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緑 茶 粕 の 澱 粉 分解酵素活性阻害

石田聡ー 高浦一希 本間 ?両**

lま じめに

乳牛における緑茶飲料製造残澄(以下「緑茶粕J) 

飼料化の試みは， ERUDEN1
)らにより報告され，

泌乳牛の TMR用飼料原料として，乾物比 5%程度

の配合であれば産乳量，乳成分への悪影響はないと

している。 5%以上添加した場合には，牛乳中の乳

糖含量が低下する傾向がある(表 1参照)。

当場における緑茶粕を組み入れた TMR給与の調

査においては，乾物 5%以下においても牛乳中の乳

糖含量の低下が見られた。

一般に緑茶抽出物に澱粉分解酵素活性の阻害作

用があり，その作用は茶カテキンによると報告され

ている 2，3)。緑茶粕にもカテキンは残存しており乾

物当たり 10%程度含まれている報告もある 4)。

乳糖含量の低下の原因は，緑茶粕中のカテキン等

によりアミラーゼ活性の阻害が起こり，ルーメンあ

るいは小腸における澱粉の消化率が下がる結果，生

体内のプロピオン酸あるいはグルコースの生成量

が低下している可能性が出てきた。そこで本原因の

一端を知るため，緑茶粕における澱粉分解酵素活性

阻害作用の調査および緑茶粕を組み入れた TMRの

給与による乳生産，乳成分(乳糖含量)への影響を

調査したので報告する。

表 l 緑茶粕サイレージ給与による乳量および
乳成分への影響

乳量(kg)

乳脂率(%)
乳蛋白質(%)

乳糖率(%)

無添加
5%(乾物当たり)

添加

32.1 32.7 

3.92 3.88 

3.32 3.35 

4.48 4.31 

(ERUDENら2005年)

.雪印種苗株式会社千葉研究農場 (SoichiIshida， Kazuki Takaura) 

"雪印種苗株式会社技術研究所 (MitsuruHonma) 

2.インビトロにおける緑茶粕

の澱粉分解酵素活性阻害作用

(調査 1 ) 

溶性澱粉 1%溶液 10mlに緑茶粕粉末を O.19およ

び 0.2g (溶液に対して 1%および 2%) を添加し，

煮沸液浴中で 30分間抽出，その後ろ過し供試試料

とした。緑茶粕の有無，グルコアミラーゼの有無に

よるグノレコース生成量の試験結果を表 2に示した。

緑茶粕を添加した場合，無添加に比較しグ、ルコア

ミラーゼによるグノレコース生成量は平均約 7割と

なっており，澱粉分解酵素活性の阻害作用があるこ

とが示唆された。

表 2 溶性澱粉への澱粉分解酵素添加の
有無および緑茶粕添加の有無によるグ、ル

コース生成への影響 (2元配置法)

(原物%)

緑茶粕無添加
緑茶粕1%添加

2%添加

酵素添加

0.57 

0.41 ::tO.04 

0.40::tO.03 

1)緑茶粕は製造ロットが異なる3反復

2)澱粉分解酵素の添加量 0.01%

酵素無添加
。

O士0

O::tO 

(rグノレクザイムAf-6J，天野エンザイム(株))

3. 緑茶粕添加発酵 TMRに

おける澱粉分解酵素阻害作用

(調査 2 ) 

筆者らは発酵 TMRへの澱粉分解酵素添加により

糖含量が高まり，エタノール含量が増加することを

確認した 5)。しかし，これまでの調査では緑茶粕を

組み込んだ発酵 TMRでは澱粉分解酵素添加による

エタノール含量の増加は少ない傾向があり，その真

偽を調べるため，発酵 TMR調製時において緑茶粕

組み入れの有無，澱粉分解酵素添加の有無 (2元配

置)による試験を行った。
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表3 発酵TMRへの緑茶粕、澱粉分解酵素
(臼アミラーゼおよびグルコアミラーゼ)添加の
有無によるエタノール含量 (2元配置法)

(原物%)

酵素無添加

酵素添加

緑茶粕無添加 緑茶粕添加

0.57 ::1::0.02 0.4 7::1:: 0.02 

(対照区試験B区)

0.80土0.03 0.82::1:: 0.07 

(試験A区試験C区)

1)ポリ袋に発酵TMR材料l.5kgを入れ密封し 2週間貯蔵，
貯蔵温度 300

C一定、緑茶粕添加量は乾物当たり 6.6%.

反復数 3

2)澱粉分解酵素 (αアミラーゼおよびグルコアミラーゼ)
添加量は発酵TMR原物当たり合計 0.005% (fアマフィー
ドBJおよび「グ、ルクザイム AF-6J.天野エンザイム(株))

3)酵素無添加、添加において有意差あり (pく0.01)

表 3に各処理区のエタノール含量を示した。試験

A区において，対照区に比較し酵素を添加すること

でエタノーノレ含量が増加する傾向にある。また試験

B 区に示されるように対照区に縁茶粕を添加する

ことでエタノール含量は低下する傾向にある。緑茶

粕添加，酵素添加の両方を処理した試験C区のエタ

ノール含量は試験 B 区より値は高く，また試験 A

区と差は見られなかった。この調査から，調査 1と

は異なり，緑茶粕を加えても澱粉分解酵素の活性は

抑えられていない。この原因として，発酵 TMRの

調製においては緑茶粕中のカテキンと酵素，飼料中

の澱粉との混合・反応状態が調査 1とは異なり，ま

た発酵 TMRの水分が調査 lの条件より低いためと

推定され，発酵TMR中の緑茶粕添加割合が乾物 6%

程度では澱粉分解酵素の活性には大きな影響はな

いと判断された。

4. 緑茶粕添 加 TMRの給与に

よる牛乳中の 乳糖 含量 への

影響( 調査 3 ) 

緑茶粕給与による牛乳中の乳糖含量への影響を

見るため，緑茶粕給与および無給与の TMRを当場

繋養泌乳牛に飽食給与した。

両区 TMRの原料としては，ビール粕，豆腐粕等

のウェットエコフィード，配合飼料および小麦スト

ロー，チモシー乾草を共通原料とし，緑茶粕添加区

には，緑茶粕を乾物 2.3%，緑茶粕無添加にはその

代替飼料として「ブレンド茶粕J (ハトムギ，玄米

などの各種原料の入った茶粕)を乾物 3.9%組み入れ，

TMRの飼料成分は表 4に示されるようにほぼ同じ

レベルとした。
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表4 緑茶粕添加，無添加 TMRの飼料
成分値(計算値)

(乾物%)

乾物

緑茶粕添加緑茶粕無添加

60.7 59.7 

粗蛋白質

粗脂肪

NDF 

NFC 

14.5 14.3 

4.3 4.5 

42.6 41.7 

32.8 33.6 

Ca 0.73 0.74 
p 0.41 0.42 

表 5 緑茶粕添加、無添加 TMR給与による
乳生産および乳成分

緑茶粕添加

調査頭数 9頭
平均産次数 4.0土1.4

平均分娩後日数 93士40

乾物摂取量(kg) 25.1::1::5.7 

乳量(kg) 35.8::1:: 7.3 

乳脂率(%) 3.95::1::1.0 

乳蛋白率(%) 3.30::1::0.3 

乳糖率(%) 4.51士0.14

MUN(mg/dl) 9.3::1::2.9 

緑茶粕無添加

6頭
3.3::1:: 1.0 
80::1::42 

27.4土4.0

41.8::1::7.7 

3.77士0.82

3.25::1::0.11 

4.63土0.06

14.6::1::2.2 

1)調査対象牛:当場繋養泌乳牛のうち，調査時2産以上，
分娩後日数5~150 日にある牛

2)調査日時・緑茶粕添加TMR給与(平成22年2月9日).
緑茶粕無添加TMR給与(平成22年2月23日および
3月9日)

一般に牛乳中の乳糖は乳脂肪，乳蛋白質に比較し

変動が少ないことが知られている 6)。表5に示される

ように，緑茶粕を組み入れていない TMRを泌乳牛

に飽食給与した時は，乳糖率は平均 4.67%.それに

対して緑茶粕の組み入れた場合には，平均 4.51%と

なり平均 0.16%低い傾向を示した(危険率P=008)。

一方乳蛋白質率の差はなかった(危険率P=O.7)0 

ERUDEN 1)らの報告(以下「試験 SJ と呼ぶ)で

は，表 1に示されように，乾物 5%の緑茶粕の配合

においても有意差はないもの乳糖率は標準より低

い平均 4.31%を示している。

田辺 7) らの報告においても，乾物当たり 10%の

緑茶粕の組み入れの有無による TMRの給与試験

(TMRのCP.TDNはほぼ同じ条件)を実施してい

るが，乳量，乳脂率，乳蛋白質率に差がない中，乳

糖率に関しては，緑茶粕添加区が平均 4.3%，無添

加区が 4.5%と有意な差 (P<0.05) を示している。

人やラットの緑茶(カテキン)の摂取により血糖

値が低下することが知られているのが，試験 Sにお
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いても有意差はないものの縁茶粕を増やすに従っ

て低下する傾向にある。

前述した当場の緑茶粕添加 TMR給与における

MUN，乳蛋白質率はそれぞれ，平均 9.3mg/dlおよ

び 3.3%と標準的な値であり，乾物摂取量，乳量に

も差が見られないことから，蛋白質の不足が原因に

より牛乳中の乳糖率が低下したとは考えにくい。

5.泌乳牛における緑茶粕給与

こ よる乳糖率低下の原因と

適正な緑茶粕の給与量

調査1の結果からは緑茶粕中のカテキンが乳牛に

おける給与飼料中の澱粉の消化率を低下させてい

る可能性が出てきた。

前述したとおり，牛乳中の乳糖含量が低下する原

因のーっとしては，緑茶粕の給与により給与飼料中

の澱粉の消化率が低下し，泌乳牛における生体内で

のプロピオン酸やグルコースの生成量が下がり，そ

のため乳糖合成量も少なくなったことが挙げられ

る。一方，試験 Sの緑茶粕 5%添加において乳量や

乳蛋白質率は無添加とほとんど差がみられない，あ

るいは調査3においても乳蛋白質率には差は見られ

ない。それにも関わらず，乳成分として低下しにく

い乳糖率が低下する傾向にあり，澱粉の消化率低下

だけでは説明がつかないところがある。

一般に知られている牛乳中の乳糖含量が下がる

原因として乳腺の炎症(乳房炎)がある。潜在性乳

房炎の牛においては乳線組織の炎症等により乳線

での乳糖合成が低くなり，エネルギー，澱粉の充足

の有無に関わらず，乳糖率が下がる傾向にある。カ

テキンを摂取すると血中に移行することが知られ

ており，カテキンの摂取により澱粉の消化を下げて

いると同時に乳糖の合成に何らかの影響を及ぼし

ているのかもしれない。

なお，カテキンには澱粉分解酵素阻害だけでなく，

マウス等では脂肪合成酵素阻害があるとの報告も

なされている 8)。

何れにせよ，体細胞数が高くなく，蛋白質，エネ

ルギーが充足されている中で乳糖含量が低下する

報告は一般に知られておらず，今後の緑茶粕給与に

よる乳糖率低下の原因解明が待ち望まれる。

また，乳糖含量が低い牛乳は甘みの少ない牛乳に

なり，牛乳のおいしさを損なう可能性もある。

牛乳中の乳糖含量が低下する原因が明らかにな

るまでは，当場においては，これまでの緑茶粕の給

与調査から泌乳牛への l頭当たりの給与量は乾物

O. 5kg以内としている。牛群の乳糖率が 4.4%以下

になる場合には，給与飼料中の糖，澱粉含量を増加

させる，あるいは緑茶粕の給与量を少なくする対応

が必要であろう。

6 最後に

結茶粕は，蛋白質，炭水化物，脂質， ミネラル，

ビタミンという 5大栄養素の供給源としてだけでな

く，カフェインやカテキン等，乳牛の代謝，免疫に

関与する機能性，薬理的成分を含んでいる。

今回は緑茶粕のカテキンによる澱粉分解酵素の

活性阻害を中心に説明してきたが，緑茶粕のタンニ

ン，カテキンには，鉄，亜鉛，銅など微量ミネラル

の吸着作用，ルーメンでの蛋白質分解抑制，脂肪分

解・合成酵素活性阻害，あるいは抗菌作用，抗酸化

作用がある。人と同様，乳牛，肉牛においても緑茶

由来の機能性成分の生理的影響，生産性への影響に

関する一層の研究が望まれるところである。
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