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Ⅰ．事業実施計画の概要 

 

１． 研究開発の目的・目標および内容 

ブリ類は我が国の海面養殖業の総生産額の 6 割を占める重要養殖魚である。政府は 2019

年に農林水産品・食品の輸出額 1 兆円の目標を掲げており、養殖の成長産業化を推進する

ために戦略的品目としてブリが選定されている。近年のブリ類の総輸出額は年間 150 億円に

迫る勢いで増加傾向にある。ブリの輸出先はアメリカが約 85％を占める。この理由は、輸出用

のブリ類の約 9 割が冷凍であること、冷解凍後の血合筋変色(褐変) 防止には一酸化炭素

(CO)処理が必要不可欠であること、ブリ類の主要な輸出国ではアメリカのみCO処理が許可さ

れていることが挙げられる。食品への CO 使用が禁止されている国・地域へのブリ類の輸出拡

大には、CO 処理以外の生食用冷凍水産物の高品質化技術が不可欠である。しかし、現在の

ところそのような実用技術は見当たらない。生鮮用冷凍水産物を対象とした褐変防止技術は、

アジア圏への水産物の輸出拡大を後押しすることが期待される。 

 代表機関である水産研究・教育機構は、ガス置換技術（Modified Atmosphere:MA）＊1を利用

し、高濃度の酸素ガス存在下で凍結まぐろ肉を解凍することにより、まぐろ肉の褐変を抑制す

ることができる「酸素充填解凍技術」＊2（酸素ガス置換包装又は酸素ガス置換貯蔵を用いたマ

グロ類等の筋肉の冷蔵、冷凍、解凍、貯蔵法、並びに酸素ガス置換包装されたマグロ類等の

筋肉、特開 2015-15946）を開発し、解凍後 3 日間の色調保持及び肉質改善（ドリップ流出の

低減、テクスチャーの改善、生臭さの低減）を可能にした。この技術は、酸素化されたミオグロ

ビン ＊3によって鮮赤色となり、メト化（酸化）による褐変が抑制されることが関係するが、色調保

持や肉質改善の分子メカニズムは未解明である。一方、この技術を養殖ブリに適用した結果、

冷凍ブリ血合筋の褐変を抑制する作用を持つことが見出された。ブリの場合は、漁獲後 1 日

以内に酸素充填処理し、血合筋内部まで酸素を浸透させ、ブライン凍結装置等で急速に凍

結し、-40℃以下で保存、流水等で急速に解凍する方法が最適であることも見出している（未

発表）。しかし、この知見を実用化するにあたり、血合筋内部まで酸素を浸透させる方法がな

いため、酸素浸透方法の開発が急務となっている。また、夏季の性成熟した養殖ブリ個体に

対しては効果がないことが予備実験により明らかになっていることから、成熟に伴って変化す

る原料特性を把握したり、天然で漁獲されたブリ個体への技術の応用が必要である。そのた

め、漁獲時期、漁獲場所、漁獲方法等が異なるブリ個体に対する酸素充填技術の効果を検

証することは、より安定した品質の製品を製造するために重要である。 

 このように酸素充填技術は、ブリ血合筋の褐変防止のための有望な特徴を有するが、厚労

省から「鮮魚に対する食品添加物の使用について(平成 3 年 6 月 21 日付け衛乳第 42 号・衛

化第 36 号)」により、食品の品質、 鮮度等に関し消費者の判断を誤らせるような恐れがあるも

のは、食品添加物として鮮魚へ使用しないよう指導されている。農作物では、MA は簡便で経

済的なことから収穫物の鮮度保持技術として広く利用されている。また、食品の国際規格であ
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る CODEX 規格では水産物を対象とした MA 貯蔵における最適なガス組成が提案されてお

り、グローバルに認知された鮮度保持技術となっている。日本では生鮮水産物への MA の利

用は進んでいないが、一部の大手量販店や外資系水産加工業者が MA 包装された水産物を

市販しており、廃棄ロスの削減効果が期待されている。また、大手通販サイトやネットスーパー

では魚介類を含む生鮮食品を対象とした宅配サービスが開始され、MA 技術に対する業界の

ニーズはさらに高くなっている。一方、水産業振興の観点からも、養殖ブリの生産にはまだ余

力が十分あるが、国内消費の市場規模は限られており、生産が抑制されているのが現状であ

る。そのため、増産分を輸出に割り当てれば養殖生産者の収益性改善に大きく貢献する。ま

た、天然漁獲物に対しても、ブリは比較的漁獲時期が限定されるため、豊漁により国内需要の

バランスが崩れ、魚価低下が発生している。余剰に漁獲されたものを適切に凍結貯蔵し、生食

用製品として出荷したいという現場ニーズは極めて強い。しかし、現状では一旦凍結解凍した

魚肉は急激な褐変による外観の劣化から、生食用としては取り扱うには使用上の制約が大き

い。このような問題を解決することによって、生産者の収益性を改善し、安定化させることは水

産業発展のために重要である。 

 このような高い現場ニーズと多様化する消費者ニーズに対応するため、本事業では以下の 4

つの項目を研究目標として設定した。 

 

（1）ブリ類、まぐろ類等を対象とした生食用冷凍水産物の高品質化技術を開発し、業界団体、

養殖業者及び加工業者が冷凍製品を試作し、貯蔵試験、品質評価試験を実施し、実用化に

向けた基盤を整備する。 

（2）魚肉の肉質劣化要因及び酸素充填技術による品質改善の作用機序を解明する 。 

（3）流通現場における実地検証として、ブリの海外市場のニーズ調査及び冷凍ブリ類製品

の開発、海外市場開拓に向けたプロモーションを実施する。 

（4）酸素充填処理された水産物が食品として安全性を十分に確保しているか検証を行う。また、

食品の品質・鮮度等に関し、消費者の判断を誤らせるようなものではないことを説明するため

の証拠を得る。得られた知見や情報は厚労省等の関係機関に開示し、国内における酸素充

填技術の使用許可に向けた取り組みを行う。 

 

代表機関である水産研究・教育機構は、酸素充填技術を利用した冷解凍後のまぐろ肉の

褐変を抑制するための「酸素充填解凍技術」（酸素ガス置換包装又は酸素ガス置換貯蔵を用

いたマグロ類等の筋肉の冷蔵、冷凍、解凍、貯蔵法、並びに酸素ガス置換包装されたマグロ

類等の筋肉、特開 2015-15946）を開発し、解凍後の色調保持を可能にした。この技術を養殖

ブリに適用した結果、冷凍ブリ血合筋の褐変を抑制する作用が見出された。一方で、酸素ガス

は CO ガスと比較して筋肉中のミオグロビン ＊3との結合性が低く、さらに組織浸透性が低いこ

とから一般的な MA 技術では厚みのある組織中には浸透しない。特に血合筋は脂質含量が

高く、ミトコンドリアを多く含むことから酸素消費量が高い組織である。現状では表面から 2mm
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程度しか効果が見られず、フィレーやロインの形態での製品は作ることができない。また、酸素

充填技術による肉質改善は、酸素と結合したミオグロビンが鮮赤色となる色調保持だけではな

く、テクスチャーの改善、ドリップ流出量の減少、食味の改善など複合的な作用を持つことが明

らかになっているが、その原理は解明されていない。一方、組織染色および免疫組織化学に

よる組織観察により、筋繊維の組織構造が緻密になり、細胞小器官の膜構造が維持され、凍

結・解凍による組織ダメージが軽減されていることを見出している。これまでに質量分析計によ

るメタボローム解析 ＊4によって、酸素ガス処理が、TCA 回路、解糖系およびそれらに関わる遊

離アミノ酸、脂肪酸および糖質の代謝に影響し、エネルギー産生に関わる代謝物を変動させ

ることが示唆された。すなわち、酸素ガスは好気的条件でエネルギー代謝を亢進させ、魚肉中

の反応性が高い中間代謝物を低減することが肉質向上に重要であるとの作業仮説を立てた。

本事業において、代謝経路を網羅したメタボローム解析及び代謝経路の作用を生化学、組織

学、薬理学および分子生物学的に解析することによって、酸素充填技術の作用メカニズムを

解明する。厚労省が本技術を正式に許可するためには、酸素充填解凍技術の効果を科学的

に証明し、作用機序や安全性を証明することが重要な要素となる。一方、ブリ類及びまぐろ類

に対する実用技術については、都道府県の各機関の協力を得ながら、民間企業のノウハウを

取り入れ、販売条件を加味した方法を検討する必要がある。海外市場のニーズを反映した冷

凍ブリ類製品を開発し、海外市場開拓に向けたプロモーション活動を実施し、流通現場に

おける実地検証を行う。以上のようにメタボローム解析及び代謝物の作用機序の解明を実施

し、酸素充填処理による効果の裏付け及び食品としての 安全性に関する科学的データーを

厚生労働省に提供することが可能になる。ブリ類及びまぐろ類に対する実用技術を開発し、

流通現場における実地検証を行うこととしており、目標設定は妥当なものである。 

本事業（全体計画３年間）では、ブリ類、まぐろ類等を対象とした生食用冷凍水産物の高品

質化技術を開発するとともに、魚肉の肉質劣化要因及び酸素充填技術による品質改善の

作用機序を解明する 。流通現場における実地検証として、養殖及び天然ブリの海外市場

のニーズ調査及び冷凍ブリ類製品の開発、海外市場開拓に向けたプロモーション活動を

実施する。消費者や厚生労働省等への酸素充填技術の正確な情報提供等のために、安全

性試験を実施し、酸素充填技術が一酸化炭素 (CO)処理とは異なり、人体に影響がなく安全

であり、かつ、生鮮魚肉の品質も外見から判断される品質と一致することを証明し得る情報を

収集をする。また、酸素充填技術の使用に対する懸念材料の収集やその解決方法について

も検討する。 

 具体的には、養殖ブリ・まぐろ等を対象とした実用的な技術を開発する。水産研究・教育機

構が開発した凍結まぐろ用の技術（特開 2015-15946）を養殖ブリに適用した結果、冷凍ブリ血

合筋の褐変を抑制する作用を持つことが見出された。ブリの場合は、漁獲後 1 日以内に酸素

充填処理し、血合筋内部まで酸素を浸透させ、ブライン凍結装置等で急速に凍結し、-40℃

以下で保存、流水等で急速に解凍する方法が最適である。しかし、血合筋内部まで酸素を浸

透させる方法がなく、有効な酸素浸透法の開発が急務となっている。フィレーもしくはロインに
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は適用するために、まず、高圧ガス置換処理、インジェクション等の技術の適用を検討する。

酸素ガス圧力、酸素濃度、インジェクション処理時間等を調節し、血合筋の色調と褐変を

指標に処理条件の最適化を行う。協力機関の協力を得ながら、最適な方法を確定する。ま

た、酸素充填処理されたブリ肉の 細胞構造（細胞膜、細胞小器官）を電子顕微鏡で観察す

るとともに、筋肉の表面から中心方向に酸素分圧がどのように変化するのかをニードルタイプ

の溶存酸素計を用いて測定する。良好な成果が得られた場合は特許出願する。完成した

技術は都道府県の参画機関に技術移転し、次年度以降の実証試験に使用する。また、夏

季の性成熟個体に対しては効果がないことが予備実験により示唆されているが、天然で漁獲

されたブリ個体に対する知見（漁獲法及び漁獲時期の違い）はほとんどないことから、漁獲時

期、漁獲場所、漁獲方法等が異なるブリ個体に対する効果を検証することは、より安定した品

質の製品を製造するために重要である。民間の参画機関から助言を得ながら、販売に即した

ブリ製品を作製するための実用技術を完成させる。また、まぐろを対象とした 実用技術も確立

させる。まぐろ肉の酸素透過性を明らかにするとともに、酸素充填処理による凍結技術を確

立する。従来の方法と異なり、消費者や飲食業で利用しやすい製品の加工技術を構築す

る。良好な結果が得られた場合は特許出願する。 

  

 

平成 30 年度実施計画 

 

 本年度は初年度として以下の 4項目を実施する。初年度は 3つの参画機関が中心とな

り、実用技術の開発、技術の作用機序の解明及び安全性試験を進め、研究の基盤を構築

する。次年度に現在、協力機関となっている各都道府県及び法人の機関、民間企業が参

画機関となり、開発された技術の移転を進め、実用化に向けた基盤を構築する。 

 

項目１：魚肉の品質劣化の原因と酸素充填解凍の作用機序の解明 

メタボロミクスによる代謝物の網羅的解析手法の構築及び魚肉の代謝物解析を行う。キ

ャピラリー電気泳動質量分析計（CE-MS）を用いた メタボロミクスによる代謝物の網羅的解

析手法を構築する。ブリ血合筋及びマグロ筋肉における代謝物質の一斉分析を行う。一方、

肉質劣化の原因となる筋肉に残存する血液量を定量し、色素タンパク質（ミオグロビン、

ヘモグロビン）の分別測定法を開発する。種々の条件下における色素タンパク質の構造

に関する分子動力学シミュレーションを実施する。また、ミオグロビンのメト化を促進

する原因物質の同定を進め、血合筋の褐変メカニズムを考察する。 

 

項目 2：ブリ・マグロ等を対象とした酸素充填解凍の実用技術の確立 

 養殖ブリ及びマグロを対象とした実用技術の開発に取り組む。課題となっているブリ 血合

筋内部までの酸素ガスの浸透方法を開発する。また、凍結マグロの消費者や飲食業で利



 7 

用しやすい製品加工技術の開発に取り組む。本事業ではブリ血合筋の品質評価法をそれ

ぞれの機関で共有する予定である。 

 

項目 3：消費者や厚生労働省等への酸素充填解凍技術の正確な情報提供 

 本事業で得られた安全性に関する科学的データーを厚生労働省に提供し、評価を受け

る。消費者や厚生労働省等への酸素充填技術の正確な情報提供等において、安全性試験

を実施し、人体に影響がなく安全であることに関する情報を収集するとともに、酸素充

填技術の使用に対する懸念材料の収集とその解決方法について検討する。 

 

項目 4. 検討委員会の設置・運営 

 事業の実施計画、成果の取りまとめ及び技術的事項等に関する検討・審議並びに本事業

の実施結果について評価を受けるための学識経験者及び業界有識者をもって構成する委員

会を開催する。 

 
 

2. 事業実施体制 

 

酸素充填解凍を用いた生鮮用冷凍水産物の高品質化技術開発共同研機関として産学官

連携による体制で実施する。 

 国立研究開発法人 水産研究・教育機構を代表機関とし、国立大学法人東北大学大学院、

鹿児島県水産技術開発センターが初年度から事業に参画し、基盤技術を構築する。 神奈川

工科大学、北海道立総合研究機構中央水産試験場、公益財団法人函館地域産業振興財団

北海道立工業技術センター、千葉県水産総合研究センター、地方独立行政法人鳥取県産業

技術センター、大分県農林水産研究指導センター、宮崎県水産試験場、一般社団法人全国

海水養魚協会、マリンハーベストジャパン株式会社は初年度は協力機関とし、次年度から参

画機関となり、技術の実用化に取り組む。 

 日本遠洋旋網漁業協同組合、東洋漁業株式会社、熊本県海水養殖漁業協同組合、日本か

つお・まぐろ漁業協同組合は協力機関として参加する。 

  事業全体の研究総括として国立研究開発法人 水産研究・教育機構中央水産研究所水産

物応用開発研究センター長を、推進リーダーとして同研究所水産物応用開発研究センター主

任研究員を配し、また水産庁との連絡等窓口として水産研究・教育機構本部研究推進部研究

開発コーディネーター1 名を配する。 
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Ⅱ．事業全体の計画案 

（１）魚肉の品質劣化の原因と酸素充填解凍の作用機序の解明 

 キャピラリー電気泳動質量分析計 *5（CE-MS：Agilent、必要に応じてLC-MS、GC—MS、NMR）

を用いた メタボロミクスによる代謝物の網羅的解析手法を構築し、ブリ血合筋及びマグロ筋

肉の抽出液に対して TCA 回路、解糖系、アミノ酸及び脂肪酸代謝、ビタミン類、エネルギ

ー代謝物質等の一斉分析を行う。生鮮の魚肉と冷解凍後の魚肉の比較、酸素充填処理

の有無等の条件に分けたサンプルからデーターを収集し、多変量解析、判別分析、パスウ

エイ解析等を実施し、褐変に関わる代謝経路、酸素充填処理によって活性化もしくは抑制さ

れる代謝経路 を推定する。メタボローム解析等によって同定された代謝物と褐変進行の関

係を明らかにするために、代謝物とミオグロビンの相互作用を 分子動力学シミュレーション

による in silico 解析 ＊6により結合性を判定し、ミオグロビンの酸化や不安定性に及ぼす影響を

解析する。一方、魚肉中で発生する活性酸素種を中心に、ミオグロビンの酸化を誘導する

物質を同定する。さらに、ミオグロビンの酸化に対する魚肉中の抗酸化物質の作用機序を

解明する。以上から、魚肉の褐変を促進または抑制する物質を特定し、貯蔵中及び冷解

凍による品質劣化要因を明らかにするとともに、酸素充填技術による品質改善の作用機序

を解明する。 

  

（２）ブリ・マグロ等を対象とした酸素充填解凍の実用技術の確立 

 養殖ブリ・マグロ等を対象とした実用技術開発を実施する。代表機関である水産研究・教育

機構が開発した冷凍マグロ用の技術（特開 2015-15946）を養殖ブリに適用した結果、後述す

るように一部に問題があるものの、冷凍ブリ血合筋の褐変を抑制する作用を持つことが見出さ

れた。ブリの場合は、漁獲後 1 日以内に酸素充填処理し、血合筋内部まで酸素を浸透させ、

ブライン凍結装置等で急速に凍結し、-40℃以下で保存、流水等で急速に解凍する方法が最

適である。しかし、血合筋内部まで酸素を浸透させる方法がなく、酸素浸透方法の開発が急

務である。フィレーもしくはロインには適用する必要がある。まず、高圧ガス置換処理、イン

ジェクション等の技術を適用する。酸素ガス圧力、酸素濃度、インジェクション処理時間等

を調節し、血合筋の色調と褐変を指標に処理条件の最適化を行う。協力機関の協力を得

ながら、最適な方法を確定する。また、酸素充填処理されたブリ肉の 細胞構造（細胞膜、細

胞小器官）を電子顕微鏡で観察するとともに、筋肉の表面から中心方向に酸素分圧がどのよう

に変化するのかをニードルタイプの溶存酸素計を用いて測定する。良好な成果が得られた場

合は特許出願する。完成した技術は都道府県の参画機関に技術移転し、次年度以降の

実証試験に使用する。また、夏季の性成熟個体に対しては効果がないことを予備的に調べ

ており、天然で漁獲されたブリ個体に対する知見（漁獲法及び漁獲時期の違い）はほとんどな

いことから、漁獲時期、漁獲場所、漁獲方法等が異なるブリ個体に対する効果を検証すること

は、より安定した品質の製品を製造するために重要である。民間の参画機関から助言を得な



 10 

がら、販売に即したブリ製品を作製するための実用技術を完成させる。また、まぐろを対象とし

た 実用技術を確立させる。まぐろ肉の酸素透過性を明らかにするとともに、酸素充填処理

による凍結技術を確立する。従来の方法と異なり、消費者や飲食業で利用しやすい製品

加工技術を構築する。良好な結果が得られた場合は特許出願する。 

  

（３）流通現場における実地検証 

 流通現場における実地検証として、ブリの海外市場のニーズ調査及び冷凍ブリ類製品の

開発、海外市場開拓に向けたプロモーション活動を実施する。業界団体、養殖業者及び加

工業者によって冷凍製品を試作する。ブリの海外市場のニーズ調査及び冷凍ブリ類製品の

開発、海外市場開拓に向けたプロモーションを実施する。特に、アジア圏をターゲットとした

輸出戦略として、現地の飲食店、量販店関係者を対象に試食会及びアンケート調査を行い、

販路を開拓する。 

  

（４）消費者や厚生労働省等への酸素充填解凍技術の正確な情報提供 

 最終的に、本事業で得られた安全性に関する科学的データーを厚生労働省に提供し、

評価を受ける。消費者や厚生労働省等への酸素充填技術の正確な情報提供等において、

安全性試験を実施し、酸素充填技術が CO 処理とは異なり、人体に影響がなく安全であること

に関する情報を収集するとともに、酸素充填技術の使用に対する懸念材料の収集とその解決

方法について検討する。酸素充填処理された水産物の安全性評価を実施する。ブリ及びまぐ

ろ類等を酸素充填処理し、微生物の増殖、脂質の酸化に関する安全性を評価する。 
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Ⅲ．事業実施概要 

１． 検討委員会の設置・運営 

  検討委員（大学及び研究機関等の学識経験者 2 名、並びに業界有識者 1 名、表 1）を選

任し、設置した。この委員会の開催等に係る事務は国立研究開発法人 水産研究・教育機構

（中央水産研究所）が担当した。検討委員の出席を得て、以下の会議を開催した。 

研究推進検討会：平成 30 年 5 月 28 日（月） 水産研究・教育機構 中央水産研究所 

中間検討会：平成 30 年 11 月 13 日（火） 水産研究・教育機構 中央水産研究所 

年度末検討会：平成 31 年 2 月 15 日（金） 水産研究・教育機構 中央水産研究所 

表 1 検討委員                                                   

氏名 所属機関等 役職 

川崎賢一 近畿大学農学部 元教授 

平岡芳信 一般社団法人愛媛県発明協会（愛媛県産業技術研究所

食品産業技術センター元所長） 

常務理事・

事務局長  

三浦秀樹 全漁連輸出・直販拡大事業部      部長 

 

２． 課題実施概要 

本事業の目的は、①ブリ類、まぐろ類等を対象とした生食用冷凍水産物の高品質化技術を

開発すること、②魚肉の肉質劣化要因及び酸素充填技術による品質改善の作用機序を解明

すること、③本技術の安全性に関する科学的データを取得し、厚労省等の関係機関に開示

し、国内における酸素充填技術の使用許可に向けて取り組むことである。水産研究・教育機

構中央水産研究所は、実用技術開発および品質改善の作用機序解明に取り組んだ。養殖ブ

リの血合筋内部まで酸素ガスを浸透させる手法を開発した。超高圧処理装置で酸素ガス存在

下でブリ血合筋を加圧したところ、加圧（100 kg/cm2で120分処理）で酸素浸透性が向上した。

品質改善の作用機序解明のために、メタボロミクスによる代謝物の網羅的解析手法を構築

し、従来の品質評価指標を含め、現在約 60 化合物の検出が可能になった。東北大学は、

肉質劣化要因を生化学的に解析し、筋肉の水溶性画分が色素タンパク質ミオグロビンの自動

酸化速度を抑制することを見出した。分子シミュレーションによってミオグロビン安定性に分子

が関わる可能性が示された。水産大学校は、ミオグロビンの自動酸化を抑制する抗酸化物質

の作用を明らかにした。鹿児島県水産技術開発センターは、ブリに抗酸化物質を投与した飼

育試験を実施し、血合筋の褐変防止効果を示した。以上から、冷凍ブリ血合筋の褐変を抑制

する実用技術開発の基盤が構築され、その作用機序の解明に向けて重要な知見が得られた。 

  

水産研究・教育機構中央水産研究所は、実用技術開発および品質改善の作用機序解明
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の 2 つの課題に取り組んだ。実用技術開発では、養殖ブリの血合筋内部まで酸素ガスを浸透

させる手法の開発を進めた。 

ブリ及びマグロ肉の表層と深部の酸素分圧と色調の関係を調べた。ブリ血合筋では、酸素

ガスによって鮮赤色となった表層では、酸素分圧が約 180mmHg であったのが、酸素ガスが浸

透せず暗赤色のままであった深部では約 25mmHg と極めて低かった。この結果は、マグロ肉

においても同様であり、酸素分圧が約 50mmHg 以上まで上昇すると赤みが上昇し、鮮赤色と

なることが分かった。 

表層のみ鮮赤色となったブリ血合筋を凍結・解凍した場合、表層は良好な色調を示し、メトミ

オグロビン生成が抑制された。一方、深部は色調が良好ではないものの、メトミオグロビン生成

は抑制された。ところが、表層と深部の中間帯において激しい褐変が生じ、メトミオグロビンが

生成された。この結果は、酸素分圧が高い場合と低い場合はメトミオグロビンが生成されにくい

が、酸素分圧がやや高い部分ではメトミオグロビン生成が促進された。この結果は、凍結・解

凍される血合筋では、凍結前に深部まで十分酸素を浸透させ、酸素分圧を上げてから凍結し、

貯蔵する必要があることを示した。 

普通筋と比較して、血合筋の酸素ガス浸透性は極めて低いことが明らかになった。ブリ刺身

及びロインに対して酸素ガス置換包装した結果、4℃1 時間の処理では 2mm しか浸透しなか

った。そこで、（独）神奈川県立産業技術総合研究所から CIP ラバープレスを借用し、酸素ガ

ス包装したブリ血合筋を加圧した。50—1000kg/cm2で 5-30 分加圧したところ、100kg/cm2で 30

分処理が最も浸透し、約 7mm まで浸透した。しかし、加圧による筋肉の収縮と変性が見られた。

本装置が冷却能力を持たず、品温上昇（約 20℃）の影響も考えられたことから、所属機関が保

有する超高圧処理装置を修理し、条件検討を行った。50-100 kg/cm2で 30—720 分処理したと

ころ、100 kg/cm2で 120分処理によって 6.5mm 浸透した。この条件では変性及び収縮は軽微

であった。再度、装置が故障したため、次年度において詳細な条件検討を実施する予定であ

る。 

以上から、加圧処理で血合筋における酸素ガス浸透性が向上することが明らかになった。

超高圧処理装置は、工業用の様々な大きさの装置が市販されており、水産業における利用

（貝類の殺菌等の用途）も進められている。最適な条件が明らかになれば、十分産業に応用

することが可能である。一方、冷凍を前提としたブリの加工工場では、一酸化炭素処理や還流

処理による褐変防止処理が施されており、非常に手間のかかる処理を要する。酸素ガスをより

簡便に浸透させることができれば、これらに変わる安全で簡便な処理方法を提案することがで

きる。超高圧処理装置を持たない事業者にも提案できる簡易な手法の開発も進める予定であ

る。 

一方、酸素充填解凍による品質改善の作用機序の解明のための基盤技術を構築した。 

キャピラリー電気泳動質量分析計を用いたメタボロミクスによる代謝物の網羅的解析手法

を構築し、現在約 60化合物の検出が可能になった。この条件で、ブリ血合筋及びマグロ筋

肉からの抽出液に対して代謝物質の一斉分析を実施した。酸素充填処理された魚肉に対
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し解析を進め、作用機序の解明を進める予定である。 

分光蛍光光度計を用いて三次元蛍光スペクトル解析によって魚肉から抽出せずに直接代

謝物変化を捉えることに成功した。厚さ約 1cm のマグロ及びブリ血合筋に励起波長を照射し、

跳ね返った蛍光波長を測定した。酸素充填処理の有無で NADH 及びポルフィリンの波長領

域で違いが確認された。 

さらに、メタボロミクスによって同定された代謝経路の重要性を明らかにするために、ブリ血合筋

への阻害剤投与法を開発した。血合筋の生細胞薄層切片の作製には、リニアスライサーを用いた。

天然ブリ（ハマチ）は脂肪含量が低く、養殖ブリの血合筋と比較して硬質であり、厚み 100−200μm

で作製可能であった。 

以上から、冷凍ブリ血合筋及び冷凍マグロ肉を対象とした酸素充填解凍の処理による作用機序

の解明を進めるための基盤を構築した。特に、メタボローム解析手法は、魚肉の品質評価手法とし

て非常に有望であり、酸素充填解凍による品質改善の作用機序の解明を進めるとともに、消費

者や厚生労働省等への酸素充填技術の正確な情報提供等の材料としたい。 

 

国立大学法人 東北大学大学院は、魚肉の褐変を伴う魚肉の品質劣化要因を明らかに

するとともに、酸素充填技術による品質改善の仕組みを明らかにすることを目的とした。そ

のために、ミオグロビンの酸化や不安定性に影響を及ぼす因子の同定を進めている。まず、

生鮮及び冷凍ブリ肉では、脱血の効率が低いと貯蔵中の肉質が劣化すると考えられている。

脱血効率を調べために、血中ヘモグロビンを電気泳動によって分離し、簡便に定量する方法

を開発した。次に、血液を多く含む血合筋に含まれる水溶性成分分画とミオグロビンを試験管

内で混合し、ミオグロビンの酸化（メト化）を誘導及び抑制する成分の有無を確認した。今後、

原因物質の特性に向けて分画、精製を進める。一方、ミオグロビンの酸化はヘム以外のグロビ

ンタンパク質の構造安定性に依存することが明らかにされている。そのため、分子動力学シミ

ュレーションによってミオグロビンの結晶構造を解析し、ミオグロビンの挙動における水分子の

重要性を明らかにした。 

以上から、生鮮貯蔵及び冷解凍によって誘導される魚肉の褐変を促進または抑制する物

質を特定し、貯蔵中及び冷解凍に伴う魚肉の品質劣化要因を明らかにするとともに、酸素

充填技術による品質改善の仕組みの解明を進める。 

 

水産研究・教育機構 水産大学校は、養殖ブリ類の血合肉の褐変の発現メカニズムの

解明を目指している。養殖ブリ類の血合肉および血液の抗酸化能と血合肉褐変との関連

性を解析するため，鹿児島県水産技術開発センターによって飼育中のハマチに対してセ

レノネイン濃縮物を給餌投与した。セレノネインを給餌投与した魚体では，市販配合飼

料を投与した対照区と比べて，血液，肝膵臓，筋肉でのセレン含量およびセレノネイン

含量が高かった。このことから，セレノネインの給餌投与によって魚体におけるセレノ

ネイン量が高く、酸化還元電位が低下した。 
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以上から，セレノネインは生体内の抗酸化能向上に寄与すると考えられた。これらの

知見は、冷蔵及び冷凍保存中の褐変防止策として活用される 
 
鹿児島県水産技術開発センターは、魚肉の生体抗酸化作用が及ぼす血合筋の褐変抑制

効果を調べるために、水産大学校とともに、魚由来の抗酸化物質（セレノネイン）を含

む飼料をハマチに与え、血合筋の褐変抑制の効果を検証した。一定期間（2 週間及び 4
週間）0.5 及び 1ppm セレノネインを含んだ EP を与えると、貯蔵中の褐変が抑制され

る結果が得られた。また、色調の保持のみならず、魚肉の弾力を維持する効果が確認さ

れた。組織中のセレノネイン含量は水産大学校が分析中であり、今後提出される。 
以上から、生鮮では飼料に抗酸化物質を投与することによって、血合筋の褐変を抑制

し、肉質を向上させる作用を持つことが明らかとなった。 
 
今年度は、上記の 4 機関によって、ブリ血合筋の褐変防止のための実用技術を開発し、品質

改善の作用機序解明の基盤を整えた。次年度より、さらに都道府県及び民間企業が参画機関と

して加わり、研究体制の強化が図られる。褐変防止技術の実用化に向けて研究を推進させる。 
 

用語説明 
＊1 MA技術 

 Modified Atmosphere（ガス置換）の略。ガス置換包装は、包装内の気相を酸素、窒素、二酸化炭素等の安全なガスで食品を

貯蔵することにより、従来と比べ格段に貯蔵性の向上が期待できる方法である。 

＊2 酸素充填解凍技術 

 代表機関である水産研究・教育機構が開発した冷凍水産物を対象とした高品質化技術の一つ。高濃度の酸素ガス存在下で凍結

マグロ肉を解凍することにより、解凍後 3 日間の色調保持を可能にした。筋肉の筋線維に形成される氷結晶によるダメージが

軽減され、解凍後に形態が復元されること、筋線維間の結合組織の分解が抑制されること、筋肉細胞の細胞小器官の構造が維持

されることが関与していると考えられる。従来の色調改善法と比較して、自然に存在する酸素化されたミオグロビンによって魚

肉が鮮赤色を示し、肉質改善効果（ドリップ流出の低減、テクスチャーの改善、生臭さの低減）も確認されている。高酸素存在

下では嫌気性細菌の増殖阻害が期待され、脂質の酸化も一定期間抑えられた。特許出願（酸素ガス置換包装又は酸素ガス置換貯

蔵を用いたマグロ類等の筋肉の冷蔵、冷凍、解凍、貯蔵法、並びに酸素ガス置換包装されたマグロ類等の筋肉、特開 2015-15946）。 

＊3  ミオグロビン 

 ミオグロビンは筋肉に含まれるヘムタンパク質で、1分子の O2と結合することによってデオキシミオグロビンからオキシミオ

グロビンに変わる。ヘム基には 2 価の鉄イオンを含むが、低い酸素分圧に晒されたり、自動酸化によって 3価の鉄イオンに酸化

され、褐色となる。この状態をメト化と呼ぶ。 

4 メタボローム解析 

 生体内に存在する代謝産物を網羅的に解析する手法。質量分析計や NMR装置といった機器を用いることで代謝産物（糖、有機

酸、アミノ酸、脂質など）を定量できる。水産化学の分野では、死体を研究対象とすることが多く、死後変化を評価するのに最

適な解析手法である。 

5 キャピラリー電気泳動質量分析計（CE-MS） 

 キャピラリー電気泳動（capillary electrophoresis：CE）を質量分析計（mass spectrometry：MS）に接続した分析装置。キ

ャピラリーの両端に高電圧を印加することにより、試料中に含まれる代謝産物が移動し、各物質ごとの固有の質量数にて高選択、

高感度に一斉分析される測定法である。陽イオンと陰イオンの測定条件によってほとんどのイオン性物質の測定が可能である。

魚肉抽出物等を前処理なく直接注入することができ、従来の品質評価指標となる ATPや NADなどのエネルギー物質も同時に測定

できる。魚肉の品質評価に最適であるが、水産化学分野では普及していない。  

6 in silico解析 

 タンパク質の三次元構造と化合物のデーターベースを利用した分子シミュレーションによって、タンパク質と化合物の結合性

を予測する解析手法。ミオグロビンは立体構造が古くから明らかにされており、メタボローム解析や生化学的な解析によって見

出された化合物の影響を評価することが可能になる。 
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