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近年，水産物が有する言語い噌好性や健康機能性に対す

る関捺的な関心が高まっている。眠られた資源を有効に

利用していくために，水産物が有するこれらの品質特性

を保持し，またその特性の本体を解明していくことは重

要な課題である。筆者は，水産物の品質を保持するため

に，コンビューターシミュレーションを応用した食品包

装設計法を開発した。一方，水産物の品質を構成してい

る成分は，その多くが水産物に特有な物質であるにもか

かわらず，機能特性がほとんど明らかでなかったことか

ら，主としてアンチエージングの視点からその解明をお

こなってきた。本稿では上記成果の概要を紹介する。

1. 全ては海苔の品質保持から

30年以上も昔の話である。筆者は京都大学農学部水

産学科を卒業後，すぐに農林水産省食品総合研究所にお

いて食品包装にかかわる研究をすることになった。当時

すでにプラスチック包装材料が食品包装に誌く利用され

るようになってきていたが，品質保持の観点からみて，

過剰包装や食品衛生上問題のある包装形態などが珍しく

なかった。そのため，研究室には食品包装にかかわる現

場の問題が頻繁に持ち込まれ，その解決に頭を悩まして

いたが，その対応策を考えることに大いにやりがいも感

じていた。ただ，多くの問題の解決には，経験と知識の

蓄積が必要とされ，学卒でいきなり現場の問題に対応し

ていくことには限界もあった。そこで，個別の問題に一

つ一つ対応するだけではなく，問題に共通している因子

を明らかにし，それをもとに適正包装を提言していくと

いったことはできないものだろうか，それにはどうした

良いだろうかと悩んでもいた。

このころ，食品の品質安定性は，食品中の水分量では

なし水分活性という指標で表される水分の存在状態で

決まるという考えが諸外国で普及しつつあった。しか

し，おもしろい考え方であるとは思ったが，水分活性が

本当に役に立つものであるかは臨感的には受け入れられ

ず，そんな考えもあるのかという程度の認識しか当時は

もてなかった。また，たとえ役に立つ概念であったとし

ても，水分活性を短時間で正確に測定する装置が普及し

ていなかったため，現場の品質管理に利用するのは困難

な状況でもあった。

そんな時， Water activity and foodという一冊の書籍

が筆者の自に留まったのである。通読すると水分活性の

概念が系統的に紹介され，その測定法，利用法，諸外閤

での利用事例等，当時最先端の内容が余すところなく網

羅されていた。日本でも一刻も早くこの概念を普及し，

品質保持に利用しなければ食品の安全性や品質管理で日

本は立ち遅れてしまうと感じるほど筆者にとっては衝撃

的な議籍であった。そこで早速出版社と交渉し，日本語

版1)を上梓した。幸い現夜でも版を重ね，多くの技術

研究者に利用していただくことができ，我が自にお

ける水分活性の親念の普及にお役に立てたと思ってい

る。この翻訳を通じ，水分活性の基本的な概念がほぼす

べて頭に入ったが，これを専門である食品包装に何とか

稽極的に生かしたいとの思いが次にわいてきたのは自然

であろう。すなわち，この概念を利用して，単なる経験

によらない食品包装の考え方を提言できないだろうかと

の思いである。

そのチャンスは案外皐く訪れた。乾海苔の品震保持に

水分活性の披念を導入することができたのである。乾海

苔は乾燥食品であるため，微生物によって腐敗すること

はないが，温度，程度，光等の影響によって品鷲は容易
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に抵下する。養殖技術の確立により，生産量が飛躍的に

伸びた結果，周年供給が可能になり，長期にわたって品

質を保持する必要性がでてきていた事情もあった。しか

し，当時はどのような因子が品質にもっとも大きな影響

を与えるかは明らかではなかった。ただ，湿度が大敵で

あることだけははっきりしていたので，品費保持のため

にはもっぱら大量の乾燥剤とともに密封保存するという

方法が用いられていたにすぎなかった。そこで，乾海苔

の変質要因を明らかにし，適切な品費保持法の開発に関

する研究を開始した。その結果，品質安定性にもっとも

大きな影響を与える因子が水分活性であることが明らか

になったのである。すなわち，ある適性水分活性を維持

したときに最も品鷲変化が少ないことを突きとめること

ができた。そして，プラスチック包装によりこの適性水

分活性を維持することが可能なことをコンビューターシ

ミュレーションで示し，そのシミュレーションに必要な

モデル式も開発した。適性水分活性の維持には包装容器

にいれる海替の量，乾燥剤の量，包装容器の透湿性など

を流通環境に合わせてバランスよく調整することが必要

だが，それらの適正条件を簡単に決定できるようになっ

たのである。開発したモデル式は，乾海苔に限らず乾燥

食品の適性包装設計に広く利用されうる汎用性のあるも

のである。2)すなわち，水分活性という基本的な悶子に

基づいて適正包装を行う手法を開発できたのである。

一方，これらの包装設計法を開発するにあたって，乾

海苔の品質特性にどのような成分がかかわっているか，

いろいろ調べてみた。当時すでにカロテノイド，フィコ

ピリタンパク賓，ポルフイランなど，興味深い構造を有

する成分が海苔中に多数含まれているのが明らかになっ

ていた。しかし，乾海苔は鑑康によい，あるいは長期保

存しても酸化しにくい食品として知られていたが，それ

らの特性と成分との爵係を実証した成果はほとんど無い

といってよいのに気がついた。日本型食生活が民本人の

健康長寿を支えている大きな要関であるといわれてお

り，それを構成する重要な食品のひとつである乾海苔

は，健康にどのように寄与しているのであろうか。乾海

苔が健康に良いとすると，乾海苔だけではなく，多様な

海藻やその他の水産物はどうであろうか。さらには，近

い将来多くの闘で直面することになる高齢化社会におけ

る健康維持や生活の質の確保に対して，水産物の機能性

を積極的に活用できないだろうか等々，水産物と健康の

関係を明らかにする研究を行いたいという強い思いが湧

き出てきたが，本業の食品包装の仕事も忙しく，これら

の解明に着手する余裕はなかった。

そんな時，京都大学で助教授の公募があったのであ

る。食品包装関連の研究，技術開発ですでに一つの城を

構えており，それらをおいて助教授に応募することには

迷いもあったが，様々ないきさつの末，最終的には応募

平田

することを決断した。幸いにも，助教授に採用されて，

京都大学に出向して水産物の品質に関する研究に専念で

きることになった。以下の紙面では，京都大学出向後に

行ってきた海洋生物由来の機能性成分に関する研究につ

いて紹介したい。健康と機能に関する研究といっても，

様々な切り口が可能であるが，本稿ではこれまでの研究

で得られた最近の成果のうち，いくつかをトピックとし

て紹介した。詳細については倍々のトピックについて参

考論文を示したが，水産色素の機能性については，研究

者・技術者向けのおあるいは一般読者向けの4)書籍を参

照いただきたい。

2. テトラピ口一J(...化合物の機能

まず最新に手がけたのは，乾海苔の成分の機能性であ

る。前述のように，乾海苔は水分活性によって安定性が

影響されるが，酸化には比較的安定であるといわれてい

た。一方，乾海苔の全脂肪畿の約 50%がEPAであ

り，それにもかかわらず乾海苔が酸化しにくいとすれ

ば，興味深い事実であることになるが，その真偽は不明

であった。そこで海苔中の抗駿化物質を探索した結果，

光合成補助色素のフィコビリタンパク質が抗酸化性に寄

与していることを見いだした。さらに，類縁のピリベル

ジン(魚類)など水閤生物に豊富に含まれるテトラピロー

ル化合物は強力な抗酸化活性を有していることも確認し

た。また，ブィコピリタンパク質の抗血小板焼集作用や

抗肥満細胞脱穎粒作用に対する影響も調べたところ，細

胞内カルシウム濃度上昇を有意に抑制してこれらの作用

を示すことも見出した。

これらの結果は，テトラピロール化合物を豊富に含ん

だ水産物を穣極的に組み入れた食設計を行うことによっ

て，生活習慣病の予防を期待できる可能性を示してい

る。また，魚介類の内臓(特にピリベルジンが豊宮に含

まれる胆汁)や，未利用の紅藻や藍寵に新たな商業的価

値を与え，未利用資源の有効利用への道を開く手がかり

にもなると考えられ，引き続き研究している。なお，海

苔中には，紫外線吸収物質のボjレフィラ 334が含まれ

ているが，本物質にも抗酸化性があることを見いだし

た。5)

乾海苔は伝統食品として日本人の食卓に欠かせない

が，単においしいだけではなく，私たちの健康維持に役

立つ成分を豊富に含んでいることが改めて明らかにな

り，それをうまく利用してきた先人の知恵には脱開であ

る。温故知新の気持ちで伝統食品の秘密を探っていくこ

とにより様々な新知見の発見に結びつくことになるもの

だと改めて考えている。

3. 高度不飽和脂肪酸の機能

海苔に限らず，海産物には高度不飽和脂肪酸が多量に
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含まれており，これが様々な健康維持機能を有している

ことは論を待たないが，体内に取り込まれてからどのよ

うな形で機能を発揮しているのであろうか。高度不飽和

指肪酸は，文字通り長鎖で二重結合も多数有しており，

食品中ではもちろんのこと，体内に取り込まれてからも

非特異的に酸化，異性化，分解等の化学的な作用を受け

やすい。筆者らは，これら非特異的な作用によって生ず

るEPAの代謝生成物について，その新たな機能を探っ

ている。本稿ではそのなかから EPAのトランス異性体

の機能について紹介する。

近年，油脂の加工工程等で生成するトランス脂肪酸が

動脈硬化の促進作用を有するとして大きな問題となり，

一部の国ではその摂取量に郁隈が設けられるようになっ

た。高度不飽和賠肪酸のトランス異性体は問題にならな

いのであろうか。ヒト血小板やラット肝臓では EPAト

ランス異性体 (TEPA)が存在していることが報告され

ているのである。筆者らは EPAにN02を作用させる

とTEPAが容易に生成することを示した。6)N02は血管

内皮細胞やマクロファージが炎症などの免疫応答時に産

生するー齢化窒素が酸化して生じるフリーラジカルであ

る。すなわち，EPAは生体内で N02によってトランス

異性化される可能性が示唆されたのである。また，

TEPAはEPAよりも駿化に対して安定であることが明

らかになった。7)これはニ重結合がトランス型に変化す

ることによって，水素ラジカルが引抜かれにくくなるた

めであると推測された。酸化安定性が高いことは一般に

は望ましいことと考えられるが， TEPAには私たちの

体に望ましくない活性は無いのだろうか。高度不飽和脂

肪識である EPAのトランス異性体の生理活性を明らか

にすることは，水産物を多量に摂取する我々の食生活に

とって極めて重要なことであろう。そこで， TEPAが

炎症に及ぼす影響および脂賀代謝に及ぼす影響を切らか

にすることを試みた。

TEPAが炎症に及ぼす影響

EPAは抗炎症作用を示す物質としてよく知られてい

る。一方， EPAと向様の高度不飽和脂肪酸であっても

n-6系のアラキドン識は炎症を惹起させる。これは，ア

ラキドン験誘導体であるロイコトリエン九 (LTB4)

が，強力な白血球遊走作用を有しており，その結果炎症

を惹起させるのに対し， EPAから産生される LTB5は

LTB4と比較して非常に免疫活性が弱いためである。す

なわち，EPA由来の LTB5は，アラキドン酸からの

LTB4産生を競合間害することにより抗炎症作用を示す

のである。では，TEPAの抗炎症作用はどうであろう

か。筆者らは，ラット腹腔内浸潤細胞 (PEC)を用い，

LTB4の放出を指標として，TEPAが炎症に及ぼす影響

を評価した。その結果， EPAを添加して培養した PEC

はLTB4を有意に抑制したのに対し，TEPAは抑制し

ないことを見出した。また， TEPAはEPAに比べ

PECに取り込まれにくいことも明らかになった。すな

わち， TEPAはPECの細胞膜リン脂質に取り込まれに

くいため， LTB4の放出を抑制しないことが示唆され，

TEPAの抗炎症作用は EPAよりも弱いと考えられた。7)

TEPAが脂露代謝に及ぼす影響

EPAは血清脂質低下作用を有することが知られてい

るが，この作用には，核内レセプターの liverX recep-

tor α(LXRα)とperoxisomeproliferators合 ctivatedre-

ceptorα(PPARα)が重要な役割を担っている。 LXRα

は脂質生合成に重要な役割を扱う転写因子の SREBP-

1cの発現を制御している。 SREBP-1cは， fatty acid 

synthase (FAS) ， stearoyl CoA desaturase-1 (SCD-1)， 

glycerol-3-phosphate acyltransferase (GP A)などの脂

肪酸生合成やトリグリセリド合成に関与する主要な遺伝

子の転写を誘導する。また PPARαは脂肪酸のβ酸化に

関与する酵素を制御しており，脂肪酸のミトコンドリア

移行に重要な役割を担う carnitinepalmitoyltransferase 

1はその lつである。 EPAなどの高度不飽和脂肪酸は，

LXRαの転写活性をアンタゴナイズすることで脂質生合

成を抑制し，またアゴニストとして PPARα を活性化す

ることで賠肪駿β費変化を光進する。このようにして

EPAは血清脂質を低下させることが知られている。そ

こで，ヒト肝由来細胞の HepG2細胞を用い， LXRα と

PPARα に制御される脂質代謝に TEPAがどのような

影響を与えるか調べてみた。

その結果， TEPAはFAS，SCD-1， GPAのmRNA発

現を EPAよりも有意に抑制した。また， TEPAは

EPAと同等に SREBP-1c発現を抑制したが， EPAが

LXRα， SREBP-1cの転写補助国子である peroxisome

proliferator-activated receptor y coactivator 1s (PGC-

1s)の発現を増加させたのに対し， TEPAは減少させ

た。これらの結果から， TEPAによるトリアシルグリ

セロール合成の抑制は， TEPAがLXRαのアンタゴニ

ストとして機能し， SREBP-1cの発現を抑制すること

に加え， PGC-1βの発現を抑制することによるものであ

ることが示唆された。8)また， TEPAはPPARα をトラ

ンスフェク卜した HepG2細胞において， CPT1の

mRNA発現を EPAよりも有意に誘導し， TEPAは

EPAよりも PPARα を活性化することで脂肪酸のp酸

化を充進することが示接された。これらの結果から，

TEPAはEPAよりも強い脂質代謝改善作用がある可能

性が示されたのである。8)

このように， TEPAはEPAと比較して，抗炎症機能

は弱いが，酸化安定性は高く，脂費代謝改善作用も強い

ことが示唆された。したがって， TEPAの特性を活か

し，免疫機能の低下した高齢者などの脂質代謝の改善に

TEPAを利用する可能性などが考えられないであろう
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か。

また，動物実験により TEPAは血援低密度リボタン

パク質を低下させることも明らかになった。9)これらの

成果は，水産物の高度不飽和脂肪離の新規な機能を示し

たもので，水産物を含めた食設計を考える上で重要きな情

報となると考えている。

4. カロテノイドの機能

カロテノイドは，自然界に極めて豊富に存在する生物

資醸の一つであることが知られており，様々な機能性が

期待されている。これまでに，抗酸化作用，抗腫蕩作

用，抗肥満作用，免疫調節作用などが明らかになってい

る。しかし，海洋生物由来カロテノイドは構造的に陸上

生物のものとは大きく異なるものが多く，しかもi極めて

多様である。筆者らは海洋生物カロテノイドにはまだ多

くの未知の機能が隠れていると考え，それらを明らかに

してきた。ここでは，血管新生抑制作用と抗炎症作用に

ついて紹介したい。

フコキサンチンの血管新生抑制作用

体内で血管が新しく形成される現象である血管新生

は，様々な病態に深く関わっていることが近年明らかに

され，大きな注目を浴びている。病態との関係でもっと

も重要な例は，腫壌における血管新生である。ガン細胞

の増殖にともない形成された腫壌は，その周閤に血管を

新生して自らに栄養分を効率的に取り込み，増殖を促進

する。したがって，悪性腫壌の進行を防ぐために血管新

生抑制物質の開発が期待ーされる。筆者らは，フコキサン

チンとフコキサンチノールが康管新生を強く抑制するこ

とを見出した。抑制作用を評価する手法はいくつかあ

り，例えば，軽幹細胞を匹様体に分化させ，そのとき認

められる血管様構造の形成をフコキサンチンが抑制する

かどうかを観察することで評価が可能であるが，ブコキ

サンチンを添加した細胞では，血管様構造がほとんど認

められなかったのである。10)

これは極めて興味深い事実であり，現在作用機能につ

いて研究を進めているが，血管新生を促進，抑制するい

くつかの因子にカロテノイドが働きかけているらしいこ

とをつきとめている。欧米諸国と比べて，これまで日本

では前立腺ガンや大腸ガンなどの死亡率が低いといわれ

てきた。海藻等を積極的に食してきた伝統的な白木型食

生活の食事ーでは，フコキサンチンを相当程度摂取するこ

とになるが，それが，ガン細胞に対するアポトーシス誘

導作用や血管新生抑制作用を強め，こういった疾患を防

ぐことに役立つているのかもしれない。

血管新生は，悪性腫蕩以外にも肥満や糖尿病性網膜症

など様々な疾病やエージングとかかわっていることが明

らかになってきている。その中で筆者らは皮膚における

シワの発生に血管新生が関与しているという説に興味を

平由

もった。皮膚では通常 TSP-l(Thrombospondin-l)の

作用により血管新生は抑制されているが，紫外線を浴び

ると TSP-lの生合成が抑えられ，血管新生を促進する

VEGF (Vascular endothelial growth factor)の産生が充

進する。その結果，新生された血管を通じて皮膚の正常

な組織成分を破壊する酵素が運ばれ，皮膚がダメージを

受け，これがシワ発生に結びつくという説である。そこ

で筆者らは，皮膚にフコキサンチンを塗布したマウス，

あるいは塗布しないマウスを飼育し，異なる条件下で紫

外線を照、射してシワ形成を観察してみた。その結果，フ

コキサンチンを塗布したマウスでは，効果的にシワ形成

が抑制されることが明らかになったのである。この成果

は，シワ予防にカロテノイドが有効であることを示唆し

ており，化粧品等への用途展開が期待される。

カロテノイドの抗アレルギ一作用

近年，花粉症や食物アレルギーなどのアレルギー疾患

が急増しており，大きな問題となっている。このアレル

ギーの発症に重要な役割を果たしているのが，肥満細胞

である。肥満細胞は，細胞内に穎粒を蓄積しているが，

花粉などのアレルギー原田物費(抗原)が結合すると，

この頼粒を細胞外に放出する(脱顎粒反応)。頼粒の中

にはヒスタミンなどのアレjレギーをおこす化学物質が含

まれており，これらが周辺に作用し，アレルギ一反応

(I製アレルギー)による炎症を引き起こす。そこで，

アレルギー症状の予防や緩和作用を有する物質の探索が

試みられているが，海洋生物由来の抗アレルギ一物質の

探索は大きく遅れている。一方，海洋生物には特異な構

造を有する化合物が豊富に存在しており，これらの化合

物から抗アレルギー作用を有する物質が見出されること

が期待される。筆者らは，海洋生物について 1型アレ

ルギーの抑制作用を有する物質を探索しているが，これ

までにフコキサンチン，アスタキサンチン，ゼアキサン

チンおよびβーカロテンを含むカロテノイドが肥満細胞

の脱穎粒皮応を抑制することを見出した。このようなカ

ロテノイドの作用は，これまで知られていなかったの

で，その機構の解明を試みた。

上述の脱頼粒反応は，次のように起こることが知られ

ている。まず，抗原(花粉など)に特異的な抗体 (IgE)

が肥満細胞表面にある Fce受容体に結合した状態(感

作)で抗原と結合する。一個の抗原はこ偲以上の抗体と

結合できるため IgE閤は抗原によって架橋される。こ

の結果， IgEに結合している Fce受容体が細胞表面で凝

集され，それにともない細胞内に情報が伝達されて脱頼

粒が引き起こされる。筆者らは，カロテノイドは，Fce 

受容体が細胞表面で凝集することを防ぐことで脱頼粒を

抑制することを見いだしたのである。もちろん，凝集が

抑制されるので，その後の情報伝達む起こらない。すな

わち， Fcε受容体が凝集すると， Lynおよび Fynキ
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ナーゼのリン融化，プロテインキナーゼ C(PKC-s)の

活性化および細胞内の Ca2+濃度上昇などが起こるが，

海洋生物カロテノイドで前処理した細胞では，これらの

反応が顕著に抑制されるのである。このとき，海洋生物

カロテノイドは，凝集の足場として用いられる脂質ラフ

トに Fce受容体が移行するのを抑制することで，Fce受

容体の凝集反応、を租害することを確認した。11)これまで

このような機構でアレルギーを抑制する物質は知られて

おらず，極めて重要な知見と考えている。また，この新

機構を利用して脱穎粒抑制物質を探索すれば，これまで

とは異なるタイプの抗アレルギ一物質を見出すことがで

きるのではないかと期待している。

もっともこれらの結果はあくまで細胞を用いた実験で

あるため，in vivoで抗アレルギー効果があるかどうか

の試験も行った。すなわち，一定期間カロテノイドを摂

取させたマウスの耳介を抗原で刺激し，アレルギーによ

る浮腫を惹起させた。海洋生物カロテノイドを摂取した

マウスでは，抗原刺激後の耳介浮腫生成が抑制され，こ

のときヒスタミン量も減少していた。また，耳介の切片

を病理解析したところ，海洋生物カロテノイドの摂取に

より，皮下組織の膨張が抑制されることもわかった。す

なわち，海洋生物カロテノイドは，生体内においても抗

アレルギ一作用を有することを確認できたのである。

このように，海洋生物資源としてのカロテノイドは，

その生理機能の固から用途展開を留ることが大変有望で

ある。より効率的な利用のためにも，機能性評価だけで

なく，消化管吸収や体内動態も含めた様々な側面からの

研究の進展が期待され，筆者らのグループは引き続き研

究を行っている。

5. ゲルコサミンの機能

グルコサミンはキチンを構成するアミノ糖であり，甲

殻類のクチクラの主要成分でもある。近年，関節炎症状

の緩和に有効な物費として非常に住罰されている。しか

し，何故グルコサミンが有効なのかについては定説がな

い。関節軟骨の主要成分としてグリコサミノグリカンが

重要であることはよく知られているが，老化により軟骨

成分は減少し，その際，関節炎症状が現れることがあ

る。この事実から，グルコサミンの摂取により関節軟骨

が再生し，炎症が緩和されるのではないかとの説明があ

るが，広く認められるにいたっていない。そこで，グル

コサミンが抗炎症物質として関節に誼接作用を及ぼして

いる可能性があるのではないかと考え，グワレコサミン関

連物質の抗炎症作用を肥満細胞の活性化に着目し評価し

た。

一連の研究の結果，グルコサミン塩酸塩は，脱穎粒反

応、の上流にある Lynのリン酸化，およびサイトカイン

遺依子の転写を制御している ERKl/2のリン駿化を抑

制する活性を有していることが明らかになった。また，

N-アセチルグjレコサミンも， ERKl/2のリン酸化を抑

制することを認めたのである。

また，カロテノイドと同様に，強制的に耳介浮腫をお

こしたマウスを用いてグルコサミン類の抗炎症作用を調

べたところ，グルコサミン塩駿塩または N-アセチルグ

lレコサミンを経口投与しておいたマウスでは，ヒスタミ

ン生成と耳介浮腫の生成が有意に抑制された。このと

き，耳介切片を病理解析してみると，グルコサミン類の

摂取によって皮下組織の膨張が抑制されたことも確認し

た。12)

これらの実験は，グルコサミンは体内で肥満細胞由来

炎症反応を抑制する作用を有することを初めて示したも

のである。すなわち，グルコサミンの関節炎症状緩和効

果は，少なくとも一部はこの作用に基づくものであるこ

とが強く示唆されたのである。

海洋生物が有する機能性物費の可能性は無限である。

どのような機能があるか，どのようなメカニズムが潜ん

でいるか，様々な思いを巡らすだけでも楽しいが，その

思いを限られた紙面では醤き切れないのが残念である。

この思いはこれからの論文に記していきたい。
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