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養殖ニジマス頭部軟骨の部位別プロテオグリカン含有量と

分子量分布の比較

三浦絢子，加藤陽治*

弘前大学教育学部食物学研究室

Comparisons of Proteoglycan Contents and Molecular Weight Distributions 

in Various Parts of Farmed Rainbow Trout Head Cartilage 

Ayako Miura and Y oji Kato* 

Laboratory of Food Science， Faculty of Education， Hirosaki University， 1 Bunkyo-cho， Hirosaki， Aomori 036-8560 

For studies on the physiological functions of prot巴oglycan(PG) in salmon nasal cartilage for humans， it is 
important to clarify the qualitative and quantitative differences in PG contained in nasal cartilage among di佐 rent
types of salmon and among th巴locationsof cartilage in the salmon head. In this study， as an alternative source of PG， 

we selected 'Kaikyo salmon' head cartilage ‘Kaikyo salmon' is rainbow trout that is farmed in the Tsugaru channel. 
We divided the head cartilage into 4 regions (those collected from the region around the brain， frontal head， upper 
region of the jaw， and tip of the nose and around the eyes)， and investigated th巴PGcontent and molecular weight 
distribution of each cartilage. Among th巴4regions， the cartilage contents of th巴regionaround the brain and nasal 
tip and around the eye accounted for 33 and 32 % of the total cartilage content， respectively， and were greater than 
those of the frontal head (20 %) and upper region of the jaw (15 %). However， the uronic acid content per g cartilage 
wet weight (representing the PG content) was 17.6-21.8mg and the protein cont巴ntwas 15.9-18.9 mg in the 4 
regions， showing no marked differences among them. In addition， no difference was noted in the molecular weight 
distribution of PG contained in the hot water extracts of cartilage among the regions， and 20-30 % of the total PG was 
distributed in the high molecular weight region (5000000 or higher)， similar to the distribution of a hot water extract 
of salmon nasal cartilage目 Thesefindings suggest that cartilage in the Kaikyo salmon head can be used as a 
substitut巴forthe nasal cartilage of wild salmon. The raw materials for PG can be stably supplied using farmed fish， 

and the use of the head， a previously unused resource， may significantly contribute to the revitalization of the local 
industry. (Received Oct. 28， 2013 ; Accepted J an. 27， 2014) 
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糖タンパク質の一種であるプロテオグリカン (PG)は，

結合組織の細胞外マトリックスにおける主要な構成成分で

ある.軟骨組織中の PGはコアタンパク質に多数の糖鎖

(酸性ムコ多糖)が結合した構造を有しており，ヒアルロン

酸やコラーゲンなどと会合体を形成している.その糖鎖聞

は，カルシウムイオンを介したキレート構造により非共有

的に結合しているため，非常に複雑な構造の生体高分子と

して存在している.その構造的特徴から， PGは保水性や

粘弾性に富んでおり，物理的な衝撃に対して緩衝剤として

の役割を担っている.その他，抗炎症作用や炎症性腸疾患

の改善作用など1)-31 また，上皮細胞増殖因子 (EGF)様作

用41などの生理機能を持つことが明らかとなった.そのた

め，食料品や化粧品，再生医療への応用にさらなる期待が
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寄せられている.

軟骨型 PGは，かつてはウシの気管軟骨やニワトリの鶏

冠など，限られた部位から微量しか得られなかった.その

ため，非常に高価格の試薬として販売されていた. しかし

サケの鼻軟骨から酢酸を用いて大量に抽出する方法5)が開

発されてからは，比較的安価に調製可能となった. しかし

食品素材としての PGは 製造コストをさらに安くするこ

とが求められている.一方で工業化を見据えたとき，原料

である氷頭を大量に確保することが必要不可欠となる.天

然のサケから氷頭を得る場合，その量はサケの漁獲量に左

右され，必要量を必ずしも確保できるとは限らない.この

ような問題を解決するため，サケ頭部を長期冷凍保管し，必

要に応じて解凍し調製するのではなく，冷凍頭部をできる
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図 1 海峡サーモン頭部の関頭手順

だけ早い時期に処理する方法として，われわれはサケ鼻軟

骨の水脱脂粉末化法6'を確立した 得られた PG含有物の

安全性評価を行うと共に71 そこに含まれる PGが抽出溶媒

の種類によって分子量が異なることを報告したR' さらに

これまでの PG調製方法とは別に，軟骨を小片化し水存

在下加熱することで，水脱脂凍結粉末から冷水で抽出して

得られる PGと同様に高分子量域に分布する PGを高収量

で得る方法を見出した91 一方 サケ鼻軟骨 PGの機能を議

論する際，原料となるサケの種類により鼻軟骨に含まれる

PGに質的-量的な差があるか否か，さらにはサケ頭部軟

骨の部位による差異の有無を明らかにすることは重要であ

る

本研究では新たな PG含有素材の候補として，津軽海峡

で養殖されているニジ、マス「海峡サーモン」を原料とし，

頭部軟骨に含まれる PGの部位別含有量および分子量分布

の比較検討を行った分子量分布については，天然、のサケ

鼻軟骨由来熱水抽出物との比較も行い，海峡サーモン頭部

軟骨の PG 原料としての有効性を示II~する結果が得られた

ため，以下に詳細を報告する

1 実験方法

(1)実験材料

淡水魚で知られるニジマスを津軽海峡の外海で、養殖した

「海峡サーモン」の凍結頭部を，北彩漁業生産組合 (青森県

むつ市大畑町)から購入した またa 天然、のサケ鼻軟骨は，

八戸缶詰株式会社 (青森県八戸市)より，シロサケ由来の

ものを購入して使用した

(2)頭部軟骨の採取

海峡サーモ ンの凍結頭部を 50tの湯浴に入れ，へら状の

調理器具で 2分間撹枠して解凍を行った 頭部からの軟骨

採取方法を図 1に示す はじめに下顎をハサミで切断し

(図 1a).軟骨を傷っけないよう注意を払いながら目の上部

に沿って頭部を切り開いた (図 1b)。続いて，鼻先から皮

と肉片を剥離し (図 1cおよび 1d).軟骨含有部位 (図 1e)

を取り出した.ピンセットを用いて肉片などの付着物除

き，軟骨を採取した(図 lf)

(3)軟骨の部位分画

軟骨を図 2のように 4つの部位 (脳周辺部，前頭部，あ

ご上部および鼻先日周辺部)に分け，重量を測定した.各

部位の鼻軟骨中の割合は 海11侠サーモン 10個体分の平均

値として算出した

(4)部位別軟骨の熱水抽出

4部位のそれぞれについて，熱水抽出を行った.軟骨を

冷水で、 2時間洗浄した後. i5同時湯浴中で 15分間加熱した

続いて，ブ レンダー (700BUJ.W ARING製)を用いて 5-

7mm角程度の大きさに破砕し 10倍量 (v/w)の水を加

えて沸騰湯浴中で 4時間抽出した小 それぞれの抽出液を

冷却遠心分離 (CR21. HITACHI製:9 000 rpm. 4t. 30 

分) し，抽出上清 Iと沈殿を得た 沈殿に再び 10倍量

(v/w)の水を加えて 3時間の熱水抽出を行い，冷却遠心分

離 (9000rpm. 4
0

C. 30分)により抽出上清Eを得た 抽出

液中のウロン酸とタンパク質の定量は，前報81と同様，ウ

ロン酸量はカ ルパゾール ・硫酸法により グルクロン酸

(GlcA)相当量として算出し，タンパク質量はブラッド ・

フォード法により牛血清アルブミン (BSA)相当量として

算出した

(5)熱水抽出物 (抽出上清 Iおよびll)のゲ、ル波過クロ

マトグラフ イー

抽出上清 IおよびEの GlcA1.0mg相当量を 0.2mol/L

塩化ナトリウム含有 0.1mol/Lリン酸緩衝液 (pH7.0)で平

衡化したSepharoseCL-2B (GE Healthcare製)ゲルろ過カ

ラムクロマ トグラフ ィー (φ1.0X48cm)に供し，同緩衝液

で溶出した 溶出液は 1.0mLずつ分取し，ウロン酸量を
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図 2 海峡サーモン頭部軟骨の分画

No.1 No. 2 No. 3 No.4 No. 5 No. 6 

図 3 海峡サーモン頭部より得た軟骨の全長および重量の比較

写真上，使用した海峡サーモン頭部 大きさが最小のものを試料 NO.1とし 最大のものを

NO.6とした 写真下，試料 NO.1-6より採取した軟骨

カルパゾール・硫酸法により GlcA相当量として算出し，

タンパク質量を 280nmの吸光度より BSA相当量として

算出してそれぞれの溶出パターンを得た

2. 実験結果および、考察

(1)海峡サーモン頭部から軟骨の採取

異なる大きさの凍結頭部を用いて，軟骨の大きさおよび

重量の詳細について調べた結果を図 3に示す.入手した頭

部の中で最も小さいものを NO.1 最も大きいものを NO.6

として，大きさの順に 6個体を用意した.大きさおよび重

量を測定し前述の手}II貢(図1)に従って軟骨を採取した

軟骨の大きさと重量を測定し比較を行った

軟骨の大きさは頭部の大きさに比例しており， NO.1-6 

の順に大きくなることがわかった また，頭部中の軟骨の

含有量はおよそ 4%(w/w) であり ，大きさによらずほぽ

一定の値を示した

(2)軟骨の部位別プロテオグリカン (PG)量

海峡サーモンの頭部軟骨を 脳周辺部，前頭部，あご上

部，鼻先目周辺部の 4部位に分画し(図 2)，各部位におけ

る湿潤重量， ウロン酸量， タンパク質量をまとめたものが

表 1と表2である 軟骨全体の中で 4部位それぞれの占め

る割合は，脳周辺部と鼻先日周辺部が33%および32%で

あり，前頭部ゃあご上部の 20%および 15%に比べて多い

結果となった しかし 4部位の軟骨湿潤重量 19あたり

のウロン酸量は 17.6-21.8 mg，タンパク質量は 15.9-18.9

mgであったため，部位毎に大きな差は認められなかった

即ち，海峡サーモン頭部軟骨において，各部位の単位重量

当たりの PG量はほぼ等しく，部位毎の PG量の差は，軟

骨重量の差によるものであると言える

海峡サーモン頭部の脳や鼻先周辺部に軟骨が多いことに

ついては，推測の域に留まるが，以下のことが考えられる

重量割合の多さは，その他の部位に比べて軟骨が発達して
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表 1 海峡サーモン頭部軟骨の部位別単位重量あたりの

ウ口ン酸およびタンパク質量

三浦・加藤:養殖ニジマスのプロテオグリカン

表 2海峡サーモン頭部軟骨の部位別重量と重量割合
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重量割合a)
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(g) タンパク質
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図 4 海峡サーモン頭部軟骨各部位の熱水抽出物の SepharoseCL-2Bゲルろ過クロマ卜グラフイー

(a)脳周辺部. (b)前頭部. (c)あご上部. (d)鼻先日周辺部 1 :抽出上清 1 (熱水抽出 1回目).

2:抽出上清II(熱水抽出 2回目)• 

51 11 21 31 41 
Tube No. (1.0 mlltube) 

また今回の結果から，脳周辺部の軟骨も PG含有部位で

あることが明らかとなった.この部位を実際にサケ頭部か

ら採取しようとすると，付着物である肉片を除くために非

常に労力を要する.さらに，脳周辺部の軟骨は他の軟骨部

位との結合箇所が少ないため，肉片などと共に廃棄処分さ

れることが懸念される. しかし鼻先周辺部と同様，脳周辺

いると考えられる.物理的衝撃を和らげるという軟骨本来

の機能を考慮すると，脆弱な組織である脳や外部からの衝

撃を受けやすい鼻先では，組織周辺部の軟骨を発達させる

ことでそれらを保護していると考えられる.即ち，部位特

異的に軟骨を発達させることは，海峡サーモンの成長過程

における自己防御機能の働きによるものと考える.
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図 5 サケ鼻軟骨熱水抽出物の SepharoseCL-2Bゲルろ過ク口マトグラフィー

部は頭部軟骨のおよそ 30%を占める部位であり.PG含有

量も多い 従って. PG抽出効率の向上のためには，鼻軟

骨の採取時に脳周辺部位も合わせて採取することが望まし

く，注意を払うべき点である

(3)各部位軟骨に含まれる PGの分子量分布

各部位に含まれる PGの分子量の違いを調べるため，部

位別軟骨の熱水抽出物(抽出上清 IおよびII)をSepharose

CL-2Bゲルろ過カラムクロマトグラフィーに供した.得

られた溶出パターンを図 4に そして天然サケ鼻軟骨の

PG含有熱水抽出物9)を前述と同様にカラムクロマトグラ

フィーに供した結果を図 5に示す.図 4より，抽出上清 I

およびEのいずれにおいても，部位による溶出パターンの

違いは認められず，各抽出物の分子量分布は等しいことが

示されたまた図 5との比較から，海峡サーモン頭部軟骨

の部位別抽出物の溶出パターンは，天然サケ鼻軟骨由来の

ものとも，良い一致を示すことがわかった.

そこで GlcAの溶出量について詳細に解析した結果，分

子量分布に関する新たな知見が得られた 平均分子量が既

知であるデキストランの溶出位置から，試験管番号 20番

が平均分子量 500万の物質の溶出位置であることがわかっ

ている そこで，ボイド容量から試験管番号 20香までの，

いわゆる高分子量領域に分布する GlcA量を算出したとこ

ろ，カラムクロマトグラフイーに供した全 GlcA量のおよ

そ 20~30% がこの領域に溶出していることが明らかと

なった.同様に，図 5における高分子領域の GlcA量は全

GlcA量の 29.8%であったことから，海峡サーモン頭部軟

骨の部位別熱水抽出物は，天然サケ鼻軟骨由来熱水抽出物

と同じ割合で，高分子量 PGを有することが明らかとなっ

た

以上のことから，海峡サーモン頭部軟骨は，従来の PG

原料である天然サケ鼻軟骨の代替品として利用可能である

ことが示唆された本研究結果より，未利用資源である海

峡サーモン頭部が，新たな PG原料として有効利用される

ことが期待できるとともに，地域産業の活性化にも大きく

貢献できると考えられる.

3. 要約

津軽海峡で養殖されているニジマス「海峡サーモン」に

ついて，新たな PG原料としての有効性を探るため，頭部

軟骨を脳周辺部，前頭部，あご上部，鼻先日周辺部の 4部

位に分画し部位毎の PG含有量と分子量分布を比較検討

したその結果. (1)脳周辺部と鼻先日周辺部の軟骨量に

ついては，全軟骨中で占める割合が 33%および 32%であ

り，前頭部ゃあご上部の 20%および 15%に比べて多いが，

各部位の軟骨湿潤重量 19 あたりのウロン酸量は 17.6~21

8mg. タンパク質量は 15.9~18.9 mgであり，部位毎の大

きな差は認められなかったまた. (2)部位別軟骨の熱水

抽出物は分子量分布に違いは認められず，いずれの場合も

天然サケの鼻軟骨熱水抽出物と同様，高分子量領域(平均

分子量 500 万以上)に分布する PG が全 PG の 20~30% で

あった.以上のことから 海峡サーモンが従来の天然サケ

の代替品として利用可能であることが示唆された

本研究を進めるにあたり，実験の補助をして下さいまし

た井上恭子氏に感謝申し上げます.
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