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Studies on the molecular mechanisms underlying  

the anti-obesity effect of green algal siphonaxanthin 

（緑藻シフォナキサンチンの抗肥満作用とその分子メカニズムに関する研究） 

応用生物科学専攻 海洋生物生産利用学分野 李 卓思 

緒言 

 肥満とは、エネルギーの過度な摂取により、過剰なエネルギーが中性脂肪として体

内に蓄積した状態のことである。肥満は、糖尿病、高脂血症、高血圧、動脈硬化など

の生活習慣病のリスクを上昇させることが知られており、各種ガンなどの罹病率との

相関も指摘されている。近年、食の欧米化や不規則な食生活、便利な生活がもたらす

運動不足などにより日本でも肥満者が増加している。厚生労働省の試算では、メタボ

リックシンドロームとその予備群に該当する中高年（40～70 歳）は、約 1,900 万人で、

同年齢層の男性では 2人に 1人、女性では 5人に 1人にも及ぶ。とくに、内臓脂肪の

蓄積が、生活習慣症を引き起こす主要な危険因子として知られている。内臓脂肪の蓄

積は血中遊離脂肪酸の増加を招き、高脂血症やインスリン抵抗性を惹起する。さらに、

内臓脂肪細胞から分泌されるさまざまな生理活性物質、すなわち、アディポサイトカ

インの分泌バランスが崩壊し、メタボリックシンドロームが引き起こされることが判

っている。 

 カロテノイドは自然界に幅広く分布する脂溶性色素であり、これまでに様々な生理

機能が報告されている。とくに海藻には、陸上生物にはない特徴的なカロテノイドが

含まれている。例えばワカメなどの褐藻類に含まれるフコキサンチンは、抗肥満作用

が見出され、近年注目が集まっている。一方、食用緑藻類であるミルやクビレズタな

どに特徴的に含まれているシフォナキサンチンについてはほとんど知見が無かったが、

これまでの研究により、血管新生抑制作用やがん細胞に対するアポトーシス誘導作用

等の強い生理活性が新たに見出されてきている。本研究では、これらの緑藻の有効活

用につなげるためのさらなる基盤の構築を目的とし、シフォナキサンチンによる抗肥

満作用とその分子メカニズムに関する研究を行った。 

1．シフォナキサンチンの抗肥満作用 

 本研究では、シフォナキサンチンの新規機能性として抗肥満作用に着目し、培養細

胞と肥満モデル動物を用いた評価を行った。 
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1.1 シフォナキサンチンの脂肪細胞の分化に及ぼす影響 

 マウス 3T3-L1 前駆脂肪細胞を用いて、シフォナキサンチンが脂肪細胞の分化に及ぼ

す影響を評価した。凍結乾燥したナガミル（Codium cylindricum）を粉砕後、アセト

ンを加え、4℃で一晩抽出した。得られた抽出物をシリカゲルクロマドグラフィー お

よび HPLC に供し、シフォナキサンチンを精製した。3T3-L1 細胞を 24 ウェルプレート

に播種し、コンフルエントになった後、1μMデキサメタゾン、0.5mM メチル-3-イソブ

チルキサンチン、5μg/mL インスリンを加えた分化誘導培地に交換し、さらに 2日間

培養を続けた。その後、5μg/mL インスリンを加えた維持培地で６日間培養を行った。

この分化誘導する過程で、5μMシフォナキサンチンを培地に添加し、8日間処理した

後、細胞内脂肪蓄積量を定量した。脂肪細胞分化に関連する遺伝子発現の経時的な変

化をリアルタイム RT-PCR 法によって評価した。 

 その結果、2.5 および 5μMシフォナキサンチンの添加により、細胞内脂肪蓄積量が

有意に低下することを見出した。また、シフォナキサンチンは脂肪細胞分化マーカー

遺伝子（C/EBPɑ、PPARγ-2、SCD-1 及び aP2）の発現とリン酸化 Akt レベルを有意に抑

制した。したがって、シフォナキサンチンはインスリン経路中の AKT リン酸化を抑制

することによって、C/EBPɑ や PPARγ-2 等の脂肪細胞分化に関連する遺伝子発現の上

昇を抑制し、その結果、前駆脂肪細胞の分化を抑制することが示された。 

1.2 シフォナキサンチンの肥満モデルマウスに及ぼす影響 

 生体レベルでのシフォナキサンチンの効果を確認するために、肥満併発糖尿病モデ

ルである KK-Ay マウスを用いた評価を行った。凍結乾燥したナガミルのアセトン抽出

物をカラム分画することでシフォナキサンチン濃縮物（73%シフォナキサンチン含有画

分）を得た。4週齢の雄性 KK-Ay マウスを Control 群とシフォナキサンチン投与群に

分け、AIN-93G を基本組成とする通常食を与えた。シフォナキサンチン投与群には一

日当たりシフォナキサンチンとして 1.3 mg/マウスとなるように濃縮物を 6 週間経口

投与した。試験期間終了後、脂肪組織重量、血漿脂質、肝臓脂質を測定した。また、

脂肪組織、肝臓、筋肉中における脂質代謝関連遺伝子の発現変動をリアルタイム RT-

PCR 法で調べた。その結果、シフォナキサンチンを投与したマウスの腸間膜脂肪重量

および総白色脂肪組織重量は有意に減少した。体重や他の臓器重量および血漿や肝臓

中脂質に有意差は認められなかった。腸間膜脂肪組織では、シフォナキサンチンの投
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与により、脂質合成関連遺伝子（FAS と SCD1）の発現が有意に低値を示し、脂肪酸酸

化関連遺伝子（CPT1αと PGC1β）の発現が有意に高値を示した。さらに、筋肉では、

UCP3 遺伝子の発現が有意に上昇した。以上の結果から、シフォナキサンチンは生体レ

ベルでも脂肪蓄積抑制作用を示すことが確認された。 

2.緑藻由来シフォナキサンチンの吸収代謝機構 

 一般的に、食品として摂取されたカロテノイドは、食品からの遊離、消化管内での

分散と可溶化、上皮細胞への取り込みとリンパ液への分泌などの過程を経て体内へ吸

収され、血液や組織に取り込まれる。しかしながら、シフォナキサンチンに関する情

報はほとんどないため、その機能性や作用メカニズムを理解する上で、消化吸収と体

内動態を解明することは必須といえる。そこで本研究では、ICR マウスを用いて、シ

フォナキサンチンの吸収、代謝および体内蓄積を評価した。 

 5 週齢雄の ICR マウスを Control 群とシフォナキサンチン群に分け、Control 群は

AIN-93G を基本組成とする通常食を与えた。シフォナキサンチン群には純度 95%のシフ

ォナキサンチンを 39.5μg/g 含有する餌を与えた。16 日間飼育した後、体重および組

織重量を測定し、各臓器や血漿中のシフォナキサンチンとその代謝物について LC-MS

解析を行った。Control 群と比べて、シフォナキサンチンの投与によって、体重、摂

食量、組織重量には、有意差は認められなかった。シフォナキサンチン群において、

膀胱以外の組織からシフォナキサンチンが検出され、とくに消化管（小腸、胃および

大腸）に顕著な蓄積が認められた。また、脂肪組織にも多く蓄積し、とくに腸間膜脂

肪組織で顕著な蓄積を示した。さらに、シフォナキサンチン代謝物と推定されるピー

クも各臓器から検出された。それらの UV および MS スペクトル解析から、水酸基がケ

トン基へと酸化された 3-オキソ-シフォナキサンチン、3'-オキソ-シフォナキサンチ

ン、3,3'-ジオキソ-シフォナキサンチンが代謝物として生じたものと推定された。シ

フォナキサンチンの検量線を用いて、これら 3 つの代謝物を定量したところ、胃、小

腸、大腸では代謝物よりシフォナキサンチンの割合が高く、肝臓、脂肪組織、血清中

では代謝物の割合が高いことが示された。以上の結果から、体内に取り込まれたシフ

ォナキサンチンは酸化的な代謝を受け、まず、3'-オキソ-シフォナキサンチンあるい

は 3-オキソ-シフォナキサンチンに変換され、さらに、酸化されて 3,3'-ジオキソ-シ

フォナキサンチンへと代謝されるものと考えられた。 
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3．緑藻ナガミルの食餌誘発性肥満モデルマウスに及ぼす影響 

 本研究により、緑藻ナガミルに特有なカロテノイドであるシフォナキサンチンは脂

質蓄積を抑制することが見出された。しかしながら、シフォナキサンチンを単離して

食品に用いることは、技術的にも作業コストの面からも困難と予想される。そこで、

海藻のまま利用することを想定し、高脂肪食を摂取させた肥満モデルマウスを用いて、

ナガミル乾燥粉末の摂取による影響を調べた。 

 4 週齢の雄性 C57BL/6J マウスを 6 匹ずつ 4群に分けて、AIN93G 食（LF 群）、脂肪

エネルギー比 60%の高脂肪食（HF 群）、ナガミル凍結乾燥粉末 1%もしくは 5%添加高脂

肪食（1GA、5GA 群）をそれぞれ 12 週間自由摂食させた。試験期間中に摂食量および

体重を測定し、飼育終了後、血液、肝臓および内臓脂肪組織を採取した。血漿中のト

リアシルグリセロール（TG）、総コレステロール（TC）、GOT 及び GPT 活性を測定し

た。また、リアルタイム RT-PCR 法を用いて、肝臓と脂肪組織中脂質代謝関連遺伝子の

発現量を解析した。 

 HF 群では LF 群に比べて有意な体重の増加と内臓脂肪の蓄積が認められた。一方、

5GA 群では、HF 群と比較して、体重と腎周囲脂肪重量が有意に低下し、腸間膜脂肪と

総白色脂肪重量が減少する傾向が認められた。精巣上体脂肪、肝臓および褐色脂肪重

量には有意な差は認められなかった。血中脂質濃度についてはすべての群間で有意な

差は認められなかったが、5GA 群の TC 濃度は、HF 群よりも低下する傾向を示した。

GOT と GPT 活性は、HF 群と比べて 5GA 群で有意に減少した。脂肪組織における脂質代

謝遺伝子の発現変動を調べたところ、腸間脂肪組織における脂質合成関連遺伝子（SCD

１、FAS、G6PD、SREBP1c）の発現量は、HF 群と比べて 5GA 群で有意に低下した。ミト

コンドリア合成の調節因子である PGC1αの遺伝子発現量は、HF 群と比べて 5GA 群で

有意に増加した。腎周囲脂肪と精巣上体脂肪において、これらの遺伝子発現の変化は

認められなかった。腸間膜脂肪のみにシフォナキサンチンの蓄積が確認されたことか

ら、腸間膜脂肪における脂質代謝の調節はシフォナキサンチンの作用であることが示

唆された。また、糞中 TG と遊離脂肪酸の濃度は、5GA 群で HF 群より有意に増加した

ことから、ナガミル中に含まれている食物繊維が脂質の吸収を阻害し、その結果、腎

周囲脂肪重量の低下が示されたと考えられた。 
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結論 

 3T3-L1 前駆脂肪細胞および肥満併発糖尿病 KK-Aｙマウスを用いた検討により、緑藻

由来シフォナキサンチンは内臓脂肪の蓄積を防ぐことで抗肥満作用を示すことが初め

て見出された。また、経口摂取されたシフォナキサンチンは、とくに腸間膜脂肪組織

に蓄積されやすいこともわかった。さらに、緑藻ナガミルの乾燥粉末の摂取によって

も、抽出物よりも効力は劣るものの、シフォナキサンチンの作用が個体レベルで示さ

れる可能性も示された。これらの研究成果から、シフォナキサンチンおよびシフォナ

キサンチンを高含有する未活用の食用緑藻は、肥満の予防と改善に有用であることが

示された。今後、ヒトに対する詳細な検討が必要ではあるものの、新たな機能性食品

素材としての有効活用が期待される。 




