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食品中のイネ科原材料判別のための
科特異的プライマ}の構築とその利用

入 j畢友啓*・野口治子*.辻井良政*

内野昌孝*~ .高野克己*

* 東京農業大学応用生物科学部

Construction and Application of a Family-speci五cPrimer for the Detection 

of Gramineous Raw Materials in Foods 

IRISAWA Tomohiro*， NOGUCHI Haruko*， TSU]II Yosimasa*， 

UCHINO Masataka*~ and TAKANO Katsumi* 

* Department of Applied Biology and Chemistry， FaculのofApplied Bio-Science，あわ10 Universiか ofAgriculture， 

1-1-1 Sakuragao初，Setagaya-ku，あわ10 156-8502 

We constructed a gramineous plant-specific primer set-matK 792F1GC and matK 979Rl， targeting 

the maturase K (matK) gene， for detection of gramineous raw materials in processed food. For this， 

we used polymerase chain reaction-denaturing gradient gel electrophoresis (PCR-DGGE). The primer 

set was evaluated using agarose gel electrophoresis and DGGE. Our results confirmed that the primer 

set was specific for gramineous plants. From our analysis， we confirmed that up to 6 types of 

gramineous plants can be simultaneously detected using PCR-DGGE. Results of a model test showed 

that by using this method， it was possible to detect wheat from a sample， if present more than O. 1 % 

(w/w). Thus， our method of PCR-DGGE with matK 792F1GC and matK 979R1 can be used to detect 

the presence of gramineous raw materials in processed food. 

(Received Apr. 14， 2014 ; Accepted Sep. 25， 2014) 
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日本の食生活は豊かであるが，食品自給率(平成23年

度農林水産省調べりはカロリーベースで39%であり，

アメリカ127%，フランス129%，ドイツ92%，イギリス

72%と，先進国の中でも最低の水準といえる。日本は，

食材の輸入依存度が極めて高いことが明らかである。現

在協議中の環太平洋戦略的経済連携協定 (TPP)や自

由貿易協定 (FTA)，経済連携協定 (EPA)などが締結

されれば，より多くの外国産加工食品や食品原材料が輸

入されると考えられる。近年で、は消費者の食品への安心

・安全への関心が高いことから，今後の輸入食品に対す

る安心・安全の確保という課題を解決するためのより一

層の基準を設けることが求められる。

日本では国民の健康保護や食品の安全性および信頼性

の確保のためにJAS法，食品衛生法，景品表示法などの

法律により食品表示の規制を行っている。その一方で食

* 干156-8502 東京都世田谷区桜丘 1-1-1
S Corresponding author， E-mail: muchino@nodai.ac.j 

品偽装，食品の産地偽装，食品原材料の偽装表示，表示

漏れが現在でも問題となっている九これは重篤な食品

アレルギー疾患をもっ消費者にとって誤ってアレルゲン

を摂取する危険性があることからも早急な対応が望まれ

る。

現在，食品の特定原材料を検出する手法として，

ELISA， Western blotおよびPCR法が公定法として指定

されている九しかし，これらの方法は対象となるアレ

ルギ一物質を含む食品の特定原材料に対して，その存在

を確認するものであり，未知の食品を検出することは原

理上困難である。加工食品の多くが複数の原材料から製

造され，現在は，複数の検査を個々に並行して行うこと

で，原材料の推定が行われている。

微生物学では環境中の菌叢解析などに，変性剤濃度勾

配ゲル電気泳動 (DenaturingGradient Gel Electro-
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phoresis: DGGE)法が用いられる場合がある。 DGGE

法は上述のように微生物の菌叢解析などに用いられぺ

PCR法と組み合わせることにより，環境中での複雑な菌

叢を推測できる技術である。加工食品も複数の食品原材

料，すなわち様々な生物体またはその一部から構成され

ており，食材問の生物的な差異は属レベルの相違である

ことが多い。特定の科に属する食品原材料について判別

するためにDGGE法が適用できるのではないかと仮定し

た。

そこで本研究では多くの食品に用いられる小麦などが

分類されるイネ科原材料を対象とし，イネ科特異的プラ

イマーの構築およびPCR-DGGE法を用いたイネ科原材

料判別法の検討を行ったので，これを報告する。

実験方法

1.イネ科原材料判別用プライマーの構築

イネ科判別用のプライマーを構築するために用いた試

料を表 1に示した。イネ科植物12種(オオムギ，オーツ

ムギ，コムギ，ハトムギ，ライムギ，アワ，キビ，ヒエ，

コメ，タカキビ，タケノコ， トウモロコシ)，比較対照

として，同じイネ目であるパイナップル，さらにウリ科

H重(キュウリ，ゴーヤー，スイカ，ズッキーニ)を用

いた。プライマーの設計には葉緑体上に存在する

transfer RN A K遺伝子 (trnK) のイントロンに存在す

るmaturaseK遺伝子 (matK) を標的遺伝子として用い

た。各試料のmatK遺伝子配列をDDB]より取得した。た

だし，DDB]上に塩基配列が登録されていない試料に関

しては，同属別種植物の塩基配列を用いた。これらをBio

Edit')にてアライメント後，イネ科植物に対して特異的

かっ各イネ科植物のPCR増幅産物の内部配列に差異が生

じるように，プライマーを構築した。

2. 試料からのDNA抽出および精製

試料を乳鉢にて破砕，または50mRのポリプロピレン製

のチューブに入れ，マルチビーズショッカー(安井器械

株式会社)を用い， 2，500rpmにて 5sec x 5 times (発

熱防止のため 5秒破砕後 5秒休止)にて粉砕したものを

粉末試料とした。破砕した試料は -30
0

Cにて保存した。

また，水分や糖を多く含む試料(野菜・果物類)は薄く

切り， -80
o

Cで30分保持後，凍結乾燥 (24時間)し，乳

鉢にて破砕した。破砕試料からDneasyPlant Mini Kit 

(QIAGEN) にてDNA抽出を行った。方法はキット付属

の説明書に従った。抽出したDNAに等量の13%PEG

(PEG6000-0.8M NaCl)を加え，撹持後，混合液を 4
0

C

で 1時間静置した。静置後，遠心分離 (15，000rpm，20 

min，4
0

C) を行った。上澄液除去後，100，uRの10mM

Tris 1mM EDT A (pH8.0) を加え，よく混合し，等

量のPCI(Tris飽和フェノール:クロロホルム:イソア

ミルアルコール =25:24:1，v/v/v) を加え，激しく

混合 (30sec) した。その後，遠心分離 (15，000rpm，10 

min， 4
0

C) を行った。得られた上澄液を新しいチユ}

Table 1 Samples used for the construction of the primer set in this study 

和名 English name Scientific name 

オオムギ barley Hordeum vulgare 

オーツムギ oat Avena sαtiva 

コムギ wheat Triticum aestivum 

ハトムギ adlay Coix lacryma jobi var. ma-yuen 

ライムギ rye Secale cereale 

アワ foxtail bristlegrass Setaria italica 

キビ millet Panicum miliaceum 

ヒエ Japanese millet Echinochloa esculenta Csyn. Echinochloa utilis) 

コメ nce Oryza sativa 

タカキピ sorghum Sorghum bicolor 

タケノコ bamboo Sinobambusa tootsik 

トウモロコシ corn Zea mays 

パイナップル pineapple Ananas comosus 

キュウリ cucumber Cucumis sativus 

ゴーヤー balsampear Momordica charantia 

スイカ watermelon Citrullus lanatus 

ズッキーニ Zucchini Cucurbita pepo var. melopepo 
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ブに移し，等量のク ロロ ホルムーイソアミルアルコール

(24 : 1) を加え，激 しく混合した (30sec)。混合後，

遠心分離 (15，000rpm，10min， 4
0

C) を行った。得ら

れた上澄液を新しいチュープに移 し，0.1倍量の 3M酢

酸ナ トリ ウム溶液 (pH5.3) と2.5倍量の99.5%エ タノ

ール(-20
0

C)を加え，殺やかに撹持した。撹祥後，遠

心分離 (15，000rpm，20min， 4
0

C) を行い，上澄液を

除去した。500tdの70%エタノ ールで洗浄後，遠心分離

(15，000rpm， 15min， 4 OC) を行った。上澄液除去およ

び乾燥後，30tdのBufferAEを加え，溶解したものを

精製DNAとした。

3. PCR法によるイネ科原材料判別用プライマーの特

異性の評価

構築したイネ科原材料判別用プライマーの特異性を

PCR法にて評価した。PCR反応溶液 (20tdスケール)

は，2td鋳型DNA (20 ng/μR )， 4. 0 td 5 x Prime 

STARTMbu妊er，1. 6td 2.5mM dNTP mixture， 0.6 

dプライマー (matK792F1GC/matK 979R1) ; 10pmol 

/μR )， 0.3td PrimeST AR HS DNA Polymerase (2.5 

u/ td )， 10.9td滅菌超純水をよく混合し調製した。PCR

反応は，98
0

C 10sec， 55
0

C 15sec， 72
0

C 15sec，を 1サイ

クルとして25サイ クル行った後， 4
0

Cに保持した。PCR

産物の増幅確認は2.0%アガロースゲルを用いた電気泳

動後，エチヂウムブロマイド染色，紫外線照射下にてバ

ンドの有無で吊在認した。

4. PCR-DGGE法によるイネ科原材料判別用プライマ

ーの評価

PCR-DGGEi法を用いてイネ科原材料判別用プライマ

ーの評価を行った。PCR法は 3に準じて行った。PCR産

物の精製はWizardSV Gel and PCR Clean-UP system 

(Promega) を用い， 付属のマニュアルに沿って行った。

DGGE法には， DCode universal mutation detection 

system (Bio-Rad)を用い，アクリルアミド濃度8.0%，

変性剤濃度勾配は 0%から30%となるように調製した

(100%変性剤は 7M尿素と40%formamideを含む)。電

気泳動は 1xTAE緩衝液中で150V，2.5hr， 60
0

Cの条件

で本泳動を行った。電気泳動後，アク リルアミ ドゲルを

SYBR骨 Green1 nucleic acid gel stain (Lonza) 溶i夜

中で30分間の染色を した。染色後，Molecular Imager 

FX Pro (Bio-Rad Laboratories) によりノfン ドを検出

した。

5. モデル試料を用いた検出限界試験

加工食品への適用を考慮し，モデル試料を用いてイネ

科原材料判別プライマーの検出限界を行った。モデル試

料とは小麦粉を 10~0 . 01%の割合で，きな粉に混合させ，

これをモデル試料とした。調製 した試料のDNA抽出か

ら DGGEによる検出までの操作は実験方法 2~4 と同様

に行った。

6.加工食品中からのイネ科原材料の検出

PCR-DGGE法を用いたイネ科原材料判別法を用いて

加工食品中からイネ科原材料の検出を試みた。試料には

食品原材料表示にイネ科植物が表示されている 8種の加

工食品(かりんとう，グラノーラ，スープ，イ ンスタン

トラーメン，パン，ビスケッ ト，ふりかけ， ホットケー

キミックス) を用いた。DNA抽出から電気泳動までの

手順は 2~4 に示した方、法で、行った。

結果および考察

1. イネ科原材料判別用プライマーの構築

fjh試試料のmatK遺伝子塩基配列をアライメン トした

結果をFig.1に示した。一般的なプライマーの構築に重

要な条件は内野G)が報告しているとおりである。これに

加えて， DGGE法に用いる場合は検出対象に対して特異

的かつ， PCR増幅産物の内部配列に差異が生じる ように，

プライマーを構築する必要がある。この条件を満たすプ

ライマーとして， matK 792F1GCとmatK/979R1を構築

した (Table2)。

matK 7921'1 

一由
同由

，--均一
町四
日 ‘4・・
E…曲
岡 山
}町
P旬働制齢勾・-
M 叩

一一}町

一一山由

一同

matK 979RI 

Fig.l Alignment of sequ巴ncesfor the construction of a Gramineae sp巴cificprimer 
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Table 2 Primers used in this study 

Primer Sequence (5' to 3') Length (bp) Tm ('C) GC content (%) 

matK 792F1 GCATTTGATTCCTTACTAACA 21 48.3 33.3 

matK 792F1GC (GC-clamp)キーGCATTTGATTCCTTACTAACA 61 ~ 
------下-----matK 979R1 AAGGAAAGGCAATTCTTGCA 

* GC.clamp : cgcccgccgcgccccgcgcccgtcccgccgcccccgcccg 

2. 試料からのDNA抽出・精製

Dneasy Plant Mini Kitを用いて各試料から DNAを

抽出し，精製を行った。抽出した DNAは純度検定お

よび葉緑体DNA上に存在する遺伝子のribulose-1，5-

bisphosphate carboxylase /oxygenase large subunit 

(rbc L)をPCRにて増幅し，その増幅性を確認した。そ

の結果，抽出したいずれのDNAもPCRでの増幅性に問

題がないことを確認した(データ非掲載)。

3. PCR法によるイネ科原材料判別用プライマーの特

異性の評価

イネ科植物およびそれらに系統的に近縁の植物を用い

て，イネ科原材料判別用プライマーmatK792F1GCと

matK 979R1の特異性について評価を行った。PCR産物

のアガロース電気泳動の結果をFig.2に示した。イネ科

植物ではすべての試料で目的の増幅産物 (250bp付近)

が確認された。その一方でイネ科植物以外の試料では増

幅が認められなかった。matK遺伝子は他の葉緑体遺伝

子と比べ，比較的進化速度が速いため，植物の系統解析

に広く利用されている九 遺伝子配列が類似している植

物，つまり系統的に近縁な植物に対してmatK遺伝子の

増幅が認められなかったことから構築したプライマーセ

20 53 40 

ットはイネ科原材料に対して特異性があると判断した。

4. PCR-DGGE法によるイネ科原材料判別用プライマ

ーの評価

PCR法によって特異性が確認されたことから次に

DGGE法にてイネ科植物内でPCR産物の移動度に差が生

じ，各試料を判別できるかについて検討を行った。

Fig.3に示したように泳動バンドパターンには各イネ科

試料で差異があり，多くの試料で判別が可能であること

が明らかになった。しかしながらオオムギとオーツムギ，

コムギとライムギ，ハトムギとヒエの 3組に関しては泳

動距離が非常に近接しており判別が困難であった。これ

らについては泳動条件など，更なる検討が必要で、ある と

考えられる。

5. モデル試料を用いた検出限界試験

作製した各試料から抽出したDNAは精製度，抽出量

ともに十分であることを確認し， PCRに供した。

アガロース電気泳動においては小麦含有率が0.1%の

試料まで，目的である250bp付近にバン ドが確認された

(Fig.4a)。また， DGGE法においても小麦含有率が0.1%

までの試料が検出された (Fig.4b)。以上の結果から食

品中にイネ科原材料が1.Omg/g以上，存在していれば検

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

(bp) 

1，000 

』

300 

100 

Fig. 2 Agarose Gel Electrophoresis of PCR products amplified with the matK 

792F1GC/matK 979 R1 primer set 

Fig. 2. Agarose gel electrophoresis of polymerase chain reaction ( PCR) products 

amplified using matK 792F1GC/matK 979R1 primer set. M: DNA molecular weight 

mark巴r(0.1.2 kbp). Gramineae.1: barley， 2: oat， 3: wheat. 4: adlay， 5: rye， 6 

foxtail bristlegrass， 7: millet. 8: ]apanese millet， 9: rice， 10: Sorghum， 11 ・ bamboo，
12: corn， and 13: negative control; Genus Ananas-14・ pineapple; and Family 

Cucurbitaceae-15・cucumber，16: balsam pear， 17・watermelon，and 18: zucchini. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (B) 

Fig. 3 DGGE profiles of the PCR products 

amplified with the matK 792FIGC/matK 979Rl 

primer set were separated by parallel DGGE 

(0-30% denaturant) run at 150V for 2.5 hours 

at 60'C in lx T AE bu妊er

1: barley. 2: oat， 3: wheat， 4: adlay. 5: rye. 6: 

foxtail bristlegrass. 7: millet， 8: japanese millet. 9: 

rice. 10・Sorghum.11・bamboo.12: corn 

出が可能で、あると推察された。

6.加工食品中からのイネ科原材料の検出

市販されている加工食品中からイネ科原材料の検出を

試みた。 8試料のうち 7試料からイネ科原材料を検出し

た (Fig.5)。各バンドはその移動度からコムギ， トウモ

ロコシ，オーツムギもしくはオオムギであると推定され

た。この結果は試料の原材料表示に記載されていたイネ

科原材料と一致していた。つまり，ふりかけを除くすべ

てからコムギが検出され，さらにグラノーラからはオー

ツムギ，スープからトウモロコシ，ホットケーキミック

(A) 

(bp) 

1.000 

300 

100 

1 2 3 4 5 

Fig.4 (A) Agarose Gel Electrophoresis. (B) DGGE 

profiles of PCR products amplified with the matK 

792FIGC/matK 979Rl primer set 

1: 10 %. 2・5%. 3・1%. 4・0.1%. 5: 0.01 %. 

M: DNA molecular weight marker (0.1-2Kbp) 

スからはオオムギとトウモロコシの両方が検出された。

各バンドを切り出し，シークエンス解析および13LAST

検索にて該当のイネ科原材料であることを確認した(デ

ータ未掲載)。ふりかけはmatK792FIGCとmatK979R 

1を用いたPCRの段階で増幅が確認されなかった。この

結果からふりかけ中のイネ科原材料が検出限界であった

かもしくは加熱等の製造工程中にDNAが損傷を受けた

ため検出ができなかった可能性が考えられる。

以上の結果から本研究にてイネ科原材料に特異的なブ

1 2 3 4 5 6 7 8 

a-i d 

p
h
e
 --

Fig. 5 DGGE profiles in the processed food 

PCR products were amplified using bymat K792F1GC/matK 

979R1 primer set. DGGE (0-30% denaturantl run at 150V 

for 2.5 hours at 60'C in 1x T AE bu妊er.

1: Karinto. 2: Granola3: Soup， 4・Instant noodle. 5・Bread，

6: Cookie， 7: Furikake. 8: Hotcake mix. 

a， wheat; b. oat; c， corn; d. barley 
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ライマーを干茸築した。さらにこのプライマーとPCR-

DGGE法を組み合わせることにより，従来とは異なり，

一度に複数のイネ科原材料を検出することが可能である

ことが示された。検出感度も従来と同等の感度を有して

おり，実用性にも期待がもてる。本手法は将来的に一度

の検査工程で複数の食品原材料を効率よく検出すること

が可能な方法のーっとして，本方法がイネ科原材料にと

どまらず，他の原材料の検出に応用できると考えられる。

要約

本研究ではPCR-DGGE法を応用し，複数のイネ科原

材料を同時に検出する方法の確立を試みた。まずはイネ

科植物を特異的に検出する標的遺伝子としてmatK遺伝

子を選択し， matK 792F1GCとmatK979R1のプライマ

ー構築した。さらにDGGE法を用いることにより， 6種

イネ科原材料を一度に判別すことができることがわかっ

た。

さらに加工食品からもイネ科原材料の検出が可能であ

り，コムギであれば0.1%まで検出できることがわかっ

た。
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