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畜肉のタウリンについて

近藤君夫・ 中島純子"

Taurine Contents in the Meats 
Kimio KONDO and Junko NAKAJIMA 

畜肉のうまみ成分の調査の一環として，鶏肉，豚肉および牛肉のタウリンの含有量を調べたところ，

鶏腿肉が数100mg/lOOg，豚肉が22mg/lOOg，牛肉が30mg/lOOgと畜種によりタウリン含量に差があると

ともに，鶏肉の場合，腿肉が数100mg/lOOgに対し，胸肉が29mg/lOOg，手羽肉が97mg/lOOg，ささみが

31mg/lOOgと，腿肉において他の部分肉より特徴的に1桁多く含まれていることが明らかになった。
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1 はじめに

タウリン (H2NCH2CH2S03H，アミノエチルスルホン

酸)は，生体に広範に含まれる特殊アミノ酸の一種で，

脂質の消化・吸収に関与し，欠乏すると目の網膜機能に

障害が出るとされ，浸透圧調節作用，膜の安定化，抗酸

化作用，血圧降下作用，ストレス軽減作用など多様な生

理作用を有することが報告されている 1).人では， 成人

の場合は非必須アミノ酸であるが，乳幼児は生合成が不

十分なため，母乳中には特に多く，人工乳では必ず配合

されるようになってきた。また，疲労回復などの効果が

あるとされ，タウリン高配合の飲料が市場に多く出され

ている。食品では，魚介類に豊富に含まれその含有量 (mg

/lOOg) は，特にカキ(1130)，ハマグリ(1080)，タコ

(830) ，イカ (770)のような員類や軟体動物に多く含ま

れている。畜肉の遊離アミノ酸を調査したところ，牛肉

豚肉では顧著ではないものの，鶏肉には多く，また鶏肉

の場合も，部位によりタウリン含量に差が認められたの

で報告する。

2 実験方法

2. 1 アミノ酸分析針

タウリンの分析は， (株)目立ハイテクノロジーズ製ア

ミノ酸分析計L-8800A(分離カラム (4.6mmIDX40mmX2) ， 

樹脂持2622SF)を使用し，クエン酸リチウム系緩衝液によ

る生体液標準分析法，またはその改良プログラムである

タウリン短時間分析法2)により行った。

2. 2 鼠薬類

アミノ酸分析用緩衝液の調製に必要な試薬類は，和光

* 食品バイオ部

材松本家畜保健衛生所
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純薬(株)のアミノ酸分析用または特級試薬を使用した。

2. 3 鼠料及び鼠料の調整

鶏肉は腿肉，豚肉はロース(第8胸椎部の胸最長筋)， 

牛肉は横隔膜(サガリ)を，各畜肉の試料採取部位とし，

分析試料は，死後熟成の影響を少なくするため，解体処

理後できるだけ速やかに秤量し， 4倍量のスルホサリチル

酸を加えホモゲナイズして凍結保存した。また，鶏肉の

部位別試料は，市内の肉販売庖より胸肉，手羽肉，ささ

み および腿肉を購入し，同様にスルホサリチル酸抽出

し，遠心分離及び膜ろ過により試料液を調整した。なお，

調査事業に係る試料の磨砕処理は，松本家畜保健衛生所

で実施し，凍結試料をセンター食品技術部門に移送し分

析した。

3 結果

3. 1 畜種によるタウリン含量の遣い

鶏腿肉42点，豚肉ロース34点，牛肉横隔膜53点のタウ

表 1 畜肉の種類によるタウリン含有量の違い

鶏肉 豚肉 牛肉

(腿肉) (ロース) (横隔膜)

試 料 数 42 34 53 

最 大 値
406. 3 30. 3 62.3 

mg/100g 

最 値
69.3 13. 0 10.2 

mg/100g 

平 均 {直
278.6 22.0 30.2 

mg/100g 

標準偏差 59.0 5. 1 12. 1 

cv免 21. 2切 23. 1% 40.2% 

17: 



1'14 

15 

制 10
5事

。 園 園 i江....ml

ややややややややや
〆 ρρρρpρpp

15 

10 
組
事長

O 

タウリン mg/100g 

図1 鶏肉のタウリン分析値の度数分布
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図2 豚肉のタウリン分析値の度数分布
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図3 牛肉のタウリン分析値の度数分布
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表2 鶏肉の部位によるタウリン含有量の違い

平均値

標準偏差

CV% 

手羽肉 胸肉

97. 1 28. 9 

1. 5 

1. 5% 

O. 6 

2.2% 

mg/lOOg 

腿肉 ささみ

412. 6 31. 4 

44.2 0.7 

10.7% 2.2% 

3回繰返し分析

リン分析結果を表lに示した。鶏腿肉のタウリン含有量

(mg/lOOg)は，最大値406，最小値69，平均278.6であった。

豚肉ロースは，最大値30，最小値13，平均値22.0，牛肉

績隔膜は，最大値62，最小値10，平均30.2であった。

また鶏肉，豚肉および牛肉のタウリン含有量の度数分

布を図1""3に示した。鶏腿肉は，豚肉ロースや牛肉横隔

膜に比較しl桁高く，鳥類と哨乳類の違いが明確であった。

鶏肉のタウリン含有量は魚介類ほど多くはないが，安定

して供給可能な動物性蛋白質資源であり，タウリンの重

要な摂取源と考えられる。一方，豚肉は13""30mg/100g
とシャープな分布を示したのに対し，牛肉は50mg/100g
を越える試料も認められるが、牛肉の試料は屠場での処

理後採集しているため，死後経過時聞が必ずしも一定し

ていない可能性があり、熟成時間の影響について今後検

討しなければならない。

3. 2 麹肉の部位によるタウリン含有量の遣い

鶏肉は腿肉と胸肉が主体を占め， 50mg/100gこれに加え

て手羽肉，ささみが部分肉として解体提供されている。

各部分肉はそれぞれ特徴を活かし，手羽肉は揚物に，サ

サミは蒸料理等々と使い分けられている。各部分肉につ

いてタウリンの含有量を調べたところ，腿肉は

412mg/100gと高いものの，手羽肉は97mg/100g，ささみは

3Img/IOOg，胸肉は29mg/IOOgと豚肉や牛肉と同程度の含

有量であった(表2)。脂肪が多くコクがある腿肉は，鶏

肉の中でも需要が多く，胸肉より高価格で取引されてい

るが，タウリン含有量が高いという特徴があることが明

らかになった。
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