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1.はじめに

実際、 in vitroにおいて強力なACE阻害活性を示

亜熱帯に位置する沖縄県は特有な生物資源に恵ま

すペプチドにはin vivoでの血圧上昇抑制作用が確

れ、食品素材も他県とは異なるものが多い。とりわ

認されている。これらペプチドの多くは食用動植物

け、太平洋と東シナ海に囲まれ、かつサンゴ礁の発

由来タンパク質のプロテアーゼ消化物であり、健康

達した海洋環境は沖縄に独特な魚介類をもたらして

機能食品の長期摂取による健康維持を目的とした有

いる。これらの沖縄独自の食品の摂取が沖縄県に長

効な素材として考えられている。

寿者が多いことの一因ではないかと考えられて研究

そこで、本研究ではプロテアーゼの中でも胃内消

者の関心を呼んできた。このような背景から、われ

化酵素の一つであるペプシンを用いて様々な沖縄特

われは沖縄産食品について、その構成成分である色

有海産物の消化物についてACE阻害効果を検討し

素、脂質、多糖体などの健康機能を調査し、健康へ

た。

の寄与を解明すると共に新規機能性食品開発へと展

対象としては、まずオキナワモズク(Cladosiphon

開することを目指している。

okamuranus)を選んだ。本藻は沖縄県の伝統的な

昨今、食品の機能性研究において、植物及び動物

食用海藻であり、全国1位の出荷量を誇る主要水産

由来のペプチドに血圧調節機能があることが明らか

物である。このオキナワモズクは成長段階において

となっており、魚介類のペプチドを含有した健康機

盤状体と呼ばれる特徴的な幼体期を持つ。盤状体は

能食品も市場に出回っている。これらペプチドの血

フラスコのみならず大型施設での培養が可能なので、

圧調節機能は、レニンーアンジオテンシン系におい

種苗生産や、モズク類の機能解析の材料として用い

て、アンジオテンシンI変換酵素(EC3.4.15.1; ACE)

られている1)。陸上で通年栽培技術が確立されてい

の働きを阻害することによる効果と考えられている。

るので、安定した原料確保が可能な新しい食品素材
となる可能性がある。モズク類以外の海藻としては、
独特な食感と鮮やかな色彩で人気特産品となった海
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ぶどう(クビレズタ:Caulerpa lentillifera)、古くか

してペプシンを失活させ、更に2N水酸化ナトリウ

ら食用に供されてきたヒジキ(Hiziki fusiformis)

ムでpH7.0に調整した。消化溶液は遠心分離

やアナアオサ(Ulva pertusa)を試験の対象とし

(15,000rpm, 20

た。海藻類以外では、亜熱帯に特有な二枚貝であり、

ACE阻害活性測定用試験液とした。

min)を行い、得られた上清を

高級海産物として知られるシャコ貝(ヒメシャコガ
生産が確立されており水産資源としての今後が期待

2‑3.ACE阻害活性試験
ACE阻害活性は豊川らの方法3)を改変して測定

されている。

した。すなわち、ホウ酸緩衝溶液に溶解したACE

2.実験方法

溶液50!Jl (67 mU/ml, from rabbit lung, SIGMA
製)と各試料溶液15!Jlを混和後、 37℃で7分間プ

2‑1.実験試料

レインキュベ‑トした。その後、基質溶液125/il

イ: Tridacna crocea)を選んだ。シャコ貝は種苗

オキナワモズクは2003年5月勝連漁業協同組合よ

(7.6mM Hip‑His‑Leu, 608mM NaCl/ホウ酸緩衝
溶液、ペプチド研究所製)を加えて授拝した後に37

り購入した。オキナワモズク盤状体は、諸兄里らが

℃で30分間反応させた。反応後10%TFA溶液20!Jl
(和光純薬製)を添加し、酵素を失活させた。

2003年沖縄県水産試験場で培養した藻体の譲渡を受
けた2)。アナアオサは2004年3月与那原湾で、ヒジ
キは2004年3月金武湾で採取した。クビレズタは
2004年5月に恩納村漁業協同組合から購入した。各々

2‑4. ACE阻害活性の算出

の海藻は採取後使用時まで‑30℃で冷凍保存し、

反応溶液中の遊離ヒプリル酸量をHPLCにて測

FDU‑1100 (EYELA製)で凍結乾燥した後、乳鉢や

定した。分析カラムにはCosmosil 5CVAR‑IIWat

ブレンダーを用いて粉砕し、乾燥試料とした。クビレ

ers 4.6×150mm (ナカライテスク製)を用いて、移

ズタは房状の直立部位と、茎部位に分けて処理した。

動相には0.1%TFAを含有する水(A)及びアセト

ヒメシャコガイは2005年6月に糸満近海で採取さ

ニトリル(B)を用い、濃度勾配溶出(Bを1‑63%、

れた1個体を筋肉、内臓、外套膜の各部位に分別し、

20分)を行った。流速はIml/minとし、検出には

試料とした。

フォトダイオードアレイ多波長検出器(Agilent製)
を使用し、 228nmの吸収で検出した。サンプル添加

2‑2.ペプシン消化

時の値をEs、サンプルに代えてホウ酸緩衝溶液を

各々の海藻乾燥試料(2.5g)に40倍量の蒸留水を
加え室温でホモジナイズ(Astrason XL,

加えた時の値をEcとして、阻害率を %)‑(Ec‑Es)
/EcXIOOの式で求めた。

MISONIX Incorporated製)した。ホモジネ‑ト
を2N塩酸(和光純薬製)でpH2.0に調整した後、ペ
プシン(和光純薬製)を3%重量加え授拝した。 37

2‑5.成分分析
オキナワモズクと、オキナワモズク盤状体の凍結

℃で5時間消化を行った後、 100℃で10分間加熱して
ペプシンを失活させ、更に2N水酸化ナトリウム

乾燥品の一般成分分析については、 (財)沖縄県環
境科学センターに委託した。

(和光純薬製)でpH7.0に調整した。消化溶液は遠

3.実験結果および考察

心(7,000 rpm, 15min)を行いその上清を限外渡
過(5,000NMWL, MILLPORE製)した。溶液200
〃1を減圧乾固し、ホウ酸緩衝溶液(50 mM Na2B4

消化酵素ペプシンで消化分解した6種類の海藻に
ついて、 ACE阻害活性のICs値を求めた結果を

07, 200 mM H3B03, pH 8.3,和光純薬製) 40!Jlで
再溶解してACE阻害活性測定用試験液とした。

(表1 )に示す。今回調べた沖縄産海藻類は全ての種
類でACE阻害活性が検出された。活性成分の同定
は行っていないが、限外渡過を行ってタンパク質や

ヒメシャコガイ試料(12‑19g)は10倍量の蒸留水
を加え、室温でホモジナイズした後、 2N塩酸でpH
2.0に調整し、ペプシンを3%重量加え授拝した。
37℃で5時間消化を行った後、 100℃で10分間加熱

多糖体などの高分子を除いているので、活性本体は
既に報告のあるワカメやヒジキの場合と同じく、プ
ロテアーゼ分解によって生じたペプチドであろうと
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推定された4)5)。最も強いACE阻害活性を示した

1.50

オキナワモズク盤状体の一般組成では通常食用とさ

1.25

れている成熟藻体と比較してタンパク質含量が高い
(図1)0
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ち
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沖縄産海産物のACE阻害活性
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阻害活性が認められた(表1)。更にヒメシャコガ

図1 オキナワモズク成分組成

イを筋肉、内臓、外套膜に分別して調べたところ、
食用部位である筋肉が最も強い活性を示した(図3)0

したがって、ペプシン消化によって生成する活性
ペプチドの量が成熟藻体よりも盤状体試料で多いこ
とが推定された。しかし、活性ペプチドの種類に差異
がある可能性も排除できない。モズク盤状体は大型
の水槽を用いて天候に影響されずに通年の培養が可
能であり、乾燥粉末とすることができるので、食品加
工が容易であるという利点を備えている。更にフコ
キサンチンやフコステロール等の有用成分の含量も
高いことから1)、機能性素材として大いに期待され
る。
モズクと同じく褐藻類に属するヒジキについては、

筋肉

既にそのプロテアーゼ分解物に血圧上昇抑制効果を

図3

有することが報告されている5)。今回、沖縄産のヒ

外套膜

内蔵

ヒメシャコガイ組織別ACE阻害率

同じ貝類であるアコヤガイ7)やマガキ8)のプロテアー

ジキにもACE阻害活性が認められた。
クビレズタについては、房状の直立部と茎状部は

ゼ分解ペプチドに、 ACE阻害による血圧上昇抑制

同等なACE阻害活性を示した(図2)。茎状部は

効果があることが報告されており、沖縄産のヒメシャ

母藻として養殖に幾度か利用された後は、ほとんど

コガイにも同様の作用が期待される。

が廃棄されている。しかし、食用部位である直立部

本研究で検討した沖縄産海藻では、全ての種類で

と同等のACE阻害活性を示したことから、養殖後

ペプシン消化物にACE阻害活性が認められた。し

の再利用の可能性が示唆された。同じく緑藻に属す

かし、海藻類の蛋白質含量は低いので、有効成分で
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あるペプチドを選択して利用できる可能性は低い。
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5.要

約

沖縄産の水産資源の機能性素材としての利用を目
的に、血圧調節機能と深く関わるACE阻害活性を
調べた。
オキナワモズク、オキナワモズク盤状体、ヒジキ、
アナアオサ、クビレズタ、ヒメシャコガイのペプシ
ン分解物について試験をしたところ、いずれにおい
てもACE阻害活性が認められた。今回、最も強い
活性を示したのは、沖縄での陸上培養が可能なオキ
ナワモズク盤状体であった。
これら沖縄産水産資源を、健康機能を有する素材
として広く利用していくことが期待される。

6.謝

辞

オキナワモズク盤状体試料を提供いただいた沖縄
県水産試験場(現、沖縄県庁水産課)諸兄里聴研究
員に感謝致します。

蝣16‑

