
バイオマスからの高機能化学物質生産技術の実証

［要 約］

これまでに開発した光学活性有機酸（ 乳酸、 ヒドロキシ酪酸）生産技術を実用化するL- D-3-
ために必要となる課題を明確化し、解決するための検討を行った。光学活性有機酸の実用的

な生産条件の検討を行うとともに、これによって得られる光学活性有機酸を化学的に処理し

て生分解性樹脂を合成しその特性を評価した。また、発酵生産後の微生物菌体を活用した伝

統産業高度化のための評価方法についても検討した。

好アルカリ性菌、光学活性有機酸、発酵、藍染め［キーワード］

工業技術センター 食品･化学研究班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

本研究の目的は、高光学活性 乳酸と ヒドロキシ酪酸の生産の実用化のため、これまでL- D-3-
に開発した技術の実用性を検証するとともに、新たな機能性化学物質としてこれら有機酸の用

途を開発すること、また、これまでに発見した高光学活性 乳酸生産菌の工業的用途の開発をL-
行うことである。

［成果の内容・特徴］

・高光学活性 乳酸生産菌やポリ 分離した。L- D-3-ヒドロキシ酪酸生産菌を
・泡盛や麩の製造時に排出される副産物を原料として、高光学活性 乳酸を発酵生産するL-
ことができた。

ヒドロキシ酪酸を生産す・培地や培養装置を高圧滅菌せずに好アルカリ性菌を培養し、D-3-
ることができた。

・ 乳酸及び ヒドロキシ酪酸を原料にして重合反応を行い、生分解性をもつ樹脂を合成するL- D-3-
ことができた。

・天然藍染めに必要な藍還元微生物の還元活性を評価する手法を確立した。

［成果の活用面・留意点］

県内の食品系事業所から排出される副産物などの未利用資源を有価物の発酵原料として活

用することが期待できる。これらの安価な原料を用いることで、生分解性樹脂等を合成する

ための原料となる光学活性有機酸を効率的に生産することができる。また、発酵生産に用い

た微生物菌体の還元活性評価を行うことで、天然藍染めで藍の還元に利用することが期待で

きる。

［残された問題点］

発酵・反応液中から ヒドロキシ酪酸を効率的に回収するための方法や、合成樹脂の重合D-3-
度をさらに高めるための検討が必要である。

食品･化学分野
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食品･化学分野

［具体的データ］

図１ 産業副産物を利用した乳酸生産

泡盛の蒸留残さと小麦由来澱粉で調整した培地に

分離した 乳酸生産菌 を接種してL- sp.Enterococcus

培養した結果、 ％の乳酸を生産した。10

表 合成した生分解性樹脂の特性1

ヒドロキシ酪酸と 乳酸を用いて重合反応をD-3- L-

行い、分子量 ～ の重合体を得た。分解2,000 3,000

酵素を用いてこれらの生分解性を評価したところ

ヒドロキシ酪酸の割合が多いほど高い生分解D-3-

性を示した。

図２ ヒドロキシ酪酸の生産D-3-

分離した好アルカリ性細菌 をアルHalomonas sp.

カリ条件で培養して菌体内に蓄積させた ヒドD-3-

ロキシ酪酸の重合体からモノマーを得るため、菌

体を反応液に浸漬して細胞内酵素で分解させるこ

とで ヒドロキシ酪酸を得た。培養と浸漬を繰D-3-

り返すことで生産量を増加させることができた。

図３ 還元活性評価試験

天然藍染めに必要な藍還元菌の還元活性評価を行

うために 試薬を用いた活性測定方法を確立TTC

した。

［研究情報］

バイオマスからの高機能化学物質生産技術の実証研究課題名：

2012 002課題ＩＤ： 技

予算区分：県単

研究期間：平成 年度～平成 年度24 26
研究担当者：世嘉良宏斗、常盤豊

Isolation of alkaliphilic bacteria for production of high optically pure発表論文等：

L-(+)-lactic acid, ., 60, 270 275 (2014)J. Gem. Appl. Microbiol -

- 54 -



海洋微生物による未利用バイオマスの再資源化

［要 約］

類は脂質蓄積性、特にドコサヘキサエン酸（ 、 ）などといった高度不Labyrinthula DHA C22:6
飽和脂肪酸生産の特徴を持つことから、近年大きく注目されるようになった原生生物であり、

沖縄県内でも多くの 類が分離されている。しかし、他の微生物や藻類と比較してLabyrinthula
産業的利用が進んでいるとは言えない。そこで沖縄県内の食品製造工場から排出される副産

物から高度不飽和脂肪酸を生産するため、産業技術総合研究所の保有する株および県内企業

によって収集された株を用い、優良株の選抜と培養試験を行った。その結果、 株を選抜し、3
豆腐製造廃液を用いた培養により脂肪酸生産の可能性を確認できた。また、 含量を高めDHA
るためには、培養中の溶存酸素を制御する必要があることが分かった。

オーランチオキトリウム属、高度不飽和脂肪酸、豆腐製造廃液［キーワード］

工業技術センター 食品･化学研究班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

沖縄県内では、食品製造副産物やさとうきび副産物、水産廃棄物等がバイオマス資源として

Labyrinthula存在し 微生物基材として有効活用できる余地がある これまでに工技センターでは、 。 、

類を用いたラム廃液や廃糖蜜からの有用物質生産の可能性を確認してきた。そこで本研究では、

バイオマス資源の有効活用を目的に、 類の培養方法を検討し、付加価値の高い高度Labyrinthula
不飽和脂肪酸の大量生産技術の開発を行った。

［成果の内容・特徴］

・県内企業収集 株を用いて、ズダンブラック染色（図 ）および基本培地培養（図 ）によっ50 1 2
て、 株選抜できた。いずれも同等の乾燥菌体重量（ ）と脂肪酸生産性を示した。2 DCW
・上記選抜 株、 株（産総研株 、 選抜 株を、 グルコー2 SR21 H24 4 5%Aurantiochytrium limacinum ）

スを添加した豆腐廃液培地にて培養し、脂肪酸生産の良好な 株を優良株として選抜できた。3
これらの優良株は、基本培地で培養した場合と比較して、 が低下するものの、同等の脂DCW
肪酸生産性を示した。主要な脂肪酸はパルミチン酸（ ）と で占められた （図 ）C16 DHA 3。

・豆腐廃液のみでは炭素源が不足するため、 、 廃糖蜜を添加して培養したところ、グル10% 20%
コース添加と比較して、脂肪酸生産量が低下したが、 含有率が高まった（図 。DHA 4）
・ スケールで培養試験を実施したところ、溶存酸素量を制御することで、 含有率を高め2L DHA
ることができた（表 。1）

［成果の活用面・留意点］

県内で排出される豆腐製造廃液を薄めることなく利用できるが、炭素源の添加が必要である。

生産された脂肪酸は細胞内に蓄積するため、培養後、酸化劣化を抑えた加工を実施できる可能

性がある。

［残された問題点］

溶存酸素量の詳細な制御方法について、さらなる検討が必要である。

食品･化学分野
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食品･化学分野

［具体的データ］

図 ズダンブラック染色による染色率および1

菌体数

増殖しなかった株は図示せず。染色率 以上80%

の株のうち、菌体数が多い 株を選抜。8

図 グルコース－豆腐廃液培地での増殖と3 5%

脂質生産

表 溶存酸素条件の異なる培養試験結果1

OD DCW TFA

(mg-O/L) (g/L) (mg/L) C16(%) C22:6(%)

4 20.4 349 47.3 38.7

3> 16.4 309 31.2 52.2

、溶存酸素量を 以下および で制御し3mg/L 4mg/L

図 ズダンブラック選抜株の増殖と脂質生産2

図 廃糖蜜－豆腐廃液培地での増殖と脂質生産4

スケールで培養した。 は総脂肪酸含量を表す。2L TFA

［研究情報］

研究課題名：海洋微生物による未利用バイオマスの再資源化

2012 003課題ＩＤ： 技

予算区分：受託・県単

研究期間：平成 年度～平成 年度24 26
研究担当者：望月智代

発表論文等：なし
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健康食品製造プロセス高度化支援研究

［要 約］

本研究では、県内主要健康食品の一つであるウコン製品の品質向上に向け、 つの研究を行2
った。①春ウコン原料の規格基準に関する研究では、春ウコンの特徴成分を探索した結果、

精油の主要な構成成分が と で、特に は秋ウコンや紫ウコンにほとcurdione 1,8-cineole curdione
んど検出されない特徴的な成分である事を見出した。②秋ウコン粒製品の規格基準に関する

研究では、粒製品の品質（錠剤硬度、崩壊時間及び溶出時間）を、県内企業が定める規格内

に製造するための加工条件の制御技術に取り組んだ。その結果、これらの制御は、流動層造

粒による粒子設計を行う事、その際の運転条件や結合剤により可能となる事が分かった。

春ウコン、精油、秋ウコン、錠剤、崩壊、溶出［キーワード］

工業技術センター 食品・化学研究班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

一般に、天然原料は収穫毎に収量や成分等の変動が大きく、原料の品質が製品品質に影響を

与えやすい。そのため本研究では、県内主要健康食品の一つであるウコン製品の品質向上に向

け、①春ウコン原料の規格基準に関する研究と、②秋ウコン粒製品の規格基準に関する研究に

取り組んだ。①では、県内健康食品業界で力を入れている春ウコンの特徴となる成分（規格）

探索を行った。②では、圧縮成形性が悪く加工難易度の高い秋ウコン粉末を用い、圧縮成形性、

崩壊性及びクルクミン溶出性の制御可能となる条件検討を行った。

［成果の内容・特徴］

①春ウコン原料の規格基準に関する研究

・ と 分析の結果、春ウコン中の特徴成分は、 シネオール及びクルディオンと同GC-MS NMR 1,8-
定した(図 )。プロセス毎の成分変動を調べた結果、生素材中の成分含量と比較して、粉末中1
の シネオールは ％減少するのに対し、粉末中のクルディオンは ％の減少に留まっ1,8- 93 31.6
た(図 )。この事から、春ウコンの規格には、クルディオンの方が適している事が分かった。2

・成分変動が少ないクルディオンの簡易分析法として （定性）を確立した(図 )。TLC 3

②秋ウコン粒製品の規格基準に関する研究

・県産秋ウコン ％、添加剤 の条件下で、錠剤硬度 以上となる流動層造粒の運転条件95 5% 5kgf
を見出した。また、異なる分子量（粘性）をグレードとする を組み合わせることで、崩HPC
壊時間の制御が可能となった。

・崩壊制御に伴ってクルクミンの溶出制御（徐放性）も可能となることが分かった(図 )。4

［成果の活用面・留意点］

春ウコン精油中の特徴成分を、県内企業が規格として使用するための基盤データが蓄積でき

た。また、秋ウコン粒製品の規格（錠剤硬度、崩壊時間及び溶出時間）を、県内企業が定めた

規格基準内にするための制御技術を見出した。

特になし。［残された問題点］

食品・化学分野
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［具体的データ］

図 県産春ウコン精油中の特徴成分1

図 春ウコン精油成分（ シネオール及 図 春ウコン精油主要成分クルディオンの2 1,8- 3
びクルディオン）の製造プロセス毎の変動 簡易分析法（ ）の確立TLC

図 造粒時の グレードの組み合わせがウコン錠剤の4 HPC
クルクミン溶出挙動に及ぼす影響

［研究情報］

研究課題名：健康食品製造プロセス高度化支援研究

2012 004課題ＩＤ： 技

予算区分：県単

研究期間：平成 年度～平成 年度24 26
研究担当者：鎌田靖弘、照屋盛実

発表論文等：学会発表 件（第 回、第 回及び第 回製剤と粒子設計シンポジウム）3 29 30 31

O

O

O

クルディオン1,8-シネオール

 

春ウコン
紫ウコン 秋ウコン

Curdione 標品
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インディカ丸米の安定的な利用に関する研究

［要 約］

泡盛製造業界で 回 年に分けて共同購入されているタイ産原料米について、各ロット4 /
について醸造条件に関わる特性の把握を行うとともに、それらの迅速測定法について検討

を行った。また、それらの情報を協同組合を通じて業界へ迅速に周知する仕組みを構築し

た。併せてカンボジア、ミャンマーおよびベトナム各産地の原料米特性について、泡盛の

試醸および官能評価を行うことにより、タイ産以外のインディカ米も利用できる可能性を

確認した。

泡盛、原料米、近赤外線［キーワード］

工業技術センター 食品・化学研究班［ 担 当 機 関 ］

［背景・ねらい］

年以前は泡盛用原料米としてタイ産インディカ砕米が使われていたが、タイ産イン2010
ディカ丸米に切り替わった頃から、現場の実感として扱いにくいという声が上がっていた。

調査の結果、 回 年の輸送ロット毎に吸水特性等の差があり、現場が対応できるころには4 /
次のロットが来るためアルコール収得や酒質がばらつく状況が確認された。製造現場の規模

や装置が異なるため酒造所ごとに適した原料処理が求められることから、基本情報として原

料米特性を迅速に現場が把握できるよう、迅速測定法の確立を目的に試験を行った。

［成果の内容・特徴］

現在入荷されている泡盛用原料米およびカンボジア、ミャンマー及びベトナムで市販・流

通しているインディカ米について、以下の項目を検討した。

） （ 、 、 、 、 、 ） 。１ 化学分析値 水分 たんぱく質 脂肪酸 アミロース デンプン 吸水率 を測定した

２）ジャポニカ米分析用の近赤外線装置で得られた吸光度を用いて化学分析値を推定する検

量線の作成を行った。

３）各ロットについて酒造所にアンケートを行い、吸水率だけでなくアミロースや脂肪酸度

が原料処理情報として有効であることを確認した。

４）タイを含む カ国産のインディカ米を用い製造規模で試作した泡盛の官能評価を行い、4
一般酒としては差が無いことを確認した。特にベトナム産については作業性も良いこと

が確認された。

試験用原料米の入手および現地調査は組合を中心に行った。近赤外線分析装置によるデー

タ収集は装置を所有する沖縄食糧が行い、工業技術センターが化学分析を分担した。以前は

化学分析１項目あたりに数時間を必要としたが、近赤外線分析装置により数分でデータが得

られ、作成した検量線を適用することで現場で必要とする吸水特性およびアミロースの情報

を迅速に現場へ周知することができるようになった。

［成果の活用面・留意点］

泡盛用原料米の一括購入元である協同組合と、原料米の保管を行う沖縄食糧と共同で研究

することにより、 回 年の原料情報を効果的に業界へ周知する仕組みを構築した。得られ4 /
た成果を元に、事業終了後も定期的に原料米特性情報を提供している。

食品・化学分野
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食品・化学分野

［残された問題点］

脂肪酸度については沖縄食糧が所有する装置の測定データで検量線を作成することは困難

であったため、別途測定する必要がある。

［具体的データ］

表１．酒造所への情報提供例

［研究情報］

研究課題名：インディカ丸米の安定的な利用に関する研究

2013 010課題ＩＤ： 技

予算区分：受託（琉球泡盛調査研究支援事業）

研究期間：平成 年度～平成 年度25 26
研究担当者：玉村隆子、前泊智恵、豊川哲也、比嘉賢一

発表論文等：なし

図１．収集インディカ米化学分析値の主成分得点

散布図

：タイで収集したインディカ米T
：ミャンマー産インディカ米M
：ベトナム産インディカ米V
：カンボジア産インディカ米C
： 年以前の丸米T01 2010
：製造規模試作に用いたﾍﾞﾄﾅﾑ産ｲﾝﾃﾞｨｶ米V09
点線内は 米の各ロット（船名）MA

図２．アミロースの観察値（実測）と

近赤外線分析装置での予測値の相関図

0.97自由度調整済み重相関係数の二乗：

- 60 -



海洋微生物を利用した ヒドロキシ酪酸の効率的生産R-3-

［要 約］

生分解性プラスチック等の原料となる ヒドロキシ酪酸を低コストで効率的に発酵生産すR-3

るために、県内で分離された好アルカリ性細菌によるポリ ヒドロキシ酪酸（ ）生産性- -3 PHBR

を比較して優良菌株を選抜するとともに、これらの培養条件の検討を行った。

、海洋微生物、発酵［キーワード］PHB

工業技術センター 食品･化学研究班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

ヒドロキシ酪酸はその重合体である から生産される。 は海洋微生物などによっR-3 PHB PHB

て生産されることから、未利用資源を原料とする発酵生産が可能である。さらに、 生産菌PHB

のなかには強アルカリ条件でも生育する菌が知られており、アルカリ条件下で培養することで

発酵管理が容易な 生産が期待できる。 を低コストで効率的に生産するための微生物のPHB PHB

選抜や培養条件の検討を行った。

［成果の内容・特徴］

・強アルカリ条件で生育する 生産菌を 菌株分離した。PHB 81

・分離菌株のうち 生産性の高い 菌株はハロモナス属細菌に分類された。PHB 6

・これらのハロモナス属細菌は、無機窒素と糖蜜等の安価な材料から 生産が可能なことかPHB

ら、原材料費を抑制して生産することができる。

・さらにアルカリ条件でも 生産が可能なことから、高圧滅菌しなくても高 条件で雑菌PHB pH

汚染を抑制することで発酵管理を容易にすることができる。

［成果の活用面・留意点］

好アルカリ性細菌を用いることで高 条件で 生産できることから、高圧滅菌処理を行pH PHB

わない安価な培養装置による発酵生産が期待できる。これによって培養装置の費用を抑制する

ことができるため、生産量の拡大が比較的容易になる。

［残された問題点］

高圧滅菌せずに培養した場合の生産性への影響を検証するとともに、スケールアップ時の培

養条件を検討する必要がある。

食品･化学分野
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［具体的データ］

沖縄県内の主に海洋由来の試料を分離源として、 の強アルカリ条件で生育する微生物 菌株を分pH10 81

離した。これらのうち 生産性が高く生育も良好だった 菌株（ 、 、 、 、 、 ）をPHB 6 H11 H16 H19 H25 H26 H27

優良菌株として選抜した。この 菌株は 遺伝子解析（ ～ ）により、ハロモナス属細菌に6 16SrRNA 630 760bp

分類された（表１ 。）

ハロモナス属細菌は好アルカリ性の 生産菌として知られている。そこで、培地の を変えてハロPHB pH

6 pH9 PHBモナス属細菌の培養条件を検討した その結果 菌株は の強アルカリ条件下でも良好に生育して。 、

を生産することができた（図１ 。アルカリ条件で 生産が可能であるという選抜菌株の特性を利用す） PHB

れば、高圧滅菌を必要としない安価な発酵生産方法が期待できる。

選抜されたハロモナス属細菌は、無機塩培地で を生産できるため、発酵生産に必要となる培地コスPHB

トの削減が期待できる。そこで 菌株と 菌株を用いて、無機塩培地による の高生産条件を検討H11 H16 PHB

した。無機塩培地では、菌体生産のために必要な窒素源が重要になることから、培地中の窒素濃度が同程

2 H11度になるよう調整した 種類の窒素源（尿素または硝酸ナトリウム）含有培地で生産性を比較した。

24 PHB 3 7g/L菌株は 尿素を用いたときに生育が良好で 時間後の 生産量は尿素含有培地の方が約 倍多く、 、 、

だった（図２ 。一方、 菌株は、いずれの窒素源含有培地でも生育は同程度に良好で、 の生産量も） H16 PHB

大きな差はみられなかった（図３ 。しかし、菌体重量に対する の割合は尿素あるいは硝酸ナトリウ） PHB

ム含有培地でそれぞれ と （ 時間後）であり、尿素で培養した方が菌体内に蓄積される の回68% 59% 94 PHB

収が容易であることが示唆された。

［研究情報］

研究課題名：海洋微生物を利用した ヒドロキシ酪酸の効率的生産R-3-
2013 015課題ＩＤ： 技

予算区分：受託

研究期間：平成 年度25
研究担当者：世嘉良宏斗、常盤豊

発表論文等：特許出願中
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沖縄県地域自然素材「琉球ヘナ」および「琉球藍」を併用した染毛剤の開発

［要 約］

天然染料であるヘナおよびリュウキュウアイを原料として、染毛剤を開発することを目的と

した。天然物を利用するため、原料品質および製品品質の安定化、化粧品規格の達成など、多

くの問題があったが、鋭意努力の結果、化粧品として染毛剤を開発し商品化した。

ヘナ、リュウキュウアイ、化粧品、染毛剤［キーワード］

工業技術センター 技術支援班［ 担 当 機 関 ］

［背景・ねらい］

植物色素を用いた染毛剤は、合成染料などに比べて染毛力や堅牢性が劣るものの、頭皮への

刺激が少ないことなどから消費者の注目を集めている。また、合成染料にアレルギーがある方

、 、 。は 従来の酸性染毛剤では刺激が強すぎるため 白髪染めをあきらめざるをえない状況である

そこで、沖縄で栽培できるヘナおよびリュウキュウアイを用いて、染毛剤を開発することを目

的とした。また、消費者が手軽に利用できるよう、天然色素では類のないペースト形態での商

品を企画した。

［成果の内容・特徴］

ライフスタイルイノベーション事業を活用し、３年間をかけて商品化に取り組んだ。雑貨で

はなく化粧品の染毛剤として製品化するために、以下の５項目について検討を行った。

１）原料の品質評価および確保

２）原料加工技術の確立

３）ペースト化技術の確立

４）植物色素の反応解析と時間短縮に関する要因の検討および機能性の分析

５）商業的採算性の検討

工業技術センターは、アドバイザーとして全分野にまたがって調整を行った。また、２）お

よび ３）について試験研究として取り組んだ。具体的内容としては、染毛力を維持しつつも微

生物的にクリーンな殺菌条件の検討や、動物や微生物を用いた安全性試験の実施、官能的に良

好な商品の試作などを実施した。

鋭意検討の結果、染毛力に優れ、安全性が確保された化粧品グレードの商品が開発できた。

沖縄産の原料を用いた化粧品で、動物試験を行って安全性試験をクリアした商品は沖縄では初

めてである。

また、本研究の成果は特許としても登録済みである（特許第 号 。さらに、 年度5733669 H25）

沖縄県発明くふう展、発明協会会長賞を受賞した。

［成果の活用面・留意点］

現在、共同開発企業であるレイ企画が染毛サロンで本製品を活用したサービスを展開してい

る。また、レイ企画ではリテール販売に向けて、化粧品製造許可を得た自社工場を設立した。

今年度中には、市場に投入する予定である。

［残された問題点］

製品を委託生産から自社生産に切り替えることによる、製造工程の見直しなどが生じると考

えられる。

食品・化学分野
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食品・化学分野

［具体的データ］

スカイマーク機内誌広告

製品パッケージ モルモット皮膚感作試験（安全性試験）

［研究情報］

研究課題名：沖縄県地域自然素材「琉球ヘナ」および「琉球藍」を併用した染毛剤の開発

2013 017課題ＩＤ： 技

予算区分：ライフスタイルイノベーション事業

研究期間：平成 年度26
研究担当者：豊川哲也

発表論文等：特許第 号5733669
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沖縄島野菜と果実で黒麹を用いた多機能植物発酵エキスの商品開発

［要 約］

これまでに沖縄の島野菜・果実類に黒麹や砂糖を加えた野菜類のショ糖抽出液を調整し

阻害活性を測定したところ、配合条件や温度条件によって 阻害活性が変化するこACE ACE
とがわかっている。そこで、 阻害活性の向上を目的として、黒麹自身のプロテアーゼにACE
よる処理方法を検討し、複数の 阻害ペプチドが生成できることを確認した。ACE

沖縄島野菜、黒麹、微生物による酵素処理［キーワード］

工業技術センター 技術支援班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

野菜・薬草類を対象とする機能性評価研究では、素材をアルコールや熱水により抽出し、機

能性を評価することで、食品または機能性素材として利用されてきた。一方、素材を塩分や糖

、 。分に漬け 微生物の繁殖を抑えながら熟成させる漬物やシロップ漬け等の食品も知られている

そこで、当センターの素材ライブラリに登録されているアンジオテンシン 変換酵素（以下、I
「 ）阻害活性を元に沖縄県産の野菜・果実数種類を配合し、黒麹を加えた高濃度ショ糖抽ACE」
出エキスを調製したところ、黒麹添加により風味が良くなるものの、 阻害活性は温度条件ACE
や配合条件により変動することが確認された。このため、 阻害活性の向上を目的として、ACE
黒麹を自身のプロテアーゼにより分解（自己消化）し、 阻害ペプチドの生成条件を確認しACE
た。さらに、共同研究機関の産業技術総合研究所にて、この黒麹自己消化物の分画物の血圧降

下作用を高血圧自然発症ラット（以下 「 ）を用いて確認した。、 」SHR

［成果の内容・特徴］

・黒麹の自己消化によって 阻害ペプチドの一つであるバリルチロシン（ ）が生成できACE VY
50 12 1g 100 μgることを確認した また その生成量は ℃ 時間の反応条件において 黒麹 当り。 、 、 、 、

と最も高くなることがわかった。

・動物試験用サンプルとして、黒麹を ℃で 時間反応後、限外ろ過およびイオン交換樹50 12.5
脂による分画を行い、 等を濃縮したサンプル およびサンプル を調製した（図 。VY 1 2 1）
・産業技術総合研究所にて行った に対する経口投与試験では、サンプル 投与群は血圧がSHR 1
降下する傾向を示し、サンプル 投与群は、投与後 時間および 時間後に有意（ < ）に2 5 7 0.05p
血圧が降下した（図 。2）
・上記処理物（サンプル ）を分析した結果、 の他に、 、 など血圧上昇抑制に作用す2 VY IY IF
るペプチド類が増加していることが明らかになった（図 )。3

［成果の活用面・留意点］

黒麹のプロテアーゼにより生成した 阻害ペプチドを機能性食品等に利用できる可能性がACE
示唆された。

［残された問題点］

黒麹単独では、生成されるペプチド量は少ないため、よりタンパク量の多い素材と組み合わ

せる等、条件を検討する必要がある。

食品・化学分野
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食品・化学分野

［具体的データ］

図 投与サンプルの調製 図 における黒麹処理物の血圧降下作用1 SHR 2 SHR

図 黒麹の自己消化によるペプチド類の生成3

［研究情報］

沖縄島野菜と果実で黒麹を用いた多機能植物発酵エキスの商品開発研究課題名：

2013 021課題ＩＤ： 技

受託・ライフスタイルイノベーション創出推進事業予算区分：

平成 年度～平成 年度研究期間： 25 26
* *研究担当者：豊川哲也、荻貴之、丸山進、市村年昭 、河野泰広

（独）産業技術総合研究所*
なし発表論文等：
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沖縄県産タンゲブを利用した食品素材の開発

［要 約］

タンゲブ果実は、抗酸化活性などの機能性成分であるポリフェノール、アントシアニンを

含むことが明らかとなっている。タンゲブ果実から色素を抽出し、抗酸化活性とアントシア

ニン量の分析を行ったところ、アントシアニンを含む健康食品素材として広く利用されるブ

ルーベリーより高い抗酸化活性を示し、アントシアニンも多く含んでいることが分かった。

抽出物を用いてゼリーの試作をしたところ、加熱しても退色することなく、食品への応用も

可能であることが分かった。

タンゲブ、アントシアニン［キーワード］

工業技術センター 食品・化学研究班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

近年、アントシアニンは高い抗酸化活性、視力改善などの機能性が注目され、それらを用い

た健康食品、サプリメント、飲料等の商品が多く存在している。

タンゲブ（別名タイワンツルギキョウ： ）はキキョウ科の植物で、奄美Codonopsis lanciforia
群島、琉球列島および東南アジアに分布し、沖縄県一部地域で食されてきた。結実時期は 月1
から 月、果実は球形、黒紫色で、 ～ 程度の大きさになる（図 。機能性成分として注3 1 2cm 1）
目されるアントシアニンを含むことで広く知られているブルーベリーと形態が類似し、タンゲ

ブ果実においてもアントシアニンの存在が明らかとなっている。しかし、タンゲブに関する研

究はほとんどなく、果実利用も自生する実を生食するのみにとどまり、これまでに商業的に利

用されていない。そこで、本研究では、タンゲブ果実の色素抽出法の検討と、抗酸化活性及び

アントシアニン分析及び色素抽出物の食品への応用と利用可能性について検討を行った。

［成果の内容・特徴］

タンゲブ生果実からエタノール、 エタノール、メタノール、水を用いて色素の抽出を行っ60%
た結果、 エタノールで最も抽出物量が多かった（表 。また、市販されているブルーベリ60% 1）
ーを用いて ラジカル消去法による抗酸化活性を比較したところ、タンゲブのほうが高いDPPH
活性を示した 図 。 によるアントシアニン分析では、タンゲブに含まれるアントシアニ( 2) HPLC
ンは主に 種で構成され（図 、標品との保持時間一致、質量分析の結果から、デルフィニジ2 3）

4 100g 60%ンとシアニジンであることが分かった（図 。果実 に含まれるアントシアニン量は、）

エタノールで抽出した際に最も多く、 であり、ブルーベリー果実より約 倍多か515.7µg/100g 6
った。

タンゲブ果実からの色素抽出液を用いてゼリーの試作を行ったところ、きれいな赤色を保った

まま作ることが出来た。

［成果の活用面・留意点］

タンゲブ果実にはブルーベリーよりアントシアニンが多く含まれており、抗酸化活性も高く、

加熱調理を行っても色を保ったままであったことから、沖縄の新たな素材として菓子、飲料、

健康食品、サプリメント等への活用が期待される。

［残された問題点］

タンゲブ果実に含まれるアントシアニンのアグリコンは明らかになったが、結合している糖

の種類、位置が不明なままであるため、今後、 等を用いて構造解析を行っていく。NMR

食品・化学分野
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［具体的データ］

図 タンゲブ果実1

［研究情報］

沖縄県産タンゲブを利用した食品素材の開発研究課題名：

2014 010課題ＩＤ： 技

県単予算区分：

平成 年度研究期間： 26
前泊智恵研究担当者：

特許出願中発表論文等：

の抽出物量表1 各溶溶媒でのタンゲブ果実から

図2 果実の各抽出液とブルーベリー60%エタノ

ール抽出のDPPH消去活性

図3 タンゲブ果実アントシアニンのHPLC

結果

図4 タンゲブアントシアニンのMSスペクトル

デルフィニジン配糖体（上）

シアニジン配糖体（下）
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