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研究ノート
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Characterization of Hot Water Extract from Nostochoρsis sp. and Effects of 

this Extract on Blood Glucose Levels in Rats 
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A hot water extract was prepared from the edible cyanobacterium Nostochoρsis sp., and was chemically and 
biologically characterized. The hot water extract mainly contained carbohydrate (approximately 52.3 g/lOOg dry 
weight), most of which was derived from soluble dietary fiber consisting of neutral (mainly glucose, fucose, and 
mannose) and acid sugars. The hot water extract showed a high viscosity (1.90 mPa ・ s) at 0.1 % (w /v) concentration. 
Blood glucose levels of 0.5% (w/v) hot water extract-treated rats decreased significantly at 30 min after admin-
istration of maltose solution relative to controls. These results suggest that Nostochoρ•sis sp. hot water extract is able 
to delay the increase in postprandial blood glucose levels. (Received Jun. 22, 2016; Accepted Aug. 25, 2016) 
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藍藻類のSρirulina,Nostoc, Aρhanizomenonなどは栄養

価が高く，各種機能性因子を含むため世界規模で大量に生

産され食品・医薬品業界に供給されている l~ また，藍藻類

には食物繊維も豊富に含まれているが2：構成糖の特性やそ

の生体調節機能について不明な部分が多く残されている．

食物繊維は，ヒトの消化酵素で消化されない食品成分の

総体と定義され，不溶性食物繊維と水溶性食物繊維に分け

られるそ不溶性食物繊維はセルロースなど細胞壁に由来

するものに代表され，胆汁酸やコレステロールなどを吸着

して体外に排挫し，腸内容物を増やすことで便秘を予防す

ることが知られている．一方，藻類に由来するアルギン酸

やフコイダンなどの水溶性食物繊維は，水を吸収して粘性

が高まり，小腸内において単糖の吸収を遅らせることで食

後の血糖値の上昇を抑制することが報告されている4l_

藍藻ノストコブシス （Nostoe hoρ•sis） は，タイ北部のメコ

ン川では“ロン”と呼ばれ食されておりそタンパク質，ミ

ネラル，食物繊維やフイコビリン色素6）を豊富に含む．ま

た，ノストコブシス抽出液は抗酸化作用，血圧上昇抑制作

用や抗炎症作用などの生体調節機能を有していることが報

告されている円

本研究では，ノストコブシスから熱水抽出物を調製後，

水溶性食物繊維画分を単離して，水溶性食物繊維の構成成
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分を分析するとともにラットを用いて熱水抽出物の血糖値

上昇遅延効果を検討した

1. 実験方法

(1）ノストコブシス細胞の調製

Nos toe hoρsis sp.は， 2008年にチェンマイ大学

Peepapornpisal教授の指導のもとでタイ王国北部ナン州

のナンJIIから採取し，分離・同定したものを実験に用いた．

また， Nostochoρsissp.は， NfreeBGll培地（180L）で 10

日間培養して調製した

(2）ノストコブシス熱水抽出物の調製

蒸留水500mLにノストコブシス細胞（湿重量 lkg）を

加えた後， 121℃で 20分間オートクレーブした．室温まで

冷却後，綿布で櫨過した．漉過液は凍結乾燥機（ヤマト社

製DC800）で乾燥させた後熱水抽出物として実験に用い

た．

(3）ノストコフ。シス水溶’性食物繊維の調製

水溶性食物繊維の標品は既報に準じてノストコプシス細

胞の凍結乾燥品から抽出した7~ ノストコブシス細胞の凍

結乾燥品 l.Ogに150mLの70～80℃に加温した蒸留水を

加え，温浴上で30分撹枠後， 121℃で 15分のオートクレー

ブ処理によりタンパク質を変性させた 室温まで冷却後，

4100×g, 5分間の遠心分離を行い，上澄み液を回収し， 4

倍量のエタノールを静かに加え撹祥し， 1時間以上静置し

た本溶液を 4100×g, 5分間の遠心分離して得られた沈

殿物を再度蒸留水に溶解後， 4倍量のエタノールを加え，

以下同様の操作を 2回繰り返し洗浄した沈殿物を蒸留水

に溶解後，透析用セルロースチューブ（三光製薬製）に移

し， 10倍量の蒸留水で透析した蒸留水は 12時間ごとに

交換しこれを 3回繰り返した透析チューブ内液を凍結

乾燥させた後，本物質を水溶性食物繊維として実験に使用

した．

(4）一般成分およびミネラルの分析

一般成分分析およびミネラル類は 5訂増補日本食品標準

成分表に示された方法8）に従い測定した．また，ポリフェ

ノール類はクロロゲン酸を標準としてフォーリンデニス法

で測定した9).

(5）ノストコプシス熱水抽出物の食物繊維量の分析

ノストコブシス熱水抽出物に含まれる水溶性食物繊維と

不溶性食物繊維の定量は吉江ら10）の報告に準じて酵素重量

法により行った．

(6）ノストコブシス水溶性食物繊維の構成糖の測定

酸性糖は， mーヒドロキシジフェニル法で測定した円中

性糖は，アンスロン硫酸法により測定した少構成糖は，ノ

ストコブシス水溶性食物繊維を 2N硫酸で、加水分解し，ア

ルジトールアセチル化1＆ガスクロマトグラフィー

(Shimadzu GC14B-FID, Kyoto Japan）で測定した GC測

定条件には，装置は島津製作所製 GC14B，カラムは 3%

ECNSS on Uniport HP 60～80mesh, 1.5 m×3mmガラス，

A :B: C 

Fig. 1 A glucose-diffusion apparatus 

The apparatus consist of A B, and C comp訂 tments,which 
contain 2%(w/v) glucose solution, Nostochopsis sample solu-
tion, and water, respectively. B compartment is separated 
from A and C compartments with dialysis membranes.Water 
in C compartment is sttired with a magnetic stirrer at 37℃ 

and sampled at 0, 30, 60, and 120 min. 

カラム温度 175℃，検出器は FID，注入口と検出器温度は

250℃，キャリアーガスは窒素 50ml/minとした．アミノ

多糖は，エルソンモルガン法で測定した？

(7）粘度測定

粘度は， 0.1% (w/v）ノストコブシス熱水抽出物水溶液

および水溶性食物繊維水溶液を調製し，毛細管粘度計（キャ

ノンフェンスケ No.100）を用いて， 20℃の恒温槽中で測定

し，相対粘度（mPa・s）を算出した

(8）ノストコブシス水溶性食物繊維の分子量の測定

ゲル浸透クロマトグラフイーによりノストコフ。シス水溶

性食物繊維の分子量の測定を行った分子量測定用標準プ

ルランは， shodexSTANDARD p-82および1600（昭和電

工株式会社）を用いた．機器は ShodexGPC system 11 （昭

和電工社製），カラムは KB80M(8mm×300mm）を 2本

およびガードカラムを直列につないで使用した．検出器は

示差屈折計（RI），溶離液は 0.5%(w/v) NaCl，流速は 1.0

mL/min，カラム温度は 35℃，注入量は 50μLとした

(9）ノストコブシス水溶性食物繊維のグルコース透過試

験

グルコース透過試験は既報に準じて，ニトロセルロース

膜（MilliporeVCWP4700 Nitrocellulose）で仕切られた 3

室（A,B,C）からなる拡散阻害装置を用いた（Fig.l）円 B

室に 5mLの0.25または 0.5%(w/v）水溶’性食物繊維溶液，

A室に 26mLの2.0%(w/v）グルコース溶液， C室に 26

mLの純水を加えたその後， 37℃の恒温槽において純水

層にマグネチックスターラー（1050×g）を入れ， A室から

C室へ移行するグルコース量を測定することで，ノストコ

ブシス水溶性食物繊維湾液の経時的なグルコース拡散阻害

を検討した．その後，採取した溶液中のグルコース量はグ

ルコース CEテストワコー（ムタロターゼ・グルコースオ

キシダーゼ法）（和光純薬工業）を用いて測定した．
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(10）ラットを用いたノストコプシス熱水抽出物溶液の耐

糖能評価

8週齢の雄ラツト（Wistar-namichi）を動物繁殖研究所

りap釦）から購入した．動物は「烏取大学動物実験規則」

に則り，温度22士2℃， 7時点灯 19時消灯に制御された動

物飼育施設にて，固形飼料（CE-2：日本クレア社）と水道

水を自由に摂取させて 1週間予備飼育した本試験実施

18から 20時間前に絶食させた 0.5%(w/v）熱水抽出物

溶液を試料とし，マルトースを負荷糖として用いた．ラッ

ト（各群4匹）に試料lmLを胃ゾンデで経口投与し続け

て0.25g/mLマルトース lmLを経口投与した．コント

ロールには試料の代わりに蒸留水を lmL投与した．糖投

与前と投与後30分後ごとに 120分後まで採血し，それぞ

れの血築中のグルコース量を測定した．グルコース量は，

投与前の値を Oとしてグルコース量の上昇度で評価した．

採血はエーテル麻酔下でおこない，尾静脈から採取した．

血液 50μLを抗凝固剤ヘパリン 2μLの入ったマイクロ

チューブ内で混合させた後，遠心分離（3000×g,10分間，

25℃）により 40μL程度の血築を得た．血紫グルコース量

はグルコース CEテストワコー（ムタロターゼ・グルコー

スオキシダーゼ法）を用いて 製品プロトコールに準じて

測定した．本実験は鳥取大学動物実験委員会で承認され，

実施した（承認番号 ll-T-20).

(11）統計処理

実験結果は，平均値±標準誤差（mean±SEM）で示し

たグルコース拡散阻害実験の結果は， Statcel3 software 

3'd ed.を用い， Dunnet法で多重比較検定を行った ρ＜

0.05で統計的に有意とした．

動物実験の結果は， GraphPadPrism 5 software for 

Windows version 5.03を用いて， Bonferroni法で多重比較

検定を行った ρ＜0.05で統計的に有意とした

2. 実験結果および考察

(1）ノストコブシス熱水抽出物の成分分析

ノストコフ。シス熱水抽出物の主要な構成成分を Table1 

に示した熱水抽出物の主成分は炭水化物（約 52.3g/100g

乾燥重量）であったが，すべて食物繊維質であり，そのほ

とんどは水溶性食物繊維に由来していた．熱水抽出物に

は，約 15.5g/100g乾燥重量のタンパク質が含まれていた

が，脂質は検出されなかった．また，ポリフェノールが乾

燥重量 lOOgあたり 3.0g程度合まれていたミネラルは，

乾燥重量 lOOgあたりカルシウム（約 1263mg），マグネシ

ウム（約 349mg），カリウム（約 55mg），ナトリウム（約

82mg）が検出された．

(2）ノストコブシス水溶性食物繊維の構成糖および分子

量

ノストコブシス細胞から定法により水溶性食物繊維を調

製した後，構成成分（特に酸性糖と中性糖）を測定した

(Table 1). その結果，中性糖は約 51.2g/100g乾燥重量含

Table 1 Composition of a hot water extract and soluble 

dietary fiber prepared from Nostochoρsis sp 

Hot water Soluble 
extract dietary fiber 

Component (g/100 g dry weight) 

Crude protein' 15.5±2.8 13.1±0.3 

Crude fat' ND ND 

Carbohydrate' 52.3±3.5 75.5土1.3

Dietary fiber' 53.2±3.2 

Soluble dietary fiber' 45.8±2.8 

Insoluble dietary fiber' 7.4土0.7

Neu仕alsugars' 51.2±4.7 

Acid sug紅 s' 24.3±5.7 

Moisture' 16.9±0.8 6.3士1.1

Ash' 12.2±0.2 5.3士0.1

Polyph巴nols10 3.0±1.2 ND 

1 Kjeldahl method, 2 Acid digestion, ' 100一(protein+lipid+ ash 

+moisture+polyphenols), 'A modified enzymatic gravimet-

ric method of Prosky, et al., 'Yoshie.et al.,' Anthrone-sulfuric 

acid method, 7 m-hydoroxydiphenyl method, 8 Heating drying 

method at normal pressures, •Dry ash method, 10 Folin dermis 
method, ND =not detectable, and -=not determined. Values 

represent means±SEM (n=3). 

まれており，グルコース（47.1%），フコース（25.8%），マ

ンノース（14.4%），キシロース（7.7%），ガラクトース（5.0

%），から成り，アラピノースやラムノースはキ食出されな

かった酸性糖を微細藻類に多く含まれるアルギン酸ナト

リウム相当量として算出したところ， 24.3± 5.7 g/lOOg乾

燥重量であったが，酸性糖の同定には至らなかった．また，

アミノ糖は検出されなかった

ゲル浸透クロマトグラフイーによるノストコブシス水溶

性食物繊維の見かけの分子量は，約 564kDaであった兼

清らは，藍藻 Nostocsp.に含まれる抗ウイルス活性物質と

して見かけの分子量200kDaの酸性多糖ノストフランを単

離し，主要な構成単糖がグルコースであることを報告して

いる15).

(3）ノストコブシス熱水抽出物および水溶性食物繊維の

粘度

ノストコブシス水溶性食物繊維の相対粘度を測定した結

果， 20℃において 0.1% (w/v）熱水抽出物水溶液と水溶4性

食物繊維溶液でそれぞれ 1.90± 0.06 mPa ・ sと1.15士0.03

mPa・sを得た．同条件下においてレモン由来の低メトキ

シルペクチン，グアーガム，アルギン酸ナトリウムの相対

粘度は，それぞれ 1.24± 0.02 mPa ・ s, 2.36 ± 0.04 mPa ・ s, 

2.97±0.21 mPa ・sであり，ノストコブシス水溶性食物繊維

の相対粘度はレモン由来の低メトキシルペクチンと同程度

であった．一般的に酸性多糖であるペクチンはカルシウム

などの二価の金属イオンがカルボキシル基に対してイオン

結合で架橋することでゲル化することが報告されてい
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Postprandial blood glucose responses to Nosto-

chopsis sp. hot water extract-treated rats 

After overnight food deprivation. 0.5 % (w /v) NostochoJうsishot 

water extract solution (1 mL). or water (1 mL) as a control. was 
orally administered to the rats (four rats in each group) by 

direct stomach intubation (first administration). Maltose solu-

tion (0.25 g/mL. 1 mL) was administered as the s巴condadmin 

istration after th巴firstadministration. Blood samples were 
collected from the tail vein in heparinized tubes at 0, 30, 60, 90, 

and 120 min after the second administration. Control （・） and 
Nostochopsis sp. hot water extract (0). Values represent 

means士SEM.Significantlydifferent from the control group 
(*P<0.05) 

藻熱水抽出物が糖の吸収を遅延させる効果を有する可能性

が示された

3. 要約

食用藍藻ノストコブシス （Nostoe hoρsis sp.）から熱水抽

出物を調製し化学的および生理的な特徴を明らかにした．

調製した熱水抽出物は，炭水化物（約 52.3g/100g乾燥重量）

が主要な成分であり，そのほとんどが水溶性食物繊維で

あった調製した水溶性食物繊維の構成糖は中性糖（約

51.2g/l00g乾燥重量）と酸性糖（約 24.3g/100g乾燥重量）

から成り，主要な中性糖はグルコース，フコース，マンノー

スであった．また，熱水抽出物は01 % (w/v）の濃度で高

い粘性（1.90mPa ・ s）を示した耐糖能の評価において，

0.5% (w/v）熱水抽出物を摂取させたラットの血糖値がマ

ルトース投与後30分でコントロールに比べ顕著に低下し

た．以上のことより，ノストコフ。シス熱水抽出物は食後の

血糖値の上昇を遅延させる効果を有していることが示唆さ

れた．
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