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緒　　　　　言

環境中には多くの変異原物質が存在しており､これらの

変異原性を抑えることはガンの予防や老化の進行を抑制す

る上で重要と考えられる｡近年､我々が摂取している食品

中には変異原性を抑制する成分を含むものがあることが明

らかにされ､これは食品の持つ3次機能のひとつと位置づ

けられている1,2)またそれらの変異原性抑制成分は単離

され､抑制機構などが明らかになっているものも多い｡こ

のような食品は緑黄色野菜に多く存在する他3)､茶類4,5)､

海草類6,7)などにも見いだされている｡これらの抑制成分

の多くはサルモネラのヒスチジン要求性株を用いたAmes

試験や大腸菌の変異株等を用いる方法によって確認されて

いる｡

今回､我々はサルノコシカケ科の一種であるチャガに着

目し､この熱水抽出物の変異原性抑制効果について調べた｡

チャガはカバノキ類､特にシラカバの立木に着菌し増殖す

るカバノアナタケ(Fuscoporiaobliqua)の菌核の俗称で､

石炭状の黒色の固い塊をしている｡これを熱水で抽出した

ものはロシアでは古くからお茶として飲用されたり､いろ

いろな疾病､特にガンや胃腸病の治療や予防に用いられて

きた｡しかし詳細な研究はなされておらず､現在､チャガ

の成分が試験管レベルで抗HIV活性を示すことが報告さ

れているのみである8)｡そこで我々は､チャガの熱水抽出

物がAmes試験において変異原性抑制効果を示すことを確

認し､さらに変異原性を抑制する成分の性状を推定するた

めにエタノールおよび2種類の限外ろ過膜による分画を行っ

たので､その結果について報告する｡

実　験　方　法

1.試料

チャガは､株式会社サラダメロン(名寄市)より供与さ

れた天然のものを使用した｡天然のチャガは固いのでペン

チなどで細切した後､粉砕器にて粉砕した｡この粉末200g

に対し1200mlの沸騰水を加えて1時間抽出し､ガーゼで不

溶物を除いた後､遠心分離(3,000rpm､ 10分)した上清を

ろ紙を用いてろ過し､これを凍結乾燥した粉末を使用時ま

で4℃で保存した｡実験に際してこの粉末を脱イオン水に

溶解し､チャガ熱水抽出液とした｡抽出液の濃度は1.3%

としたが､これ以上では静置すると沈殿が生じてしまうた

めこれを上限とした｡

2.変異原性試験

変異原性試験は､サルモネラ(Salmonella Typhimurium)

のヒスチジン要求性株のTA98およびTA100を指示菌と

して用いるAmes試験を改変した早津らの方法9)で行った｡

それぞれの菌は､あらかじめニュートリエントブロス(オ

キソイド社)溶液中で､ 37℃､ 16時間振とう培養したもの

を便周した｡変異原物質は､活性発現に薬物代謝酵素によ

る代謝活性化を要する間接変異原物質としてbenzo

[a]pyrene (B[a] P) ､ 3-amino-1, 4-dimethyl-5H-pyrido (4, 3-b)

indole(Trp-P-1) ､ 3-amino-1-methyl-5H-pyrido(4, 3-b)

indole(Trp-P-2) ､ 2-amin0-3-methylimidazo(4, 5-f)quinoline

(IQ) ､および直接変異原物質である2-(2-furyl)-3-(5-nitro-

2-furyl)acrylamide (AF2)を用いた｡これらの変異原物質は

あらかじめその濃度と出現する復帰変異コロニー数とが比

例関係を示す濃度範囲を予備実験にて求め､その範囲内で

コロニー数の計測に適するよう設定した濃度のジメチルス

ルホキサイド(DMSO)溶液とした｡

まず､変異原物質溶液100μlをねじ付き試験管にとり､

これにチヤガ抽出液の原液1から100μlに相当する希釈溶

液0.1mlを加えた｡間接変異原物質系にはS9mix､直接変異

原物質系にはリン酸緩衝液を0.5ml加え､さらに菌懸濁液

0.1mlを加えて37℃､ 20分間インキュベートした後､ソフ

トアガー液2.5mlを加えて混合し､プレートに董層して37

℃で培養した｡ 48時間後にプレート上に生じた復帰変異コ

ロニー数を計測した｡ブランクとしてチャガ抽出液の代わ



りに脱イオン水を加え､以下同様の操作を行った｡ 1試験

にプレートを2枚用い､ 2計数の平均値をとった｡なおS9

はアロクロール1254により誘導したラット肝より得たオル

ガノンテクニカ社製を用い､使用前にコファクターⅠ溶液

(オリエンタル酵母㈱) と混合し､ S9mixとした｡

3.エタノール分画

70%から100%までのエタノールへの溶解性により分画

を行った｡チャガ抽出液の凍結乾燥物1.3gをビーカーにと

り脱イオン水を加えた後､それぞれの最終濃度になるよう

にエタノールを加え､最終容量を100mlとした｡室温で2

日間放置し､フルオロポアFP1000 (住友電工社製)を用い

てろ過し､ろ液を濃縮乾問したもの､および残さを各々脱

イオン水に溶解し100mlとした｡この溶液のB[a]P､2.0μg/

plateに対する変異原性の抑制効果をTA98株を用いて調

べた｡

4.限外ろ過

ミリポア社製のミニタン限外ろ過システムを用いた｡チャ

ガ抽出液の凍結乾燥物5.0gを1,000mlの脱イオン水に溶解

し､分子量30,000の分子価NML30,000によって分画した分

子境30,000以下の両分をF1とし､さらに分子量30,000以

上の画分については分子量100,000の分千綿NML100, 000に

よって分画し､分子量100,000以下の両分をF2､分子量

100,000以上の両分をF3とした｡これらの両分を各々脱イ

オン水に溶解し､この溶液のB[a]P､ 2.0μg/plateの変異

相生に対する抑制効果をTA98株を用いて調べた｡

実　験　結　果

1.チャガ熱水抽出物の成分分析

チャガ紬出液の凍結乾燥品について5成分の成分分析を

行ったところ､水分3.6%､たんばく質1.6%､灰分28A ､

脂質0%､炭水化物66.0% であった｡

Table 1 Anti-mutagenic Effects of Chaga Exract (1.3

mg/ plate)on Vanous Mutagen

Fig.1 Anti-mutagenic Effects of the Chaga Extracts on

Benzo [a] pyrene (B [a]P)

2.チャガ熱水抽出液の各種変異原物質に対する変異原性

抑制効果

5種類の変異原物質に対するチャガ抽出液の変異原抑制

効果をTable1にまとめて示し､さらに各々の変異原物質

に対する効果をFig.1からFig.5に示した｡

まず代謝清牲化を要する聞接変異原物質であるB[a]P

に対するチヤガ抑出液の変異原性抑制効果を調べた( Fig.

1)｡始めに､ B[a]P 無添加でプレートあたり乾物換算で

1.3mgまでのチャガ抽出物を加えたプレートにおいては復

帰突然変異したコロニー数は対照と変わらず､チャガ抽出

液それ自体には変異原性がないことを確認した｡一方､チャ

ガ抽出物無添加でTA98株には2.0μg､ TA100株には1.0

μgのB[a]Pを加えたプレートでは､ Table1およびFig.1

から明らかなようにそれぞれ約220､約370個の復帰変異コ

ロニーが生じた｡これに対しチャガ抽出物を添加した場合､

添加量の増大に伴い復帰変異コロニー数は著しく減少した｡

すなわち､チャガ抽出物1.3mgを加えたプレートでは､ TA

98株､ TA 100株それぞれ約40､約150個のコロニーが生じ､



コントロールの約30､約110個と同程度であり､チャガ抽

出物は濃度依存的にB[a]P の変異原性を抑制し､その効果

はTA98株､ TA100株いずれの菌株を用いても同様に認め

られた｡

Fig.2 Anti-mutagenic Effects of the Chaga Extracts on 3-

amino-1 , 4-dimethyl-5H- pyndo (4, 3-b) indole (Trp-

p-1)

Fig.3 Anti-mutagenic Effects of the Chaga Extracts on 3-

amino-1 -methyl-5H-pyrido (4, 3-b) mdole (Trp-P-2)

Fig.4 Anti-mutagenic Effects of the Chaga Extracts on 2-

amino-3-methylimidazo (4, 5-f) quinoline (IQ)

Fig.5 Anti-mutagenic Effects of the Chaga Extracts on 2- 2-

furyl)-3-(5-nitro-2-furyl) acrylamide (AF2)

次に､間接変異原物質であるTrp-P-1に対してチャガ抽

出液の変異原性抑制効果を調べた(Fig. 2)｡ Trp-P-1を

TA98株には0.01μg､ TA100株には0.2μ g加えた系に対

してチャガの抽出液を加えたところ､どちらの菌株の場合

でも明らかな抑制効果が認められた｡ またTrp-P-2に対し

てもTA98株およびTA100株の両薗株においてそれぞれ

0.001μg､ 0.02μg加えた場合､変異原性抑制効果が確認



された(Fig.3)｡

一方､ Trp-p-1やTrp-P-2と同様に間接変異原物質である

IQに対しては､ Fig.4に示すようにTA98株には0.0025

μg､ TA100株には0.01μg を加えた場合､チャガ抽出物

を加えたプレートでもコロニー数は有意な変化は認められ

ず､変異原性抑制効果は見られなかった｡

また代謝活性化を要しない直接変異原物質であるAF2

の変異原性も抑制されなかった(Fig.5)｡

今回の一連の実験において5種類の変異原性物質を周い

たところ､代謝活性化を要する間接変異原物質のうちIQ

に関しては明確な変異原性抑制効果は認められなかったこ

とから､チャガ抽出物はS9mix 中の酵素活件を阻害するな

どの代謝清性化の抑制により変異原性を抑制しているので

はないと思われた｡

3.チャガ熱水抽出液中の変異原性抑制活性成分のエタ

ノールに対する溶解性

変異原性抑制活性を示す成分の性状を推定するためにエ

タノールへの溶解性を調べた｡まず70%から100%までの

濃度のエタノールに対する活性成分の溶解性を調べた結果

をFig.6に示す　TA98株を用い､ B[a]Pを2.0μg加えた

系に対する変異原性抑制効果を比較した｡ 80%以上のエタ

ノール不溶性画分はチャガ抽出物1.3mg よりやや劣るもの

の､かなりの変異原性抑制活性を示したが､これらの可溶

性両分はブランクと同程度の復帰変異コロニーを生じ､変

異原惟抑制活性はみられなかった｡ 70%エタノール処理で

は不溶性､可溶性いずれの画分にも変異原性抑制活性がみ

られた｡

Fig.6 Effects of Ethyl Alcohol Solubility of Chaga Extract on

Anti-mutagenicity with B[a]P (2. 0 μg) in TA98 Strain

4.チャガ熱水抽出液中の変異原性抑制活性成分の限外ろ

過による分画

2種類の限外ろ過膜により得られた画分についてTA98

株を用い､ B[a]P に対する変異原性抑制効果を調べた(Fig.

7) ｡ B[a]Pは2.0μg用いた｡ MNL30,000で補足されない

低分子側(F1)には変異原性抑制活性はほとんどみられ

なかった｡乾物換算で抽出物の4割以上がNML100,000

に補足される成分(F3)であったが､ここにかなりの変異

原性抑制活性がみられ､またこの中間画分(F2)にも中程

度の活性がみられた｡

Fig.7 Anti-mutagenic Effects of the Fraction of

Ultrafiltration (on B[a]P 2. 0 μg) in TA98 Strain

考　　　　　察

賀田らにより､野菜や果物などに見いだされる変異原性

抑制作用には以下のような機作があることが明らかにされ

ている2.3)｡

1)変異原物質生成抑制

2)変異原物質不活性化

3)変異原物質の代謝活性化抑制

4)代謝活性化されたガン原物質の不活性化

5)突然変異の固定抑制

これらの作用はさらに1)の作用を持つ成分が変異原物質生

成抑制成分､ 2)､ 3)および4)の作用を持つ成分を変異原不

活性化成分(desmutagen)､ 5)の作用を持つ成分を抗突然変

異成分(bio -antimutagen) と呼ぶことが賀田によって提唱さ

れてきた｡

今回の実験には代表的な環境変異原物質としてB[a]P を､

さらに加熱食品のなかに含まれるアミノ酸熱分解物である

変異原物質としてTrp-P-1､ Trp-P-2､ IQの3種を､さらに



はかつて食品添加物として使用されていたAF2を選択し､

それらの変異原性に対するチャガ抽出物の抑制効果を検討

した｡その結果､ B[a]P､ Trp-P-1およびTrp-P-2の変異原性

を用量依存的に抑制したが､ IQ､ AF2についてはチャガ抽

出物1.3mg/plateまでではこの変異原性を抑制しなかった｡

TA98株はフレームシフト型の突然変異をTA100株は塩基

置換型の突然変異を検出するための指標であるが､チャガ

抽出物の変異原性に村する作用パターンはどちらの菌株に

おいても同様であった｡ B[a]P､ Trp-P-1､ Trp-P-2､および

IQはS9mix による代謝活性化を要する変異原性物質である｡

そのうち前3物質はその変異原性はチャガ熱水抽出液によ

り抑制されたのに対し､ IQの変異原性は抑制されなかっ

たことより､チャガの変異原性抑制効果は少なくとも薬物

代謝酵素の阻害などに依存するものではないと考える,

次に､チャガ熱水抽出液中の変異原性抑制活性を示す成

分の性状を推定するためにいくつかの分画を試みた｡その

結果､エタノール処理では80%以上で不溶性両分に活性が

認められた｡さらに限外ろ過による分画では分子量30,000

以下の画分にはほとんど活性は見られず､分子量30,000以

上100,000以下では中程度の活性が見られ､分子量100,000

以上の画分には最も強い変異原性抑制効果が認められた｡

以上のことからチャガ熱水抽出液中の抗変異原性を示す成

分は高分子で､ある程度分子量の分布範囲の広いものと考

える｡

サルノコシカケ科のキノコ類は古くから和漢薬として利

用され､特にガンに効くといわれている｡これらの熱水抽

出物は動物や細胞を用いた試験においても顕著な制ガン作

用が認められ､その本体はいずれも多糖体であることが明

らかにされている｡水野らはサルノコシカケ､マンネンタ

ケ､マイタケの子実体の熱水抽出液から3-D-グルカン

を得､このうち分子量1万～200万の画分に強い制ガン活

性があることを示した10.11)｡

本研究において分画した変異原性抑制作用を示す成分に

ついてさらに性状を明らかにするためイオン交換処理等を

検討したが､今回用いたAmes試験で確認できるほどの活

性が残存しなかった｡ こうした点を含め､さらに検討を要

すると考える｡

結　　　　　語

我々は､カバノアナタケの菌核であるチャガからの熱水

抽出物の変異原性抑制効果についてAmes試験を用いて調

べた｡　その結果､チャガ熱水抽出液はB[a]P､ Trp-P-1､

Trp-P-2の変異原性を抑制したが､ IQ､ AF2の変異原性は抑

制しなかった｡この変異原性抑制効果の機構については不

明である｡

変異原性抑制活性をもつ成分の性状を推定するためエタ

ノール処理､限外ろ過による分離を行った｡ チャガの抽出

物中､活性をもつ成分は80%以上のエタノールで沈殿し､

また分子量100,000以上にもっとも多くの､分子量30,000～

100,000には中程度の活性が見られた｡ 　このことからチャ

ガの抽出物中の変異原性抑制作用をもつ成分は高分子で､

ある程度の分子量分布のあるものと思われた｡

本研究にあたり試料を提供いただきました株式会社サラ

ダメロンの佐久間和夫氏に感謝いたします｡ また実験に際

しご指導いただきました本研究所遺伝子工学科長加藤芳伸

博士に感謝いたします｡
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英　文　要　約

Chagais a popular name for the sclerotium of Kabano-

anatake (Fuscoporia obliqua).Hot water extract of Chaga

has been used as folk medicine for various diseases.

especially for cancer in Russia.

In this report, we investigated anti-mutagenic effect of

hot water extract of Chaga by the modified Ames test

using Salmonella Typhimurium TA98　and TA100

strains.

The chaga extract reduced the mutation induced by

B[a]P, Trp-P-1 and Trp-P-2, but not by IQ and AF2 in

the case of either TA98 or TA100 strains.

We tried to fractionate the chaga extract by two

methods of ethyl alcohol solubility and ultrafiltration to

define the character of the active components. The

anti-mutagenicity was observed in insoluble fraction at

more than 80 % ethyl alcohol concentration. Further-

more, the anti-mutagenicity was almost observed in a



fraction of higher molecular weight than 100kDa, slight-

ly in a fraction of molecular weight from 30kDa to

100kDa and not in a fraction of lower molecular weight

than 30kDa.

Key words: Chaga (Fucoporia obliqua); Ames'test; TA98;

TA100; anti-mutagenic effect


