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Suppressive effect of ATP contained in muscle on the browning of amberjack 

Serio/a dumerili dark muscle during frozen storage 
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Frozen fish products are generally transported and stored at -20℃. This storage condition, however, causes 

rapid progression of autoxidation of myoglobin and browning of dark muscle, reducing the commercial value of 

五shfor sashimi. In the previous paper, we reported the suppressive function of ATP on the autoxidation of my-

oglobin by heat treatment. In this study, we investigated the effect of ATP in muscle on the progression of autoxi-

dation of myoglobin in dark muscle of cultured amberjack during frozen storage at 20℃. Amberjack fillets 

quick-frozen at 50。Ccontaining various concentrations of ATP were prepared and then stored at 20℃for four 

months. The progression of autoxidation of myoglobin was suppressed in the fillets containing high concentrations 

of ATP. We also developed a method for measuring the ratio of generated metmyoglobin in myoglobin contained 

in dark muscle of amberjack. 
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魚肉の色は食品として重要な品質要因である。特に，

血合肉や赤身魚の普通肉は色素タンパク質のミオグロビ

ン（Mb）を多量に含むため，鮮度低下や一20℃のよう

な冷凍食品流通温度での貯蔵流通中にメトミオグロビン

(metMb）が生成蓄積し，肉色が褐色に変化するため刺

身としての商品価値を失う。冷凍貯蔵中の Mbのメト

化抑制法としては，－35℃以下の超低温保蔵が有効で

ありマグロの冷凍貯蔵流通に応用されているが， 1）他の

魚種では超低温流通はコストが高く利用されていない。

本研究で対象とした養殖カンパチSerioladumeriliやブ

リSeriolaquinqueradiataを海外へ冷凍品として輸出す

る際には 20℃で流通しているため，血合肉の褐変が

問題となる。－20℃における魚類血合肉の褐変は Mb

* Tel/Fax: 81-99 286 4210. Email: kimura@fish.kagoshima-u.ac.jp 

のメト化を原因としているが，これを抑制する技術の開

発は水産業界から強く要望されているものの有効な方法

は開発されていない。なお，血合肉の褐変を抑制するた

めに一酸化炭素処理をしたブリ類の冷凍品が米国など限

られた国へ輸出されているが，一酸化炭素処理で生成す

るカルボキシミオグロビンは独特なピンク色を呈し，さ

らに鮮度が低下しても色の変化が起きにくいことから消

費者が鮮度誤認を起こすことが指摘され，日本や EU

などでは許可されていない方法である。2）水産物を高品

質な状態でグローパルに流通させるためには，－20℃

流通で一酸化炭素処理によらない褐変抑制方法の開発が

必要である。

著者らは前報において，生体内エネルギ一物質の
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ATP （アデノシン三リン酸）がマグロ Mbの熱処理に

おけるメト化を抑制することを報告した。3）本研究では

ATPの機能に着目し，魚肉中に含まれる ATPが－20

℃貯蔵における血合肉のメト化進行に及ぼす影響につ

いて明らかにすることを目的に養殖カンパチを用いて試

験を行った。すなわち，カンパチを活けしめ後，海水氷

溶液中で冷却と放血処理を行うが，この時間を調整する

ことにより ATP濃度が異なる魚肉フィレを調製した。

得られたフィレを－50℃で急速凍結し，その後 20℃ 

で4ヶ月間貯蔵を行い，筋肉内 ATP濃度と Mbのメト

化進行との関係について分析を行った。血合肉の褐変の

程度は Mbのメト化率を指標にして測定したが，研究

の初期にマグロ Mbのメト化率測定法である尾藤法4）を

カンパチ血合肉の Mbに応用したところ，活けしめ直

後の高鮮度状態の魚肉で色調も鮮やかな赤色を示すもの

でもメト化率が高い値として算出されることを確認し

た。ブリ類の血合肉のメト化率測定において尾藤法を応

用した場合，活けしめ直後から高い値を示すことが報告

されている。5-7）そこで本研究では，新たにカンパチ血

合肉 Mbのメト化率測定法の開発を行った。方法はカ

ンパチ血合肉から Mbを精製し，精製Mbからデオキ

シミオグロビン（deoxyMb），オキシミオグロビン

(oxyMb), metMbをそれぞれ調製し，各Mbスペクト

ルの特性からメト化率を導き出す測定波長と式を求め

た。さらに，メト化率測定は血合肉から抽出した粗ミオ

グロビン（cMb）溶液を用いるが， cMb溶液の濁度は

スペクトル測定に影響を及ぼすので，溶液の清澄化法に

ついても検討し，カンパチMbメト化率測定法を確立

L fこ。

材料と方法

材料鹿児島県桜島沖で養殖されたカンパチ 15尾

（平均体重3.14kg）を 2011年7月に活けしめして試料

とした。延髄刺殺により活けしめ後，脱血と冷却処理の

ために海水氷溶液中で 1,2, 3, 5, 7時間保持した後，各

時間に 3尾からフィレを調製し，それを幅約 5cmに切

断したものをエアープラスト（－50℃）にて凍結した。

これらを真空包装後，－20℃で 0,1, 2, 3, 4ヶ月貯蔵し

たものを試験サンプルとした。－20℃貯蔵期間の影響

は同一個体毎に識別して，個々の変化を追跡した。ま

た，対照としたマグロ Mbは，活状態で漁獲され船上

で 60℃で急速凍結されたミナミマグロ Thunnusmac-

coy ii普通肉（使用時まで－80℃で保存）から調製した。

カンパチ精製Mbの調製カンパチMbの調製はマ

グロ Mbの精製法3,9,10）に従い行った。すなわち，カン

パチ血合肉に 3倍量の 0.1M KCl 20 mM Tris-maleate 

(pH 7.0）溶液を添加しホモジナイズを行い，遠心分離

し上清を得た。この上清の 70-90%飽和硫安画分を沈

肢として集め，これを 0.1M KCl 20 mM Tris-HCl (pH 

7.5）に透析し cMb溶液を得た。 cMb溶液をフィlレター

(Minisart RC 15）で処理したろ液を落合らの方法的に

準じて 0.1M KCl 20 mM Tris司HCl(pH 7.5）で平衡化

した Superdex200 prep grade ( GE Healthcare ）を用

いてゲル櫨過クロマトグラフィーを行った。溶出液の

280nmと540nmの吸光値を測定し Mbを検出した。

Mbの純度と分子量は， SDSポリアクリルアミドゲル

電気泳動（SDS-PAGE）により分析した。 SDS-PAGE

はLaemmliの方法11）に従い， 15%アクリルアミドゲル

を使用して行った。 Mbの分子量は，分子量マーカー

（アト一社製AE1440）を使用し SDS-PAGEにおける

移動距離から求めた。

deoxyMb, oxyMb, rnetMbの調製カンパチMbの

メト化率測定法を確立するために， deoxyMb,oxyMb, 

metMbを調製し可視部吸収スペクトル特性を測定した。

deoxyMbは精製Mb溶液にヒドロ亜硫酸ナトリウムを

1%添加して調製した。12loxyMbはdeoxyMb溶液をス

ターラーで撹持して調製したが， deoxyMbから oxyMb

調製時のオキシ化についてはそれぞれの Mbの可視部

吸収スベクトルの特徴から 540nmにおける吸光値を指

標とし，この吸光値が deoxyMbの556nmにおける吸

光値を越えたものを oxyMbが生成したと判断した。

metMbは泉本らの方法13）に準じて，精製Mb溶液に 3

μMフェリシアン化カリウムを添加して調製した。

deoxyMb, oxyMb, metMbの可視部吸収スペクトル

(500一700nm）の測定は， 0.1M KCl 20 mM Tris-HCl 

(pH 7.5), 25℃， Mb (0.1-1.0 mg/mL）の条件で

Shimadzu UV-1800で行った。

Mbタンパク質濃度は，ウマミオグロビン（ナカライ

テスク製）を標準タンパク質としてピウレット法により

定量した。14)

Mbメ卜化率測定法マグロ Mbメト化率測定法の尾

藤法4）をカンパチ精製Mbのメト化率測定に応用したと

ころ，高鮮度品から精製した Mbの清澄溶液でメト化

率は高い値を示す結果となった。尾藤法では Mb抽出

液の 503nmと540nmにおける吸光値から 540nm/

503nmの吸光値比を求め，メト化率と吸光値比に関す

る関係式よりメト化率を求める。本研究で尾藤法を応用

する場合には，これに準じて行った。本研究ではカンパ

チMbのメト化率測定法を新たに確立する必要があっ

たため，カンパチ精製Mbから調製した deoxyMb,

oxyMbおよびmetMbの可視部吸収スペクトルの特性

を分析し，メト化率を算出するための測定波長を決定し

て算出式を求めた。カンパチMbメト化率測定法およ

びcMbでメト化率を測定する際に必要となる溶液の清

澄化処理方法については実験結果の項で示す。

魚肉 pHの測定 pHの測定は，冷凍状態で細切した
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魚肉tこ5倍量の氷冷した 20mMモノヨード酢酸ナ トリ

ウム溶液を添加しホモジナイズ後， pHメーターで測定

した。

ATP濃度の測定 魚肉に含まれる ATP濃度の分析

は槌本らの方法15）に準じて行った。 ATP濃度の測定は

高速液体カラムク ロマトグラフィ ー自動分析システム

（島津製作所製）を用い，GS-3207E Shodex-Asahipac 

カラムを使用して行った。 測定条件は，分析溶離液と し

て200mMリン酸バッファー （pH2.9）を使用し，検

出波長260nmで測定した。

統計処理 各試験の測定は 3検体以上で行い，デー

タの有意差は Student’st-testで解析した。

結 果

カンパチMbの性状 Fig.1にカンパチ精製Mbの

SDS-PAGE図を示した。対照としたミナミマグロ Mb

も示したが，いずれも単一バンドとして検出され分子量

は約 15000であった。メ ト化率測定法の検討には，こ

れら清澄化した精製Mbを使用した。 Fig.2(A, B）に，

カンパチとミナミマグロの deoxyMb,oxyMbおよび

metMbの可視部吸収スペクトルを示した。両魚種共に

deoxy型， oxy型および met型Mbの典型的な吸収ス

ペク トlレを示し， さらにこれら3状態のMbスベク ト

ルが一点で交わる等吸収点 (isosbesticpoint, IS点と略）

が認められた。 IS点の波長は，カンパチでは 527nm, 

ミナミマグロで 524nmであった。

カンパチMbメト化率測定法 Mbのメ ト化率測定

は，筋肉から抽出した cMb状態で測定するので Mb濃

M A T 
kDaで閉E 『町

97.2 
66.4 

45.0 

29.0 

20.1 

14.3 

Fig. 1 SDS PAGE pattern of purified Mbs from dark 
muscle of amberjack and ordinary muscle of southern 
blue宣ntuna. (A) pun五edamberjack Mb, (T) pun五ed
southern bluefin tuna Mb, (M) molecular weight mar-
kers. 
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度を調整した測定は困難である。従い，尾藤法において

は503nmと540nmにおける吸光値比を応用しマグロ

Mbのメト化率を算出する。カンパチ Mbのメト化率測

定法を確立するために，カンパチ精製Mbから調製し

たdeoxyMb,oxyMb, metMbの可視部吸収スペクトル

(Fig. 2A）特性を応用した。すなわち3状態のMbの

可視部吸収スベクトル曲線は， 527nmで交わる IS点

を有し，さらに deoxyMbとoxyMbのスペクトは 547,

572, 588 nmの3波長で交差した。 これらスペクトルの

特性を応用し，メト化率計算式を以下に導出した。 IS
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Fig. 2 Visible absorbance spectra of deoxyMb, oxyMb 
and metMb from dark muscle of amberjack and ordi-
nary muscle of southern bluefin tuna. (A) amberjack, 
(B) southern bluefin tuna, (a) deoxyMb, (b) oxyMb, 
(c) metMb. Protein concentration of Mb was meas-
ured as 0.25 mg/mL in 0.1 M KCl 20 mM Tris-HCl 
(pH7.5). 
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Fig. 3 Changes in visible absorbance spectra of purified 
native Mb during heat treatment at 25℃ Puri五edoxy 
Mb (1.0 mg/mL) from amberjack was tr巴atedat 25℃ 

in 0.1 M KC! 20 mM Tris-HCl (pH 7.5) solution. In-
serted五guresshow incubation time at 25℃． 
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点は 3状態の Mbが混在しても同ーの吸光値を示すの

で，この波長における吸光値をメト化率算出の基準値と

した。さらに 547nmにおいて deoxyMbとoxyMbの

可視部吸収スペクトル曲線が交差するので， 547nmに

おける吸光値（A）を IS点である 527nmの吸光値 （B)

で除した値 （A/B値）をメト化率算出の指標として使

用した。メト化率 0%はdeoxyMbとoxyMbが混在し

ている状態である。 deoxyMbとoxyMbのスペクトル

が交差した 547nmの吸光値（Ao）は d巴oxyMbと

oxyMbが同じ値を示すことを意味しており，この波長

における吸光値を採用した。 一方，メト化率 100% の

吸光値比は， metMbの547nmに於ける吸光値 （C）を

IS点である 527nmの吸光値Bを用いて求めた C/B値

とした。カンパチ Mbのメト化率 0%のAo/B値は

1.45 ± 0.01 （平均値±標準偏差， n=15）を，メト化率

100%のC/B値は 0.60± 0.02 (n = 15）を示した。以上

の結果からカンパチ Mbのメト化率算出式(1）が得られ

た。
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Fig. 4 Relationship between data on ratio of metMb cal-
culated by the Bitou method and schem巴（1)from the 
spectra shown in Fig. 3. （ロ） data of ratio of metMb 
calculated by scheme 1, （・）data of ratio of metMb 
calculated by the Bitou method. 

筋肉粗抽出液での Mbメト化率測定 筋肉 Mbのメ

ト化率測定では， 一般的に筋肉から抽出した溶液をフィ

ルタ一処理して分析に供されている。魚肉のホモジナイ

ズを遠心分離処理して得られる上清には濁りがあり，分

光分析に供することができない。濁りを除去するため

に，ろ紙（No.3）処理，硫安分画処理およびゲルろ過

処理を行ない，濁りの低減効果と可視部吸収スペクトル

分析で得られるメト化率について比較した結果を Fig.5 

およびTablelに示した。ろ紙によるろ過処理では濁り

は低減せず，濁度があると見かけの吸光値が高くなりメ

ト化率は 26.3%と高い値として計算された。 55%飽和

硫安処理の遠心分離上清溶液は清澄化し，可視部吸収ス

ペクトルは濁度の影響が低減したことを示した。このメ

metMb (%) = 134.84 (A/ B) + 195.03 (1) 

なお， AおよびBは， Mb溶液の A (547 nm), B (527 

nm）における吸光値である。

カンパチMbメト化率測定法と尾藤法との関係 カ

ンパチ Mbのメト化率について，本研究で確立した算

出式（1）と尾藤法との関係について検討した。 Fig.3に

は，カンパチ精製Mbから調製した oxyMbを25°Cで

加熱処理した時の可視部吸収スペクトルの経時変化を測

定した結果を示した。加熱処理時間に対応して oxyMb

のPピークと αピークが減少し metMbが生成されるこ

とが確認された。算出式（1）で基準波長とした IS点の

527nmは，加熱処理で生成した metMbとoxyMbの混

合液においても IS点の波長として確認できた。 Fig.3 

のデータより，カンパチ Mbメト化率算出式(1）および

尾藤法にてメト化率を求めた結果を Fig.4に示した。

d巴oxyMbから調製した直後の oxyMbのメト化率は，

今回確立した算出式（1）では 3%と求められたのに対し

て，尾藤法で算出すると 23%とoxyMbが主要成分の

溶液では大きな誤差が生じることを示した。一方，

metMbの濃度が高くなると，尾藤法で得られるメト化

率との差が少なくなる結果となった。清澄な精製Mb

を用いても，尾藤法で解析したカンパチ Mbのメト化

率は高い値として算出されることが確認された。一方，

両方法のメト化率は直線関係を示したので尾藤法で求め

たメト化率から今回確立した算出式（1）で得られるメト

化率への換算が可能である。尾藤法で求めた値から，今

回確立した算出式（1）で求められるメト化率に換算する

式は以下の通りである。

metMb (%) = (A -22.06) /0. 79 

なお， Aは尾藤法で求めたメト化率である。

(2) 



とATP濃度との関係 カンパチを－20℃で貯蔵した際

に血合肉のメト化の進行に及ぼすATPの影響を測定す

るために，養殖カンパチ 15尾を使用し，活けしめ後，

海水氷溶液中で各時間浸潰したサンプルを作製した。各

サンプル魚肉の ATP濃度と pHをFig.6に示した。活

けしめ後 1,2時間のサンプルのATP濃度は 3μmol/g

と高濃度で残存しているが， 3時間噴から減少が始まり，

5, 7時間のサンプルでは 1μmol/g前後となった。活け

しめ後の経過時間毎の魚肉 pHは6.8-6.6を示し，海水

氷溶液中での放血冷却の経過時間とともに低下傾向を示

したが 0.2程度の範囲内であった。各サンプルフィレを

-50℃のエアープラストで急速凍結後，真空包装し－

20℃で4ヶ月間貯蔵したときの血合肉 Mbのメト化率

の経時変化を Fig.7に示した。－20℃貯蔵期間毎に，

活けしめ後の海水氷溶液保持時聞が 1時間の血合肉 Mb

メト化率を基準として，海水氷溶液保持時聞が異なる各

サンプルのメト化率との有意差を検定した。 20℃貯

蔵開始時（温度調整をするために－20℃貯蔵 1日目に

測定）では，平均メト化率に 22%から 33%とややぱ

らつきはあるが各サンプル聞で有意差は認められなかっ

た。－20℃貯蔵期間と供に各サンプルともメト化率は

上昇するが，活けしめ後の海水氷溶液中での保持時聞が

短く ATP濃度が高いサンプルでメト化の進行は遅いこ

969 冷凍カンパチ血合肉メト化抑制法の検討

ト化率は 1.9%であり，さらにゲルろ過処理をして精製

Mbとして求めたメト化率と同値を示した。以上の結果

から筋肉抽出液の 55%飽和硫安処理遠心分離上清をメ

ト化率測定溶液として使用した。

また， Mb濃度とメト化率との関係について，精製

Mbを用いて測定した結果を Table2に示した。本研究

で確立したカンパチMbメト化率測定法では， Mb濃度

0.05から 1.0mg/mL (547 nmの吸光値では 0.034から

0.753）において，ほぼ同じメト化率を示した。従い，

筋肉抽出液の 55%飽和硫安処理上清の 547nmの吸光

値が 0.035以上0.75以下の範聞でメト化率を算出する

こととしfこ。

カンパチ血合肉の－20℃貯蔵における Mbのメ卜化
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Fig. 5 Visible absorbance spectra of filtered crude ex-
tract, supernatant by ammonium sulfate fractionation 
with 55% saturation and puri五edMb. （圃） crude ex-
tract filter巴dby paper五lterNo. 3, （企） supernatant ob-
tained by ammonium sulfate fractionation with 55% 
saturation, （ロ） purified Mb. 

650 500 550 600 

Wavelength (nm) 

Table 1 Effect of turbidity of Mb solution and ammonium 
sulfat巴（A.S.)fractionation on the measurement of 
ratio of metMb 

6.0 0.0 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Storage time in iced sea water (h) 

Fig. 6 Changes in ATP concentration and pH in amber-
jack muscle during storage in iced water. （・） ATP 
concentration, ( o) pH. 

Purified 
Mb 

metMb (%) 1.9 

Crude Mb Supernatant of crude 
filtered by paper Mb fractionated 
filter (No. 3) with 55% A.S. 

1.9 26.3 

The ratio of metMb was calculated from the data of Fig. 5. 

Effect of protein concentration of Mb on the measurement of ratio of metMb Table 2 

1.0mg/mL 0.5mg/mL 0.25mg/mL O.lmg/mL 0.05mg/mL 0.01 mg/mL 

1.92 1.93 1.97 1.97 1.95 0.74 metMb (%) 

The ratio of metMb in native purified Mb of amberjack was measured at various concentrations of protein and calculated by scheme 1. The absorbance at 
54 7 nm of native Mb at various concentrations of protein was measured. 

0.753 0.253 0.103 0.067 0.034 0.008 Absorbance at 547 nm 
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とを示した。－20℃貯蔵30日のメト化率では，活けし

め後海水氷溶液浸漬1時間のサンプル（メト化率 37.6

%）に対して 7時間のサンプルのみがメト化率 57.3%

で有意差（ρ＜0.01）を示した。貯蔵60日では活けし

め後1時間のサンプル（メト化率45.1%）に対して 3,

5, 7時間のサンプルのメト化率は，それぞれ 53.5,61.6, 

64.3%で有意差（p< 0.05）を示した。貯蔵90日では

活けしめ後1時間のサンプル（メト化率48.8%）に対

して 2,3, 5, 7時間のサンプルにおいて有意差（ρ＜

0.01）を示した。貯蔵 120日では，活けしめ後1時間

のサンプル（メト化率 51.9%）に対して有意差（ρ＜

0.01）を示したのは， 3,5, 7時間のサンプルであり，

活けしめ後7時間ではメト化率が 70%に達した。以上

の結果は，凍結前の魚肉の鮮度状態（ATP濃度の高低）

が凍結保蔵中の血合肉のメト化進行に影響することを示

唆している。

考察

本研究では，ブリ類の冷凍流通で技術課題となってい

る 20℃など通常の冷凍食品や冷凍水産物の流通貯蔵

温度における血合肉の褐変に対する筋肉内 ATPの抑制

作用を明らかにすることを目的とした。研究には養殖カ

ンパチを用いたが，カンパチMbのメト化率測定法の

検討が必要であることを確認したので，本研究では，最

初にカンパチ Mbメト化率測定法の確立を行った。対

照とした魚類Mbのメト化率測定法は尾藤法4）である。

マグロ Mbのメト化率測定法である尾藤法はマグロ以

外の魚類Mbのメト化率測定法としても応用されてき

ているが，魚種によっては血合肉 Mbのメト化率と色

調が合わないことも報告されている。5-8,16）本研究におい

ても高鮮度で色調も鮮やかなカンパチ血合肉の Mbメ

ト化率を尾藤法で測定すると，活けしめ直後でもメト化

率が 20-30%を示すことを確認した。尾藤法でメト化

率が高くなる原因としては， Mb抽出液の濁度の影響が

指摘されている。16）しかしながら，本研究では精製した

Mb溶液を用いてメト化率を測定しているため溶液は清

澄であり濁りの影響は無いと判断されるが，例えばTa-

ble 1に示したカンパチ精製Mbのメト化率（1.9%）を

尾藤法で計算すると 14.9%となった。 Mb溶液が清澄

であるにもかかわらず尾藤法ではカンパチMbのメト

化率は高い値を示すが，我々はこの原因として尾藤法で

採用した 503nmにおける oxyMbとmetMbの吸光値

の魚種特性が影響したと推察した。尾藤法では， oxyM-

bのβピークの最大吸収波長に近い 540nmの吸光値と

metMbの最大吸収波長で oxyMbとの吸光値差が大き

い503nmの吸光値の比を利用してメト化率を算出する。

Fig. 2には（A）カンパチMbと（B）ミナミマグロ Mb

の3状態の Mbの可視部吸収スペクトルを示したが，

503nmにおけるミナミマグロとカンパチそれぞれの

oxyMbとmetMbの 吸 光 値 と の 関 係 を 吸 光値比

(oxyMb/metMb）で比較すると，ミナミマグロで 0.59

± 0.06 (n = 11），カンパチで 0.66± 0.05 (n = 11）と大

きく異なる結果となった。すなわち，カンパチ Mbは

503nmにおける oxyMbの吸光値がマグロ Mbに比べ

てmetMbの吸光値に近い値を示しているので，尾藤法

でカンパチ Mbのメト化率を算出すると metMbがほと

んど生成していない場合でもメト化率が高く算出される

結果となることが確かめられた。そこで本研究ではカン

パチMbのメト化率算出法を新たに検討した。方法は

deoxyMb, oxyMb, metMbの吸収スペクトルの特徴を

利用したものであり， 3状態の Mbのスベクトルが 1点

で交わる IS点の波長（527nm）の吸光値（IS値と略）

を基準として， deoxyMbとoxyMbのスペクトルが交

わる波長（547nm）の吸光値と同波長における metMb

吸光値のそれぞれの IS値との比を求め，メト化率算出

式（1）を導出した。本メト化率算出法のカンパチMbへ
の有用性は， Figs.3, 4の試験において検証した後，カ

ンパチ血合肉の冷凍保蔵における Mbメト化率の測定

に応用した。

Mbのメト化率測定では筋肉から抽出した cMb溶液

について吸光値を測定するが，カンパチ血合肉から抽出

した cMb抽出液は油脂を含み濁りがあるため 0.45μ フ

ィルターでの処理ができなかった。我々は溶液の清澄法

として硫安分画法の応用を検討した（Fig.5, Table 1）。

精製Mbの調製では Mb粗抽出液から爽雑タンパク質



本研究で対象としたカンパチ冷凍品の輸出流通では，

冷凍コンテナの温度は－20℃であることを検証してい

る。この温度での流通貯蔵では 1から 2ヶ月程度で血

合肉の褐変が進行することを我々は経験している。これ

は， Fig.7の筋肉内 ATP濃度が低い状態でのカンパチ

を冷凍貯蔵した場合に 1から 2ヶ月で Mbのメト化率

が50%を超えた結果に対応している。一方， Fig.7の

結果から，筋肉内 ATP濃度が高い状態で冷凍貯蔵する

とMbのメト化率の上昇速度は遅くなることが示され

た。図には示さないが－20℃貯蔵におけるメト化率上

昇速度と筋肉内ATP濃度との関係を解析したところ，

強い相関（r=-0.715）を示すことを認めた。筋肉内

ATPに着目した水産物の冷凍変性抑制に関する研究報

告は限られているが，緒方らは生体内濃度のATPが存

在すると筋原線維タンパク質の冷凍変性は抑制され，数

ミリモルのATP存在下での－20℃における筋原線維タ

ンパク質の変性速度は ATP非存在下の－30℃貯蔵に匹

敵することを報告している。17）また，前報においてマグ

ロMbの30℃熱処理におけるメト化は生理的な濃度の

ATP により抑制されることを報告した。3lFig. 7の結果

は， 20℃のような温度帯での貯蔵中に進行する Mb

のメト化は，筋肉内 ATPにより抑制されることを示唆

している。魚肉鮮度と冷凍貯蔵温度およびメト化の進行

に関しては，橋本らにより興味深い報告18）がなされて

いる。すなわち， K値 0.8以下の高鮮度状態で冷凍した

マグロ肉は－20℃冷凍貯蔵でもメト化の進行は遅く，

-40℃貯蔵と同等の保蔵効果が期待されることを報告

している。報告された鮮度の指標がK値であり ATP濃

度に関する記載はないものの，我々が本研究で得た結果

に対応する内容であると推察している。 Mbのメト化が

ATPにより抑制されるメカニズムについては， Mbの

可視部吸収スペクトル， Mb蛍光， CDスペクトル，

Mb分子径および表面電荷等に関する分析から ATPに

より Mb分子の形状が変化することを示唆する結果を

得ているが， 3）さらに詳細な研究を進めている。なお，

Fig. 7で測定した冷凍解凍魚肉のメト化率が貯蔵初期段

階で20%台を示したことについては以下のように推察

している。本試験では凍結前のメト化率を測定していな

いが 1日冷蔵した血合肉のメト化率は数%～10%台を

示すことを経験している。従い， 20℃貯蔵開始時に

測定したメト化率はやや上昇している値であるが，これ

は冷凍解凍処理が影響したものと推察される。

本研究で得られた成果は，水産業界で解決されていな

い技術課題である 20℃のような比較的温度の高い冷

凍貯蔵時に発生する Mbのメト化を抑制する技術開発

に資するものと考えている。筋肉内に元々含まれている

ATPを活用する技術であり特別な添加物を必要としな

いが，魚肉の凍結時に高濃度のATPが残る活けしめ法
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Table 3 Effect of ammonium sulfate (A.S.) fractionation 
on absorbance of supernatants fractionated by A.S. 
precipitation and centrifugal separation from cMb 
solution 

Supernatant of saturated A.S. fractionation 

55% A.S. 

0.178 

0.121 

1.94 

50% A.S. 

0.186 

0.127 

1.93 

45% A.S. 

0.195 

0.134 

1.92 

40% A.S. 

0.209 

0.148 

4.61 

547nm 

527nm 

metMb (%) 

Supernatants w巴reseparated from cMb solution by A.S. fractiona-
tion with 40, 45, 50 and 55% saturated A.S., respectively. The ratio 
of metMb was calculated by scheme 1. 
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Fig. 8 Effect of ammonium sulfate on the visible absorp-
tion spectra of oxyMb and metMb. The visible absorp-
tion spectra of purified oxyMb and metMb of amber-
jack were measured with or without 55% ammonium 
sulfate (A.SふoxyMb:without A.S. （ー）， with A.S. 
（・・・）， metMb: without A.S. （ー）， with A.S. （…）． 

500 

を除き，さらに次工程でゲルろ過法による精製のために

Mb濃縮を飽和硫安濃度70-90%で行うが， 1回目の硫

安分画処理後の遠心分離上清は清澄化することを経験し

ていた。そこで硫安分画 1回処理において遠心分離上

清が清澄化する飽和硫安濃度を検討したところ， 45か

ら55%で清澄な溶液が得られメト化率が一定の値を示

すことを確認した（Table3）。また，精製した Mbおよ

び精製Mbから調製した metMbの可視部吸収スベクト

ルは 55%飽和硫安溶液中と硫安を含まない溶液中で差

がなく，精製Mbのメト化率は硫安無しで 10.4%，硫

安存在で 11.5%を示したので， 55%飽和硫安存在は

Mbの可視部吸収スペクトルの測定とメト化率の算出に

影響は無いと判断した（Fig.8）。以上の結果からカン

パチ血合肉 Mbのメト化率測定は，ろ紙（No.3）でろ

過した cMb抽出液を 55%飽和硫安で分画し，遠心分

離して得られる清澄上清液の 527nmと547nmにおけ

る吸光値を測定する方法として確立した。



972 井ノ原，黒木，尾上，漬回，保，木村

や致死後の ATP分解を抑制する温度管理等，水揚げ時

から一貫した高度な鮮度管理技術の確立が必要である。

本研究成果は，冷凍カンパチを香港などに輸出している

企業で応用されている段階にある。また，筋肉内 ATP

を利用した高品質冷凍刺身商材の生産と流通を実現する

ために，カンパチ以外の魚種への応用としてゴマサパ

Scomber australas的tsやキハダ Thunnusalbacaresにつ

いて研究を進めている。さらに，本研究で魚種毎に Mb

の deoxy型， oxy型， met型の 3状態Mbの可視部吸

収スペクトルが異なることを示唆する結果が得られたの

で，新たに数魚種の Mbを精製しメト化率測定法につ

いて検討を行った。得られた結果について次報で報告を

予定している。

謝辞

本研究の一部は科研費（22580225）の助成を受けた

ものである。

文献

1) 岡崎恵美子．ミオグロビンのメト化．「新版食品冷凍技

術」（新版食品冷凍技術編集委員会編）社団法人日本冷
凍空調学会，東京 2009;87-89. 

2) ブリへの一酸化炭素の使用について．（平成9年9月19
日）衛乳第263号衛化第 124号．厚生省生活衛生局乳肉
衛生課長，食品化学課長，東京.1997. 

3) Inohara K, Kimura I, Yuan C. Suppressive effect of ATP 
on autoxidation of tuna oxymyoglobin to metmyoglobin. 
Fish. Sci. 2013; 79: 503-511. 

4) 尾藤方通．冷凍マグロ肉の肉色保持に関する研究－1.冷

凍貯蔵中の変色と水抽出液の吸光曲線との関係．日本水
産学会誌 1964;30: 847 857. 

5) Tsukamasa Y, Kato K, Bimol CR, Ishibashi Y, Kobayashi 
T, Itoh T, Ando M. Novel method for improving the an-
tioxidative properties of fish meat by direct injection of so-
dium L-ascorbate into the blood vessels of live五sh.Fish. 
Sci. 2013; 79: 349-355. 

6) 石原則幸，荒木利芳，井上美佐，西村昭史，朱政治，

レカ・ラジュ・ジュネジャ，森下達雄．緑茶ポリフェ

ノール給与飼育によるブリ筋肉氷蔵中の酸化防止効果．
日本食品科学工学会誌 2000;47: 767一772.

7) Arai H, Tani W, Okamoto A, Fukunaga K, Hamada Y, 
Tachibana K. Suppression of color degradation of yellow-
tail dark muscle during storage by simultaneous dietary 
supplementation of vitamins C and E. Fish. Siα. 2009; 75: 
499 505. 

8) 大山憲一，初野元秀，植田豊，竹森弘征，多回武夫．

養殖ブリの血合筋の褐変抑制に及ぼすオリーブ葉粉末添
加飼料の投与効果．水産増殖 2010;58: 279-287. 

9) 落合芳博，渡辺良明，内田直行，小津秀夫，渡辺終五．

イワシクジラ骨格筋ミオグロビンの生化学的および熱力
学的性状．日本水産学会誌 2010;76: 686-694. 

10) 落合芳博．クロマグロで発生したヤケ肉における肉質の

変化および水溶性タンパク質の変性．日本水産学会誌
2010; 76: 695一704.

11) Laemmli UK. Cleavage of structure proteins during the 
assembly of the head of bacteriophage T4. Nature 1970; 
27: 955-960. 

12) 三浦弘之，泉本勝利，塩見雅志．ミオグロビンの自動酸

化速度の測定法について．帯広畜産大学学術研究報告
1979; 11: 389-401. 

13) 泉本勝利，山口恭史，三浦弘之．食肉のメトミオグロビ

ン形成とメトミオグロビン還元活性に及ぼす脱酸素と炭
酸ガスの影響．帯広畜産大学学術研究報告 1985;14: 
219-225. 

14) Gornall AG, Bardwill CJ, David MM. Determination of se-
rum proteins by means of the biuret reaction. J Biol. 
Chem. 1949; 177: 751-766. 

15) 槌本六良，三島敏雄，宇津木照洋，北島俊一，矢田殖

期，保田正人．動揺の激しい船内でのATP関連化合物

の分離定量法 逆相分配カラムによる高速液体カラムク
ロマトグラフィ一法．日本水産学会誌 1985;51: 1363-
1369. 

16) 江平重男，内山均，角田聖斉．マグロの品質判定にお
ける簡易メト化率測定法の吟味．日本水産学会誌 1984;
50: 269-274. 

17) 緒方由美，進藤譲，木村郁夫.ATPによる魚類筋原線

維タンパク質の冷凍変性抑制．日本水産学会誌 2012;
78: 461-467. 

18) 橋本周久，渡部終五．マグロ肉の凍結貯蔵中における肉
色および保水性の変化．日本水産学会誌 1983;49: 203-
206. 



筋肉内 ATPによる冷凍カンパチ血合肉の褐変抑制

井ノ原康太（鹿大院連農），黒木信介（鹿大水），

尾上由季乃（鹿大水），演目三喜夫（敬天水産），

保聖子（鹿児島水技セ），木村郁夫（鹿大水）

冷凍水産物は一般に－20℃で流通しているが，凍結保蔵中

にミオグロビン（Mb）のメト化が進行し商品価値を失う。我

は々ATPのMbメト化抑制作用を前報で報告した。本研究で

はー20℃保蔵におけるカンパチ血合肉のメト化に及ぼすATP

の作用について検討した。養殖カンパチを活けしめ後，筋肉中

のATP濃度が異なる魚肉を調製し 50℃で急速凍結後，

-20℃で4ヶ月間貯蔵しメト化進行を測定した結果，高濃度

ATPを含有する魚肉でメト化抑制を示した。また，本研究の

ためにカンパチMbのメト化率測定法を確立した。

日水誌， 80(6)' 965-972 (2014) 
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