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かつお節の品質指標であるエオシン陽性成分の

組織化学的性質

吉 岡 立 仁 1*荻野目望 1佐々木晋-j吉田真和 2 内 田 直 行2

(2008年 6月四日受付， 2008年 10月 88受理)

l株式会社にんべん 2日本大学生物資掠科学部

Histochemical properties of eosin-Y positive components proposed 

as an index for judging the quality of katsuobushi 

TATSUHITO YOSHIOKA，l* NOZOMU OGINOME，l SHINICHI SASAKI，2 

MASAKAZU YOSHIDA2 AND NAOYUKI UCHIDA2 

1Ninben Co・，Ltd， Kawaguchi， Saitama 333-0848， 2College oj Bioresource Sciences， Nihon Universiち1，Fujisa-

ωa， Kanagawa 252-8510， Japan 

Histoch巴micalproperties of eosin-Y positive component (EPC) ， which was proposed as an index for judging 

the quality of katsuobushi， were examined in terms of immunohistochemistry using anti司actin，同myosin，-lactate 

d巴hydrogenase(LDH) ， and司myoglobinpolyclonal antibodies or antiserum. EPC was r巴actedwith four antibodies 

and the reactants wer巴 detecteddominantly in the intracel1ular compartmentation of muscle cel1 in the katsuo-

bushi manufactured from raw materials caught by pole and line (KPL) and in the intercel1ular spac巴ofmuscle cel1 

in the katsuobushi manufactured from raw materials caught by purse seine (KPS). 

lmmunohistochemical analysis with anti-laminin polyclonal antibody reveal巴dth巴existenceof a significant 

number of cel1s with unclear endomysium， suggesting cel1 disruption， in KPS in comparison with KPL 

These results suggest巴dthat EPC was mainly composed of myofibril1ar and sarcoplasmic proteins such as ac-

tin， myosin， LDH and myogloblin， and that the reduction of the intracel1ular EPC in KPS was caused by the spil-

lage of EPC from the intracel1ular compartmentation of muscle cel1 to the intercel1ular space resulting from en-

domysium disruption being due to unknown factors in the manufacturing process of KPS. 

キーワード:エオシン陽性成分，かつお節，筋形質タンパク質，筋原繊維タンパク質，筋細胞，筋内膜，品質指

標

かつお節は古来より日本に存在する伝統的な保存食品

であり，平安時代にはすでにかつお節の原型ができ，

江戸時代には現在の製造方法の原型がほぼ確立されて

現在に至っている。 1)かつお節の生産量(節製品・くん

製品として)は年間約 120，000tであり，平成 19年度

の水産加工品全生産量の約 6%を占め，現在でも水産

加工品として需要の高いものとなっている(農林水産省

大臣官房統計部Web: http://www.maff.go.jp/j/tokei/ 

sokuhou / suisan-kakouhin2007 / index.html (2008年 9

月9日))。

近年，漁獲効率が低く，人件費や渡航中の維持費の高

い一本釣漁船は減少の一途を辿っている。それに従い，

一本釣漁業により漁獲された(一本釣カツオ)の量は減

少し，これに代わりまき網漁業の漁獲量(まき網カツオ)

が増加している。2)さらに，一本釣カツオは鮮魚向けへ

の消費が増大したことから，価格の上昇を引き起こし，

かつお節原料魚として，経済的に適さないようになり，

現在ではかつお節原料魚は南方海域のまき網カツオが主

になっている。3)しかし，日本近海で漁獲された一本釣

カツオを中心に確立してきた従来の製造方法を各種の履

涯を持ったまき網カツオに適用した場合，一定した高品

質の製品が得られず，また経験的な見地からも一本釣カ

ツオを原料魚とするかれぶし(一本節)に比べ歩留り及

び味などを含め一般的に品質が劣ると言われ，この問題

* Tel : 81-48-267-1524. Fax: 81-48-269-2866. Email: rd司laboratory@ninben.co.j
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解決がかつお節製造業者にとって重要になっている。著

者ら4)は，この点を明確にするため両原料魚から製造し

たかっお節の品質の違いを検討したところ，一本節がま

き網カツオを原料とするかれぶし(まき節)に比べ削り

節製造中の粉末の発生量，嵩及びイノシン酸含量の点で

高品質であることを明らかにした。また，同時にかつお

節切片をエオシン-yで染色したときに筋細胞内あるい

は筋細胞間隙に凝集物として観察されるエオシン陽性成

分 (EPC) の筋細胞内での存在状態を示すスコア

(ASPC)がかつお節の品質合判定する指標になること，

さらにかつお節原料魚の ASPCはかつお節原料として

の品賞を判断する上で重要な指標になることを示し

た。5)この様に，かつお節製造において EPCは重要な因

子と考えられるが，その詳細については全く不明であ

る。そこで本研究では組織化学的手法により EPCの同

定を試みた。

試料および方法

試料一本節及びまき節は，株式会社山七(静岡県焼

津市)で常法的により製造されたものを用いた。両節に

おける EPCの存在状態は，一本節ではほとんどが筋細

胞内に存在し， EPCの筋細飽内残留状態を 0，1， 2及び

3点とスコア化して求めた細胞当たりの平均スコア

(ASPC) は， 1.7 (1.5以上で高品質かつお節であるこ

とを示す)であったが，まき節では筋細胞内には検出さ

れず，筋細胞間隙にそのほとんどが観察され (ASPC=

0)，両節は前報4)で報告した試料(それぞれ ASPC=

1.8及び 0) と類似した ASPCをもつものであった

(Fig. 1)。

切片の作製と染芭法 かつお節の組織切片の作製とエ

オシン-y染色は前報4)に準拠した。免疫組織化学染色

は，それぞれの一次抗体に対応してベクタステイン

ABC-PO (ウサギあるいはヤギ IgG) キット(フナコ

シ社製)を用いてキットに記載された手順により行っ

た。エオシン-y染色と同様に作製した組織切片を希釈

正常血清によりブロッキングした後に Table1に示す一

次抗体あるいは抗血清を含むリン酸緩衝生理食塩水

(PBS， pH 7.4)中でおoC，30分間反応させた。 PBS

で洗浄後，ピオチン化二次抗体及びABC試薬と向様に

順次反応させた。結合したペlレオキダーゼは基質 3，3'ー

ジアミノベンチジン・ 4HCl(DAB) を含む Trs-HCl

(pH 7.5)中で反応させ茶褐色に可視化した。免疫一免疫

二重染色は，まず抗ミオシン抗血清を一次抗体として用

い，上述のベクタステイン ABC-PO(ウサギ IgG)キ

Fig. 1 Histological distribution of eosin伺Ypositive component (EPC) in the muscular tissues of k抗suobushimanufactur号dfrom 
raw materials caught by pole and line (KPL， A) and purse seine (KPS， B). Average of score per cell (ASPC) is 1.7 for A and 0 
for B. E， eosin-Y positive component; P， plasma membrane. Scale bar is 100μm. 

Table 1 Summary of antibodies used for immunohistochemical staining 

Antibody Immunogen Host Purity Source 

Myosin skeletal muscle myosin from human rabbit antiserum SIGMA-ALDRICH 

Actin skeletal muscle actin from human rabbit polyclonal Gene Tex， Inc目

LDHa LDH from rabbit muscle goat polyclonal ROCKLAND， Inc. 

Myoglobin myoglobin from human heart rabbit polyclonal Lab Vision Corporation 

Laminin laminin from mouse sarcoma rabbit polyclonal PROGEN Biotechnik 

a LDH is lactate dehydrogenase 
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ットにより茶褐色に発色させ，次に乳酸脱水素酵素

(LDH)ポリクローナル抗体を一次抗体として用い，ベ

クタステイン ABC-PO(ヤギ IgG)キットにより一次

抗体，ピオチン化ニ次抗体及びABC試薬と順次反応さ

せた後にベルオキダーゼを VIPPeroxidase Substrate 

Kit (フナコシ社製)により紫色に塁色させることによ

り行った。免疫一色素二重染色は，第 1段階として抗ミ

オシン抗血清を一次抗体としたベクタステイン ABC四

PO (ウサギ IgG)キットあるいは LDHポリクローナ

ル抗体を一次抗体としたベクタステインABC-PO(ヤ

ギ IgG)キットにより茶褐色に是色させ，第2段暗とし

てそれぞれに上述のエオシン-y染色を施し赤色に染色

することにより行った。染色した切片は， 70%エタ

ノールに 10分間，さらに 90%エタノール， 100%エ

タノール I及び互に 2分間，キシレン I及びEに5分

間ずつ順次漫潰し，脱水及び、透徹を行った後にビオライ

ト(応研商事社製)で封入し，オリンパス工業製顕微鏡

(BHS-PC-A型)により観察した。

結果

EPCの免疫組織化学的性質 EPCの組織学的性質を

明らかにするため，筋細胞の主要成分である筋原繊維タ

ンパク質の代表としてミオシン及びアクチン，筋形質タ

ンパク質の代表として LDH及びミオグロピン7)を選

び，これらのかつお節筋細胞内における分布状態をそれ

ぞれの抗血清及びポリクローナル抗体を用いた免疫組織

化学的手法により検討した。その結果を Fig.2及び 3

に示す。抗アクチンポリクローナル抗体陽性成分

(APC)は一本節のほとんどの筋細胞内に明瞭な凝集物

として検出され，その周囲に縞状の APCが微量に存在

した (Fig.2A)。一方，まき節の細胞内には凝集APC

はほとんど検出されず，筋細胞間隙に多量に存在した。

また細胞内には無定形の APCがわずかに確認できた

(Fig.2B)。抗ミオシン抗血清陽性成分 (MPC)の分布

状態は APCと同様であった。しかし，一本節縮胞内の

縞状の MPCは極微量にしか認められなかった (Fig.

2C)。さらに，まき節の筋細胞間隙には両抗体に反応し

ない空隙部分が多数観察され，一本節に比べ筋細胞の輪

郭が不明瞭であった (Fig.2B及び D)。抗ミオグロビ

ンポリクローナル抗体楊性成分 (Fig.3A及び B)及び

抗 LDHポリクローナル抗体陽性成分 (Fig.3C及び D)

の両かつお節における分布は APC及び MPCと類似し

ており，全体的な組織像は Fig.2と類似していた。し

かし，細胞内の縞状あるいは無定形の陽性成分は APC

及び MPCに比べて少なかった。

さらに，問ーの組織切片に対しミオシンと LDHの二

重免疫染色を施した。その結果，茶褐色に呈色したミオ

シンと紫色に呈色した LDHは一本節及びまき節におい

Fig. 2 Histological distribution of a positive component 
against anti-actin polyc1onal antibody (A， B) and anti-
myosin antiserum (C， D) in the muscular tissues of 
KPL (A， C) and KPS (B， D). Arrows indicate positive 
component. Scale bar is 100μm. 

Fig. 3 Histological distribution of positive compon巴nt
against anti-myoglobin polyc1onal antibody (A， B) and 
anti-LDH polyc1onal antibody (C， D) in the muscular 
tissues of KPL (A， C) and KPS (B， D). Arrows indi-
cate positive component. Scale bar is 100μm. 

てFig.2C及び D，Fig.3C及び Dと同様な分布状態を

示し，同じ局所に個別なスポットとして検出された

(Fig.4A及び B)。このことは Fig.4A及び Bの白矢印

で示した部分を拡大した組織図からも確認できた (Fig.

4A'及び B')。

EPCの向定 ミオシン及び LDHがEPCであること

を篠認するため，ミオシン (Fig.5)及び LDH(Fig.6) 

を免疫染色した組織切片をさらにエオシンーYで染色す

る二重染色を行った。その結果，両組織において Fig.4

で観察される免疫染色による茶褐色のスポットは検出さ

れず，エオシンーYで染色される赤色あるいは間色の中
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Fig. 4 Immunohistochemical localization of myosin 
(brown) and LDH (purple) in the muscular tissues of 
KPL (A) and KPS (B). The cross section was im-

munostained with anti-myosin antis巴rumand then 
with anti-LDH polyc1onal antibody. A' and B' are mag 

nified 5 and 4 times of the part indicated with open ar-

rows in A and B， respectively. Scale bar is 100 μm 
Solid arrows with orange and with purple in A' and B' 

indicate positive component to anti-myosin antiserum 

and to anti-LDH polyc1onal antibody， respectively. 

Fig. 5 Double staining analysis of EPC in the muscular 
tissues of KPL (A) and KPS (B). The cross section 

was immunostained with anti-myosin antiserum and 
then stained with eosin-Y. A' and B' are magnified 5 

and 4 times of the part indicated with open arrows in A 

and B， resp巴ctively.Scale bar is 100 μm 

間色 (赤褐色あるいは紫褐色)のスポットのみが観察さ

れた。このことは白矢印で示した部分を拡大した組織図

からも確認できた (Fig.5A'， B'， 6A'及び 6B')。

一本節及びまき節間での EPC局在性差異の惹起要因

これまでの一本節及びまき節の組織化学的な観察におい

て，一本節では EPCがほとんどの筋細胞内に存在し，

筋細胞間隙にも検出された。これに対して，まき節では

Fig. 6 Double staining analysis of EPC in the muscular 
tissues of KPL (A) and KPS (B). The cross section 

was immunostained with anti-LDH polyc1onal an-
tibody and then stained with eosin-Y. A' and B' ar巴

magnifi巴d5 and 4 times of th巴partindicated with open 

arrows in A and B， respectively. Scale bar is 100μm 

Fig. 7 Immunohistochemical analysis of endomysium in 
th巴 musculartissues of KPL (A) and KPS (B). The 

cross section was immunostained with anti-laminin 

polyclonal antibody. A' and B' are magni五ed4 times of 

A and B， respectively. Scale bar is 100μm.Solid ar-

rows indicate endomysium of musc1e cell 

筋細胞内にほとんど観察されず，筋細胞間隙の存在量が

明らかに増加していた。また， 一本節では筋細胞間隙は

狭く，各筋細胞は明確に観察されていた。一方，まき節

では，筋細胞間隙が広く，輪郭が不明瞭な筋細胞が多く

観察された。この事実は，まき節では細胞の崩壊が進ん

でいることを示唆している。そこで，筋細胞を囲む筋内

膜基底膜の主成分であるラミニン8)抗体による免疫染色

により両節の筋細胞の形態を比較した。その結果，一本

節の筋内膜は鮮明に残存しており多くの筋細胞は明確な
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形態を呈していた (Fig.7A)。これに比較してまき節で

は不鮮明な筋内膜が多く存在し，筋細抱の崩壊あるいは

融合を示唆する像が多く観察された (Fig.7B)。この現

象は部分拡大した組織図でさらに明確に確認できた

(Fig.7A'及び 7B')。

考察

著者らは， EPCはかつお節及びかつお節原料魚の品

質評価指標になることを提案してきた。本研究では

EPCを特定する一環として免疫組織化学的な手法によ

り検討を加えた。 EPCは，その色素染色性9)から細胞費

であること，また筋細胞質の主要成分は筋原繊維及び筋

形質タンパク賞であることから 7)これら主成分と EPC
の関連性を調べるため，筋原繊維タンパク質の代表とし

てミオシン及びアクチン，筋形質タンパク質の代表とし

てミオグロビン及び LDHを選び，これら抗体と EPC
の反応性から成分の推測を試みた。しかし，現状では，

カツオ由来のこれらタンパク質の抗体を入手することは

閤難であることから，晴乳動物由来の市販抗体を用い

た。これら抗体をカツオに適用することは種間あるいは

タンパク質問の交差性の点で問題があるが，種間交差性

の広いポリクローナル抗体あるいは抗血清を使用するこ

とで，少なくとも推測に値する結果は得られるものと考

えた。結果的には， 4種抗体に対する陽性成分の分布挙

動は類似しているものの同一ではなく，またミオシンと

LDHの二重染色により伺別の反応、スポットが得られた

ことから種間及びタンパク質問の交差性の問題点を軽減

でき，断定はできないが示唆に値する結果が得られたも

のと考えられる。しかし，今後のかつお節製造過程にお

ける EPCの形成機構等の追求過程でタンパク質学的手

法等を組入れ EPC構成成分の同定精度をさらに向上さ

せる必要がある。

本研究により，次の点が明らかになった。①4種抗

体に対する陽性成分の分布状態は Fig.lに示した EPC
の分布と酷似しておりその関連性が強く示唆された。②

筋原繊維タンパク質であるミオシン及びアクチン，筋形

質タンパク震である LDH及びミオグロビンは，両節に

おいて全く同様な分布挙動を示した。③ミオシンーLDH
の免疫ニ重染色の結果，両タンパク質は同じ局所に個別

なスポットして検出された。④ミオシン及びLDHの免

疫染色後，エオシン-yで染色する二重染色の結果，両

タンパク質はエオシンーYにより染色されることが判明

した。以上の結果から， EPCの主要成分はミオシン，

アクチンを含む筋原繊維及びミオグロビン， LDHを含

む筋形質タンパク質の一部である可能性が示唆された。

今まで，かつお節組織をヱオシン染色して観察した例

は，著者ら4)の報告以外見当たらない。また，かつお節

を組織化学的な観点から検討した例は非常に少ない。

Masengi et al10)は，かつお節製造過程の煮熟，壊煙後

のかつお節組織を光学顕微鏡で観察しているが，両処理

による組織変化については言及していない。水島，

森11)はかつお裸節及び本枯節を電子顕徴鏡により観察

し，高熱による筋繊維の変性，アクチン及びミオシン微

細構造の消失，間質における無構造物質の充満及び細胞

内にミトコンドリア変性物質と見なされるミリエン様膜

状物の生成を認めている。 Hataeet al12)及び畑江13)はカ

ツオ生肉を加熱するとアザン染色により赤色に染まる筋

形嚢タンパク質の凝閤物が細胞間に増加することを見出

している。これらの報告では筋細胞内の凝集物は確認さ

れていないが，水島，森11)により見出されているアク

チン及びミオシン微細構造の消失及びミリエン様膜状物

の生成と関連する可能性が考えられる。また， Hatae et 

al12)及び畑江13)の結果からも筋細胞間隙の EPCの一部

は筋形質タンパク質の可能性が高いと思われる。

これまでの一連の研究結果から，まき節における細胞

内EPCの減少要因として，原料魚の漁獲から製造まで

の過程における未知の要因により筋細胞膜とそれを取圏

む筋内膜の崩壊が進み EPCである筋細胞内に凝集した

筋原繊維及び筋形質タンパク質の一部が筋細胞間隙に流

出したと推測した。福岡14)は，カツオと向じ，サパ科

.回遊魚・赤身魚のマサパ生肉の凍結変性を組織学的に

検討し，硬直中あるいは解硬後に凍結した場合には細胞

膜の損傷が明らかに進行することを認め，これは，死後

のpH変化が主要因になっているとしている。このこと

から，未知の要因の 1っとして，まき網カツオの漁獲

方法などによる原料魚の pH低下と凍結方法などが推測

される。これらの観点から，まき綿カツオを原料魚とし

て一本節に匹敵する高品質のまき節を製造するためには

漁獲からまき節製造過程における筋細胞内の EPCの残

留率を高めること，言い換えれば筋細胞膜及び筋内膜の

崩壊要因を究明する必要があると考えられる。
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