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飼料学 (87)

川動物性餌料原料

田中秀

VI -1 タンパク賓(蛋岳質 protein)

人類がタンパク質を認識したことは生命科学領域，

特に動物栄養学領域では重要な知見の一つである。

タンパク震は細胞内や細胞外に普遍的に存在し，その

種類は数千~数万にものぼり，それぞれ異なる機能

を持っている。タンパク質は生物を特徴づける

物質であり， Engels (1868) は f生命とはタンパク

質の存在様式であるJとしづ命題を提唱した。その

当時，核酸(DNA，RNA)がようやく発見 (Miescher

1869)された時である。生命現象における DNA，RNA

の働きがほぼ解明された現在でも，タンパク質が生物

の形質を表現する機能生物質であることはゆるぎ

ない事実である。英語ではプロティン(protein)と呼

称されている。生物にとってタンパク質は重要で第

一義的ものであることから， proteinはギリシャ語の

も重要なという意味の proteiosに，またタンパク

質の一種であるアルブミン albuminの名称はラテン

語の alubus(白し、)に由来する。日本でのタンパク質

の名称は川井芸名氏(1861)がオランダ諾の el 非)

wit(臼)を訳したものである(独語では Eiweis)0 I蛋J

は鳥の卵の意味である。現在，蛋白質としづ漢字表記，

が当用漢字にないので fたん臼質J，物質名は

片仮名表記のため fタンパク質Jと， 3通りで表記さ

れている。タンパク賓の機能解明は人類の生命観の

発展に対しでも深く影響を及ぼした。

これまでの生命観の一つである唯心論の立場で

は，神の創造物としての生命であり，その存在は創

造主である神の意思に依拠するということになる。限

石の中にアミノ酸が存在すること，これに加えて最

近の宇宙空間探交によって f地球外にもアミノ殺が

存在しているJとの観測結果が符られたことは生命の

基本物質は地球外からもたらされたとの学説を強く

支持した。一方，アミノ駿や核駿塩基が原始地球の

海で生成したとの説を実証する Miller(1953)の有名な
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実験がある。 Oparlinは 1936年に「生命の起源j を出

版し，地球の初期状態から生命の発生，現在の形態

の生物への進化に至るまでの道筋の大要を示し

原始地球は還元状態で，有機物，アミノ綾，糖等の

簡単な有機物が生成し，次いで有機高分子，多分子

系のコロイド粒子，コアセノレベートに発展し，さら

に存続，成長，増殖に有利なものが残され，進化と淘

汰を経て生物に至ったという説を提案した。原始生

物は嫌気性の有機物利沼会三物(従属栄養生物)で，地

球環境の変化に適合する進化の過程で光合成生物

(独立栄養生物)や好気性生物が生じたとした。干

の説は基本的に広く受け入れられ，生命の起源及び

進化の科学的研究を促した。現在， DNAの1遺で立iイ伝云↑

報が E沢ミ子NA'にこ転写写:され， タンパク質へと部訳される

としづ生物のセントラノレ・ドグマが受容されている。

この3穏類の化合物のうちどれが初期の生命体の形

成を担ったのかについてはまだ結論がでていなし、。

タンパク質栄養史の概観(表1)

ないし食品についての知識の置史は古いが，

についての知識が栄養学として確立されたの

は比較的新しい。人類出現の当初は狩猟と採取によ

り命を繋いだが，火，石器，金属を利用することを

知り，やがて栽培ーや牧者へと進展した。古代オリエ

ントでは宇宙は4元素，ごと，水，熱，風から構成さ

れており，人体もこれに誌じて間形部は f土J，1鼠

j夜はり1(J，体j鼠は ，呼吸は「風Jであるとさ

れた。息、の中には，プネウマ (Pneuma)精気があり，

とトを生かす根源と考えられた。このブネウマ説は

ギリシャ時代や中世を通じて酸素が発見されるま

で信じられた。ギリシャ時代になると鰭康が食物の

量と笠との関連で議論され(Hippocrates)，食品摂取

の目的が水と熱の損失を補うことにある (Socrates)

との哲学的な考察がなされていた。中t止ヨーロッパ

に麦類の栽塙や製粉技術の進歩がもたらされたが，

宗教支配の暗黒時代を迎え，科学の進歩は遅かった。
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1iミl タンパク質的養研究の師長史

1750 IJ、災紛の動物質はセラチン佼 Beccari 

1765 以内はlIlli佼・キli織のrJ日:(こ必うさ Haller's textbook 

1772 後ぷ(Azote，Nitrogen， N，)の発見 Rutherford 

1802 1J;総代読 Mugnus

1809 佼ぷi七 Thcar 

1836 l!a]1ヰのき三ぷ化合物 Bo出 singault

Protcinの命名 Muldcr 

タンパク質5災後試験 Magendie 

18，10 造形栄長lcf: Liebig 

1847 RQ災 Zuntz

1862 ~主おは[1子支Lに出ない Bidder-Shuncidcr 

1859 飼料分析 Grouben 

{イ:lHI¥、特w自立選手')(1可作IIJ Rubner 

1860 1求中笈ぷ化合4知 Voit 

1872 比絞栄養上ヒ Fjord 

1888 タンパク伎の{ヒマイI~研究 Fisher 

22ぷの7白金分析 Kicldahl 

1901 トウモロコシへのTrp長liJE Hopkins 

1913 飼料 lji，{U: Hansson 

1917 JIJJ，仁エネルギー Armsby 

自ii]主主際ずjI: Morrison 

1925 代謝エネルギー Fγaps 

1831 JMJHI;;，詩 Brody

1935 必須アミノIIきThrのJfeFI. Rosc 

19:37 呼吸試験渋沢 Kleiber 

1939 i l;;謝 ]fM~; 鈎ocnheimer

1950 タンパク'ltの3次元的立 Kendrcw

1951 アミノ渋liHリj分桁miDL-Met合1& Moorc-Stein 

1953 インスリンのアミノ絞i弘~ÿl]決定 Sangcr 

1955 iヒ'-'~全部 Protein score FAO 

1966 11\\タンノ《夕食~H':I による '1マL'tBュ Virtanen 

1978 CPjl!l)it:こ近ゐミタト分析法 FGIS 

AOAC 

他方，古代中国ではやjl段が箆薬を教え，張 f~l ~q( 

(217)が傷233卒病論を表し， 61佐紀中頃には現存する

最古の農舎である f斉民安材、jJが若:されて寵庄やりミ

11首，議l!ll，の発酵食品分野にまで及ぶ記述がされ

ているという。 10t佐紀になるとイスラム悶では Al

-Razi (850-923)の「医学全会jや Ibn-Sina (980-1037) 

による医学の精髄で不朽の名著 f[祭典Jが出版されて，

サラセン文化が輿絡しヨーロッパを凌駕するほどに

なっ

閉山:紀後三|まになると「コムギのデンブンは版物質，

コムギのク守ルテンは動物質j で、あり rilliJ物の肉は

血液や組織の再生に似jくj と認識され，食品・飼料

の栄養生理学的役;ヰ1]が次第に明らかにされた。炭酸

ガス (Black1756)，水素 (Cavendish1766)， 

(Priestley 1774)及び窓素 (Rutherford1772) の発見

が相次ぎ，栄養現象の化学的な筒からの理解が進展

し，さらに燃焼理論が確立された (Lavoisier1777)。

Lavoisierは!日体制に深く関わっていたためプラン

ス革命の露と消えたが，彼の化学実験は精密な定f詰

的実験に裏付けられ，近代化学の基礎となった。彼

は fモルモットの呼吸は空気から鍛素を掠き，

をつくるjことを暁らかにし呼吸は燃焼であるJ

とした。 Stark(1769)は食事と鰭康との関係につい

ての人体実験を自らに課し，動物性食品(肉，部，

牛乳)の重姿性について身長ケ以って示した。 1802

Proustはクソレコースを発見し，純粋な化合物はそ

の起源に係わらず元素の組成が一定であることを

実験的に示した。また， 1806年にはアスパラガス

t十からアスパラギンが単潟ifidれたのち，タンパク質

の加水分解4わからアミノ酸が続々と発見された。

牛乳からタンパク貿，脂質，糠質を分離したのは

Proud (1838)で，このタンパク質を proteinとして

及させたのは Mulder (1838)である。 1860

HennerbergとStohmannは水分，総脂!J方(エーテル

11ち出物)，粗タンパク質 (CP，Nの 6.25f吉)，灰分，

111繊維を定量し，残りを可溶然室奈物とする食品や

飼料の一般分析として現在も広く市いられている

分析法を考案し

20世紀になってようやく最後の必須アミノ酸

Thrが発見され (Rose1935)，タンパク質は約 20

種猿のアミノ酸から情成されることが明らかにさ

れた。ある種のアミノ絞含量の多少により幼動物の

生育が.JJiJi泌されあるいは促進さることから，タンパ

ク質の栄養I11Iiはそのアミノ艶組成により影響され

ることが報告された (Hopkins1906)。

その後，銅科タンパク質の栄養的価値の判定方法

が色々考案され，幼動物の生育速度で、判定するタン

パク貿効率(Osborneら 1919)，窒表出納で、FIJ定する

生物価(Thomas1909)及び化学分析によるアミノ酸

含量で判定する化学価(Mitchel11946)が提案された。

また，タンパク質代謝様式に内[z9性代おと外菌性代

謝の概念、(Folin1905)が導入され，安定同位元素や

放射性向位元素が利用されるようになり代謝回転

や動的平衡の概念(Shoenheimer1939)が提唱され，タ

ンパク賀代議Jの理論的側i活からの研究が発展した。
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現在のタンパク質研究はゲノム解析とも筏接に

関連しながら進展している。境基配列からのアミノ

酸配列の推定，質最分析やX線結晶解析あるいは核

磁気共鳴解析による詳細な立体構造と立体配置，塩

基配列の隷作による特定アミノ酸の人為的豊換，さ

らには緋胞内タンパク質の動向について総括的に

研究するプロテオミクスなどの各分野が急速に発

展している。タンパク質の構造解析に費量分析の手

法を導入，開発 (TOF-MS) した回中耕一はノーベ

ル化学賞を受賞している (2002)。

2 タンパク震の化学

タンパク質はペプチド結合により多数のアミノ

駿が重合したものである。その原子組成はアミノ酸

に類似し，炭素，水素，駿素に加えて，窒素原子と

硫黄原子を含むことが特徴である。窒素原子は主に

アミノ離のアミノ基に由来し，硫黄原子は含硫アミ

ノ酸のメチオニンとシステインの構成原子の lつで

ある。タンパク質の平均的な元素組成は C:H:O:

N : S = 52 : 7 : 24 : 16 : 1である。 N量が平均 16%

であることから N 量に 6.25(窒素係数 nitrogen

factor)を乗じて粗タンパク質(crudeprotein， CP)量

が求められる。窒素係数はタンパク質によって僅か

に異なり，銅料原料では乳製品 (6.38)を除いて 6.25

の係数を用いる。

1) タンパク糞の撞類と分類(表 2)

タンパク質は特有の分子量，アミノ酸組成とアミ

ノ酸の配列，高次構造を持ち，そして多種多様な種

類が存在する。

(1)形状 タンパク質はその全体的な形状から繊

維状タンパク質と球状タンパク質に分類される。例

えば， {本を保護する役割を扱うケラチンやコラーゲ

ン及び紹フィブロインは典型的な繊維状タンパク

質で，アルブミンや酸素を運ぶヘモグロビン及び各

積の酵素は球状タンパク質である。

(2)溶解度 タンパク質は水に溶解するもの，希簿

塩頼溶液に溶解するもの，あるいは 80%アルコーノレ

溶液に溶解するものがあり，分子の形状，大きさ，

親水性アミノ酸の比率によっても溶解性が異なる。

例えば，アルブミンは希薄塩類溶液に可溶性であり，

グロプリンは比較的高い境類溶液に可溶である。

ツェインのような穀類タンパク質に含まれるプロ

ラミンはアルコールに可溶であり，ヱタノーノレ抽出

で単離される。

表 2 タンパク伎の分類とアミノ般組成の特徴

タンノミク質 分雲母名 分類上の特質(溶f将棋!:) 存 T:E
アミノ絞(他のタンパク'[11こ絞べて)

多い 少ない (1郎、)

g~アルブミン アルブミン g~ 13 Me¥ (5.2) 

lこI守j容

lIlLii'!アルブ、ミン(ヒト) アルブミン !ì;{t安飽和で析tU ，言~\凝悶f生 d立 ji? Lys (12.3) Ala 

γ…グロプリン グロプリン I泣 m Val (9町7) /九la

アルカリi二百H容， 1続安三|士飽和。ラクトグロブリン グロプリン でvr出，熱i疑問性 牛乳 Leu (15.5) 

グノレデニン グノレテリン ァド・主主類溶液iこ司~ì'G，後・ 小 麦 Glu 

アノレカザに可i容，存在i疑閲i't

グリアジン ブ。ロラミン ノト炎 Glu (45.7) Lys (0.8) 

アルカリ・80'?もこにタノーノレに トウモロ Glu (26.9) Ile (一)

ツェイン ブロフ一壬、ンー jjJiぷ コン

ケラチン アルブミノイ!ご ネ毛 Cys (1l.9) Ile (ー)

iこ司r~ì容，続表;こより消化さ

コラーゲン アルブミノイド れず 最~ Gly (27.2) Cys (ー)

*・滋lこ五Ti容，アンモニアiこ 月初波 しys，Arg Tvr 

ní~}1忠ヒストン ヒストン 司ドj容， ~:MF;.疑問11: ， Glu， 

Cysを含む

7.k・絞;こjjJ溶，アンモニアに サケ精子 /¥rg (85.2) Glu (ー)，

サルミン ブロタミン 不溶，書!¥非主主i荷主E， Glu， しys(ー)，

Cysを含まず Cys(ー)
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(3)組成構成成分からタンパク質を分類する場合，

アミノ酸のみからなるタンパク質を単純タンパク質，

アミノ酸以外の物質を含むものを複合タンパク質の

一つに大詰せされる。複合タンパク質は結合している

化合物の種類から糖タンパク質F リボ(脂質)タンパク

質，核タンパク質，金属タンパク質，色素タンパク質

に分類される。

2)タンパク質の構造

タンパク震は約20種類の標準アミノ酸で構成され，

アミノ酸のカルボキシノレ基と隣の分子のアミノ基が

脱水縮合(ペプチド結合)して形成される。ペプチド

結合の鎖状部を主鎖といい，主鎖から個々のアミノ

酸側鎖(原子毘)が突起してし、る。タンパク質の構造は

一次構造，二次構造，三次構造及び閥次構造の 4段階

に分けられる。

(1)一次構造 タンパク貿を待成するアミノ般の配列

)1慎序であり，立体的な形状や性質あるいは機能を決定

するので重要である。直鎖状のペプチド主鎖の阿端

については，ペプチド結合に参加しない αーアミノ

基をアミノ末端 (N末端ともいう)，また反対側を

カノレボキシノレ末端 (C末端) という。

(2)ニ次構造 ペプチド結合の主鎖がらせん(α ヘ

リックス)構造や棒状(sストランド)構造で折りた

たまれる。 αヘリックスは羊毛のαケラチンに存在

するらせん構造に由来する。親水性アミノ酸はタン

パク賀の表面側に多く配寵されて水との親和性に

寄与A し，疎水性アミノ酸は内部lこ向け配置される0

3 ストランドが 2 本~10 本重なり並列して 3 シー

ト構造を形成する。タンパク費は複数の αヘリック

スと 8シート構造から譲雑に配置されて立体構造

を形成している。

(3)三次構造 アミノ酸の主鎖と側鎖間で形成され

る種々の結合力で立体機造がさらに強闘に安定化

される。その結合力とは，ジスノレブィド(-s-s一)結合，
イオン結合，疎水結合，7l<.素結合で、ある。さらに，

三次構造では αヘリックスと 0ストランドの組み

合わせにより，ヘリックスーループヘリックス構造，

α/sバレル構造，。バレル構造，あるいは3サンド

イツチ構造等の幾つかの趨二次構造が存在するO タン

パク質の立体構造にはアミノ酸残基30~200儒から

なるドメイン構造と呼ばれる部分的単位が存在し，

ドメインとドメインの境界はタンパク質表面の割

れ目となり，辞素の触媒活性部位となる場合が多い。

サブユニット

可仁川別吋 --r--~\..Y'~， 
、記-;;.伊町一~-"

ドメイ、 ドメイン
ノサブユニット~、

句、ら
ど竺竺三J~竺とJ
区11 タンパク質のリボン構造

(4)四次構造 設数のタンパク質が集合した高次

立体構造であり，構成タンパク質の解離会合によって

機能を調節する。この構成タンパク質をサブユニット

と呼び， 2 j跨の同一サブユニットが会合したものを

ホモダイマーといい，異なる 3個のサーブユニットが

会合したものはヘテロトリマーとしづoヘモグロビン

は2緯煩のサブユニットそれぞれ2悩から構成主れる

ヘテロテトラマーであり，この四次立体構造の変化で

親和性が変化して酸素と二酸化炭素を交互に運搬

する O

3) タンパク質の化学的性賓

タンパク賓の性質はそれを構成するアミノ酸の

性質に強く依拠しており，その多諜性はアミノ酸の

配列順序やペプチド鎖の長さ及びその高次立体構

造に基づいている。タンパク質のアミノ駿配列が最

初に決定されたのはインスリン(Sanger1958)で，

現在では遺伝子の塩基配列や核磁気共鳴分析など

機器分析によりタンパク質のアミノ酸配列やその

立体構造が容易に解明される。

アミノ般の側鎖には電荷を有するものがあり，この

ことによりタンパク費は独自の等電点を有する。タン

パク質の等電点は電気泳動による分離の原理の一つ

である。タンパク質溶液の pHが変化すると立体構造

が微妙に変化することにより予複雑な多様性を示す。

へム鉄を内蔵するヘモグロビンは酸素が結合する

とペプチド鎖に立体構造変化が生ずる。このように，

タンパク質はアミノ酸の数と配列順によるだけで

はなしそれに付加する糖鎖，金属イオン，低分子

有機化合物により多様な性質を獲得している。
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4)タンパク賓の変性

タンパク資分子が生物学的活性を保持できる福!

と pHの範囲は怒られている。高j鼠や極端な pH

されると短時間で不溶性になる。ペプチド結

合に変化はなく，一次存立造は変わらない。大部分の

タンパク質は 60~700Cで変性し，その生物学的活性が

なくなる。 例外的に，1鼠泉や火山の火口付近に生息

する高熱剤11]誌は過酷な環境に闘志した耐熱タンパク

費を保持する。逆に，氷下m(こまし、)は氷点下でも

機能針i住持できるタンパク質を有する。有機溶媒処理

によっても多くのタンパク質は変性して凝留するが，

ンパク質のプロラミン類は 70%エタノールで

溶解する。タンパク質の変性は条件によっては得び形

も回復できる場合がある。 RN

4Mの尿素溶液中では変性して活性を失うが，溶液

中の尿素濃度を低下させると鰐索活性が回復する。

3 タン 1¥ク の合成と分解

核酸の一積である DNAはタンパク衰のアミノ鍛

その)領序や数に隈する遺伝情報をもっている。

動物細胞の核に存在する DNAの特定遺伝子部分の

溢基配列が RNAの塩基割安Ij'こ転写(transcription)され，

綿組質でタンパク震のアミノ酸配タIjに融訳

(translation)される。生物はその種に特異的な DNA

から特異的なタンパク質を発現することにより種

と個体の独自性を保っている。

1)タンパク繋合成

高等動物の場合， DNAの全議基配列のうちの一

として機能し，そこにはエンハンサ一部

分とプロモータ一部分及び転写部分(メッセン

ジャ-mRNA対応)が含まれる。核質でfl¥え写された

mRNAはキ1Il胞質に移行してリボ、ゾームと結合し，

mRNA上のコドンに該当するアミノ鍛をペプチド

結合でつなげてし、く。これを翻訳という。このよう

にして， DNA 境基で記録されているアミノ駿阻列

情報に従いポリペプチドが生合成される。 この遺伝

情報の流れ，ヌクレオチド 3劉によるアミノ齢の

コード化(コドン表)，タンパク質合成の場としての

リボゾームの微細構造と各補助関子の役割について

の解明は 20役紀後半の最も目覚ましい科学上の成果

の一つで、ある。

2)翻訳後の修飾

しく合成されたタンパク質のペプチド鎖は直

ちに加工されたり，修sf!iされたりする。これを翻訳

後の修飾といい，ペプチド鎮の切断，糖鎖付加，水

酸化，メチル化等がある。糖タンパク質はノト胞体(粗

面小胞体)内部やゴノレジ体で糖鍛を付加される。筋

肉タンパク質のアクチンは特定部位の Hisの側鎖が

Sアデノシルメチオニンでメチルイとされて N'-メ

チルヒスジン (3Me-His)となる。このメチル化 His

の尿中排波長は，アクチンの分解誌を推定するのに

使用される。水g変化の典型的な例として，細胞質一リ

ボゾームで合成されるコラーゲンペプチド鎖の特

定部技の ProとLysが水酸化静奈によって水酸化さ

れ，ヒドロキシプロリンとヒドロキシリジンとなる。

3)タンパク質分解

飼料タンパク質は消化管腔内で治化酵素により

分解される。 動物体内で、は綿IJ包内と~，!日 IJ包外でタンパ

ク質の生分解が酵素的に行われる。綿IJ包内のタンパ

ク質分解酵素類にはりソゾーム内のカテブシンや

アボトーシスに関与するカスパーゼ類，それに巨大

な分子装賓のブロテアソームがある。リソソームは

オートファジーにも関連し，種々の加水分解酵素を

しており，内部は訴をf生(pH5) t1dilきである。ブつロ

テアソーム系では基質となるタンパク質は ATPの

エネルギーをしてあらかじめユピキチン化さ

れている。これにより分解が順序良く選択的に進行

し，品1Il組問燃や免疫応答など生命活動に重要な役割

を51いにおIIIJ住外マトリックスメタロブロテイナーゼ

(MMP)はおfI}]包内で合成され細胞外に分泌され，

キlIl}J包外マトリックスの主成分であるコラーゲンや

エラスチンなどのタンパク質分解に{Ji}Jく。その活性

中心に金属イン (Zn2i) が配注しており，その分子

種は 25種類で四つのクソレーブつに分類される。

ヰ タンパク質の生理学的機能

タンパク質はその多様性から多くの異なる機能を

相っている。これらは全体内

から 7種類に分類される。

(1)運動 筋肉の~又縮に関わるタンパク質は主として

筋原主主主織の主成分となるアクチンとミオシン，さらに

この筋原繊維の構造維持に働くトロボニンやトロボ

ミオシンが存在する。これらのタンパク質が関与する

筋収縮に関する詳細な機備が明らかにされている。

(2)酵素 群索は代謝反応の生物触媒としての役割

を来たす。 タンパク費はそれが触媒する化学反



562 選定去の研究第 66巻第5号 (201 2年)

応の形式によって①酸化還元酵素(オキシドレダク

ターゼ)②転移酵素(トランスフエラーゼ)③加水

分解欝素(ヒドラーゼ)④除去付加酵素(リアーゼ)

⑤異性化酵素(イソメラーゼ)及び愈合成酵素(リ

ガーゼ)の 6種類に大分類され，さらにや分類と小

分類と区分され， EC番号と呼ばれる密有の番号が

付与される。

(3)情報伝達 サイトカイン類は分子量 1万"-'3万

稼度の比較的小さなタンパク質で細胞と細胞の間

で情報をやり取りする。インシュリン，グノレカゴン

や成長ホルモンは典接的なペプチドホルモンであ

る。ペプチドホルモンは結胞膜を通過できないので

膜表部上に突き出ている特異的な受容体タンパク

質に結合してシグナルを綿胞内に伝達する。外界か

らの耕激を感受するタンパク質として尽の縞膜で

光信号を受けるロドプシンが知られている。これら

の情報伍達には細胞膜表面や締胞内の受容体タン

パク質も協関して働く。

(4)運搬 リボタンパク震は内部にトリグリセライド

やコレステロールやりン精霊を含み表箇をアボリ

ポフ。ロテイン(アポB-IOOやアポB-48)で被膜して，

脂質を運搬する。酸素を運搬するへそグロビ、ン，鉄

を運搬するトランスブェリン，水を細胞内に輸送す

るアクアボリン，糖のグルコースやアミノ酸を細胞

模透過させるトランスポータータンパク質も輸送

タンパク質である。

(5)生体防御免疫グロプリンの IgM，IgG， IgA， 

IgE，IgDは病原体や異種タンパク賓の侵入から自記

を守るために働く O 血液中にはプロテアーゼヒビ

ターである αマクログロプリンが存在し，侵入する

締菌のフ。ロテアーゼ系を鼠止する。

(6)貯蔵 動物では貯蔵タンパク質の存在は否定さ

れているが，卵白アルブミンや乳カゼインは貯蔵性

が高い。 木の実や穀類には貯蔵タンパク質が存在する。

コムギのグツレテニン， トウモロコシのツェイン，

のグリシニンで、ある。米にはグノレテリンやプロラミン

がプロティンボディーと呼ばれる撚乳締胞内頼粒

に貯蔵されている。

(7)構造保持動物の表皮，毛，角，羽毛，爪には

硬タンパク質であるケラチンが存在する。体タンパ

ク質全体の 25%をおめるコラーゲンは締胞内で合

成され，分泌されて細抱外マトリックスの主櫛成成

分となる。動物細胞には微小管榊造を形成するタン

パク質のチューブリンがある。
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