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Krill Oil とアンチエイジング

－慢性炎症および生活習慣病予防への期待－

甲陽ケミカル株式会社 福田 稔

はじめに

生活習慣病とは生活習慣が発症原因に深く関与してい

ると考えられている疾患の総称であり、「がん」、「脳

梗塞などの脳血管疾患」、「心筋梗塞に代表される虚血

性心疾患」、「肥満に関連したメタボリックシンドローム

（内臓脂肪症候群）」、「糖尿病」、「高脂血症」、「高

血圧症」などの疾患を指すことが多い。これらのリスク

要因として、食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の

生活習慣が影響しているとされる。日本人の健康寿命は

男性で 72 歳、女性で 78 歳とされているが、この健康寿

命をできるかぎり伸ばすことが国民的課題である。

近年、生活習慣病研究の進展により、それら疾患の根

底に慢性炎症が内在していることが注目されている１）。

様々な疫学研究から、慢性炎症を抑えることが生活習慣

病予防につながる可能性があるとされている。一方、厚

生労働省は「日本人の食事摂取基準 2010 年版」の中で、

生活習慣病予防の観点から、生体内では他の脂肪酸から

合成できないため食事から摂取する必要がある必須脂肪

酸について摂取基準を設けている。

ヒトにとっての必須脂肪酸とは ω6 脂肪酸（別称：n-6

系脂肪酸）と ω3 脂肪酸（別称：n-3 系脂肪酸）の２系統

からなる多価不飽和脂肪酸であるが、生活習慣病のリス

クを低下させるための目標量については、疫学研究に基

づき冠動脈疾患や脳卒中を予防するのに必要な目標量の

下限について種々の議論がなされている。n-6 系脂肪酸で

は総エネルギーの 10%未満、n-3 系脂肪酸で概ね 2.5g/

日以上とされている。また、「目標量では、EPA 及び

DHA を 1g/日以上摂取することが望ましい。」と付記さ

れている。現在、日本人の EPA および DHA の一日摂取

量は目標量の 50%～70％前後であり、これらの成分の積

極的な摂取が望ましいことになる。     

そこで、最近世界的に市場が拡大している ω3 脂肪酸

の EPA、DHA、赤色の抗酸化物質アスタキサンチンを豊

富に含み、抗炎症作用をもつ Krill Oil（オキアミ油）の生

活習慣病予防における有用性について最新の文献を基に

述べる。

１． 慢性炎症と生活習慣病

『メタ ボリックシン ドローム（メタ ボ）』と は、

内 臓脂肪 型肥満症 に糖尿 病・高 血圧症 ・ 高脂血症

のう ち 2 つ以上を合併した病態を指す。これら４つの生

活習慣病は心筋梗塞や脳梗塞など、動脈硬化による病気

の進行を著しく高めるもので、いわゆる「死の四重奏」

と言われて久しい。最近、生活習慣病や癌の発症・進展

の基盤病態に慢性炎症が関与していることが明らかにさ

れてきた（図１）。大島ら１）は、がんの発生には ras や

myc などのがん遺伝子またはがん抑制遺伝子 p53 の変異

による腫瘍化と腫瘍細胞の増殖を促進する生体反応が重

要であり、マウスを用いた遺伝学的研究から、炎症反応

で中心的役割を果たす物質プロスタグランディン E2

（Prostaglandin E2：PGE2）、慢性炎症反応に関与する

転写因子 NF-κB、および転写因子 Stat3 が発がんの促

進過程（プロモーション）に重要な役割を果たすことを

述べている（図２）。伊藤ら１）は、慢性炎症は老化と関

連していることを示している。たとえば 100 歳を超える

長寿者では、炎症を抑制する遺伝型をもつこと、抗炎症

薬により個体の老化・老化関連疾患が抑制できること、

細胞老化は種々の動脈硬化性疾患やがんの危険因子によ

り誘導され、さらに加齢により炎症に関わる血中の単球

遊走因子 MCP-1、炎症性サイトカイン IL-6、炎症マーカ

ーCRP が上昇することなどから、炎症を抑制することが

健康寿命の伸長に寄与するとしている。なお、白血球の

一種である単球から分化したマクロファージ（貪食細胞）

が、細菌による感染症から生体を防御するための免疫反

応、すなわち炎症反応に伴ってこれらの炎症性サイトカ

インを分泌し、さらなる過剰な炎症を引き起こす。また

図１ 慢性炎症とさまざまな疾患との関連性
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図３ 南極オキアミ（Euphausia superba）

図４ 南極海におけるナンキョクオキアミ漁場

平成22年度水産庁・水産総合研究センター

より引用改変

図５「南極の宝石」のソフトゲルカプセル

津田らは１）内臓脂肪型肥満を背景として発症するメタボ

リックシンドロームは、高血糖や脂質代謝異常、高血圧

を重複する病態であり、その基盤病態として全身の軽度

の慢性炎症反応があることに言及している。

2. Krill Ｏｉｌとは

Krill（オキアミ）は動物プランクトンの一種で体長は約

５cm、通常海面近くに生息しクジラの成長にとって重要

な餌となっている。Krill はオキアミ目に属する甲殻類の

総称であり、形態はエビに似るが胸肢の付け根に鰓が露

出することなどで区別できる（図３）。オキアミは食用、

釣り

餌、養殖の餌などに利用されており、南極周辺に生息す

る南極オキアミ（学名：Euphausia superba）の漁獲高は

時代により変遷があるが、直近では年間約 20 万トンとの

推計値がある（図４）。現在、機能性食品素材としての

Krill Oil は世界を見渡すと数社から製造販売されている

が、そのどれもが南極オキアミから抽出した油脂である。

赤色の強力な抗酸化物質アスタキサンチンを豊富に含有

し、透明な宝石のような赤色を呈するため、当社では商

品名を「南極の宝石」として販売している（図５）。魚

油由来の EPA や DHA などの ω3 脂肪酸が中性脂肪（TG）

に結合しているのに対して、Krill Oil は EPA や DHA など

がホスファチジルコリン（PC）に結合したものが多く含

まれる。エビの摂取によりアレルギー症状を呈した症例

について、オキアミを摂取した場合の症状の有無をアン

ケート調査した結果、アレルギー症状を呈する患者の割

合が低かったことから、オキアミはアレルギー表示義務

の対象とされていない。

3. Krill Oil による生活習慣病予防への期待

慢性炎症と動脈硬化に係る疫学研究から、炎症マーカ

ーCRPが心筋梗塞などの心血管系の疾患や脳卒中などの

疾患の予測因子であるとの報告がなされている２,３）。ま

た、抗炎症剤NSAIDのひとつアスピリン４）や、炎症を誘

発する転写因子NF-κBの活性化阻害作用を有する食品

素材のグルコサミン５）などの抗炎症物質が、大腸がんの

発生リスクを低減することが疫学研究により明らかにさ

れたことは、慢性炎症と発がんとの関連性を示唆するも

のである。

一方、糖尿病や高脂血症、脳梗塞、心筋梗塞などの発

症原因となっている内臓脂肪型肥満は増加の一途をたど

っており、いわゆるメタボリックシンドローム（内臓脂

肪症候群）を引き起こす。内臓の周囲とくに腸間膜に脂

肪細胞がたまるのが内臓脂肪型肥満である。脂肪細胞は

細胞質内に脂肪滴（中性脂肪：TG）が溜まる細胞であり

図２ 発がん促進に作用する３つの炎症性

シグナル経路とその相互作用

「医学のあゆみ」慢性炎症と生活習慣病・癌
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脂肪組織の構成要素である（図６）。脂肪組織は脂肪とし

てエネルギーを蓄えるだけでなく、最近は重要な内分泌

器官として注目されており６）、TNF-αやアディポネクチ

ンなどの産生に関与する。最近の肥満研究の進歩により

内臓脂肪型肥満いわゆるリンゴ型肥満を中心に、メタボ

リックシンドロームの病態として全身の軽度の炎症反応

が指摘されている。この軽度の炎症反応がすなわち「慢

性炎症」と称する病態である。実際、肥満者の脂肪組織

では、TNFα、IL-6、MCP-1に代表される炎症性アディポ

サイトカイン（悪玉アディポサイトカイン）の産生が亢

進し、アディポネクチンのような抗炎症性アディポサイ

トカイン（善玉アディポサイトカイン）の産生は減少す

ることが知られている。炎症性アディポサイトカインと

は脂肪組織＜adipose tissue＞で産生される炎症性サイ

トカインである。炎症性アディポサイトカインは肥満者

において上昇し糖尿病を促進する。逆に抗炎症性アディ

ポサイトカインは肥満度や内臓脂肪量と有意な逆相関を

示す。つまり、アディポネクチンは減量により増加し、

血中アディポネクチン濃度が高いほど心筋梗塞をはじめ

とする冠動脈疾患のリスクが減少することが疫学研究に

より明らかにされている。慢性炎症を抑制することによ

り悪玉アディポサイトカインを減らし、善玉アディポサ

イトカインを増やすことが可能ならばメタボリックシン

ドロームの改善が期待されよう。

図６ 脂肪細胞の模式図

さて、EPA や DHA などの ω3 脂肪酸が豊富に含まれる

Krill Oil の機能性とくに抗炎症作用はどうであろうか。

Deutsch７）は炎症マーカーである C 反応性蛋白（CRP）

のベースライン値が 1.0mg/dl（ベースライン値）以上の

中等度の炎症を有する患者 90 例（心筋梗塞、関節リュー

マチ、変形性関節症）を対象にした、Krill Oil（300 mg /

日）とプラセボとの二重盲検比較臨床試験を実施した。

その結果 CRP 値は、摂取７日目より摂取前値の-19.3%

と低下し、30 日目では-30.9%とさらに低下し、両群間

に有意差が認められた。このことは Krill Oil 摂取により

炎症が抑制されたことを意味する。さらに Deutsch は

COX-2 阻害剤などの NSAID は重篤な副作用のため長期

投与が不可能であることに触れ、ω6 脂肪酸に対して ω3

脂肪酸優位の Krill Oil が炎症性変化を抑制することを示

唆している。なお、Krill Oil の成分および抗炎症作用のメ

カニズムについては著者らの文献８,９）を参考にされたい。

また、Zhu ら
10) 

は高脂血症ラットおよびヒト大腸がん細

胞（SW480）を用いて Krill Oil の機能性について検討し

た。その結果、Krill Oil 摂取により有意なラット体重減少

と脂質異常の改善、およびヒト大腸がん細胞の増殖抑制

が観察されている。しかし、この研究報告は驚くにあた

らない。多くの研究が、EPA や DHA を含む多価不飽和

脂肪酸（PUFAs）が、細胞内情報伝達機構における転写

因子 PPAR を通じて、大腸がん、乳がん、前立腺がんな

どの発育を阻害することを報告している
11,12)

。また、Krill 

Oil にあって魚油にない成分としてフォスファチジルコ

リン（PC）がある。PC は動脈硬化の原因でもある血中

ホモシステインを改善し、アルコール性脂肪肝や B 型、

C 型肝炎などの肝障害から防御する作用があるとされて

いる
13)
。なお、肥満者に 2g/日の Krill Oil を 4 週間摂取さ

せた研究成績
14)
では、血中 EPA および DHA 濃度はそれ

ぞれ 178.4±38.7μM および 90.2±40.3μM と報告され

ている。

おわりに

慢性炎症は一過性の急性炎症とは異なり、長期にわた

って低レベルの炎症状態が持続するのであるが、臨床的

に見た慢性炎症とはなにかという命題については、必ず

しも十分に明らかにされているわけではない。しかしな

がら、最近の分子レベルでの研究から、動脈硬化、がん、

メタボリックシンドローム、さらにアルツハイマー病の

根底にも慢性炎症が内在することが明らかにされている。

炎症性サイトカイン産生を抑制する抗炎症素材候補とし

て COX-2 や NF-κB に対する阻害作用をもち、長期摂取

によっても有害事象のない安全な素材の開発が望まれて

いる。 2006 年に発表された疫学研究
15)

では、血中

PC-DHA が高値ではアルツハイマー病を含む認知症の罹

患率が低下したという。そのためか、最近では Krill Oil

のアルツハイマー病を対象とした研究が多くなっている。

アルツハイマー病も慢性炎症が内在しているとされてい

るので Krill Oil に予防効果があることを期待したい。
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