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Ⅳ．課題別実施成果・計画案 

【課題別実施成果】 

課題番号 １—（1）  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 

 

1. 課題目標（期間全体） 

 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。具

体的には、キャピラリー電気泳動質量分析計（CE-MS、必要に応じて LC-MS、GC—MS、NMR

等）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
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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。 
 

全体計画 

課題名 

研究実施

年度 研 究 内 容 

30 31 32 
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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

解析手法を用いた

血合筋の褐変機構

の解明 
 

 

    

 

 

① 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。 

② キャピラリー電気泳動質量分析計（CE-

MS、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，代謝物

質等の一斉分析を行う。 

③ 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、パスウエイ分析等を実施し、

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。 

④ 褐変と代謝の関係を ex vivoで評価する

系を構築するとともに、褐変に関与する

代謝経路を同定する。 

 
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： 
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・ メタボロミクス等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。 
・ 褐変に関与する代謝経路を同定するために新規 ex vivo 評価系を構築する。ス

ライサーを用いて筋肉細胞を生きた状態で薄層切片とする。 
 方法： 

・ キャピラリー電気泳動質量分析計（CE-MS）（7100 キャピラリー電気泳動シス

テム、Agilent LC/MSD：アジレント・テクノロジー株式会社製）を用いた。 

・ 試料の調整は、魚肉約 30mg を冷メタノール中で破砕し、等量のクロロホルム及

び蒸留水を添加。遠心後、水相を回収し、限外濾過（Vivaspin 500,Sartorius 社製）

後、濾液を回収し、濾液を乾固。水で希釈し、CE-MS に供した。内部標準物質

としてメチオニンスルフォンを用いた。 

・ （CE 条件）キャピラリー：Fused silica、泳動バッファー：1M ギ酸（カチオン）、

40mM Ammonium Formate, pH10（アニオン）、injection: 50mbar, 20sec, 電圧

＋30kv、キャピラリー温度：20℃、サンプル温度 6℃ 

・ （MS 条件）ESI Source, Polarity：Positive, Negative、乾燥ガス：窒素、7L/min, 

280℃、シース液：5mM Ammonium Acetate in 50% MeOH, 8μL/min、Capillary 

voltage: 3500V 

・ アミノ酸、リン酸化合物、ATP 等の核酸関連物質、クレアチンリン酸、NAD+、

NADPH、乳酸等はカチオン（陽イオン）及びアニオン（陰イオン）に分けて検

出した。 

・ 血合筋の生細胞薄層切片はリニアスライサー（PRO7N、堂阪イーエム株式会社
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製）を用いた。 

・ サンプル台に瞬間接着剤を用いて血合筋サンプルを接着し、接着したサンプルを

PBS を浸し、フェザー剃刃 S を用いて薄層切片を作製した。厚さは 50-200μm

まで調節し、血合筋の薄層が可能な厚さを求めた。 

・ 三次元蛍光スペクトルの測定は、蛍光高度計（F-7100、日立製）を用いた。マグ

ロ及びブリ血合筋を含む魚肉（縦×横×厚さ：約 3×3×1cm）を 45度となるよ

う設置、励起波長を照射し、跳ね返った蛍光波長を測定した。励起波長及び蛍光

波長をプロットし、三次元スペクトルを求めた。 

・ 蛍光高度計の測定条件は、励起波長（220-600nm）,励起側サンプリング間隔 10nm、

蛍光波長（220-700nm）、蛍光側サンプリング間隔 5-10nm、スキャンスピード

60,000nm/min、励起側スリッド 5nm、蛍光側スリッド 20nm、ホトマル電圧 400V 

 

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（CE-MS）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。 

 
（2） 30 年度成果概要 

①  メタボロミクス等による代謝物の網羅的解析手法の構築 

 CE-MS が平成 30 年 12 月に納入・機器の調整が完了し、使用できるようにな

った（図 1-1）。TCA 回路、解糖系、アミノ酸代謝、脂肪酸代謝等のエネル
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ギー代謝に関わる一次代謝物の一斉分析に必要な測定条件を構築した。所定

の濃度になるよう標準物質を溶解し、検出するための泳動時間を求めた。従来

の品質評価指標である ATP 等の核酸関連物質、クレアチンリン酸、NAD+、

NADPH、アミノ酸，乳酸等を含め、代謝マップを埋めるために現在約 60 化

合物の検出が可能になった（図 1-2）。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ており（図１−3）、酸素充填処理

された魚肉に対しても実施していく予定である。 

 
② 血合筋の生細胞薄層切片の作製 

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はリニアス

ライサー（堂阪イーエム株式会社製、PRO7N）を用いた。養殖ブリ血合筋肉は

高脂肪で軟質であることから生細胞での薄層切片の作製には向かなかった。し

かし、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

であったため薄層切片の作成が可能であった。厚みは 100−200μmで作製可能

であった（図 1-4）。 

 

③ 三次元蛍光スペクトルを用いた魚肉成分の検出 

 分光蛍光光度計（日立製、F-7100）を用いて魚肉の代謝物変化を調べた。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
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測定した（図 1-5）。物質ごとに特定の蛍光波長を発することから、抽出せずに

魚肉中の物質を特定できるメリットがある。凍結マグロ肉では判別分析によっ

て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見られ

た（図 1-6）。また、凍結ブリ血合筋においても酸素充填処理の有無でNADH

等の波長領域で違いが見られた（図 1-7）。 

 

 

図１−１. ブリ血合筋抽出物に含まれる代謝物質を検出するためのキャピラリー

電気泳動質量分析計（CE-MS） 

 

 

 



 23 

 

 

図１−２.  アミノ酸，核酸関連物質等の標準物質に対する CE-MS 測定条件の

設定 
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図１−３. 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  
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図 1−４. 血合筋の生細胞薄層切片作製法の確立 

  

 
 

図１−５. 分光蛍光光度計における魚肉試料ホルダーへの固定と測定条件 
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図１−６. 酸素充填処理された凍結マグロ肉を対象とした三次元蛍光スペクトル解析結

果 

判別分析によって NADH 及びポルフィリンの波長領域で違いが見られた。 

 
 
 

 

図１−７. 酸素充填処理された凍結ブリ血合筋を対象とした三次元蛍光スペクトル解析
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結果 

判別分析によって NADH の波長領域で違いが見られた。 

 
 
3. 今後の問題点等 

・ 特になし 
 
4． 成果の公表 

・國吉道子・木宮隆・大村裕治・今村伸太朗（水産機構中央水研），上原崇敬・横田

耕介・原孝宏・大島達樹・伏島一平（水産機構開発セ） ガスクロマトグラフィー質

量分析計（GC-MS/MS）を用いた魚肉成分の一斉分析、水産利用関係研究開発推進

会議要旨集 

  


