂質であるスフインゴ糖脂質(cer巴bro-

side)が含まれているのかについての情報はなく，焼

酎粕に含まれるスフインゴ脂質に関して，査読を受け

た学術的な原著報告はこれまで一切ない。そこで，本

接協 (2011)
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研究では，焼酎粕に主婆なスフィンゴ脂質である ce

rebrosideが含まれているのか，含まれているとすれ

ばどのくらいの量が含まれていて，その由来は何かを

調べることで，焼酎*自の有効利用策の開発のための情

ヰ設とすることにした。

実験方法

1.材料

表皮から約 30%削った大麦及び白麹菌を使って減

圧蒸留で製造した焼酎の焼酎粕を用いた。 Asρergillus

ka初 achiiは独立行政法人酒類総合研究所保存の

SC606
)を，焼酎酵母は財間法人日本醸造協会の焼邸周

2号を用いた。大麦と大変麹には表皮から 30%削った

佐賀県産の二条大麦を用いた。 Sterylglucosideとce-

rebrosideはMatreyaInc.から購入した。

2. スフインゴ脂質の抽出

スフインゴ脂質の拙出は既報 7-9)に準じて行った。

すなわち，焼酎粕などの試料をアルミホイルの上に広

げて 120'Cのオーブンに入れ overnightで乾燥 し 乳

鉢ですり潰して乾燥試料を 0.3g取った。これを 2.0

ml chloroform/methanol (1:1 v/v) の入った蓋付ガ

ラスチューブに入れ約 l分間撹持し 2.0ml 0.8M 

KOH in methanolを加えてよく混ぜ42'Cで 30分保温

した。これに 5.0rr吋の chloroformと2.3mlの蒸留水

を加え，よく混ぜ 2krpmで5分遠心した。下層の

organic phaseを取りドラフトで乾燥させt::.o

3. TLC展開

抽出したスフィンゴ脂質を 150μiのchloroform/

methanol (2:1 v /v) に溶かし適宜の景を MerckSili“ 

cagel60 plateにスポットしたO よく乾燥させたのち，

chloroform:methanol:acetic acid:water (20:3.5:2.3・0.7

v/v)で飽和させた展開檎で展開した。

4. スフインゴ脂質の検出

2 mg/ml oricinol in 7096 sulfuric acidをTLC(Mer二

ck. silicagel 60)に噴霧し. 120'Cオーブンで数時跨加

熱した。

5. 焼酎麹・焼酎酵母の鋼製

表皮を 30%前った後，吸水歩合 3096まで吸水させ

第 106巻第 12号

た大麦に焼酎麹菌 Aspergilluskaμlachiiを接種し 30

℃で3日間培養したものを焼酎麹とした。焼酎酵母は

YPD (Beckton Dickinson社)で一晩培養して遠心し

て沼収した。焼酎主主習の培養は既報 10)に応じて 0.1%

tryptone. 0.5 % y巴astextract. 0.1 96 NaN03• 0.001 % 

FeSO，7H20. 2%以ucoseを用いて 30'Cで振とう培養

により行った。

実験結果及び考察

1.焼酎粕に含まれるスフインゴ指質の検出と半定盤

的評価

弱アルカリ処理した脂質画分においては，カルボニ

jレ結合における炭素原子一酸素原子問の π電子雲の分

極の大きいエステル結合型脂震はアニオンの求核攻撃

を受けて水層に移行し最終磁分(油層)に回収されな

い一方，分援の相対的に小さいアミド結合型脂質(ス

フインゴ脂質)やアセタール結合型のグリコシド型糖

脂質はアニオンの求核攻撃を受けずにyal穏へと移行す

るコこれらの知見を元に，焼酎粕にスフインゴ結質が

含まれているかを調べた。焼酎粕からJ]旨質を:tflJ出して

弱アルカリ処理によりエステル結合を持った脂質を分

解し除いたものを. steryl glucoside襟品と cerebrひ

side 襟品と一緒に TLC で展開した。工同ì~ の cerebro

sideにはアミド結合した脂肪般の日位が hydroxyl化

されたものとされていないものが存在しており 11¥
事実牛脳出来である cerebroside襟品を TLC展開し

たものでは hydroxyl化されたものとされていないも

のに対応すると考えられる二つの極性を持ったスポッ

トが検出されたo Hydroxyl化されたものにはさらに

minorな分子種が含まれていたがこれは指防酸の鋲長

の異なるものが含まれているためだと考えられた。焼

酎粕由来脂質を弱アルカリ処理した碩分では steryl

gluclosideとhydroxyl化 cerebrosideにRf億 が 一 致

するスポットが検出された (Fig.1) 0 このことから焼

百Uaには sterylglucosideとhyroxyl化 cerebroside

が含まれると考えられた。 3μgのsterylglucosideは

乾燥Z重量 11mgの焼酎粕のスポットと設さが一致し

たことから，焼酎粕には乾燥重量 1gあたり 0.27mg 

のsterylglucosid巴が含まれていると考えられた。焼

酎粕の cerebrosideの位置のスポットは恐らく脂肪酸

f員長の違いのため 2つに分かれたがそれらは合わせて

乾燥重量 15mgから 23mgあたり 50μgのcerebrひ

849 
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Fig. 1 TLC analysis of a mild alkali-r巴sistantlipid fraction extracted from shochu distillery waste. 

Steryl glucoside， cerebroside， and a mild alkali-resistant lipid fraction of shochu distillery 

waste w巴reanalyzed by TLC as described in the Materials and Methods. 

いることが明らかとなったが，それがどの原料あるい

は微生物に由来しているのかはまだ不明でらあった。焼

酎を製造するのにつかわれる原料としては大変などの

穀物，微生物としては焼酎麹商と焼酎酵母がある O そ

こでまず焼酎粕と焼酎酵母の弱アルカリ耐性脂質を比

較して解析した (Fig.3A)。その結果，焼商J粕のスポ

ットと焼酎酵母のスポットは RH直が大きく異なった

ことから，焼酎粕の cerebrosideは焼酎酵母EI3来では

ないと考えられた。焼酎酵母が属する Saccharomyces

cerevzszaeはセラミドから cer己brosideを含む glycosyl

ceramideを合成する遺伝子を欠落していることが報

告されている 12)ことからも，焼酎粕のスフィンゴ脂

質は別の原料あるいは微生物が主な由来であると考え

た。次に焼酎粕のスフインゴ脂費は大麦に由来してい

るのか，焼樹麹菌に由来するのか，大麦に焼菌、f麹留が

作用して生産されるかを調べるために，大変とそれに

焼酎麹菌を繁殖させたものの弱アルカリ耐性脂質を解

3.焼酎粕に含まれるスフィンゴ、脂質の由来の解析 析した。その結果，大麦に含まれる弱アルカリi射性脂

上記の結采から焼酎粕にスフインゴ脂質が含まれて 貿において，焼語、I粕の cerebrosideのRf1i直に相当す

sideのスポットと濃さが一致したことから，焼酎粕

には乾燥重量 1gあたり 2.2mgから 3.3mgのcere-

brosideが含まれていると考えられた。

2.他のスフィンゴ脂質源との比較

焼酎粕に含まれているスフインゴ脂質の含量を，既

に報告されている他のスフインゴ勝質i原と比較した。

これまで既に同様の手法で大豆や小豆の C巴rebroside

の報告がある 9)ことから，大豆と小豆で同様の解析を

行ったところ，焼酎粕のスポットは大豆や小豆の ce-

rebrosideの位置と一致しており，その長は大豆や小

豆よりも多く観察された (Fig.2)。これまでに報告さ

れている 中の cerebroside含量 (0.20mg/g dry 

weight) や小立の cer巴broside含最 (0.32mg/g dry 

weight)を考えても，焼酎粕に含まれる cerebroside

の含量は大笠や小豆と比べて多いと考えられた。

850 醸協 (2011)
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Fig. 2 Comparison of shochu distillery waste as a sphingolipid source with other sphingolipid sources. 

Sphingolipids were extracted from the shochu distillery waste. soy beans and adzuki beans 

and applied to a TLC analysis as described in the Materials and Methods. 

る佼置のスポットははっきりしたものではなかったが，

焼酎麹菌を繁摘させた大変の弱アルカリ耐性脂質には

焼酎粕の cerebrosideに相当するスポットが明般に濃

くM&別された (Fig.3B)。このことから焼酎粕の ce-

rebrosideは大変などの穀物に焼酎麹菌が作用して主

に生産されると推察された。しかしこの結果だけか

らは焼酎麹菌自体が cer日brosideを含んで、いるのか，

大麦に元々含まれている成分に焼酎麹蘭が作用して

cerebrosideが生産されるのかがわからなかったため，

今度は合成培地で培養した焼酎麹菌のスフインゴ脂質

を解析した (Fig.3B)oその結果，焼酎粕の cerebrひ

sideに相当するスポットは大麦に焼酎麹菌を繁殖さ

せたものと合成培地で培養した焼樹麹菌には明確に検

出され，大変にははっきりとは存在しなかったことか

ら，焼酎粕の主要なスフィンゴ脂質は，大麦などの穀

物や焼酎酵母に由来するのではなく，さらに穀物に焼

酎麹菌が作用して生産されるものに限定されるのでも

なく，主に焼剖麹菌が生産すると考えられた (Fig.4)。

本研究により，スフインゴ脂貨を多く含むことがこ

第 106巻第 12号

れまでに報告されている大豆 13)や小豆 9)と比べても，

焼酎粕のスフインゴ脂質含量は多いことが本研究によ

り明らかになった (Fig.2)。この給来は，焼酎粕がス

フィンゴ脂質i原として有望で、あることを示している O

スフインゴ脂質はアトピー性皮膚炎などに効巣のある

化粧品，機能性食品として大きな需要があり，また経

口摂取することで各稜癌の予防効来も期待されている

ことから，焼酎粕をスフィンゴ脂質源として活用する

ことは有望で、あると期待される O

語t辞

焼酎粕を提供いただいた三和酒類株式会社及び

Aspergillus kawachiiを提供いただいた独立行政法人

j菌類総合研究所，焼酎麹菌の培養についてご教示いた

だいた山形大学農学部の小関卓也教授に深謝したい。

本研究は独立行政法人科学技術振興機構 A-STEPフ

ィージビリテイスタデイ・ステージ 探索タイプ，財

団法人九州、l農業技術センター「九州、lの新成長戦略に基

づく卒業部出推進事業J及び佐賀大学研究シーズの助
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Fig. 3 Analysis of the source of sphingolipids in the shochu distillery waste. 

(A) Sphingolipids of the shochu distillery waste and shochu yeast were extracted 

and analyzed by TLC analysis as described in the Materials and Methods. 

(B)Sphingolipids of the shochu distillery waste. barley， barley ferm巴ntedwith Asρer-

gillus kawachii， and As"ρergillus kawachii incubated in a synthetic medium were ex-

tracted and analyzed by TLC analysis as described in the Materials and Methods. 

成により行われたものである O 位置や濃さが一致した。

3. 以上の結果から，焼酎粕にスフインゴ脂質が含ま

れていること及び焼酎粕に含まれているスフインゴ脂

質は主に焼酎麹菌に由来することが初めて明らかとな

要約

1.焼酎粕を chloroform/methanol抽出，弱アルカリ

処理及びTLC展開したところ， steryl glucosideと

hydroxyl化された脂肪酸をアミド結合した cerebro-

sideとRf値が一致するスポットが検出された。その

平定量評価を行ったところ，乾燥重量として焼殴粕 1

g中に 2.2mgから 3.3mgのcerebrosideが含まれて

いることカf明らかとなった。

2. 焼樹粕の弱アルカリ耐性脂質のスポットは大麦や

焼酎酵母のスポットとは位置やj設さが一致せず，大麦

あるいは合成培地に増殖させた焼酎麹習のスポットと

った。
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Fig. 4 A schematic diagram of the production pathway of sphingolipids during shochu production. 

During the production of shochu， raw materials are first convert巴dto koji by fermenting 

the material with fungus Aspergillus. Starch-saccharifying enzymes are produced by 

Aspergillus. Shochu yeast is pitched into the mash tank and fermentation of sugar into 

ethanol occurs. The mash is distilled and separated into the distilled liquor shochu and th巴

shochu distillery waste. Th巴 sphingolipidscontained in the shochu distillery waste are 

mainly derived from fungus Asρergillus. 
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