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【次年度の課題別実施計画案】 

課題番号 7—（ア）  研究実施期間 30-32 年度 

課題名 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 

実行課題名 メタボロミクス解析手法を用いた血合筋の褐変機構の解明 

研究機関・研究室名 

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，安全性評価グループ，衛生

管理グループ，流通加工グループ 

研究実施責任者氏名 今村 伸太朗 

担当者職名・氏名 

主任研究員・今村 伸太朗  

研究等支援職員・國吉 道子   

安全性評価グループ長・山下 由美子   

主任研究員・石原 賢司   

研究員・世古 卓也   

主任研究員・渡邊 龍一   

研究員・内田 肇   

主任研究員・木宮 隆 

研究等支援職員・加藤 智美 

研究等支援職員・佐藤 洋子 

協力研究機関名 熊本県海水養殖漁業協同組合 

委託元場所名 なし 

 
目的：  

・ メタボロミクス等による代謝物の網羅的解析手法を用いて魚肉の肉質劣化要

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。ブリ血合筋及びマ

グロ筋肉等の抽出液に対して 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。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。 
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方法：  

・ サンプル調整 

高鮮度及び褐変が生じた血合筋、酸素充填処理された血合筋（ブリ及びマグロ）

から約 30mg を採取し、メタノールークロロホルム抽出物を限外濾過、凍結乾燥

し、サンプルとする。 

・ CE-MS(アジレントテクノロジー社製) を用いて TCA 回路、解糖系、アミノ酸等

の代謝物を一斉分析する。 
・ 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。 
 
期待される成果：  

・ 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が解明さ

れる。 

・ 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等による手法を用

いて、魚肉の生化学的反応が解明され、褐変に関わる代謝経路、酸素充填処理

による肉質改良に関わる代謝経路を明らかにする。 

・ 得られた成果は、安全性試験のデーターとともに厚労省に提出し、本技術の有効

性、安全性を示すための材料とする。 
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【課題別実施成果】 

課題番号 １—（2）  研究実施期間 30-32 年度 

課題名 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 

実行課題名 ミオグロビンの酸化機構の解明 

研究機関・研究室名 

国立大学法人 東北大学大学院 農学研究科・水産資源化

学研究室） 

研究実施責任者氏名 落合 芳博 

担当者職名・氏名 教授・落合芳博 

協力研究機関名 神奈川工科大学 

委託元場所名 なし 

 

1. 課題目標（期間全体） 

活魚を〆る際、脱血の程度が大きい程、その後の肉質が良好な状態で保たれることが知ら

れている。魚の死後には血液が凝固してしまうので、脱血がどの程度達成されたのかについ

ては判定が難しい。そこで、魚肉、特に血合肉に残存する血液量について、抽出可能なヘモ

グロビン量として換算する方法について検討を行う。その抽出率を向上させる条件についても

検討する。血合肉中には多量のミオグロビンが存在するが、両者の分子量のわずかな違いに

基づいてゲル電気泳動を用いて分別し、染色後のバンドの濃さを数値化して脱血率を判定す

る方法の確立に取り組む。 

次に、筋肉、特に血合肉の水溶性成分がミオグロビンのメト化に深く関わっていることが想

定されるため、分子量や溶解性の違いに基づいて、いくつかの画分に分ける。これらをミオグ

ロビン標品の溶液に加え、経時的にメト化率を測定することで、促進あるいは抑制効果につい

て調べる。何らかの影響を及ぼすことが認められた画分については、さらに原因物質の特定

に向けて細かな分画、精製を試み、効果を確かめる。 

一方、ミオグロビンの酸化はヘム以外のタンパク質（グロビン）の構造安定性に依存すること

が明らかにされている。そこで、貯蔵条件を模した環境下でのミオグロビン分子の挙動を明ら

かにしておくことは、その変色防止を図る上で有用な情報をもたらす。現在、ブリのミオグロビ

ンの結晶構造は得られていないので、アミノ酸配列の同一率が 78％と比較的高いタイセイヨウ
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マグロ・ミオグロビンのオキシ型の結晶構造を用い、温度等が異なるいくつかの条件下での分

子シミュレーションについて、神奈川工科大の協力を得ながら検討を始める。条件設定が済ん

だ後、ホモロジーモデリングによりブリ・ミオグロビンの立体構造を推定した上で、同様の構造

シミュレーションを試みる。 

全体計画 

課題名 

研究実施

年度 研 究 内 容 

30 31 32 

 

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 
 
・ミオグロビンの
酸化機構の解明 
 

 

    

 

 

 

①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。 

②筋肉の水溶性画分を分画した上で、ミオグロビ
ンのメト化を促進あるいは抑制する原因物質の
同定を進める。 

③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。 

 

2. 課題実施計画と成果概要 

(1) 30 年度計画（目的・方法・期待される成果） 

目的： 

主としてブリの生鮮肉を用い、肉質劣化の原因となる筋肉に残存する血液量を定量するた

めに、ゲル電気泳動による色素タンパク質（ミオグロビン、ヘモグロビン）の分別測定法を開発

する。必要に応じて、他魚種（活魚が入手しやすいニジマスなど）の生鮮肉における定量法に

ついて検討する。 
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次に、ミオグロビンのメト化を促進あるいは抑制する原因物質の同定を進め、血合肉の褐変

メカニズムの解明を目指す。すなわち、魚肉（特に、血合肉）の水溶性画分を半透膜を用いた

透析により分画し、ミオグロビンのメト化に及ぼす影響を調べる。 

種々の条件下、特に、酸素充填の効果について分子動力学シミュレーションにより検証す

る。さらに、他の課題の進捗を受けて、研究の相互連関やさらなる展開を図る。特に、1-(1)の

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り相互作用の有無や程

度について判定し、ミオグロビンの酸化や不安定性に影響を及ぼす因子について精査する。 

以上の結果に基づいて、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

の仕組みを明らかにする。 

 

方法： 

・ SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動（SDS-PAGE）および二次元ゲル電気泳動分析によ

り、筋肉の水溶性画分を分析する。SDS-PAGE において染色されたタンパク質の強度と

濃度の関係から、検量線を作成し、筋肉中の残存量を計算する。 

・ ミオグロビン標品に対し、筋肉の水溶性成分を加えて、自動酸化速度に及ぼす影響を調

べる。 

・ マグロのミオグロビンの結晶構造をモデルとした分子動力学シミュレーションを実施する。 

 

期待される成果： 

・ ゲル電気泳動法により色素タンパク質（ミオグロビン、ヘモグロビン）の分別測定法を確立

することにより、肉質劣化の原因となる血液について、筋肉における残存量を推定する方

法を提唱できる。 

・ ミオグロビンのメト化を促進あるいは抑制する原因物質が同定され、血合筋の褐変メカニ

ズムの概要が明らかにされ、魚肉の高品質保持のために有用な知見が蓄積される。 

・ ミオグロビンの構造に関する分子動力学シミュレーションにもとづき、筋肉内におけるミオ

グロビン分子の挙動が明らかにされ、肉色保持における酸素充填の有用性、酸化防止の

ための方策が提案できる。 

 
(2)30 年度成果概要 

① ミオグロビンおよびヘモグロビンが電気泳動分析により相互に分離、検出できることを明ら

かにした（図２－１）。さらに、筋肉中における両タンパク質の含量について、電気泳動法

による定量法を検討し、これが可能であることを認めた（図２－２）。また、これらのタンパク
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質の抽出率は凍結により減少することを示した（図２－３）。           

② ブリ血合筋の水溶性タンパク質は、ミオグロビン以外に非常に多くの成分で構成されることを

二次元電気泳動分析により明らかにした（図２－４）。血合筋の水溶性低分子画分に、ミオグロ

ビンの酸化を抑制する効果があることを認めた（図２－５）。 

③ メト化におけるオキシミオグロビンの挙動について、分子動力学シミュレーションにより推定し

た（図２－６）。（分担機関名）神奈川工科大学  
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④  

図２-１. ブリ・ミ オグロビン、ヘモグロビンの SDS-PAGE 分析.12%ゲル．レーン 1: 血

合筋水溶性画分, 2: 1 と 3 の等量混合物, 3: 血液, 4: 分子量マーカー. 

 

図２-２.SDS-PAGE におけるミオグロビンの染色強度とタンパク質量の関係．左：電気泳動

パターン；右：検量線．左のゲルの左右両端 2 レーンは分子量マーカー．それら以外は標準ミ

オグロビン溶液の段階希釈液． 
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図２-３. ブリ各部位からの抽出タンパク質濃度に及ぼす抽出液および冷凍の影響． 

□、蒸留水；■、0.1 M Tris-HCl (pH 7.0), 0.1% SDS． 

 

 
図２-４. ブリ血合筋の水溶性画分の 2 次元電気泳動パターン． 
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図２-５.ミオグロビンの自動酸化に及ぼす血合筋の水溶性低分子画分の影響．メバチ血合

筋の水溶性画分を蒸留水に透析後、内液を凍結乾燥し 10 mM リン酸塩緩衝液(pH 7.0)に

溶解し、メバチ・オキシミオグロビン溶液に添加して、その減少率を可視部吸収の変化により

追跡した。 

 

 

 

図２-６.マグロ・オキシミオグロビンの構造シミュレーション．タンパク質部分をリボンモデ

ル、ヘムをスティックモデル、水分子をボールモデルで表している。 
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3. 今後の問題点等 

・ 養殖現場に赴く機会を増やし、ブリ活魚および鮮肉を用いた実験データをより多

く集めるように努める。 
 

4． 成果の公表 

・小澤秀夫・落合芳博：マグロ・オキシミオグロビンにおけるメト化指標の検討．

水産利用関係研究開発推進会議要旨集 品質安全研究会（中央水産研究所、平成 30

年 11 月 15 日） 
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【次年度の課題別実施計画案】 

課題番号 7—（ア）  研究実施期間 30-32 年度 

課題名 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 

実行課題名 ミオグロビンの酸化機構の解明 

研究機関・研究室名 
国立大学法人 東北大学大学院（農学研究科）・水産資源化学

研究室 

研究実施責任者氏名 落合芳博 

担当者職名・氏名 教授・落合芳博 

協力研究機関名 なし 

委託元場所名 なし 

 
目的：  

 ミオグロビンのメト化を促進あるいは抑制する原因物質の同定を進め、血合筋の褐変機構

の解明を目指す。特に水溶性画分を分子量や溶解性に基づいて分画し、ミオグロビンのメト

化に及ぼす影響を評価することにより、メト化を促進する原因物質の特定を試みる。また、ブリ

肉を通常の冷蔵ならびに酸素充填解凍に付した際に筋肉内で進行する生化学的変化につ

いて検討する。特に、1-(1)の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、ミオグロビンの酸化や不安定性に影響を及ぼす因子について検

討する。 

以上の結果に基づいて、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ブリ肉の品質改善の仕組みを明らかにする。 

 

方法：  

１）生鮮ブリおよび酸素充填解凍したブリの筋肉（特に血合筋）で起こる生化学的変化につい

て詳細に調べる。生鮮魚については、養殖現場に出来る限り赴いて、活魚の状態からの検討

を行う。 

２）ミオグロビンのメト化に及ぼす影響について、筋肉成分をタンパク態および非タンパク態に

分別した上で、自動酸化系による評価を試み、影響が大きい成分を洗い出す。メト化の還元

機構についても生化学的手法により検討する。 

３）メト化に影響を及ぼす成分が絞られた段階で、分子シミュレーションによる影響評価に着手

する。 
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期待される成果：  

１）ミオグロビンのメト化を促進あるいは抑制する原因物質が同定され、血合筋の褐変メカニズ

ムの概要が明らかにされ、魚肉の高鮮度保持に有用な知見が蓄積される。 

２）種々の条件下（酸素充填を含む）におけるミオグロビンの構造に関する生化学的検討と分

子シミュレーションの結果にもとづき、筋肉内におけるミオグロビン分子と関連物質との相互

作用が明らかにされる。 

３）肉色保持における酸素充填の有用性、酸化防止のための具体的方法について提案できる。 
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【課題別実施成果】 

課題番号 １—（３）  研究実施期間 30-32 年度 

課題名 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 

実行課題名 ブリ類の血合肉褐変の原因解明 

研究機関・研究室名 
国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産大学校水産学

研究科 

研究実施責任者氏名 山下倫明 

担当者職名・氏名 教授・山下倫明 

協力研究機関名  

委託元場所名  

 

1. 課題目標（期間全体） 

 養殖ブリ類の血合肉の褐変現象の発現メカニズムを解明し，冷蔵または冷凍保存中の

褐変防止策に活用する。ブリ類血合肉のセレン含有抗酸化成分であるセレノネインは血

合肉の褐変を抑制する作用が見出されたが，養殖魚はセレン欠乏状態にあることから，

セレンによる生体抗酸化作用の低下が血合肉の褐変に関与することが推定された。そこ

で，血合肉におけるセレン欠乏と生体抗酸化作用の低下に関与する成分と代謝経路を明

らかにし，貯蔵中の魚肉の褐変を促進する分子メカニズムを明らかにする。 
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全体計画 

課題名 

研究実施

年度 研 究 内 容 

30 31 32 

 
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 
 
・ブリ類の血合肉
褐変の原因解明 

 

    

① 養殖ブリ類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。 

② 漁獲時の生理状態（栄養状態，ストレス条件）と

血合肉褐変の関連性を調査する。 

③ ミオグロビンおよびヘムに対して褐変を促進す

る生化学的条件を解析する。 

 
2. 課題実施計画と成果概要 

(1) 30 年度計画（目的・方法・期待される成果） 

目的： 

オキシ型ミオグロビンのメト化を促進する成分を明らかにする。また，セレノネインな

ど抗酸化成分によるメト化阻害を溶液状態および生体で測定する。養殖魚および天然魚

の生体抗酸化作用を比較して調査する。 

 

方法： 

生理状態や給餌条件の異なる魚体を用いて，血合肉の褐変の度合いを測定し，褐変を促

進する生理的要因を解析する。セレノネイン濃縮物をブリに給餌投与し，魚体でのセレ

ノネインの代謝および蓄積を分析する。総セレン含量は DAN を用いる蛍光分析によっ

て，セレノネイン量は HPLC-ICPMS によって分析した。セレノネインによる生体抗酸化

作用の評価のため，ORP電極を用いて筋肉における酸化還元電位を測定した。 

 

期待される成果： 

血合肉の褐変が促進される生理条件とヘムの抗酸化に関与する生体成分および分子メ

カニズムが明らかになる。 

 
(2) 30 年度成果概要 

・ 養殖ブリ類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，

ブリ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
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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を高めることが可能であった。 
・ セレノネインを給餌投与することによって，対照区と比較して筋肉における酸化還

元電位が低下した。このことから，セレノネインは生体内の抗酸化能を向上に寄与

することが判明した。 
・ ミオグロビンおよびヘムに対して褐変を促進する生化学的条件，セレノネインによ

って褐変が抑制される条件を現在解析している。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３-１. セレノネイン濃縮物を給餌投与したブリ血合肉における酸化還元電位の測定 
 
3. 今後の問題点等 

・ 高品質で高価な天然魚と養殖魚との肉質，とくに抗酸化能とセレノネイン等成分

との関連性を調査する必要がある。 
 

4． 成果の公表 

なし 
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【次年度の課題別実施計画案】 

課題番号 7—（ア）  研究実施期間 30-32 年度 

課題名 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 

実行課題名 ブリ類の血合肉褐変の原因解明 

研究機関・研究室名 
国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産大学校水産学

研究科 

研究実施責任者氏名 山下倫明 

担当者職名・氏名 教授・山下倫明 

協力研究機関名 なし 

委託元場所名 なし 

 
目的： 

養殖ブリ類の血合肉の褐変現象の発現メカニズムを解明し，冷蔵または冷凍保存中の褐

変防止策に活用する。ブリ類血合肉のセレン含有抗酸化成分であるセレノネインは血合

肉の褐変を抑制する作用が見出されたが，養殖魚はセレン欠乏状態にあることから，セ

レンによる生体抗酸化作用の低下が血合肉の褐変に関与することが推定された。そこで，

血合肉におけるセレン欠乏と生体抗酸化作用の低下に関与する成分と代謝経路を明ら

かにし，貯蔵中の魚肉の褐変を促進する分子メカニズムを明らかにする。 

 

方法： 

生理状態や給餌条件の異なる魚体を用いて，血合肉の褐変の度合いを測定し，褐変を促

進する生理的要因を解析する。セレノネイン濃縮物をブリに給餌投与し，魚体でのセレ

ノネインの代謝および蓄積を分析する。総セレン含量は DAN を用いる蛍光分析によっ

て，セレノネイン量は HPLC-ICPMS によって分析する。セレノネインによる生体抗酸化

作用の評価のため，ORP電極を用いて筋肉における酸化還元電位を測定する。ミオグロ

ビンおよびヘムに結合しているセレノネインおよびその他成分を分析するとともに，ヘ

ム鉄の自動酸化を測定して，筋肉内の抗酸化成分によるヘムの酸化メカニズムを解析す

る。 

 
期待される成果：  

・血合肉の褐変が促進される生理条件とヘムの抗酸化に関与する生体成分および分子

メカニズムが明らかになる。 
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・ブリ類の栄養状態，とくにセレノネインの充足度や飼育環境におけるストレス条件と

魚肉の褐変など品質劣化との関連性を明らかにする。 


