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日本栄養・食糧学会誌第69巻第6号 283-288(2016) ｜総

米タンパク質の新規生理学的機能性に関する研究

言副

（平成 28年度日本栄養・食糧学会奨励賞受賞）

久保田真敏氏l

(2016年7月4日受付； 2016年 10月12日受理）

要旨：米は日本において主食であり，エネルギー供給源としてだけでなくタンパク質の供給源としても重要

な食品である。それにもかかわらず，米タンパク質の生理学的機能性に関する研究は非常に限られている。

著者らはこの米タンパク質に着目し，栄養生理学的に主基礎となる消化性ならびに機能性に関する研究を行っ

た。その結果，我々が摂取している精白米のタンパク質の 1つであるプロラミンの消化性は炊飯処理で低下

することを明らかにし逆にアルカリ抽出により精製した米目玉乳タンパク質（AE-REP）中のプロラミンの

消化性が高いことを invivoレベルで証明した。さらにAE-REPを用いて機能性に関する検討・を行ったとこ

ろ， AE-REPは血築総コレステロール，肝臓中総コレステロールおよび中性脂肪の低下作用を有し，糖尿病

モデルラットではAE-REPの摂取が糖尿病性腎症の進行を遅延させることを明らかにした。

キーワード：米タンパク質，プロラミン，消化性，脂質代謝改善，糖尿病性腎症

米は日本人の食卓の中心に位置する食品であり，最も

重要なエネルギー源として日本人の健康維持に寄与して

きた。しかしその消費量は食の欧米化に伴い，国民 l人

当たり 114.9kg／年（昭和 35年）から 56.9kg／年（平成

25年）へとほぼ右肩下がりに低下し昭和 35年と比較

するとその消費量は半減している1）。このような状況に

もかかわらず，食品群別摂取量でみると晴好性飲料類を

除き最も多く摂取している食品は米であり，食品群別タ

ンパク質摂取量でも肉類や魚介類に次ぐ3番目に位置し

ている（図 1)2）。このように摂取量の面からでも，日本

人の健康に対する米タンパク質の寄与の大きさが窺われ

るが，米タンパク質の生理学的機能性に関する研究は大

豆タンパク質と比較すると驚くほど限られている。そこ

で著者らはこの米タンパク質に着目し，栄養生理学的に

基本となる消化性と機能性に関する検討を重ねてきた。

本稿ではその中でも，特に我々が日常的に摂取している

精白米に含まれる米匪乳タンパク質（REP）の消化性な

らびにその機能性について報告する。なお本稿で報告す

る動物試験は全て，新潟大学動物実験倫理委員会の承認

を得二て行ったものである。

精白米の主要な栄養成分は炭水化物であり（約

78%），タンパク質はこれに次ぐ栄養成分（6%）となっ

ている3）。精白米中のタンパク質のほとんどは種子発芽

時の窒素供給源として利用される貯蔵タンパク質であ

り，プロテインボディ（PB）と呼ばれる構造体に蓄積

することが知られている。米タンパク質は溶媒への溶解

度から複数のグループに分けられており，最も主要な貯

蔵タンパク質は希酸・アルカリ可溶性のグルテリンであ

る。このグルテリンは電気泳動により主要な 3つのバン

ド，プログルテリン（57kDa），酸性サブユニット（37-

39 kDa），塩基性サブユニット（2223 kDa）に分けら

れる4）。グルテリンに次ぐ貯蔵タンパク質はアルコール

可溶性のプロラミンであり グルテリンと同じく電気泳

動により 3つの主要なバンド（16. 13, 10 kDa）に分離

される5）。これらの貯蔵タンパク質が蓄積する PBには

PB-IとPB-IIの2種類があり，グルテリンやグロプリン

はPB-IIに蓄積し，プロラミンは PB-Iに蓄積すること

が知られている6）。

1. 米匪乳タンパク質の消化性

米匹乳部のタンパク質が蓄積する PBの消化性は， in

vitro消化試験などの結果から大きく異なっていると考

えられてきた。 REPの消化性に関する研究は 1970年代

からいくつか行われており， Tanal王aet al. 7lは炊飯米を

摂取したヒトの糞便中に fecesprotein particleと呼ばれ

る頼粒が排推されることを発見しその頼粒が炊飯米に

由来することを報告した。また Ogawaet al. 5lはペプシ

ンを用いた invitro消化試験を行い，プロラミンの消化

性がグルテリンなどと比較して低いことを報告した。ま

た， Eggumet al. slはラットを用いた検討により， REP

＊連絡者・別刷請求先（E-mail:m.kubota@agr.niiga匂－u.ac.jp)
l新潟大学研究推進機構超域学術院（950-2181新潟県新潟市西区五十嵐二の町8050)
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の真の消化率が炊飯処理を行うことで99.7%から 88.6%

へおよそ 10%減少することを報告した。このような

REPの消化性に関する研究結果から，プロラ ミンが蓄

積する PB-Iは難消化性であると考えられてきた。著者

らはこれらの報告をふまえて まずREPの機能性に関

する議論を行う際に重要となる REPの消化性について

検討した。その研究方法としては，従来の invivo消化

性の研究とは異なり， REPの23kDaグルテリンおよび

13 kDaプロラミンに対する特異抗体を用いて，消化管

内容物および糞中に残留する REPを検出することで消

化性の違いを明らかにすることとした。Eggumet al. s> 

の報告にもあるように炊飯処理がREPの消化率に影響

を与えることが報告されていることより，まずREPの

グルテリンおよびプロラミンの消化性に対ーする炊飯処理

の影響を調べた。生米あるいは炊飯米を摂取させたラッ

トの消化管内容物および糞中に残留する REPをウエス

タンプロット法により検出 した結果，炊飯処理により

23 kDaグルテリンの消化性に変化はみられなかったも

のの. 13 kDaプロラミンの消化性が明石在に低下するこ

とが明らかとなった（図 2）的。 さらに生米，炊飯米およ

びそれぞれを摂取させたラッ トの糞中に排他された PB

の構造を形態学的な観察により検討した結果，炊飯米を

摂取させたラッ トでほぼ構造が維持された PB-Iが排推

されていることが明らかとなり，プロラミンが蓄積する

PB-Iの消化性は炊飯処理によって低下することが示さ

れた。以上の結果より ，難消化性タンパク質であると考
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図 1 食品群別摂取量ーおよびタンパク質摂取量2)

糞
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13P 
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図2 炊飯処理が米目玉乳タンパク質の消化性に与える影響9)

bar: 1 μm 
.. : PB-I 

A,a，生米；B,b，炊飯米；23G, 23 kDaグjレテリン； 13P, 13 kDaプロラミン；PB，プロテインボディ
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えられているプロラミンは生来の難消化性タンパク質で

はなく ，炊飯処理により後天的に難消化性に変化するこ

とが明らかとなった。

大豆タンパク質など特定の食品成分の機能性を検討す

る際は，一般的に対象となる成分の精製物を利用してい

る。そこで， REPの機能性を検討する際にも REPの精

製物を利用する必要があり ，その消化性についても検討

を行うこととした。現在までに REPの精製方法は 2種

類あり，特に消化性が大きく 異なっていると考えられて

いる。Morita& Kir匂ama10lは，耐熱性アミラーゼを用い

て加熱処理した米のデンプンを分解した後にタンパク質

を回収する方法 （SD-REP）を提案し，ラットを用いて

その真の消化率が炊飯米とほぼ間程度の約 87%である

ことを報告した。一方， Kumagaiet al. 11）は非加熱条件

下で水酸化ナトリウムを用いてタンパク質を溶出させ回

収する方法 （AE-REP）を報告し， AE-REPのinvitro消

化性，特にプロラミンの消化性がSD-REPと比較して，

大きく向上していることを示した。そこでこれら 2種類

のREP精製物を用いて，グルテリンおよびプロラミン

のinvivo消化性の違いを先に述べた REPに対する特異

抗体を用いた方法により比較検討することとした。その

結果，グルテリンの消化性には大きな違いはみられな

かったものの，プロラミンの消化性はAE-REPで大きく

向」二していることが明らかとなった （図3)12）。 さらに

それぞれの精製物およびそれらを摂取させたラットの糞

の形態学的な観察を行ったところ， AE-REPでPB-IIの

飼料
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a 

a 

構造が完全に崩壊し PB-Iの構造も大きく変形してい

ることが示され，SD-REPでは PB-I,IIともに構造を維

持していることが明らかとなった。また糞へのお1：祉は

SD-REPを摂取させたラットにおいてのみ PB-Iの排池

が確認され，プロラミンが糞中へ排池される形態は炊飯

米と同様に PB-Iの構造を維持した状態であることが明

らかとなった。また，このような消化性に違いがみられ

る2種類の REP精製物がラ ットの成長に与える影響を

検討したところ， AE-REPを摂取させたラットの体重増

加はカゼインを摂取させたラ ットとほぼ同程度であるこ

とが明らかとなり， SD司REPを摂取させた場合は有意に

体重増加が抑制されることが示された13）。 以上より，

REPは精製方法によって消化性の違いによる生体利用

率が異なる可能性があり，機能性を検討する際はどちら

のタンパク質精製物を利用するか留意が必要であること

が明らかとなった。

2.脂質代謝改善作用

脂質異常症はアテローム性動脈硬化と密接に関連して

おり，冠状動脈性心疾患などのリスクを増大させる 14）。

この脂質異常症を予防する食事因子としてタンパク質も

注目されており，摂取タンパク質の種類の遠いが与える

影響について長年研究が重ねられ，大豆タンパク質を始

めとした植物性タンパク質は 動物性タンパク質と比較

して脂質代謝改善作用を有していることが示された15）。

REPの機能性研究を始めるに際し著者らは大豆タン

23G 

13P 

糞
A、

b 

b 
bar: 1 11m 
・・：PB-I

図 3 調製法の違いが米匹乳タンパク質の消化性に与える影響12)

A, a, AE-REP; B, b, SD-REP; 23 G, 23 kDaグルテリン； 13P, 13 kDaフ。ロラミン， PB，フ。ロテインボテゃイ
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図4 米匹乳タンパク質摂取が成熟期ラットの脂質パラ
メータに与える影響16)

C，カゼイン群；AE-REP,米匹乳タンパク質群；TG，中性脂肪；

TC，総コレステロールゾP<0.05 (vs C）。なお，有意差の検

定はスチューデント ι検定により行った。

TG 

。
TC TG 

。

取が糖尿病および糖尿病性腎症に与える影響を明らかに

することとした。 GKラットに標準飼料あるいは糖尿病

をより進行させることを目的にショ糖含量を標準飼料の

3倍量に設定した高ショ糖飼料を10週間摂取させ，糖尿

病および糖尿病性腎症に対する影響を検討した19）。試験

期間中，空腹時血糖値の推移を測定したところ， AE-

REP摂取によりカゼインと比較して明確な空腹時血糖

値の改善はみられなかった。また試験開始9週目に糖負

荷試験を行ったところ，耐糖能の悪化が確認されたもの

のAE-REP摂取による耐糖能の改善効果はみられなかっ

た。以上の検討結果より， GKラットではAE-REP摂取

による明確な糖尿病改善作用はみられないことが示され

た。一方，糖尿病性腎症に対する影響を検討するために，

糖尿病性腎症の早期診断マーカーとして利用されている

尿中アルブミン排世（UAE）を測定した。その結果，

標準飼料摂取では UAEの増加は確認されなかったもの

の，高ショ糖飼料摂取では明確な UAEの増加がみられ

た。しかし AE-REP摂取によりカゼイン摂取と比較し

て有意な UAE抑制がみられた。また腎糸球体の形態観

察を行い組織障害に与える影響を検討したところ， AE-

REP摂取により有意に組織障害の進行が抑制されてい

ることが明らかとなった。そこで， AE-REPの糖尿病性

腎症進行遅延作用のメカニズムを検討することを目的に

空豆期間（6週間）の試E会を行ったところ， AE-REPの摂

取は炎症マーカーである血中 C反応性タンパク質濃度

を有意に低下させることや 抗酸化作用に関係する腎臓

中ヘムオキシゲナーゼーlの遺伝子発現が有意に上昇する

ことが示された。以上の検討結果より， AE司REPは糖尿

病性腎症の進行遅延作用を有していることが明らかとな

り，その作用にはAE-REP摂取による抗炎症作用および

抗酸化能の克進が関与している可能性が推察された。

一方， GKラットでは十分な血糖値上昇や， AE-REP

摂取による明確な糖尿病改善作用がみられなかったた

め，より顕著な空腹時血糖値の上昇を示すZuckerDia-

betic Fa向rラットを用いて糖尿病および糖尿病合併症に

パク質で先行研究が多くある脂質代謝改善作用に注目

し， REPの脂質代謝改善作用を検討－することとした。

20週齢の成熟期ラットを用いて検討・を行った結果， 2週

間のAE-REP食摂取がカゼイン食と比較して，血築総コ

レステロール，および肝臓中総コレステロールと中性脂

肪を有意に低下させた（図 4)16）。またコレステロール

負荷食を摂取させた 7週齢の成長期ラットでも同様に，

カゼインと比較してAE”REP摂取により血張総コレステ

ロール，肝臓中総コレステロールと中性脂肪が有意に抑

制されることが示された。さらに糞中へのステロイド排

植を測定したところ，成熟期ラットにおいてAE-REP摂

取により有意にステロイド排世が増加していることが示

された。同時に大豆タンパク質を用いた検討も行ってお

り，これら AE-REPの脂質代謝改善作用は大豆タンパク

質に匹敵するものであることも示された。以上の検討よ

り，成長期および成熟期ラットにおいてAE-REPが脂質

代謝改善作用を有していることが示され，その作用は糞

中へのステロイド排地促進を介している可能性が示唆さ

れた。

3.糖尿病性腎症進行遅延作用

糖尿病は世界規模で患者数が増加している疾患であ

り，わが国においてもその対策が重要視されている。糖

尿病は慢性的に高血糖状態が維持される疾病であり，さ

まざまな合併症を引き起こすことが知られている。網膜

症，腎症，神経障害は3大合併症と呼ばれ，特に糖尿病

性腎症は新規透析導入患者の原因疾患第 l位となってお

り17），現在の医療費高騰の原因の lつとなっている。そ

こで次にAE-REPの新たな機能性としてこの糖尿病およ

びその合併症，特に腎症に対する影響に注目し，検討を

行うこととした。

日本人を始めとするアジア人種では欧米人と比較し

て，著しい肥満を呈さずに糖尿病を発症する場合も多い

ことから18），著しい肥満を呈さない非肥満2型糖尿病モ

デル Goto-Kakizaki(GK）ラットを用いて， AE-REP摂
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図5 米匹乳タンパク質の新規生理学的機能16)19）初）

↑↓， Iつの試験系で促進，抑制効果を確認；↓↓，異なる複数の試験系で抑制

効果を確認

対する AE-REP摂取の影響について検討－を行った。その

結果GKラットと同様の糖尿病性腎症進行遅延作用だけ

でなく，糖尿病の進行遅延作用，抗脂肪肝作用など新た

な機能が見いだされ20），現在はその作用メカニズムにつ

いて詳細な検討を行っている。

以上，著者らのこれまでの検討から，加工処理により

米プロラミンの消化性が変化することが明らかとなり，

AE-REPの新たな機能性として脂質代謝改善作用，肝臓

への脂肪蓄積抑制作用，糖尿病および糖尿病性腎症進行

遅延作用が発見された（図 5）。
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Summαη1: Rice is a staple food and has importance as a protein source as well as a major energy source in Ja-

pan. However, data about the physiological functions of rice protein remain limited, despite its importance. We 
have therefore investigated the various physiological functions of rice protein. First, we conducted an in vivo di-

gestion test of rice endosperm protein to clariかthedigestibiliけofrice prolamin. Our in vivo experiments 
showed that the digestibility of rice prolamin is decreased by cooking but is improved by alkali ex仕action.Fur-
thermore, our investigation of alkali-extracted rice endosperm protein (AE-REP) revealed白atit reduces plas-

ma total cholesterol, hepatic total cholesterol, and hepatic triglycerides, as well as ameliorating diabetic ne-
phropathy in diabetic model rats. 

Key words: rice protein, prolamin, digestibility, lipid metabolism, diabetic nephropathy 

* E-mail: m.k由ota@agr.niigata-u.ac.jp
1 Center for Transdisciplinary Research, Niigata University (8050 lkarashi 2-no-cho, Nishi-ku, Niigata 950 
2181,Japan) 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

