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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ホタテ貝外套膜のパパイン分解物を有効成分とする脂質吸収促進剤。
【請求項２】
パパイン分解物がＩｌｅ−Ｍｅｔ−Ａｓｐ、Ｇｌｕ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙ−Ｇｌｕ又はＧｌ
ｙ−Ｇｌｎ−Ａｓｐ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙのいずれかのアミノ酸配列からなるペプチドの少な
くとも一種以上を含有してなる、請求項１に記載の脂質吸収促進剤。
【請求項３】
脂質がオレイン酸を主成分とする脂質である、請求項１又は２に記載の脂質吸収促進剤
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。
【請求項４】
請求項１〜３のいずれかに記載の脂質吸収促進剤を含む脂質吸収促進用飲食品組成物。
【請求項５】
高齢者用又は病者用の栄養補助飲食品である、請求項４に記載の脂質吸収促進用飲食品
組成物。
【請求項６】
請求項１〜３のいずれかに記載の脂質吸収促進剤を含む非ヒト動物用脂質吸収促進用飼
料組成物。
【請求項７】
Ｉｌｅ−Ｍｅｔ−Ａｓｐ、Ｇｌｕ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙ−Ｇｌｕ又はＧｌｙ−Ｇｌｎ−Ａｓ
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ｐ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙのいずれかのアミノ酸配列からなるペプチドの少なくとも一種以上を
有効成分とする、脂質吸収促進剤。
【請求項８】
脂質がオレイン酸を主成分とする脂質である、請求項７に記載の脂質吸収促進剤。
【請求項９】
請求項７又は８に記載の脂質吸収促進剤を含む脂質吸収促進用飲食品組成物。
【請求項１０】
高齢者用又は病者用の栄養補助飲食品である、請求項９に記載の脂質吸収促進用飲食品
組成物。
【請求項１１】
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請求項７又は８に記載の脂質吸収促進剤を含む非ヒト動物用脂質吸収促進用飼料組成物
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ホタテ貝外套膜のタンパク質分解物を有効成分とする脂質吸収促進剤及びこ
れを含む飲食品に関する。
【背景技術】
【０００２】
ホタテ貝の貝柱は高価な食材として取引される一方、貝柱を採取した後の生殖腺や外套
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膜などの加工原料としての価値は一般に低い。いわゆる「ヒモ」と称される外套膜は、そ
の一部が珍味に加工されることもあるが、大半は水産廃棄物となり、コストをかけて廃棄
処理されている。
【０００３】
ホタテ貝外套膜を含む廃棄物の量は貝柱の需要増と共に増加するため、廃棄コストも同
様に嵩み、ホタテ貝産業の負担増となる。同時に、ホタテ貝由来の水産廃棄物は未利用海
洋資源でもあり、その有効利用は廃棄コストの低減と新たな産業の振興あるいは促進とい
う意義を有する。そのために、これまでにもホタテ貝外套膜の有効利用が数多く検討され
ている。
【０００４】
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ホタテ貝外套膜の有効利用の例としては、ホタテ貝外套膜に豊富に含まれるコラーゲン
を回収する方法（特許文献１）やホタテ貝外套膜にミネラルを吸着させたミネラル強化素
材（特許文献２）などが挙げられる。さらには、ホタテ貝外套膜の酵素分解物からなる亜
鉛吸収促進剤（特許文献３）、ホタテ貝外套膜のタンパク質分解物を含むアンギオテンシ
ンＩ変換酵素阻害剤（特許文献４）なども報告されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８−１６２９１８号公報
【特許文献２】特開２００２−２６２８３１号公報
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【特許文献３】特開２００５−８２４８２号公報
【特許文献４】特開２００８−３７７６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、水産廃棄物であるホタテ貝外套膜のさらなる有効利用の可能性を提供するこ
とを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者らは、肥満ひいてはメタボリックシンドロームの原因ともなり得る飲食品から
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の脂肪吸収に対して、これを抑制することのできる有効成分をホタテ貝外套膜中で探索し
たところ、ホタテ貝外套膜由来の成分が当初の目的とは逆に経口摂取した脂質の吸収をむ
しろ促進する機能を有していることを見出し、下記の各発明を完成させた。
【０００８】
（１）ホタテ貝外套膜のタンパク質分解物を有効成分とする脂質吸収促進剤。
（２）タンパク質分解物がＡｌａ−Ｐｒｏ−Ｌｙｓ、Ｇｌｙ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙ、Ｉｌｅ−
Ｍｅｔ−Ａｓｐ、Ｇｌｕ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙ−Ｇｌｕ又はＧｌｙ−Ｇｌｎ−Ａｓｐ−Ｇｌｎ
−Ｇｌｙのいずれかのアミノ酸配列からなるペプチドの少なくとも一種以上を含有してな
る、（１）に記載の脂質吸収促進剤。
（３）タンパク質分解物がホタテ貝外套膜をパパイン処理又はトリプシン処理して得られ
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るタンパク質分解物である、（１）又は（２）に記載の脂質吸収促進剤。
（４）脂質がオレイン酸を主成分とする脂質である、（１）〜（３）のいずれかに記載の
脂質吸収促進剤。
（５）（１）〜（４）のいずれかに記載の脂質吸収促進剤を含む飲食品。
（６）高齢者用又は病者用の栄養補助飲食品である、（５）に記載の飲食品。
（７）（１）〜（４）のいずれかに記載の脂質吸収促進剤を含む非ヒト動物用飼料。
（８）Ｉｌｅ−Ｍｅｔ−Ａｓｐ、Ｇｌｕ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙ−Ｇｌｕ又はＧｌｙ−Ｇｌｎ−
Ａｓｐ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙのいずれかのアミノ酸配列からなるペプチドの少なくとも一種以
上を有効成分とする、脂質吸収促進剤。
（９）脂質がオレイン酸を主成分とする脂質である、（８）に記載の脂質吸収促進剤。
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（１０）（８）又は（９）に記載の脂質吸収促進剤を含む飲食品。
（１１）高齢者用又は病者用の栄養補助飲食品である、（１０）に記載の飲食品。
（１２）（８）〜（１１）のいずれかに記載の脂質吸収促進剤を含む非ヒト動物用飼料。
【発明の効果】
【０００９】
本発明によれば、ホタテ貝外套膜から低コストで、かつ簡便に脂質吸収促進剤を提供す
ることができる。この脂質吸収促進剤は食経験のあるホタテ貝外套膜を原料とし、食品製
造に利用されているタンパク質分解酵素を作用させて得られる成分であることから安全性
が高い。特に本発明の脂質吸収促進剤はそのまま摂取してもよく、あるいは様々な飲食品
の形態へと加工して利用することもできる。さらには本発明の脂質吸収促進剤を他の飲食
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品や動物用飼料へ添加したりすることで、脂質吸収促進効果を有する飲食品又は飼料を提
供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実験動物に本発明の脂質吸収促進剤を経口投与した後の血中トリグリセリド濃度
の変化を示すグラフである。
【図２】実験動物に脂質又は紅藻類抽出物を経口投与した後の血中トリグリセリド濃度の
変化を示すグラフである。
【図３】図１及び図２のグラフから算出されるＡＵＣ（薬物血中濃度−時間曲線下面積）
を示すグラフである。
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【図４】ホタテ貝外套膜のタンパク質分解物を逆相高速液体クロマトグラフィーで分析し
たときのチャートである。
【図５】トリプシンを用いて調製した本発明の脂質吸収促進剤を実験動物に経口投与した
後の血中トリグリセリド濃度の変化を、ＡＵＣ（薬物血中濃度−時間曲線下面積）で表し
たグラフである。
【図６】内臓脂肪細胞に対する、アミノ酸配列がＩｌｅ−Ｍｅｔ−Ａｓｐであるペプチド
の脂質吸収促進効果を示すグラフである。横軸は培地中の前記ペプチドの濃度を示す。
【図７】内臓脂肪細胞に対する、アミノ酸配列がＧｌｕ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙ−Ｇｌｕである
ペプチドの脂質吸収促進効果を示すグラフである。横軸は培地中の前記ペプチドの濃度を
示す。
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【図８】内臓脂肪細胞に対する、アミノ酸配列がＧｌｙ−Ｇｌｎ−Ａｓｐ−Ｇｌｎ−Ｇｌ
ｙであるペプチドの脂質吸収促進効果を示すグラフである。横軸は培地中の前記ペプチド
の濃度を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
本発明の脂質吸収促進剤の一実施形態は、ホタテ貝外套膜のタンパク質分解物を有効成
分とするものである。このタンパク質分解物は、ホタテ貝外套膜又はホタテ貝外套膜を原
料とする加工製品をタンパク質分解酵素で処理して調製されるもので、特に酵素処理後の
残渣を取り除いて回収される可溶性画分であることが好ましい。
【００１２】
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本発明におけるホタテ貝外套膜のタンパク質分解物は、公知の適当な方法により、生の
ホタテ貝から回収されるホタテ貝外套膜、ボイル加工したホタテ貝から回収されるホタテ
貝外套膜、これらの乾燥品及びその粉末などをタンパク質分解酵素で処理して調製される
タンパク質分解物であればよい。
【００１３】
本発明におけるタンパク質分解物は、貝柱も含む生又はボイル等の加熱処理したホタテ
貝軟体部全体をタンパク質分解酵素で処理して調製されるタンパク質分解物でもよいが、
貝柱等や生殖腺などを取り除いて単離した外套膜をタンパク質分解酵素で処理して調製さ
れるタンパク質分解物であることが好ましく、生のホタテ貝外套膜をタンパク質分解酵素
で処理して調製されるタンパク質分解物であることが特に好ましい。
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【００１４】
本発明におけるホタテ貝外套膜のタンパク質分解物は、ペプシン、トリプシン、キモト
リプシン、パパイン、サーモライシンなどから選ばれる１種又は２種以上のタンパク質分
解酵素で処理して調製されるものを利用することができる。酵素は市販のバルク品酵素、
公知の手法によって天然物から分離した酵素、遺伝子組み換え的に生産した酵素又は発酵
生産した酵素いずれであってもよい。特にパパイン処理又はトリプシン処理によって調製
されるタンパク質分解物の利用が好ましい。
【００１５】
タンパク質分解酵素によるホタテ貝外套膜の処理は、ホタテ貝外套膜をそのまま、ある
いは適当量の脱イオン水などを加えてミキサー等でホモジナイズして懸濁液を得、これに
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タンパク質分解酵素を加えて、酵素反応に好適な反応条件（温度、ｐＨなど）の下でイン
キュベーションすることで行うことができる。
【００１６】
酵素毎の望ましいｐＨと温度としては、例えばペプシンはｐＨ１〜２と３５〜３８℃、
トリプシン及びキモトリプシンはｐＨ６．５〜７．０と３５〜３７℃、サーモライシンは
ｐＨ７．０〜７．８と６０〜７０℃、パパインはｐＨ８．０〜９．０と７０〜８０℃など
を挙げることができる。
【００１７】
タンパク質分解酵素の使用量は、用いる酵素の力価、ホタテ貝外套膜の処理量などによ
って異なるが、当業者が適宜調節することができる範囲内であればよい。典型的には、ホ
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タテ貝外套膜の湿重量（グラム）に対して１／１００〜１／１００００重量の酵素を適宜
使用すればよい。処理時間についても同様にホタテ貝外套膜の処理量、酵素量、反応条件
によって変動するが、概ね５〜３０時間、好ましくは１０〜２５時間とすればよい。なお
、酵素反応は９０℃以上、サーモライシンの場合には１１０℃以上で１０〜１５分加熱す
ることで停止させることができる。
【００１８】
上記のような反応条件でのタンパク質分解酵素処理により、多少の残留物は残るがホタ
テ貝外套膜はほとんど分解され液化される。本発明ではかかるタンパク質分解酵素処理後
の液状物をそのままタンパク質分解物として利用してもよいが、残留物を遠心分離や濾過
等によって取り除いた可溶性画分をそのまま、又は乾燥粉末等に適宜加工したものをタン

50

(5)

JP 6418579 B2 2018.11.7

パク質分解物として利用することが好ましい。
【００１９】
上記のホタテ貝外套膜のタンパク質分解物、特にパパインで処理して調製されるタンパ
ク質分解物には、下記表１に示される５種類のペプチド（以下、ＳＭＰ−Ｐ１〜Ｐ５とす
る）が含まれている。したがって本発明のタンパク質分解物は、ＳＭＰ−Ｐ１〜Ｐ５のい
ずれか一種以上、好ましくは前記ペプチドの全てを含有するホタテ貝外套膜のタンパク質
分解物と表すことができる。したがって、本発明の一実施態様は、タンパク質分解物がＡ
ｌａ−Ｐｒｏ−Ｌｙｓ、Ｇｌｙ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙ、Ｉｌｅ−Ｍｅｔ−Ａｓｐ、Ｇｌｕ−Ｇ
ｌｎ−Ｇｌｙ−Ｇｌｕ又はＧｌｙ−Ｇｌｎ−Ａｓｐ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙのいずれかのアミノ
酸配列からなるペプチドの少なくとも一種以上、好ましくは前記の全てのペプチドを含有
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するホタテ貝外套膜のタンパク質分解物を有効成分とする脂質吸収促進剤と表すことがで
きる。
【００２０】
【表１】
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【００２１】
また本発明におけるホタテ貝外套膜のタンパク質分解物は、前記ＳＭＰ−Ｐ１〜Ｐ５を
特徴的かつ主要な成分として含有するものである。したがって本発明の別の実施態様は、
ＳＭＰ−Ｐ１〜Ｐ５のいずれか一種以上を有効成分とする脂質吸収促進剤を提供するもの
である。具体的には、Ａｌａ−Ｐｒｏ−Ｌｙｓ、Ｇｌｙ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙ、Ｉｌｅ−Ｍｅ
ｔ−Ａｓｐ、Ｇｌｕ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙ−Ｇｌｕ又はＧｌｙ−Ｇｌｎ−Ａｓｐ−Ｇｌｎ−Ｇ
ｌｙのいずれかのアミノ酸配列からなるペプチドのいずれか一種以上を有効成分とする脂
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質吸収促進剤が提供される。特に、Ｉｌｅ−Ｍｅｔ−Ａｓｐ、Ｇｌｕ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙ−
Ｇｌｕ又はＧｌｙ−Ｇｌｎ−Ａｓｐ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙのいずれかのアミノ酸配列からなる
ペプチドの少なくとも一種以上を有効成分とする脂質吸収促進剤が好ましい。なお、これ
らペプチドはそのアミノ酸配列から、ホタテ貝外套膜に含まれるコラーゲンに由来するも
のと推定される。
【００２２】
なお、ＳＭＰ−Ｐ１〜Ｐ５のいずれか一種以上を有効成分として利用する場合には、前
記ホタテ貝外套膜をタンパク質分解酵素処理して調製されるタンパク質分解物から適宜精
製したものを使用してもよく、あるいはｔ−ＢＯＣ法に代表される化学合成法によって合
成されるペプチドを使用してもよい。ペプチドの精製や化学合成に関する手法は、当業者
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に周知又は公知の任意の方法を用いて適宜行うことができる。
【００２３】
このようにして利用される本発明の脂質吸収促進剤は、後の実施例に示すように、脂質
と共に経口摂取させることで、血中トリグリセリド濃度で表される血中脂質濃度を、本発
明の脂質吸収促進剤を摂取させない場合と比較して上昇させる機能を示す。脂質とは脂肪
酸や脂肪酸誘導体の総称で油脂を構成する主成分であり、通常、脂質はこれを主成分とす
る油脂の形で経口的に摂取される。また、トリグリセリドはグリセロールの３つのヒドロ
キシル基が脂肪酸とエステル結合したものであり、その血中濃度の上昇は血液中の脂肪酸
濃度の上昇を意味する。
【００２４】
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したがって、本発明における脂質吸収促進は、経口的に摂取された脂質の体内吸収を促
進させる機能として、血中トリグリセリド濃度の上昇によって確認できるものである。ま
た本発明における脂質吸収促進剤は、油脂と共に経口摂取させることで、血中トリグリセ
リド濃度で表される血中脂質濃度を、本発明の脂質吸収促進剤を摂取させない場合と比較
して上昇させる機能を意味するとして表すこともできる。
【００２５】
経口的に摂取される油脂の例としては、ナタネ油、サラダ油、コーン油、大豆油、ごま
油、こめ油、糠油、ベニバナ油、パーム油、ヤシ油、ひまわり油、荏油、からし油、オリ
ーブオイル、ピーナッツオイル、アーモンドオイル、アボカドオイル、ヘーゼルナッツオ
イル、ウォルナッツオイル、グレープシードオイル、魚油、肝油、鮫油、ラード、ヘット
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（牛脂）、鶏油、ショートニング、バター、マーガリン、カカオバター等を挙げることが
できる。本発明の脂質吸収促進剤との組み合わせにおいては、オリーブオイルとナタネ油
が好ましく、特にオリーブオイルが好ましい。
【００２６】
オリーブオイルとナタネ油はいずれも主要な脂質はオレイン酸であり、特にオリーブオ
イルは含有脂肪酸の７０％以上がオレイン酸であるが、本発明の脂質吸収促進剤はこのオ
レイン酸の吸収を効果的に促進させることができる。またオリーブオイルは、その摂取に
より、エネルギー補給のみならず動脈硬化を抑制するなどの様々な健康上のメリットを享
受することができることから、本発明の脂質吸収促進剤との組み合わせにおいて好ましい
油脂である。
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【００２７】
本発明においては、上記で説明した脂質吸収促進剤を含む脂質の吸収性に優れた食品素
材、及び上記脂質吸収促進剤を含む高齢者用又はエネルギー摂取が困難な病者用のエネル
ギー補助飲食品も提供される。また、肉体労働や運動等の身体的な負荷に対して必要とさ
れるエネルギーを補給するための飲食品も提供される。
【００２８】
一般に、ヒトの一日あたりのエネルギー摂取量は成人男性で約２２００ｋｃａｌ、成人
女性で約１８００ｋｃａｌほどとされている。しかし、加齢により食事の量や回数が少な
くなった、あるいは栄養素の吸収能が低下した高齢者や、消化器系器官に疾患を抱えるこ
とで必要とされるエネルギー量を食事から獲得することが難しい病者が存在する。また、
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腎臓に疾患を抱える病者にはタンパク質の摂取制限が課される場合があるが、肉や魚或い
は大豆等の摂取制限に伴ってこれら食材に含まれる脂質の摂取も不足すると、結果として
エネルギー不足を招いて腎臓にさらに負担がかかり、病状が悪化するおそれもある。さら
には、様々な原因によって引き起こされる吸収不良症候群を抱える病者が存在する。また
、肉体労働者やアスリートらも、通常の食事では必要となるエネルギーを摂取しきれない
場合も考えられる。
【００２９】
本発明の脂質吸収促進剤は、この様な高齢者や病者に、あるいは肉体的負荷に対応する
ためによりエネルギーを必要とする者に、脂質を含有する食事と合わせて摂取させること
で、脂質の吸収を促進させてエネルギーをより効率的に獲得させることができると期待さ

40

れる。また本発明の脂質吸収促進剤は前記の通り液体や粉末などの様々な形態をとること
ができるので、飲食品に添加することもできる。さらには、本発明の脂質吸収促進剤は加
熱処理してもその活性は失われないことから、食材と共に調理又はその他の方法で加工し
て飲食品として利用することができる。この様に本発明においては、前記脂質吸収促進剤
を含む飲食品が提供され、また高齢者用又はエネルギー摂取が困難な病者用のエネルギー
補助飲食品、さらにはよりエネルギーを必要とする者用のエネルギー補助飲食品も提供さ
れる。
【００３０】
エネルギー補助飲食品の形態には特に制限はないが、肉類や魚などの脂質を含む食材を
用いた加工調理品、ドレッシングやマヨネーズ等の油脂を含む調味料、バターやマーガリ
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ン等の油脂類、油脂類を用いたパンや菓子類など、それ自身脂質を含む食品であることが
好ましい。またこの様な食品と合わせて摂ることの多いコーヒー、紅茶、ウーロン茶、緑
茶、ジュースなどの飲料などの形態であってもよい。
【００３１】
本発明の脂質吸収促進剤の摂取量は、ホタテ貝外套膜由来の蛋白質分解物として５０〜
２０００ｍｇ／ｋｇ／日、好ましくは１００〜２０００ｍｇ／ｋｇ／日、より好ましくは
５００〜２０００ｍｇ／ｋｇ／日、さらに好ましくは７５０〜１５００ｍｇ／ｋｇ／日で
ある。また、飲食品に含有させる場合には、飲食品の単位重量当たり３〜１０重量％、好
ましくは５〜８重量％とすればよい。特に油脂を含有する食品に本発明の脂質吸収促進剤
を含有させるときは、油脂１ｇに対して１５０〜３００ｍｇとすればよい。
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【００３２】
さらに本発明は、上記で説明した脂質吸収促進剤を含む、脂質の吸収性に優れた非ヒト
動物用飼料も提供する。ここで非ヒト動物とは、牛、豚、羊、鶏その他の家畜及び魚類な
どの食用肉として利用される動物全般を意味する。本発明の脂質吸収促進剤はこれをその
まま非ヒト動物に与えてもよいが、飼料特に油脂を含有する飼料に本発明の脂質吸収促進
剤を添加して与えることで、飼料中の油脂に含まれる脂質の吸収が促進され、より少ない
飼料で肥育が進む他、肉にいわゆるさしが入りやすくなるなどの効果が期待される。
【００３３】
本発明の脂質吸収促進剤を添加することのできる非ヒト動物用飼料の種類や形態には特
に制限はないが、油脂が適当量配合されている飼料であることが好ましい。また、必要に
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応じて本発明の脂質吸収促進剤と共に適当量の油脂を飼料に添加してもよい。なお、飼料
中の本発明の脂質吸収促進剤の配合量は対象となる動物の種類によって異なるが、もとも
と水産廃棄物から調製されるタンパク質分解物であって栄養価もある上に安価であり、ま
た摂取量が増えても特別な副作用はないことなどから、配合量について厳格な制御は必要
とされない。
【００３４】
以下の実施例によって本発明をさらに詳細に説明する。
【実施例１】
【００３５】
１）ホタテ貝外套膜のタンパク質分解物の調製
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サロマ湖産の冷凍ホタテ貝外套膜（市販品）を解凍し、流水で洗浄して黒膜を除去した
後、ミンチ処理した。ホタテ貝外套膜のミンチに対して、食品添加物として市販されてい
る酵素製剤であるパパイン（商品名スミチームＰ、３００Ｕ／ｍｇ、新日本化学工業株式
会社製）を０．１重量％となるように添加し、５５℃で６時間、酵素処理を行った。処理
後の反応液の一部はそのまま真空凍結乾燥処理して、粉状のタンパク質分解物（以下、Ｓ
ＭＰとする）を得た。また処理後の反応液の一部については、１２，０００×ｇで３０分
間遠心分離して上清を回収し、これをけい藻土濾過し、さらに真空凍結乾燥を行って、粉
状のタンパク質分解物（以下、ＳＭＰ−ｓｕｐとする）とした。
【００３６】
２）既存の脂質吸収促進剤の調製
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特開２００９−３５５３８号公報に記載の海苔を含む脂質吸収促進剤をボジティブコン
トロール（以下、ポジコンとする）とするため、海苔として例示されている紅藻を選択し
た。紅藻粉末２０ｇに２０倍容量（ｗ／ｖ）の蒸留水を加えて４℃で７時間浸漬させたの
ち、４℃で１５，０００×ｇ、１０分間遠心分離した。上清を回収後、使用時まで−３０
℃で凍結保管した。
【００３７】
３）ラットを用いた脂質吸収促進効果の確認
７週齢のＳＤ雄性ラットを日本チャールズ・リバー株式会社より購入し、温度２３±１
℃、湿度３０±１０%、照明１２時間（８：００〜２０：００）の環境下で、ケージあた
り３〜４尾収容し、固形飼料ＭＦ(オリエンタル酵母工業株式会社製)を、イオン交換水を
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自由摂取させながら予備飼育を行った。１週間の検疫期間を含む予備飼育の後、一般状態
に異常がみられなかった動物３５匹をランダムに、コントロール群、脂質群、ＳＭＰ群、
ＳＭＰ−ｓｕｐ群及びポジコン群の計５群（ｎ＝７／群）に分けた。
【００３８】
投与前採血として、１８時間絶食したラットの尾静脈より無麻酔下で約１５０μＬ採血
した。続いて、コントロール群には蒸留水、脂質群には蒸留水と株式会社J‑オイルミルズ
の食用オリーブオイル（５ｍＬ／ｋｇ）、ＳＭＰ群にはＳＭＰ（２０００ｍｇ／ｋｇ）と
オリーブオイル（５ｍＬ／ｋｇ）、ＳＭＰ−ｓｕｐ群にはＳＭＰ−ｓｕｐ（２０００ｍｇ
／ｋｇ）とオリーブオイル（５ｍＬ／ｋｇ）、ポジコン群には紅藻水抽出物とオリーブオ
イル（５ｍＬ／ｋｇ）を、１匹あたりの投与容量が２０ｍＬ／ｋｇとなるように経口投与
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した。
【００３９】
経口投与後２、４、６、８、１０時間の時点で採取した血液を遠心分離し、血漿中のト
リグリセリドを血中トリグリセリド濃度として測定した。血中トリグリセリド濃度の測定
には市販の測定キットを用いた。
【００４０】
得られた数値は各群で平均値及び標準誤差を算出した。各群間の有意差は、Ｂａｒｔｌ
ｅｔｔ法（有意水準５%）により等分散性の検定を行い、等分散の場合は更に一元配置分
散分析を行い、有意な場合Ｔｕｋｅｙ−Ｋｒａｍｅｒ法により平均値の比較を行った。有
意水準は危険率５％及び１％とした。この結果を図１及び図２に示す。
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【００４１】
また、体内に取り込まれたトリグリセリドの量を示す指標として、投与後１０時間まで
の血中濃度曲線下面積（ＡＵＣ）を算出し、統計解析を一元配置分散分析とダネットの多
重比較検定により行った。この結果を図３に示す。
【００４２】
図１及び図２に示すように、脂質群の血中トリグリセリド濃度は投与後６時間で最大値
２００ｍｇ／ｄＬを示す一方、ＳＭＰ群の血中トリグリセリド濃度は投与後８時間で最大
値２００ｍｇ／ｄＬを示した。さらに、ＳＭＰ−ｓｕｐ群の血中トリグリセリド濃度はＳ
ＭＰ群と同様に投与後８時間で最大値を示したが、その値は３５０ｍｇ／ｄＬであった。
なお、投与後８及び１０時間の血中トリグリセリド量は、脂質群に対して有意差（Ｐ＜０
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．０５）が認められた。
【００４３】
また、ポジコン群の血中トリグリセリド濃度は、ＳＭＰ群と同様に投与後８時間で最大
吸収量２７０ｍｇ／ｄＬを示した。投与後１０時間の血中トリグリセリド量は、脂質投与
群に対して有意差（Ｐ＜０．０１）が認められた。
【００４４】
さらに、上記結果を示す図１、２より算出される各群のＡＵＣ（図３）に示されるよう
に、ＳＭＰ−ｓｕｐ群のＡＵＣは脂質群の約２倍で、約１．５倍であるポジコン群を上回
った。なお、いずれの値も脂質群と比較して有意差（Ｐ＜０．０１）が認められた。
【００４５】
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以上のように、ＳＭＰ及びＳＭＰ−ｓｕｐは血中トリグリセリド濃度を上昇させた、す
なわち脂質吸収を促進させた。また、ＳＭＰ−ｓｕｐの脂質吸収促進効果はＳＭＰのそれ
より高く、ポジコンである紅藻由来の水性抽出物の脂質吸収促進効果を上回るものであっ
た。
【実施例２】
【００４６】
実施例１で調製したＳＭＰ、ＳＭＰ−ｓｕｐ及び遠心分離後の沈殿物（ＳＭＰ−ｐｐｔ
とする）について、全自動アミノ酸分析機ＪＬＣ−５００／Ｖ（日本電子社製）を用いて
アミノ酸組成を分析した。その結果を表２に示す。
【００４７】

50

(9)

JP 6418579 B2 2018.11.7

【表２】
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20
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【００４８】
表２に示すように、ＳＭＰ及びＳＭＰ−ｐｐｔと比較してＳＭＰ−ｓｕｐのグリシン（
Ｇｌｙ）、プロリン（Ｐｒｏ）及びヒドロキシプロリン（ＨｙＰ）の含有率が高いことが
確認された。この結果から、ＳＭＰ−ｓｕｐ中の主要な脂質物質は、ホタテ貝外套膜に含
まれるコラーゲンに由来するペプチドと推察された。
【００４９】
また、ＳＭＰ−ｓｕｐを以下の条件で逆相高速液体クロマトグラフィー（ＲＰ−ＨＰＬ
Ｃ）を行った。
【００５０】
カラム：関東化学社製

Ｍｉｇｈｔｙｓｉｌ

ＲＰ‑１８

ＧＰＡｑｕａ（粒子サイ
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ズ５μｍ、φ４．６×２５０ｍｍ）
展開溶媒：０．１％ＴＦＡ、１％−３０％アセトニトリル（直線濃度勾配）
温度：４０℃
検出：２２０ｎｍ
【００５１】
このＲＰ−ＨＰＬＣのチャートを図４に示す。図中の特徴的なピーク５つをそれぞれＳ
ＭＰ−Ｐ１〜Ｐ５とし、溶出液を回収した。各ピークに相当するペプチドのアミノ酸配列
をＡｐｐｌｉｅｄ
９３

Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ社製プロテインシーケンサＰｒｏｃｉｓｅ

４

ｃＬＣを用いて決定した。

【００５２】
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その結果、ＳＭＰ−Ｐ１はＡｌａ−Ｐｒｏ−Ｌｙｓ、ＳＭＰ−Ｐ２はＧｌｙ−Ｇｌｎ−
Ｇｌｙ、ＳＭＰ−Ｐ３はＩｌｅ−Ｍｅｔ−Ａｓｐ、ＳＭＰ−Ｐ４はＧｌｕ−Ｇｌｎ−Ｇｌ
ｙ−Ｇｌｕ、ＳＭＰ−Ｐ５はＧｌｙ−Ｇｌｎ−Ａｓｐ−Ｇｌｎ−Ｇｌｙであることがそれ
ぞれ確認された。
【実施例３】
【００５３】
実施例１の１）で調製したホタテ貝外套膜のミンチに対して、実験試薬として市販され
ている酵素製剤であるトリプシン（１０３００Ｕ／ｍｇ、Ｓｉｇｍａ社製）を０．０２重
量％となるように添加し、３７℃で６時間、酵素処理を行った。酵素処理後の反応液を９
０℃で３０分加熱して、失活処理を行った。この反応液は、１２，０００×ｇで３０分間
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遠心分離して上清を回収し、これをけい藻土濾過し、さらに真空凍結乾燥を行って、粉状
のタンパク質分解物（以下、ＳＭＰ−ｓｕｐＴとする）とした。さらに、実施例１の３）
に記載された方法にしたがって、ＳＭＰ−ｓｕｐＴの脂質吸収促進効果の確認を行った。
具体的には、体内に取り込まれたトリグリセリドの量を示す指標として、投与後１０時間
までの血中濃度曲線下面積（ＡＵＣ）を算出し、統計解析を一元配置分散分析とダネット
の多重比較検定により行った。この結果を図５に示す。
【００５４】
図５に示されるように、トリプシンによるタンパク質分解物も、パパインによるタンパ
ク質分解物とほぼ同等の脂質吸収促進効果を有することが確認された。特に、サーモライ
シン、ブロメライン又はペプシンによるタンパク質分解物と比較して、トリプシン又はパ
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パインによるタンパク質分解物が優れた脂質吸収促進効果を示すことが確認された。
【実施例４】
【００５５】
コスモ・バイオ社から購入した内臓脂肪細胞培養キットＰ−１を３７℃（５％ＣＯ２）
で２日間培養した。その後、実施例２で調製したペプチドＳＭＰ−Ｐ３、Ｐ４及びＰ５を
０．０５μｇ／ｍＬ、０．５μｇ／ｍＬ、５μｇ／ｍＬ及び５０μｇ／ｍＬの濃度となる
ようにそれぞれ加え、さらに４日間培養した。前記ペプチドに代えて実施例１の１）で調
製したＳＭＰを５０μｇ／ｍＬ加えたものをポジコンとし、またペプチド及びＳＭＰを加
えないものをコントロールとしてそれぞれ用意した。
【００５６】
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４日間培養後の各細胞をリピットアッセイキット（コスモ・バイオ株式会社）により脂
肪細胞内に蓄積された脂肪を染色し、抽出した溶液の５４０ｎｍにおける吸光度を測定し
、ペプチド添加による脂肪蓄積量の増加を測定した。脂肪蓄積量は各試料の吸光度／コン
トロールの吸光度×１００として算出した。その結果を図６（ＳＭＰ−Ｐ３）、図７（Ｓ
ＭＰ−Ｐ４）、図８（ＳＭＰ−Ｐ５）に示す。
【００５７】
図６〜図８に示されるように、ＳＭＰ−Ｐ３〜Ｐ５を含む培地で培養された内臓脂肪細
胞は、コントロールと比較して高い脂質蓄積量を示した。すなわち、ＳＭＰ−Ｐ３〜Ｐ５
はいずれも、脂質吸収促進能を有するペプチドであることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
本発明の脂質吸収促進剤は、食経験のあるホタテ貝外套膜を原料とし、食品製造に利用
されているタンパク質分解酵素を作用させて得られる成分であることから、安全性が高く
、そのまま又は様々な飲食品の形態へと加工して利用することができる。また、本発明の
脂質吸収促進剤を他の飲食品や動物用飼料へ添加したりすることで、脂質吸収促進効果を
有する飲食品又は飼料を提供することが可能になる。
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