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Physiological function of peptides derived from meat
Toshihide Nishimura, Ai Egusa
(Department of Food Science and Technology, Faculty of Applied Bioscience,  Nippon Veterinary and Life Science University)

はじめに
食肉、乳、卵等の動物性食品の消費量は、過
去 50 年余りに急増したが、これは、わが国が
世界に例の無い長寿国となった理由の１つであ
ると考えられている。畜産食品の中でも食肉は、
他の食品素材と比べて、タンパク質含量が多く、
タンパク質供給源として重要な働きをしている。
タンパク質のアミノ酸スコアも高く、良質なタ
ンパク質である。また、豚肉は、豊富なビタミ
ンB1を含んでいる。さらに、亜鉛、銅などの
微量元素も含んでいる。このような理由から、
食肉やそれを原料として製造された食肉製品は、
栄養的に極めて優れた食品といえる。しかし、
栄養価の高い食肉は、おいしいが故に食べ過ぎ
てしまう傾向がある。その結果、体重が増えて
しまい、生活習慣病の原因食品の１つと思われ
ている。栄養的に優れた食肉は、適度に食べる
ことで、我々の健康維持に重要な役割を果たし
ていることを忘れてはいけない。
近年、生活習慣病の増加に伴い、国民の健康

に対する関心は極めて高い。それに伴い、現在、
多くの機能性食品が開発され、市場に出回って
いる。また、様々な食品の機能に関する研究も
盛んである。畜産食品の中では、乳や乳製品の
生体調節機能が報告されており、その知見を利
用して多くの機能性食品が開発されている。一
方、食肉の生体調節機能に関する研究は遅れて
おり、十分な知見が得られていなかったが、最近、
食肉に含まれる成分が様々な生体調節機能を有
することが明らかとなってきた。
本稿では、まず食肉タンパク質の特徴を概説

した後、食肉タンパク質が分解されて生ずるペ
プチドの生体調節機能を解説する。

１．食肉タンパク質の特徴
食肉は、食生活の中で、タンパク質の重要な
供給源となる。食肉などの動物性食品由来タン
パク質の摂取が不足すると、病気に対する抵抗力
が落ちて感染症にかかりやすく、病気の回復力
も低下することが知られている。また、タンパ
ク質の不足は、高血圧を促し、血管を弱め、脳
卒中を招きやすくなる。タンパク質の摂取は健
康維持に極めて大切である。
食肉に含まれるタンパク質は、筋しょうタン

パク質、筋原線維タンパク質および筋基質タン
パク質の３つに分類される。哺乳類骨格筋では、
これらのタンパク質はそれぞれ約 29，60，11％を
占める１）。口から入ったタンパク質のほとんど
は、胃や小腸の消化酵素で、小さなペプチドや
遊離アミノ酸まで分解されて小腸から吸収され
る。食肉のタンパク質を構成するアミノ酸では、
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【アミノ酸の表記】
A：アラニン、D：アスパラギン酸、
E：グルタミン酸、F：フェニルアラニン、
G：グリシン、I：イソロイシン、
K：リジン、L：ロイシン、M：メチオニン、
N: アスパラギン、P：プロリン、
Q：グルタミン、S：セリン、T：スレオニン、
V：バリン、Y：チロシン、
X：ヒドロキシプロリン

食肉由来ペプチドの生体調節機能

西村敏英・江草　愛
（日本獣医生命科学大学応用生命科学部食品科学科）
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グルタミン酸が最も多く、続いてアスパラギン
酸、リシン、ロイシンである２）。食肉のタンパ
ク質を構成するアミノ酸の組成は、生体内のタ
ンパク質を構成するアミノ酸組成に近いので、
生体内タンパク質の生合成に効率的に利用され
る。食肉タンパク質は、生体内の機能性タンパ
ク質の代謝を助け、生体の恒常性を維持する上
で、有用なタンパク質供給源である。
また、近年、食肉タンパク質の分解物である
アミノ酸には、生体調節機能のあることが明ら
かとなっている３）。食肉タンパク質の構成アミ
ノ酸として、多く含まれているロイシン、イソ
ロイシン、バリンといった分枝鎖アミノ酸は、
エネルギー源として最も利用されやすいアミノ
酸である。また、骨格筋のタンパク質合成を促
進し、タンパク質分解を抑制する作用を有して
いる。この作用は、特にロイシンで大きく、筋
肉の損傷や筋力低下の予防に繋がる。トリプト
ファンは、精神の安定作用を有するセロトニン
の前駆体であり、脳の機能の維持や精神の安定
に必要な必須アミノ酸である。トリプトファン
の摂取が不足すると、セロトニン代謝が低下し、
神経細胞からのセロトニン放出が減少する。ト
リプトファンが不足しないために、食肉タンパ
ク質等の良質なタンパク質の摂取は重要である。
このように、食肉のタンパク質を摂取することは、
生体を構成する機能性タンパク質を合成する原料
となるだけでなく、様々な生体調節機能を有
するアミノ酸を供給し、生体の恒常性維持に
繋がる。
食肉タンパク質のうち、ミオグロビンはヘム

鉄を含む色素タンパク質であり、筋肉中で酸素
を貯蔵する役割を有している。食肉を摂取した
とき、ミオグロビンは生体内の消化酵素で分解
され、ヘム鉄は遊離される。ヘム鉄の小腸にお
ける吸収率は、約 25％と高く、遊離鉄の 2～
10 倍である。このことから、ミオグロビンは鉄
の吸収率を高める効果を有するタンパク質とい
える。食肉の中では、赤色が濃い馬肉や牛肉に
ミオグロビン含量が多い。貧血になりやすいヒ

トは、このような食肉を適度に摂取することで、
鉄の補給に役立つ。
カルニチンは、リシンとメチオニンから合成

されるアミノ酸の 1種である。食肉の中では、
牛モモ肉に多く含まれている。カルニチンは、
エネルギー生産のため脂肪を燃焼する際に、脂
肪から分解された脂肪酸をミトコンドリア内に
輸送するために必須な化合物である。通常は、
脂肪燃焼の際に肝臓で生合成されるが、生合成
の低下した高齢者あるいは、急激な脂肪燃焼を
必要とする際には、カルニチンはこれを助ける
サプリメントとして効果があると考えられてい
る。現在、サプリメントとして幅広く利用され
ている。
まだ、詳細なメカニズムは明らかとなってい
ないが、牛肉には抗疲労効果があることが報告
されている４）。マウスを用いた運動負荷実験に
おいて、牛肉、牛脂を摂取したマウスは、カゼ
イン摂取マウスに比べて、遊泳時間が有意に長
いことが明らかにされた。強制遊泳後の懸垂持
続時間においても、前者が後者よりも長時間懸
垂をすることができた。また、チキンエキスの
摂取は、計算や記憶等で疲れたヒト脳の疲労改
善に効果があることが報告されている５）。

２．食肉タンパク質由来ペプチドの生体調節機能
食肉タンパク質が分解されて生ずるペプチド

が、生体調節機能を有することがわかってきた。
また、アンセリン、カルノシンのように、筋肉に
極めて豊富に存在する機能性ペプチドもある。

１）カルノシンとアンセリン
骨格筋には、カルノシンやアンセリンが多く
含まれている。カルノシンは、β－アラニンと
ヒスチジンが結合したジペプチドである。また、
カルノシンを構成するヒスチジンがメチル化さ
れたジペプチドが、アンセリンである（図１）。
これらは、動物種や部位によってそれぞれの含
量が異なっている６,７）（表１）。牛、豚、馬、鹿
および鯨の筋肉には、カルノシンが多い。一方、
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（１）－（10）の値は、文献６）より、（11）－（14）の値は、文献 7）より引用した。

表 1. 各食肉中のカルノシンおよびアンセリン含量

図 1. カルノシン (A) とアンセリン (B) の構造　（生化学辞典　第 4版より引用）
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鶏、鴨などの鳥類や鮫、鰹、鮪などの魚類の筋
肉には、アンセリンが多い。また、同じ動物種
でも、筋肉部位でその分布は異なっている。豚
肉では、ロースのカルノシン含量がモモのもの
より多く、鶏肉ではムネのカルノシンやアンセ
リン含量がモモのものより多い。
生体内では、食事から摂取されたアミノ酸か

ら、まずカルノシンが合成され、その後メチル
化酵素によりアンセリンが合成される。筋肉中
にたくさん存在するカルノシンやアンセリンの
生体内での本来の役割は、いまだに不明である。
しかし、これらの機能解明に関する研究が増え、
機能が少しずつ解明されている。
カルノシンやアンセリンには、抗酸化作用、
緩衝作用、抗疲労効果があると報告されている。
抗酸化作用は、好中球が作る次亜塩素酸ラジカ
ル（ClO・）によるタンパク質の酸化分解を抑制
することが明らかにされている８, ９）。また、緩
衝作用は、運動時に筋肉中で生成する乳酸によ
る pH低下を抑制し、運動能力の向上に寄与す
ると考えられている10）。また、近年、カルノシ
ンが少量では交感神経を抑制し、血糖や血圧を
低下する効果があると報告されている11）。カル
ノシンの機能やその機序に関しては不明な部分
も多いので、今後の解析が待たれる。

２）食肉タンパク質由来ペプチド
（１）血中コレステロール低下作用
動脈硬化性疾患などの循環器系疾患の危険要

因として、血中の高コレステロールや高中性脂
肪がよく知られている。これらの血中濃度を低
下させることは、循環器系疾患を予防する上で
重要である。
豚肉タンパク質由来のペプチドにコレステロー

ル低下作用を有することが明らかにされている。
豚肉タンパク質をパパインで分解したペプチド
画分をラットに投与すると、血漿中のコレステロー
ル濃度が抑制されると報告されている12）。この
ペプチド画分を分子量別に分画した結果、2,000
－3,000 の分子量を有するペプチド画分がこの

作用を有することが判明した。これらのペプチ
ドのコレステロール低下作用は、腸管からの胆
汁酸の排泄促進によると推察されている。

（２）中性脂肪上昇抑制作用
ヘモグロビンやミオグロビンをプロテアーゼ

で処理するとグロビンタンパク質由来のペプチ
ド画分（グロビンペプチド）が調製できる。ヘモ
グロビンから調製されたグロビンペプチドが、食
後の中性脂肪上昇抑制作用を有することが明ら
かにされている13）。健康人並びに半健康人が、
食事で脂肪を摂取する際にグロビン分解物を同
時に摂ると、食後の血清トリグリセリド値がコ
ントロールに比べて有意に低下した。この分解
物を連続摂取することにより、体脂肪が低減化
される効果も認められている。この効果を有す
るペプチドの本体は、VVYPである。グロビン
タンパク質の分解物は、脂肪の多い食事をとり
がちなヒトの食生活改善に効果があり、「血中
中性脂肪、体脂肪が気になる方の食品」として、
特定保健用食品に使用されている。

（３）血圧上昇抑制作用
高血圧は、脳卒中等を引き起こすことはよく
知られている。血圧を制御するメカニズムは極
めて複雑であるが、アンギオテンシン変換酵素
（ACE）を阻害することは、高血圧を抑制する方
法の 1つである。食肉タンパク質由来のペプチ
ドが、ACE阻害活性を有することが知られて
いる（表２）。
鶏胸肉の熱水抽出物を微生物プロテアーゼで
分解したものを高血圧自然発症ラット（SHR）に
投与すると、血圧上昇を有意に抑制することが
明らかにされている（図２）14，15）。この鶏胸肉を
消化酵素でさらに分解したものから、血圧上昇
抑制作用を有するペプチドが単離され、構造が
解析された。その結果、活性を有するペプチド
の 1つは、GFXGTXGLXGF (X=Hyp)であるこ
とが判明した。このペプチドのACE阻害活性の
IC50 は、42μΜであり、既に特定保健用食品に
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利用されているVPP（IC50=41μΜ; アミールS）や
VY（IC50=26μΜ; ラピスサポート）と同等の効
果を有していた。さらに、合成した同ペプチドを
ラットの尾動脈へ注射した結果、血圧の低下が
認められた。
豚モモ肉ミオシンのサーモリシン加水分解物を

SHRに経口投与した場合に、血圧の上昇を有
意に抑制することが報告されている16）。この加
水分解物から、血圧上昇に関与している ACE
阻害活性を有するペプチドとして、MNPPK, 
ITTNP, MNPおよび PPKが単離されている。
豚ロース肉の筋原線維構成タンパク質であるトロ

ポニンCのペプシン加水分解物からもACE阻害
活性を有する異なるペプチド（RMLGQTPTK）
が単離され、同定された17）。そのペプチドは、
ACEに対して競合阻害を示し、そのIC50は 34μM
であった。

（４）抗酸化作用
生体内では、酸化はエネルギー供給の代謝プ

ロセスであり、それに伴う活性酸素やフリーラ
ジカルの生成が生じている。これらは、腫瘍、
心疾患、アルツハイマー病等の原因となること
から、食品に含まれる抗酸化物質の探索や機能

X=ヒドロキシプロリン、ブタモモ肉、ブタロース肉に関しては、
文献 16）、17）より引用した。

表 2. 動物筋肉由来のアンギオテンシン変換酵素 (ACE) 阻害ペプチド

図 2. 鶏肉エキスによる高血圧症ラットの血圧上昇抑制作用
*(P < 0.05), **(P < 0.01):有意差あり
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解明は、重要な課題である。
最近、筋肉に多く含まれるカルノシンだけで

なく、筋肉タンパク質をパパインやアクチナー
ゼで分解したペプチド画分に抗酸化作用が認め
られた18）。この画分に含まれるペプチドは、金
属キレート作用とラジカル捕捉作用により抗酸
化作用を発現すると推察された。この作用を 

有するペプチドとして、DSGVT, IEAEGE, 
DAQEKLE, EELDNALN, VPSIDDQEELM が
明らかとなった。このペプチド画分をラットに
投与して、酸化により形成されるストレス性胃
潰瘍への効果を検証した。ペプチドの投与により、
ラットの潰瘍形成に伴う出血が有意に抑制され
ることが明らかとなった（図３）。

図 4. 豚心筋タンパク質（PCMP）の投与が骨粗しょう症モデルラットの骨重量に及ぼ
す影響
すべての値は各群 6匹の平均値±標準誤差で表した ＊ : p< 0.05

図 3. 肉由来ペプチドの摂取によるラットのストレス性胃潰瘍抑制作用
潰瘍形成度は、上記の写真を基準として評価し、平均した。
また、出血斑長は、９匹分の総和で示した。
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（５）カルシウム沈殿抑制作用による骨粗しょう
症改善効果

近年、高齢化社会に伴う骨粗鬆症患者の急速
な増加により、カルシウムの吸収率を高めるよ
うな食品素材の開発が求められている。乳タン
パク質カゼイン、納豆由来のポリグルタミン酸と
同様に、食肉タンパク質にもカルシウム吸収を 
促進する機能が見出された。　　
ブタ心筋より抽出した粗タンパク質を卵巣摘
出した骨粗しょう症モデルラットに 30 日間投
与した結果、カルシウムの吸収率低下が改善さ
れると同時に、大腿骨および頸骨の骨重量が非
投与群にくらべ有意に高い値を示した（図４）。
また、大腿骨、頸骨中の灰分量およびカルシウム
量は非投与群にくらべ投与群で高い傾向を示し、
骨粗鬆症による骨の無機成分の減少が改善され
たと推察された。さらに、骨粗鬆症で低下しや
すいといわれる骨幹部の海綿骨骨密度も投与群
で有意に高い値を示した。これらの結果から、
心筋タンパク質投与は、骨粗鬆症による骨密度
の低下を改善する機能を有することが明らかと
なった。
心筋タンパク質の骨粗しょう症改善効果のメ

カニズムを解析した。鶏並びに豚心筋から抽出
したタンパク質を消化酵素であるペプシン、トリ
プシン、キモトリプシンで順次処理し、ペプチ
ドを調製した。このペプチド画分をリン酸緩衝
液（pH 7.0）中で、カルシウムの沈殿抑制作用を
測定した結果、ペプチド画分の添加は、無添加
に比べて有意にカルシウムの沈殿を抑制するこ
とが明らかとなった。また、その抑制効果は、
カゼインホスホペプチドとほぼ同等であることが
判明した。以上の結果から、心筋による骨粗しょう
症改善効果は、筋肉タンパク質由来ペプチドの
カルシウム沈殿抑制作用によると推察された。

３）その他のペプチドの機能
コラーゲン由来のペプチドの機能に関しては、
血圧上昇抑制作用のほかにもいくつかの機能に
関する報告がある。

まず、軟骨損傷に対する治癒促進効果である。
ウサギを全身麻酔下で膝関節の軟骨に孔をつくり、
実験的な軟骨損傷モデルを作出した。軟骨は、
骨髄からの間葉細胞の遊走と分化によって再生
されることが知られているが、このモデルウサ
ギに鶏冠から抽出したコラーゲンをプロテアー
ゼで加水分解して得られたペプチド画分を摂取
させることにより、損傷した軟骨の再生が促進
されることが明らかとなった19）。この作用から、
コラーゲンペプチドの関節炎の防止効果が期待
される。
コラーゲンペプチドには、細胞の接着促進、
細胞生育促進及び細胞機能分化促進などの作用
も知られており、細胞培養の基質への応用も考
えられている。

３．おわりに
食肉が、良質のタンパク質供給源であり、お

いしい食品であるだけでなく、様々な生体調節
機能を有し、病気の予防に寄与していることが
明らかとなってきた。ただ、脂肪含量の高い食
肉は、おいしくて食べ過ぎてしまう傾向があり、
生活習慣病につながる可能性がある。おいしい
ものを食べたときの満足感は、クスリ以上に健
康維持に効果があるといわれている。おいしい
食肉を適度に食べて、健康維持に繋げてほしい。
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１．はじめに
　アミノ酸は新たに出現してきた物質ではなく、
非常に古くからよく知られてきた生命の源とな
る栄養成分である。自然界には約 500 種類もの
アミノ酸が発見されているが、そのうちタンパ
ク質の構成成分となれるアミノ酸はわずか 20 種
類である。生体もこの 20 種類のアミノ酸でで
きており、通常、“アミノ酸”といった場合は
これらのタンパク態アミノ酸を指すことが一般
的である。このためアミノ酸は、タンパク質の
構成成分としてのみ認識されてきた傾向が強い。
しかし、タンパク質の構成成分であるタンパク
態アミノ酸は、細胞内や血漿などに遊離した形
でも存在し、この単体のアミノ酸が生体内でさ
まざまな役割を担っていることが明らかになっ
てきた。さらに、生体内にはタンパク質に組み
込まれないアミノ酸（非タンパク態アミノ酸）が
あり、これらのアミノ酸も含めるとアミノ酸の
生体内における機能というのは圧倒的に多様で
ある。
　「アミノ酸」が流行になって久しい。新世紀の
到来と共に世の中を席巻したアミノ酸の大流行
には目を見張るものがあった。これは健康志向
が広がる中で、一般の人が古典的な栄養学的視
点に立って栄養素を見つめ直した結果、タンパ
ク質を構成する栄養素としてのアミノ酸の重要
性を認識したからではなく、マスコミで紹介さ
れたそれまであまり馴染みのなかった“アミノ
酸”という栄養素がもつ新規機能性に多くの人
が興味をもったからである。紹介されたアミノ

酸の新規機能性の中には疑わしいものが多く
あったが、この大流行の裏にアミノ酸研究の新
たな展開があったことは事実である。アミノ酸
がブームのピークを過ぎた後に一般的なものと
して世間に定着したのには、基礎研究によって
明らかにされたアミノ酸が潜在的に持つ生体調
節機能の一部を利用者が実際に体感したことが
関係している。
　分枝鎖アミノ酸（Branched-chain Amino Acids: 
BCAA）と総称されるバリン、ロイシン、イソ
ロイシンは、生体調節機能の解析が最も進んで
いるアミノ酸であり、現在販売されているアミ
ノ酸サプリメントは、分枝鎖アミノ酸の機能を
うたった物が多い。分枝鎖アミノ酸は、単なる
タンパク質の材料としてではなく代謝調節因子
として注目されている。

２．分枝鎖アミノ酸の特徴
　必須アミノ酸の種類は動物の種類によって異
なっているが、分枝鎖アミノ酸はいずれもヒトを
含めた多くの動物の必須アミノ酸である。分枝
鎖アミノ酸は最近になって耳にするようになっ
た言葉だが、医療業界では以前から医薬品に用
いられてきた。分枝鎖アミノ酸が生体にとって
重要な機能を持ったアミノ酸であることから、
さまざまな疾患時に対応したアミノ酸製剤とし
て応用されてきた経緯がある1）。現在、広く医
療分野で利用されている高カロリー輸液には生
命維持に必要な五大栄養素（タンパク質、糖質、
脂質、ビタミン、ミネラル）を混合するが、タン
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パク質を静脈注射すると拒絶反応を起こす恐れ
があるため、タンパク質のかわりにアミノ酸の
混合物が使われている。低蛋白血症や低栄養状
態時、手術前後のアミノ酸補給を目的とした高
濃度アミノ酸製剤は分枝鎖アミノ酸の含有率が
高い。これは、主に筋肉組織で代謝され、筋タ
ンパク質の合成を促進し分解を抑制するという
分枝鎖アミノ酸の作用が、手術後等の体タンパク
質異化期に有用であると期待されるためである。
　また、肝硬変患者の治療においても分枝鎖ア
ミノ酸が重要な役割を演じている2）。肝硬変患者
には高頻度にタンパク質代謝異常が認められる。
筋肉タンパク質が減少し、内蔵タンパク質の指
標である血清アルブミン濃度の低下に代表され
る低タンパク質栄養状態は肝硬変患者に特徴的
である。血漿分枝鎖アミノ酸濃度の低下が、肝
硬変患者に見られるタンパク質代謝異常の重要
な要因であり、肝臓におけるアルブミンの合成を
低下させている。そこで、分枝鎖アミノ酸を多
く含む肝不全用経腸栄養剤や分枝鎖アミノ酸の
みからなる分枝鎖アミノ酸顆粒製剤などで分枝
鎖アミノ酸を補充投与することで、アルブミン
代謝を改善し、低タンパク質栄養状態を是正す
る治療が行われている。さらに、肝硬変が進行
して非代償性肝硬変（残された健常肝細胞のみ
では肝臓の働きを代償することができなくなっ
た状態）になると、腹水、黄疸、肝性脳症といっ
た肝不全症状が出現する。肝不全症状の代表で
ある肝性脳症は、血液中のアミノ酸のアンバラ
ンスと深く関係している。肝不全の患者の血液
中のアミノ酸濃度は、健康な人に比べると分枝
鎖アミノ酸が低く、芳香族アミノ酸（フェニル
アラニン、チロシン、トリプトファン）が高い
のが特徴である。肝性脳症を発現している患者
に分枝鎖アミノ酸を豊富に含む特殊組成アミノ
酸輸液製剤を点滴し、血中のアミノ酸のアンバ
ランスを是正することで脳症を改善する治療が
行われている。
　分枝鎖アミノ酸は以上のような生体調節機能
を有することが知られているが、著者らは体タ

ンパク質代謝調節機能、中でもタンパク質合成
促進機能に着目して研究を行って来た。また、
最近はこれまで知られていなかった分枝鎖アミノ
酸の糖代謝調節機能について、その調節機構を
中心に研究を展開している。

３．分枝鎖アミノ酸のタンパク質代謝調節機能
３－１．分枝鎖アミノ酸のタンパク質合成調

節機能
　アミノ酸はタンパク質合成を調節する機能を
有する。タンパク質合成を調節するアミノ酸の作
用機構としては、タンパク質合成の場への合成
材料の供給という場合と、アミノ酸が合成装置の
機能を特異的に調節する場合とが考えられる。
前者の場合はアミノ酸の種類を問わず、その
時々で不足したアミノ酸が律速因子となると考
えられるが、後者の場合は特定のアミノ酸にそ
の機能が備わっていると予想される。ここで取
り上げる分枝鎖アミノ酸のタンパク質合成調節
機能は後者である。すなわち、分枝鎖アミノ酸
はタンパク質の合成装置の機能を調節する調節
因子としての機能を有している。分枝鎖アミノ
酸が調節する対象は、一つ一つの特定のタンパ
ク質というよりも、グループとしてのタンパク
質（これを体タンパク質、あるいはバルクタン
パク質という）である。広義のタンパク質合成、
すなわち遺伝子発現の調節は、転写、mRNAの 
プロセッシングと安定性、翻訳、タンパク質の
修飾、そしてタンパク質の代謝といったさまざ
まなレベルで行われている。細胞内のタンパク
質の構成を変えることなしにバルクタンパク質の
合成速度を変化させる調節においては、翻訳段
階での調節が重要な意味を持つ。分枝鎖アミノ
酸は、翻訳段階に作用してバルクタンパク質の
合成を促進することが知られている３）。
　翻訳段階は、開始、ペプチド鎖伸長、終結、
および終結後のリボソームのリサイクルの４段
階に大別される。この４段階のうち開始段階が
生理的調節に関して最もよく研究されている段
階である４）。開始段階は、開始コドンが開始
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tRNAによって認識され、そこでリボソームの
２つのサブユニットが会合する段階である。生
理的調節は、開始段階の中でも翻訳開始因子
（eIF）２が介するMet-tRNAiをリボソーム 40S

サブユニットへ結合するステップと、eIF4Eと
その関連因子が介するMet-tRNAiと結合した
リボソーム 40Sサブユニットを mRNAの 5' 末
端へ結合させるステップで行われると考えられ
ている。アミノ酸の欠乏、ウイルスの感染、熱
ショックなどのストレスによるタンパク質合成の
抑制は eIF2が介するステップで行われるため、
eIF2が介するステップは主にタンパク質合成の
抑制の制御を行うステップであると考えられる。
一方、eIF4Eとその関連因子が介するステップは、
強力なタンパク質合成促進ホルモンであるイン
スリンによって活性化されることが知られている。
eIF4Eには、eIF4Eと結合してキャップ依存性の
翻訳を阻害する結合タンパク質（4E-BP1）が存
在する。4E-BP1は非リン酸化状態では eIF4E
と結合しているが、インスリンによってリン酸
化されて eIF4Eから遊離し、eIF4Eが eIF4A、
eIF4Gとともに eIF4F複合体を形成すると翻訳
開始が活性化する。
　著者らは、一夜絶食にしたラットに、ラット
が１日に摂取する標準飼料（AIN93）に含まれる
ロイシン量と同量（135mg/100g 体重）のバリン、
ロイシン、あるいはイソロイシンを蒸留水に懸濁し
強制的に経口投与して、１時間後の骨格筋のタ
ンパク質合成速度を測定するとともに、eIF2と
eIF4Eの活性を評価した。その結果、ロイシン
のみが骨格筋のタンパク質合成を刺激し、さら
にロイシンは eIF2の活性には影響を与えず、
4E-BP1のリン酸化を促進することで不活性型の
eIF4E･4E-BP1複合体を減少させ、活性型の
eIF4E･eIF4G複合体を増加させることで翻訳開
始を活性化することが明らかになった５）。また、
ロイシンは、mRNAとリボソーム 40S サブユ
ニットの結合の調節に関係するリボソームタン
パク質 S6 をリン酸化するリボソームタンパク
質 S6キナーゼ（S6K1）をリン酸化して活性化

することが明らかになった５）。
　以上のように、経口投与したロイシンは、翻
訳開始段階の活性化のシグナルとして機能する
ことが明らかになり、さらにロイシンの翻訳開
始の調節ポイントは、eIF2が介するMet-tRNAiの
リボソーム 40Sサブユニットへの結合ステップで
はなく、eIF4Eとその関連因子が介するmRNAの
リボソーム 40Sサブユニットへの結合のステップ
であることが示された。
　mRNAをリボソームに結合させるステップの
調節において重要な役割をしている 4E-BP1と
S6K1は、両方ともmTOR （mammalian target of 
rapamycin）と呼ばれているタンパク質リン酸化酵素
が関係するシグナル伝達経路の下流に位置し、
ロイシンの翻訳開始の促進シグナルの一部は
mTORを介して伝わることが示されている。
mTORは、raptor（regulatory associated protein of 
mTOR）、Rheb（Ras homologue enriched in 
brain）、PRAS40（proline-rich Akt substrate 40）、
LST8（別名G-protein β-like protein: GβL）、そして、
ひょっとするとさらに未知のタンパク質が加
わって TORC1（TOR complex 1）と呼ばれる複
合体を形成する。TORC1は、細胞の成長調節
において中心的な役割をしていることから、栄
養素がタンパク質合成を制御する機構の不可欠
な構成要素である６）。ロイシンは如何にして
TORC1の活性を調節するのであろうか？
　インスリンや IGF-1などのホルモンは、type 
I PI3K（phosphatidylinositol-3 kinase）と Aktが
関係するシグナル伝達経路で mTORを活性化
する。活性化された Aktは、TORC1シグナル
伝達系を調節する mTOR、PRAS40、TSC2を
含めた少なくとも３つのタンパク質をリン酸化
する。３つのうち、Aktによる TSC2のリン酸
化が最もよく分かっている。TSC2は Rhebの
GTPase活性化タンパク質（GAP）である。Aktに
よって TSC2の複数の残基がリン酸化されると
TSC2は不活性化され、GTPと結合したRhebの
割合が増加する。その結果、AktによるTSC2の
阻害は、Rheb .GTPと mTORの結合を増加さ
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３－２．分枝鎖アミノ酸のタンパク質分解調
節機能

　組織タンパク質の分解速度は、ラベルアミノ
酸（あるいはその前駆体）の投与によりラベル
されたタンパク質からのラベルアミノ酸の放出
速度から算出できるが、ラベルアミノ酸のタン
パク質合成への再利用を考慮に入れる必要があ
り、タンパク質合成速度の算出と比べると複雑
である。最近では、コンパートメントモデルを
用いた動静脈濃度差法でラベルアミノ酸の放出
速度から求める方法がよく用いられているが７）、
誰もが簡単に利用できる測定法ではない。これ

までに、種々の生理条件の変化にともなう肝臓、
骨格筋、消化管、脳などのタンパク質の分解速
度の変化が報告されているが、中でも骨格筋タ
ンパク質の分解の変化がよく研究されている。
骨格筋タンパク質の分解は、骨格筋の収縮作用
に関わる筋原線維のミオシンとアクチンに局在
するアミノ酸でタンパク質合成に再利用されず、
ヒトやラットでは一部アセチル化される以外には
代謝されない 3－メチルヒスチジン（MeHis）を
指標として比較的容易に評価することができる。
　著者らは、ラットやマウスを用いて、薄い筋
肉切片からのMeHis放出速度を直接測定して

せて mTORシグナルを増加させる。Aktが
TORC1シグナルを増加させるであろう第２の
機構は、PRAS40のリン酸化である。Aktによ
る PRAS40のリン酸化は PRAS40の TORC1
からの乖離を導き、mTORのキナーゼ活性を上
昇させる。しかし、ロイシンが Aktを活性化し
ないことを示唆する多くの証拠が示されている
ことから、Aktが介する TSC2と PRAS40のリ
ン酸化で、ロイシンによる mTORの活性化を
説明することはできそうにない。また、TSC2を
欠損させた細胞においてもアミノ酸が mTOR
シグナル系を調節することが示されていること

から、ロイシンの mTORへのシグナルは TSC2を
介さないと考えられる。全アミノ酸欠乏、ある
いはロイシンのみを欠乏させると Rheb-mTOR
複合体が乖離し、欠乏させたアミノ酸を再添加
すると逆の効果があるという報告があることか
ら、ロイシンは RhebとmTORの結合を調節す
ることで Rhebの機能を制御しているのかも知
れない。その他、typeⅢ PI3Kである Vps34が
アミノ酸による mTORの調節に関係している
とする報告があるが、ロイシンによる mTOR
の調節機構は依然として明らかにされていない
（図１）。

図１．ロイシンおよびインスリンの翻訳開始刺激シグナルの伝達経路
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図2．筋原線維タンパク質の分解経路とロイシンの作用点

筋原線維タンパク質の分解速度を評価する方法を
用いて、分枝鎖アミノ酸が筋原線維タンパク質
分解に与える影響を調べた。一夜絶食させた
ラットに窒素源として必須アミノ酸あるいはロ
イシンだけを投与したところ、筋原線維タンパ
ク質の分解の抑制が認められた。ロイシンを単
独でラットに経口的に強制投与した場合でも、
この分解抑制が明確に認められ、筋原線維タン
パク質の分解抑制にアミノ酸、特にロイシンが
関わっていることが強く示唆された８）。
　ロイシンがタンパク質合成だけでなく分解を
調節する機能を有することが示唆されたものの、
分解を抑制する機構についてはよく分かってい
ない。細胞内タンパク質の分解はリソソーム系
と非リソソーム系の２つが存在する。リソソー
ム系は、オートファゴソームが基質となるタン
パク質を取り囲み酸性化した後に、タンパク質
分解酵素を含むリソソームと融合してオートリ
ソソームを形成し、基質を分解する経路である。
一方、非リソソーム系としてはユビキチン－プ
ロテアソーム系がよく知られている。基質タン
パク質がユビキチン化酵素によりユビキチンと
ATP依存的に結合し、このユビキチン化タン
パク質を 26Sプロテアソームが加水分解する。
さらに骨格筋においては、非リソソーム系のタ
ンパク質分解経路として、カルシウムにより活

性化されるカルパインの関与が知られている。
　このような分解系に対して、ロイシンがどのよ
うに関与しているのだろうか。ロイシン添加食
がユビキチン－プロテアソーム系による骨格筋
タンパク質の分解を抑制し、これがユビキチン
化酵素（E2）とプロテアソームサブユニットの遺伝
子発現の抑制によることを示した報告がある９）。
一方、肝細胞において、ロイシンなどいくつか
のアミノ酸がオートファゴソームの形成を抑制
することが示されている10）。さらにロイシンは、
インスリンとは異なるシグナル伝達系でオート
ファゴソーム形成に関わる LC-3の活性化を阻
害する可能性が示唆されている11）。このように
個々の分解系に対する分枝鎖アミノ酸（特にロ
イシン）の影響を調べた報告がなされているが、
どの分解系に対する作用が実際にタンパク質分
解速度を左右する主要な作用であるのかは明ら
かになっていない。骨格筋と肝臓ではオート
ファジーもユビキチン－プロテアソーム系も調
節機構が異なる可能性があり、さらに、筋肉に
おいては、筋原線維タンパク質とそれ以外の可
溶性タンパク質（筋漿タンパク質）では分解機
構が大きく異なると考えられていることから、
分枝鎖アミノ酸によるタンパク質分解抑制の機
構を統一的に理解することは現時点では極めて
困難である（図２）。
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４．分枝鎖アミノ酸の糖代謝調節機能
　アミノ酸の多くは糖新生基質となってエネル
ギー源としても利用されるため、投与すると血
中の糖の利用が控えられる一方で、糖産生は亢
進し、血糖値は上昇すると考えられてきた。ヒ
トにアミノ酸混合液を投与するとグルコースの
酸化度は低下するという報告や、アミノ酸を投
与すると“amino acid-induced insulin resistance”
という耐糖能異常状態に陥るという報告がある。
一方、分枝鎖アミノ酸投与によって血糖値が下
がりグルコース代謝は亢進するという報告もある。
このようにアミノ酸投与がグルコース代謝へ与
える影響については結論の相反する報告があり、
未だ不明な部分が多い。
　ロイシンはタンパク質代謝のみならず糖代謝
にも影響を及ぼすことが知られている。ロイシ
ンは、膵臓からのインスリン分泌促進に関係す
ることから、ロイシンの糖代謝に対する作用はイ
ンスリン分泌促進作用を介した作用であるとの
見方がある。しかし、ロイシンによる mTOR活
性化は、インスリン刺激によるグルコースの細
胞への取り込みを阻害するという報告や、単離
骨格筋培養系においてインスリン非存在下での
ロイシン添加によりグルコースの取り込みが増
加するという報告があることから、ロイシンは
インスリン非依存的に糖代謝を調節する機能を
有するものと考えられる。
　最近、著者らはロイシンだけでなくイソロイ
シンも糖代謝を調節する作用を有しており、さ
らにその作用はロイシンよりも強いことを明ら
かにした。

４－ 1．分枝鎖アミノ酸がグルコース代謝に
与える影響

　分枝鎖アミノ酸の糖代謝に対する影響を正常
ラットのグルコース負荷試験で調べた研究で、
イソロイシンがグルコース投与にともなう血漿
グルコースレベル上昇をインスリン非依存的に
抑制する作用を有し、さらにその作用はロイシ
ンよりも強いことが示された12）。また、培養筋

管細胞を用いてインスリン非存在下でのイソロ
イシンの糖代謝に対する影響をさらに詳細に検
討した結果、イソロイシンはインスリン非依存
的に筋肉へのグルコースの取り込みを刺激し、
この作用がイソロイシンによるグルコース投与
にともなう血漿グルコースレベル上昇の抑制に
寄与していることが示唆された。著者らはこの
研究の結果に注目して、培養筋管細胞での結果
が in vivo においても認められるか否かを調べ
るために、絶食させたラットにイソロイシン、
あるいはロイシンを経口投与して、イソロイシン、
ロイシンの経口投与がラット骨格筋のグルコー
ス代謝に与える影響を比較した13）。一晩絶食さ
せたラットへのイソロイシン経口投与（135mg/100g 
体重）は、投与 60 分後において有意に血漿グル
コースレベルを低下させたが、同量のロイシンの
投与では有意な変化は認められなかった。3Hで
標識した 2デオキシグルコースを用いてラット
骨格筋へのグルコースの取り込み量を調べたと
ころ、イソロイシン投与群では骨格筋のグル
コース取り込み量が生理食塩水投与群（コント
ロール群）と比べて有意に増加していたが、ロ
イシン投与群では有意な変化は認められなかっ
た（骨格筋以外に肝臓と脂肪組織へのグルコー
スの取り込みを測定したが、これらの組織への
グルコースの取り込みはイソロイシン投与群で
もロイシン投与群でも変化しなかった）。一方、
3Hで標識したグルコースの筋グリコーゲンへの
取り込み量は、ロイシン投与群の骨格筋ではコ
ントロール群に比べて有意に増加していたが、
イソロイシン投与群では有意な変化は認められ
なかった。これらのことから、ロイシンはイソ
ロイシンと比べて骨格筋におけるグルコース取
り込み作用は弱いが、骨格筋グリコーゲン合成
を促進する機能を有すること、一方イソロイシ
ンはロイシンと比べてグリコーゲン合成促進作
用は弱いが、グルコース取り込み促進作用が強
いという違いがあることが示唆された。
　さらに、骨格筋におけるインスリン非依存的
糖取り込み促進作用に関わるとされる AMPK 
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（5'-AMP-activated protein kinase）に着目し、イ
ソロイシンは AMPK活性を上げることで、糖の
取り込みを促進しているのではないか？という
仮説を立て検証した。しかし、AMPKの活性
を調べたところ、予想に反してイソロイシン投
与によって AMPK活性は有意に低下していた。
AMPKは全ての真核細胞に存在する細胞のエ
ネルギー状態のセンサーであり、ATP産生の
阻害、あるいは ATP消費の増加によって細胞
内 AMP量および AMP/ATP比が増加すること
で活性は上昇する。骨格筋中の AMP量および
AMP/ATP比を測定したところ、イソロイシン
投与によって AMP量および AMP/ATP比は低
下していた。イソロイシンによる AMPK活性の
低下は、イソロイシンによるグルコース取り込
み促進作用の結果、細胞内のエネルギー状態が
改善し、AMP量および AMP/ATP比が低下し
たことに起因することが示唆された。
　以上より、イソロイシンは AMPK 非依存的に
骨格筋への糖の取り込みを促進し、取り込まれた
糖はグリコーゲンとして蓄積されるのではなく、
エネルギー源として利用されて、筋肉中のエネ
ルギー状態が改善されることが示唆された。 
糖がエネルギー源として利用されるのであれば、
糖の酸化が亢進しているはずである。そこでイ
ソロイシン投与が全身の糖酸化能に与える影響
を調べた14）。ラットにイソロイシンを経口投与
するのとほぼ同時に 14Cで標識したグルコースを
静脈から投与し、ラットの呼気中に排泄される
14C標識された CO2の量を測定することでグル
コースの利用率を評価した。その結果、イソロ
イシン経口投与後60分から90分の間において、
呼気中 14CO2排泄量が増加した。このことから
イソロイシン投与によりグルコース利用が亢進
していること、すなわち、取り込まれたグルコー
スの酸化が亢進していることが示された。

４－２．分枝鎖アミノ酸が糖新生に与える影響
　血糖値は、組織へのグルコースの取り込みと
組織からのグルコースの放出のバランスによって

巧みに制御されている。生体はグルコースをグ
リコーゲンの形で肝臓に貯えており、絶食時に
はグリコーゲンがグルコースに分解されて血中
に放出されるが、貯蔵量には限界があるため高
等動物は糖以外の物質からグルコースを合成し
て血液中に放出する（糖新生）。糖新生活性を示
す組織は肝臓と腎臓であるが血糖の恒常性に大
きく寄与しているのは肝臓である。肝臓は糖新
生活性のみでなく、グリコーゲンの貯蔵能が高
いからである。したがって、イソロイシンによっ
て誘導される血糖値低下に肝臓からのグルコー
スの放出の減少が大きく関わっている可能性が
ある。
　絶食状態の肝臓では、アラニンなどの糖新生
基質からピルビン酸などを経てグルコースが生
成される。そのピルビン酸からグルコース生成
への反応には 4種の糖新生律速酵素が関与する
ことが知られている。そこで著者らは、ラット単
離肝細胞やイソロイシン、あるいはロイシンを
投与したラットの肝臓を用いて、イソロイシン、
ロイシンの糖新生や律速酵素に対する影響につ
いて調べた14）。
　動物を用いた in vivoの実験系で肝臓での糖新
生能を評価するのは困難であるため、ラットの
単離肝細胞を用いた in vitroの実験系でグル
コース産生量を測定することで糖新生能を評価
した。糖新生の基質として10 mMのアラニンを
含む培地に、イソロイシンを 3 mM添加すると
アラニンを基質としたグルコース産生量が有意
に減少した。一方、ロイシンを 3 mM添加した
場合は無添加コントロール群との間に有意な差
は認められなかった。インスリン非存在下の in 
vitro系においてイソロイシンによるグルコース
産生低下が認められたことから、イソロイシン
を投与したラットにおける糖新生抑制作用はイ
ンスリン非依存的作用であることが示唆された。
　イソロイシン、ロイシンの糖新生律速酵素に
対する影響は、これらのアミノ酸を経口投与し
たラットの肝臓を用いて調べた。４種の糖新生
律速酵素の中でも PEPCK（phosphoenolpyruvate 
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carboxykinase）は糖新生能やその活性とmRNA
量に相関があることが知られている。PEPCK の
mRNA量を測定したところ、イソロイシンを
投与したラットの肝臓においてのみ PEPCKの
mRNA量がコントロール群に比べて有意に低
下していた。また、別の糖新生律速酵素である
G6Pase（glucose-6-phosphatase）の mRNA量と
活性を測定したところ、イソロイシンを投与し
たラットの肝臓においてのみmRNA量と活性が

コントロール群に比べて有意に低下していた。
イソロイシンは PEPCKや G6Paseの遺伝子発
現の調節を行うことで糖新生を制御している可
能性がある。
　以上のことから、ラットへのイソロイシン経
口投与は、骨格筋への糖取り込みと全身の糖の
酸化的利用を促進することに加えて、肝臓にお
ける糖新生を抑制し、これらの作用が血糖値の
低下に寄与していることが示唆された（図３）。

図3．イソロイシンによる糖代謝調節の機構

４－３．DNAマイクロアレイを用いたイソロイ
シンの糖新生抑制機構の解析の試み

　著者らは、イソロイシンの肝臓での糖新生抑制
作用に注目し、その機構を解明する手掛かりを
得るために、一夜絶食の後にイソロイシンを経
口投与したラットの肝臓における遺伝子発現変
化を、DNAマイクロアレイを用いて網羅的に
調べ、さらに、変化の観察された遺伝子のうち
糖代謝に関連する遺伝子について、定量 PCR
で確認を行った。
　18 時間絶食させたラットを３群に分け、1群
はそのまま屠殺し、２群にはイソロイシンを経
口投与して１時間後、あるいは３時間後に屠殺
した。各群ともに 4頭のラットの肝臓から調製

した RNAをプールし、DNAマイクロアレイ
（Affymetrix Rat Genome 230 2.0 Array）を用いて
遺伝子発現の網羅的解析を行なった。その結果、
イソロイシン投与によって肝臓において発現が
変化した遺伝子の数は、１時間後では 739 個、
３時間後では 1299 個であった。そのうち糖代
謝に関連する遺伝子に注目したところ、変化し
た遺伝子の数は、１時間後は４個、３時間後は３
個であった。さらに糖新生系に注目して解析を
行ったところ、糖新生の律速酵素のうち
G6Paseの発現がイソロイシン経口投与１時間
後に減少していた。その他の糖新生の律速酵
素である FBP1（fructose-1.6-bis-phosphatase）、 
PC（pyruvate carboxylase）、PEPCKの遺伝子発
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現については、有意な変化は認められなかった。
この DNAマイクロアレイの結果について、定
量 PCRで確認を行った結果、G6Paseは DNA
マイクロアレイの結果と同様に１時間、３時間
後ともに mRNA量が有意に減少していた。
DNAマイクロアレイで有意な変化が認められ
なかった PEPCKは、１時間、３時間後ともに
mRNA量が有意に減少していた。FBP1は３時
間後において有意に減少しており、PCは有意
な差は認められなかったが、１時間後、３時間

後ともに減少する傾向がみられた。
　さらに、Ingenuity Pathway Analysis（IPA） 
（Ingenuity Systems, Inc.）を用いたpathway解析を
行った結果、投与３時間後の肝臓において PEPCK
の発現調節 pathwayの一部を予想することがで
きた（図４）。PEPCKの発現調節 pathwayの上流
に位置している６種類の遺伝子の mRNA量の
変化を定量 PCRで確認した結果、DNAマイク
ロアレイ解析でみられた変化と同様の傾向が
みられた。イソロイシンによって PEPCKの遺

図4．イソロイシンによるPEPCKの発現調節pathway
イソロイシン投与３時間後の肝臓における遺伝子発現変化を、DNAマイクロアレイを
用いて調べた結果から予想されたイソロイシンによる PEPCKの発現調節 pathway。
PEPCK: phosphoenolpyruvate carboxykinase, FOXA2: forkhead box A2, EP300: E1A 
binding protein p300, CEBPB: CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP) beta, CEBPA: 
CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP) alpha.
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伝子発現を抑制する SREBF1（sterol regulatory 
element binding factor 1） 15, 16） お よ び FOXA2
（forkhead box A2）17－20）の遺伝子発現は増加し、
PEPCKの遺伝子発現を促進する EP300（E1A 
binding protein p300）19）、LPIN121）、CEBPB
（CCAAT/enhancer binding protein（C/EBP）
beta） 22, 23）および CEBPA（CCAAT/enhancer binding 
protein（C/EBP）alpha）24, 25）の遺伝子発現は減少
した。このように PEPCKの発現を抑制する遺
伝子の発現が増加し、発現を促進する遺伝子の発
現が減少したことでPEPCKの発現が減少した。
以上から、イソロイシンは PEPCKの遺伝子発
現を制御して糖新生の調節を行い、糖代謝を調
節している可能性が強く示唆された。

５．おわりに
　栄養素の代謝調節では多くのホルモンが重要
な役割を果たしている。なかでもインスリンは、
三大栄養素（タンパク質、糖質、脂質）全ての
代謝を調節する機能を有しており、栄養素の代
謝を考える上で非常に重要なホルモンである。
インスリンはタンパク質合成を促進し、分解を
抑制することでタンパク質代謝に対して同化的
に作用する。ロイシンは、インスリンと同様に
タンパク質合成を促進し、分解を抑制する機能
を有する。また、今までロイシンの陰に隠れて
いて注目されてこなかったイソロイシンが、グ
ルコースの細胞への取り込み促進、糖新生の抑
制などインスリンと類似した糖代謝調節機能を
有することが明らかになった。また、ラットの
70％部分肝切除モデルにバリン添加飼料を給餌
し、肝再生過程における血清および肝臓組織内
の脂質動態に与えるバリンの効果を検討した研
究で、肝切除後早期の肝再生で、バリンが増加
した血清遊離脂肪酸を肝臓に取り込み、肝臓に
おける中性脂肪の蓄積、ATP産生を増強させ
肝再生をさらに促進させる可能性が示された26）。
これらのことは、３種類の分枝鎖アミノ酸が、
あたかもインスリンの代謝調節機能を分担して
受け持っているかのような印象を与える。生物の

進化の過程でインスリンが栄養素の代謝を調節
する役割を担うようになる以前は、分枝鎖アミ
ノ酸が栄養素の代謝を調節する役割を担ってい
たのではないかと想像が膨らむ。目覚ましい進
歩をとげているオミクス解析技術を駆使すれば、
分枝鎖アミノ酸の生体調節因子としての機能の
全貌が明らかになるのは、そう遠い未来ではな
さそうである。
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Arginine increases microperfusion of peripheal tissues.
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活剤、鎮痙剤、生体内酵素の処方による血流増
加が行なわれている。これらの薬物は主に血圧の低
下を目的として開発されてきた物質であり全身の
血管に作用することから、毛細血管での血流増
加のみでなく全身血圧にも影響を及ぼす可能性
がある。またカリクレインは生体内酵素であり
発痛などの作用を有するほか、アンギオテンシ
ン変換酵素阻害剤との併用では作用が増強され
過度の血圧低下が生じることが危惧される。ま
たこれらの血流増加剤はヒト領域においても処
方箋が必要であり、コストの観点からも家畜への
応用は難しい。このため使い勝手と安全性に優れ、
かつ安価な血流増加法の開発が望ましい。
　血管平滑筋が血管内皮細胞由来の因子によっ
て弛緩すること３）、そしてその弛緩因子が一酸
化窒素（NO）という無機ガス成分であることが
見出され４）、さらにその NOの生体内での前駆
体が L－アルギニン（Arg）であることが 1980年
代に続けて発見された５）。以来、Arg-NOの系は
血流を増加させるメカニズムとして注目されて
いる。
　Argは非必須アミノ酸であり体内で合成が可
能であるため、飢餓の状態でない限り血中およ
び細胞中の Arg濃度は約 100µM以上に保たれ
ている。一方で精製した NO合成酵素の Km値
は 0.9µMであることから、通常の状態では NO
合成酵素は飽和していると考えられる。それに
もかかわらず外部から Argを投与すると血管内
皮などで一酸化窒素の合成が生じ、この作用に
よる血管の拡張がみられる。この現象はアルギ
ニンパラドックスとして知られている６）。この

１．はじめに
　血液は酸素や二酸化炭素などのガス成分、白
血球、情報伝達物質、エネルギー基質、血小板
や抗体などのタンパク質、各種臓器での代謝産
物の運搬を担っている。すなわち肺や消化管、
内分泌器官から血液へと供給された物質は心臓
の拍動によって動脈内を押し流され、全身に分
布する毛細血管を通じて末梢組織にまで運搬さ
れる。またアンモニアなど不要となった代謝産
物は毛細血管を通じて血中に搬出され、有害な
ものは途中で無害化の代謝を受けて、最終的には
肺や腎臓などの臓器より排出される。常に一定
温度に保たれている血液を循環させることは体
温維持の役割も果たす。このように毛細血管の
血流は生体機能の維持に重要な役割を果たして
いるが、感染症や外傷などの疾病や疲労、加齢
および環境の急激な変化など身体へ何らかの負
荷や変化が生じた際にはこの血流も低下する。
ヒトでの脳の血流の低下が脳血管性痴呆および
アルツハイマー型痴呆にも関わっている可能性
が指摘されているなど１）、血流の低下が生体機
能の低下を引き起こすと考えられている。最近
では筋肉での血流増加はインスリンによる筋タ
ンパク合成増加の主要なメカニズムであること
も示唆されており２）、積極的に血流を増加させ
ることは体温の維持や物質の運搬など血流自体
の機能を高め、タンパク合成などの生体機能を
高める上で重要であると考えられる。
　血流低下のうち閉塞性血栓血管炎での末梢循
環障害や更年期障害、網脈絡脈循環障害などの
疾患の治療にはカルシウム拮抗剤や細胞呼吸賦

アルギニン投与による末梢毛細血管血流の増加
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ように適切な量の外因性 Argが血管拡張を引き
起こす理由は不明であるが、一方で常にこうし
た薬理学的作用を期待した研究も数多くなされ
ている。
　これまで血流増加の指標としては胸部に取り
付けた電極を介してインピーダンスを測定して
心臓からの血液の拍出量を計算する方法や、超
音波画像解析装置を用いて大血管の直径を測定
する方法などがあり、ヒトではこうした手法に
よって Argによる血流増加の有無が調べられて
きた７,８）。例えば平均体重 78kgのヒトに30gな
いし6gのArgを静脈投与した検討では、30gの
Arg投与では血圧の低下および血管抵抗の低下が
生じたのに対して 6gのArg経口投与ではその 
どちらも生じなかったことが報告されている９）。
しかしながら皮膚微小循環とその他の血管床と
では、NO合成酵素阻害剤である L-NMMAに
対する反応に差があることが指摘されるなど、
Argに対する応答は毛細血管と大血管では異なる
可能性も考えられる10，11）。
　本研究ではこうした仮説に基づき、従来知ら
れているよりも低用量のArg を投与した際の
毛細血管レベルでの血流の変化を、レーザー
ドップラー（LD）法およびマイクロスフィア（MS）
法を用いて調べ、Arg投与による毛細血管の血
流変化と動脈血圧の変化を比較検証した。
 
２．毛細血管血流と血圧の変動の測定
　毛細血管の血流を測定する方法としてはレー
ザー光を照射した部位の血流をドップラーの原
理で測定するレーザードップラー（LD）法と、
赤血球より少し大きいプラスチック製ビーズを用
いたマイクロスフィア（MS）法の二通りがある。
LD法はリアルタイムに測定できるという利点
があるが、測定できる部位は 1か所だけであり、
安静状態の動物の体表面でないと測定が困難で
ある。一方でMS法はマイクロスフィアの色素の
数だけの回数しか測定できないという制約があ
るが、ほぼ任意の臓器の血流が測定可能であり、
覚醒下の動物にも応用が出来る。このためまず

LD法を用いて血流測定と血圧測定を同時に行
い、毛細血管の血流と血圧の変化を観察した後に
MS法で臓器ごとの毛細血管血流量を比較した。
　８週齢の雄性 SD（IGS）ラット（日本チャール
スリバー）を購入して温度 23 ± 3℃、湿度 50
± 20％に保った施設に収容し、CRF-1飼料（オ
リエンタル酵母工業）および飲水を自由に摂取
できる状態で飼育し、馴致期間を経た体重 350g
前後のラットを用いた。試験内容は味の素株式
会社の倫理委員会の審査を受けており、この届
出内容に則って実施した。
　ラットをペントバルビタールで麻酔したのちに 
仰臥位で横たえ、外頚動脈と内頚静脈にカテー
テルを挿入した。このうち外頚動脈のカテーテルを
トランスデューサー（日本光電製 TP-400T）に接
続し、アンプリファイア（日本光電製 AP-601G）を
介して記録装置（ADInstruments製MacLab/16S）を
用いて収縮期と拡張期血圧、平均血圧および心
拍数を記録した。アミノ酸および対照の投与は
内頚静脈に留置したカテーテルをシリンジに接
続し、シリンジポンプ（日本光電製 CFV-3200）を
用いて10 ml/kg /hの一定速度で投与した。また
後肢の大腿部の皮膚をバリカンにて剃毛し、
LD血流計（オメガウェーブ製 FLO-N1）に接続
した薄型プローブを皮膚表面に貼付け、ここか
ら皮膚表面の血流を測定した。データは血液量、
血液速度、血流量を別々に出力させ、血圧と同
じ記録装置にて記録した。装置の写真と概要を
Fig.1に、手術と測定のスケジュールを Fig.2に
示す。
　血圧の初期値の個体差が大きかったことから、
初期値に対する血圧の変動を解析したところ、
L-Arg 500 mg/kgおよびカルシウムチャネル拮
抗作用を持つ降圧剤のニカルジピン投与群にお
いて有意な血圧低下が見られることが確認され
た（Fig.3）。また生理食塩水投与群においても
最大で 8 mmHg程度の血圧低下が生じるのに
対して Argの 150 mg/kg以下の投与群での血圧
低下はこれ以下であったことから、Argは150 mg/kg
以下で投与した場合には血圧に影響を及ぼさな
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いことが確認された。
　投与後の心拍数の変化を Fig. 4に示す。
L-Arg 500 mg/kgの Preおよび D-Argの投与開
始 50 分後において数値が変動する傾向にあっ
たが、全ての投与群において有意な心拍数の変
化は確認されなかった。
　被験物質投与時の血流を Fig.5に示す。生理
食塩水投与群においても血流の変動が見られた

が、ほぼ一定となることが確認された。Argま
たはニカルジピン投与開始とともに血流は増加
する傾向を示し、Argの 50 および 150 mg/kg
投与群およびニカルジピン投与群で血流が有意
に増加することが確認されたが、Argの 500 
mg/kg投与群では血流の増加が生じなかった。
またArgの50 mg/kg投与群の血流増加のピークは
投与開始 20－30 分であることが確認された。

Figure 1. Photograph of the apparatus used in the experiment (Left), and schematic illustration of the 
system integration (Below). A: Laser Doppler flow meter (FLO-N1, Omegawave), B: Amplifier (TP-
400T, Nihon Koden), C: Analog-Digital converter (MacLab16/S, ADInstruments), D: Computer 
for record and analysis.
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Figure 3. Time course changes in blood pressure before and after the Arg infusion (above: 
blood pressure value, below: blood pressure changes to the pre-infusion value). 
Rats were anesthetized by pentobarbital and blood pressure was monitored 
invasively by placing a cannula into a blood vessel that is connected to the 
transducer. L-Arg (15 to 500 mg/kg), D-Arg (50 mg/kg), Nicardipine (0.4 mg/
kg) and saline were infused for 30 minutes at a rate of 10ml/kg/h. Solid bar 
represents the infusion period. Data is shown by means of every 10 minutes. **: 
p<0.01 and*: p<0.05 vs. control

Figure 2. Time schedule of the anesthesia, catheter preparation and Arg infusion. The parameters of blood 
pressure and blood flow were recorded thorough the experimental period.
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Figure 4. Time course changes in heart rate before and after the Arg infusion (above: heart rate value, 
below: % of heart rate to the pre-infusion value). Rats were anesthetized by pentobarbital 
and blood pressure was monitored invasively by placing a cannula into a blood vessel that is 
connected to the transducer. L-Arg (15 to 500 mg/kg), D-Arg (50 mg/kg), Nicardipine (0.4 
mg/kg) and saline were infused for 30 minutes at a rate of 10ml/kg/h. Solid bar represents the 
infusion period. Data is shown by means of every 10 minutes.

Figure 5. Time course changes in blood flow of skin before and after the Arg infusion (above: heart rate value, 
below: % of heart rate to the pre-infusion value). Rats were anesthetized by pentobarbital and blood 
pressure was monitored invasively by placing a cannula into a blood vessel that is connected to 
the transducer. L-Arg (15 to 500 mg/kg), D-Arg (50 mg/kg), Nicardipine (0.4 mg/kg) and saline 
were infused for 30 minutes at a rate of 10ml/kg/h. Solid bar represents the infusion period. Data is 
shown by means of every 10 minutes. Data is shown by means of every 10 minutes. **: p<0.01 and 
*: p<0.05 vs. control
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３. 臓器ごとの毛細血管血流量の比較
　Argは 50 あるいは 150 mg/kgの静脈投与は
皮膚表面の毛細血管血流を増加させることが確
認できたが、これ以外の臓器の毛細血管でも同
様の現象が生じているかどうかは不明のままで
ある。また静脈投与の場合は投与したArgが直
ちに全身へ分布するが、Argを経口投与した場合は
消化管で吸収された全量がまず肝臓を通過し、 
その際に Argの一部が代謝されることになる。
経口摂取した Argはこのような初回通過効果を
受けるため、静脈投与した Argとは異なる分布
となる。このため経口投与後に血流増加が生じる
臓器は静脈投与の場合と異なる可能性がある。 
こうしたことを調べる目的で、Argの静脈及び
経口投与後の臓器ごとの毛細血管血流量をMS
法で比較した。
　ラットをペントバルビタールで麻酔したのち
に仰臥位で横たえ、外頚動脈から心臓カテーテ
ルを挿入した。心臓カテーテルは常にトランス
デューサー（日本光電製 TP-400T）に接続し、
血圧をモニターしながら挿入し、拡張期血圧が
ほぼ0mmHgになったことをもって心室内へ挿入
されたと判断した。内頸静脈へのカテーテルは
LD法と同様に挿入した。これらのカテーテルの
先端は誘導針を用いて肩甲骨間より外部へ出し
てから手術部位を縫合し、外部へ露出させたカ
テーテルから投与を行なった。またカテーテル
内はヘパリン加生理食塩水（20単位/ml）で満た
すことで血液凝固を防いだ。手術を終えてから
３－４時間後の十分動ける状態の時に試験に供
した。
　麻酔下でカテーテルを挿入した直後より血圧の
測定を開始し、平均血圧の変動が10分間以上に
わたって±5mmHg以内になるのを目安として
安定状態を確認してから試験を開始した。MS
投与はNishiyamaらの方法を改良して実施した12）。
まず 90 秒間のリファレンス用血液の採取を 
0.3ml/minの速度で開始し、採取開始10秒後から
MSの原液 0.1mlを 0.3ml/minの速度で 20 秒間
投与した。MS原液の投与終了後にカテーテルを

付け替え、ヘパリン加生理食塩水を0.3ml/minの
速度で 40 秒間注入し、リファレンス血液の採
取を行っている間にMS投与が終了するように
した。この要領でYellowあるいは Persimmonの
MSを投与し、続いて被験物資を投与した。
　静脈投与の試験では50mg/kgおよび150mg/kg
のArgを10ml/kg/hの速度で 30 分間投与した。
また経口投与の試験では15mg/kgから500mg/kgの
Argを、ゾンデを用いて胃内に直接投与した。
第２回目のMS投与は LD法による測定で血流
増加がピークを迎えた投与開始 30分後行うこと
とし、第 1回目とは異なる色のMSを投与した。
麻酔下での測定のスケジュールを Fig.6に示す。
第２回目の投与が終了した後は 30 分程度安静
にさせ、この後に心室カテーテルへに50～55mg/kg
のペントバルビタールを投与することで安楽死
させ、ヒフク筋、ヒラメ筋、背と腹の皮膚、脂肪、
十二指腸、肝臓、脾臓、腎臓、心臓、脳を摘出し、
生理食塩水で付着した血液を洗い流してからガ
ラスチューブに移し、秤量を行った。
　摘出した臓器を入れたガラスチューブに 4N 
KOHを加えてから 70℃に加温して臓器を加水
分解し、加水分解物をポリエステルフィルターに
通してMSを回収した。このMSをフィルター
ごと別のプラスチック試験管に移し、塩酸を添
加した酢酸セロソルブ 300µlを加えてMS内の
色素を溶出し、遠心して色素を含む上清200µlを
回収した。この上清中の色素濃度をマイクロプ
レートプレートリーダーで測定することで各組
織中のMS量を定量した。
　Argを50mg/kgおよび150mg/kgで静脈投与
した際の血流の変化を Fig. 7に示す。組織中の
MSの個数には個体毎の差が大きかったことから、
MSの絶対数でなく増加率で解析を行った。コ
ントロール群では生理食塩水の静脈投与でも血
流に変化が生じ、ヒフク筋、腎臓、肝臓では有
意に血流が低下したが、一方でヒラメ筋、皮膚、
脂肪組織などではほとんど変化しないことが確
かめられた。Argの 50 mg/kgおよび150mg/kg
投与は全ての臓器、組織で血流を増加させる傾
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Figure 6. Time schedule of the anesthesia, catheter preparation, microsphere (MS) injection 
and Arg infusion. 2nd microsphere injection was carried out immediately after the 
sample infusion. Microsphere injection was carried out 3 hours after the cannulation 
to evaluate blood flow in awake condition

向にあったが、ヒフク筋、ヒラメ筋、腹部皮膚、
腎臓、十二指腸、肝臓においてコントロール群
よりも有意な増加を示すことが確認された。ま
た心臓と脳の血流はコントロール群と比べて有
意な差が見られなかったものの、投与前値と比
較すると血流の有意な増加がみられた。ほとん
どの臓器、組織で血流増加は Argの 150mg/kg
投与で最大となったが、ヒラメ筋でのみ50mg/kgの
値と 15mg/kgの値がほぼ同等であり、Argの
50mg/kgですでに血流がピークとなることが示
された。
　Argを経口投与した試験でも、いくつかの臓

器で有意な血流の増加が見られ、Argは経口投
与でも血流を増加させることが示された（Fig.7B）。
Argの静脈投与では50mg/kgと150mg/kgの両方
で血流を増加させていたが、経口投与時の血流
増加は 50mg/kgでピークとなり、それよりも
高い用量では血流増加が消失することが確認さ
れた。またヒフク筋とヒラメ筋では静脈投与時
と同様に血流増加が見られたが、増加率は各々
２倍以上であり、静脈投与時のような筋肉間での
差はみられなかった。心臓や脳は静脈投与では血
流が有意に増加したが、経口投与では血流増加を
示さなかった。
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Figure 7. Blood flow increment after the intravenous L-Arg infusion(A) and oral L-Arg 
administration(B). Blood flow was analysed using microsphere technique, and 
microsphere was injected into left ventricle of heart before and after the L-Arg 
constant infusion. Data are expressed by the means of ratio ± S.E.M. of post-infusion 
value to the pre-infusion value of each treatment. A: L-Arg was infused at doses of 50 
mg/kg and 150 mg/kg over 30 minutes. Control group received saline. *: p<0.05 
vs. Control value.¶: p<0.05 vs. pre-infusion value. N=12. B: L-Arg was administrated 
at doses of 15 mg/kg to 500 mg/kg. Control group received distilled water. *: 
p<0.05 vs. Control value. n=6 (n=2 in Arg 500 mg/kg group). 
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４．考察
　ArgはNOの生体内での唯一の前駆体であり、
Arg投与は NOを介した血管拡張作用を示すこ
とが知られている５）。血管拡張は血流の増加や
血圧の低下をもたらすと考えられるが、Argの
投与は高血圧を是正したという報告と不十分な
降圧作用しか示さなかったという二種類の報告
があり10, 11, 13）、少なくとも血管拡張や血圧の低下
は引き起こすが、降圧剤として臨床の場で用い
るには作用が不十分であると考えられる。本報
告では、低用量の Argの投与は血圧低下を引き
起こさないが、毛細血管レベルでの血流は増加
させるという仮説を立て、これを実証するための
試験を行った。
　Arg投与時の血圧の変化を測定したところ
150mg/kg以下の投与量では血圧が低下しな
かったため、この投与量では血圧に影響が現れ
るほどの NO産生が生じていないことが考えら
れた。一方で D-Argは予想に反してわずかでは
あるが血圧低下を引き起こすことが確認された。
L-Argからの NO産生は NOSによって行われ、
L-Argが唯一の前駆体であるが、活性酸素と L-
および D-Argが反応することによって直接的
に NOが生成することも報告されている14, 15）。
D-Argは生体内でのタンパク質の合成に用いら
れないと考えられることから、NO産生以外に
も蛋白合成や窒素排泄で消費される L-Argと異
なり D-Argの多くが活性酸素消費と NO生成
に使われ、その結果として血圧低下が生じた可
能性が考えられた。
　Argは皮膚の毛細血管の血流を増加させる働
きを持つことが示されたが、一方で心拍数には
殆ど変化が生じないことが確認された。このた
め今回の血流増加は心臓からの血液の拍出量の
変化を伴わず、毛細血管の拡張のみが生じたと
考えられた。毛細血管は非常に微細な血管であり、
血管内皮の弛緩が直接的には生じない部位であ
ることから、今回の血流量の増加は毛細血管前
後の細動脈に作用している可能性が考えられる。
また 500mg/kgの Arg投与は血圧低下を引き起

こしたにもかかわらず、より低用量のArg投与
では見られる血流増加は消失した。ニカルジピ
ンは血圧低下と血流増加の両方を同時にもたら
したのに対してArgは各々の作用を別 の々用量で
引き起こした。ニカルジピンはカルシウムチャ
ネル拮抗剤であり、血管平滑筋に直接作用して
弛緩させるが、Argは内皮細胞の NO源である
ことから血管内皮細胞に作用してから血管平滑
筋を弛緩させる。これら二つの物質の作用の違
いは、作用点が異なることに由来すると考えら
れる。
　本報告では原理的には全ての臓器の血流を測
定することが出来るマイクロスフィア法を用いて、
筋肉や腹部臓器などの血流を幅広く探索的に検
討した。その結果、静脈投与時にはほぼ全ての
臓器で血流がArg用量依存的に増加する傾向に
あることが確かめられたが、経口投与では血流
があまり変化しない臓器があることと、一部の
臓器では Arg用量が高くなると血流増加がみら
れなくなることが確認された。静脈投与では
Argは頸静脈より持続的に注入されるのに対し
て経口投与では瞬間的に消化管内に投与されて
門脈と肝臓を経て血中に移行するため、こうした
投与経路の違いによるArg供給の差異が個別の
臓器の血流増加に大きく影響していると考えら
れた。
　Argは血流をどの程度まで増加させることが
出来るのだろうか。本試験では皮膚で1.4倍程度、
筋肉で平均２倍程度の血流増加が見られたが、
一方で運動時には血流が最大で６倍程度まで増
加することが報告されており16, 17）、これに比べ
ると Argの血流増加は少ないと考えられる。し
かしながら本報告の試験では降圧剤のニカルジ
ピンでも1.5倍程度の血流増加であり、インスリン
による血流増加も２倍程度と報告されている18）。
このため、筋収縮のポンプ作用を受けない安静
状態での血流増加は２倍程度が限度であり、適
量の Arg投与で安静状態での最大限の血流増加
が見込めると考えられた。
　では本試験で示されたArgの血流増加効果は、
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畜産の分野ではどのような応用が可能であろうか。
ヒト皮膚の血流増加作用では冷え性による末梢
血流低下の改善が期待されるが、家畜でも同様
の血流増加が生じれば、寒冷刺激に対する耐性
向上が期待できると考えられる。これまでにも
寒冷刺激を与えたブロイラーの飼料に Argを添
加することで、肺の細動脈の血管拡張を通じて
肺高血圧が解消したという報告があり19）、血流
増加による家畜の生存率向上などの研究が期待
される。
　また筋肉での血流増加はインスリンによる筋
タンパク合成増加の主要なメカニズムであるこ
とも示唆されていることから２）、Argによる血
流増加はこのインスリン作用を模倣すると考え
られる。既にブロイラーのスターター飼料への
Arg添加でムネ肉の重量が増加したという報告
があり20）、こうした Argの増体重や肉質への効
果も Argによる筋血流増加で説明がつく可能性
がある。
　低用量の Argは静脈投与および経口投与で
筋肉や皮膚の毛細血管の血流を増加させること
が示された。毛細血管の血流増加時には血圧と
心拍数は殆ど変化しなかったことから、Argは
毛細血管あるいは近傍に直接作用して毛細血管
血流を増加させていると考えられた。これらの
血流増加は運動時のそれと比べるとわずかでは
あるが、安静時の筋肉や皮膚の血流増加は筋肉
での代謝亢進などの影響をもたらすと考えられる。
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１．はじめに 
　動物の成長の主体はタンパク質の蓄積である。
動物は、体タンパク質の合成と分解を同時に行
いながら体タンパク質を蓄積し、成長する。 
タンパク質の合成と分解の速度は種々の要因に
よって変化し、合成側に傾くと成長し、分解側
に傾くと体タンパク質が減少する。骨格筋は、
体タンパク質全体の約 45％を占める最大のタ
ンパク質蓄積器官である。そのため、骨格筋に
おけるタンパク質代謝の調節機構を明らかにす
ることは、体タンパク質量の決定にきわめて重
要である。一方、畜産における最大の目標は動
物タンパク質生産であり、正味のタンパク質生
産量はタンパク質の合成量と分解量の差である。
タンパク質合成と分解の制御が可能になれば、
正味のタンパク質生産量が増加し、効率的な畜
産物生産技術開発につながる。 
　骨格筋は、高度に組織化されている一方で、
他の組織と同様に生理的状態に敏感に反応して、
恒常性の維持に貢献している。骨格筋のタンパ
ク質代謝は、主にホルモンによって調節されて
いると考えられるが、アミノ酸もその調節に 関
与していることが報告されている 1, 2）。以前より、
分枝鎖アミノ酸は、タンパク質の合成を促進し、
分解を抑制することにより、タンパク質代謝を
調節していることが知られていた 3, 4）。近年、この
分枝鎖アミノ酸によるタンパク質合成の促進は翻
訳段階で調節されていることが明らかにされた ２）。
しかしながら、タンパク質分解を抑制する作用
機構については十分に明らかにされていない。
そこで、本研究では、鶏ヒナの骨格筋における

分枝鎖アミノ酸のタンパク質分解に対する作用を
明らかにし、また、分枝鎖アミノ酸以外のアミ
ノ酸についても骨格筋タンパク質分解に対する
影響を検討することを目的とした。 

２．鶏ヒナ骨格筋におけるタンパク質分解関連遺
伝子発現5, 6） 

　哺乳動物において、絶食は骨格筋タンパク質
分解を促進し、タンパク質分解に関与する遺伝
子発現を増加させることが知られている7, 8）。
鶏においても、絶食は骨格筋のタンパク質分解を
促進するが９）、その作用機序ならびに関与する
遺伝子は明らかにされていない。そこで、本実
験では鶏ヒナならびに鶏培養筋管細胞を用いて、
タンパク質分解促進モデルとして、絶食が骨格
筋タンパク質分解に関与する遺伝子の発現に及
ぼす影響を検討した。14日齢レイヤー雄ヒナを
用い、24 時間絶食した。その後、腓腹筋を採
取し、骨格筋のタンパク質分解関連遺伝子である
ユビキチンおよびプロテアソーム C1ならびに
C2サブユニット（ATP依存性タンパク質分解
系）、m－, μ－カルパインならびに p94/カルパ
イン－3大サブユニット（Ca2+依存性タンパク
質分解酵素）、カテプシン B（リソソーム系タン
パク質分解酵素）の mRNA量をリアルタイム
PCR法で測定した。その結果、タンパク質分
解関連遺伝子（ユビキチン、プロテアソーム、
カルパイン、カテプシン B）mRNA量は絶食 
により増加した（図１－A）。以上の結果から、
絶食によりタンパク質分解関連遺伝子の発現が
増加することが明らかになった。 

アミノ酸による鶏ヒナの骨格筋タンパク質分解抑制

中島一喜・石田藍子・勝俣昌也
（畜産草地研究所分子栄養研究チーム）
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　次に、鶏培養筋管細胞を用いてタンパク質分
解関連遺伝子発現に対する無血清培養の影響を
絶食モデルとして調べた。筋芽細胞は、13日卵
齢鶏胚大腿筋からディスパーゼを用い調製した。
筋芽細胞は７日間培養を行ない、分化した筋管を
形成させ、筋管細胞培養系として用いた。この
筋管細胞を血清添加培地または無血清培地で培
養した。その結果、タンパク質分解関連遺伝子
（ユビキチン、プロテアソーム、カルパイン）
mRNA量は無血清培地で増加した。この結果
は、鶏ヒナにおける絶食によるタンパク質関連

遺伝子発現と同様であった。しかしながら、カ
テプシン B mRNA量には差はなかった（図１－B）。
以上の結果から、骨格筋において、絶食または
無血清培養により増加するタンパク質分解関連
遺伝子が明らかとなり、これらの遺伝子発現を
調べることにより、骨格筋タンパク質分解機構を
明らかにすることができると考えられた。以後の
実験は、これらの遺伝子発現を調べ、鶏ヒナの
骨格筋におけるタンパク質分解に対するアミノ
酸の影響を明らかにすることを目的とした。

図1．鶏骨格筋あるいは鶏培養筋管細胞のタンパク質分解関連遺伝子発現に対する絶食（A）
または無血清培養（B）の影響（文献5, 6より改変）
結果は平均値±標準偏差（n=5-6）で表示。**p<0.01, *p<0.05.C1,プロテアソーム C1サブ
ユニット ; C2, プロテアソーム C2サブユニット ; m-CL,m-カルパイン大サブユニット ; 
m-CL, μ-カルパイン大サブユニット ; p94/CL-3, p94/カルパイン－3大サブユニット。
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３．鶏骨格筋タンパク質分解に対する分枝鎖ア
ミノ酸の影響 

３－１．鶏培養筋管細胞のタンパク質分解な
らびにタンパク質分解関連遺伝子発
現に対する分枝鎖アミノ酸の影響10） 

　分枝鎖アミノ酸（特にロイシン）は、骨格筋に
おいてタンパク質合成を促進することが知られ
ているが ３,４, 11, 12）、タンパク質分解に対する作
用は十分に検討されていなかった。そこで、鶏
培養筋管細胞を用いてタンパク質分解に対する
分枝鎖アミノ酸の影響を調べた。前述の方法で
調製した筋管細胞を分枝鎖アミノ酸のロイシン
（0.2、0.4および 1.0mM）を含むKrebs-Henseleit-
Hepes（0.1%BSA）緩衝液で培養した。タンパク
質分解関連遺伝子（ユビキチン、プロテアソー
ム C2サブユニット、m－カルパイン大サブユ
ニット、カテプシン B）の mRNA量はリアルタ
イム PCR法で測定した。また、タンパク質分
解の指標として緩衝液への 3－メチルヒスチジン
放出量を測定した。生体において、3－メチル
ヒスチジンは体タンパク質の中でも最大量を占
める骨格筋タンパク質のミオシンとアクチンに
存在するアミノ酸で、タンパク質合成に再利用
されず、骨格筋タンパク質の分解に伴って定量
的に放出され、代謝されずに尿中に排泄される。
そこで、尿中３－メチルヒスチジン濃度を測定
することにより骨格筋タンパク質分解速度を測
定することができ、同様に、血液中の３－メチ
ルヒスチジン濃度も骨格筋タンパク質分解の指
標となりうることが明らかにされた13）。また、 
in vitroにおいて、培養筋管細胞から培地へ放
出される３－メチルヒスチジン量も骨格筋タンパク
質分解の指標となりうることが示されている14）。
本実験において、鶏培養筋管細胞をロイシン含
有緩衝液で培養した結果、骨格筋タンパク質分
解の指標である３－メチルヒスチジン放出量は
ロイシンの添加（0.4 ならびに 1.0mM）により減
少した（図 2－A）。また、タンパク質分解関連
遺伝子のユビキチンならびにプロテアソーム
C2サブユニットmRNA量はロイシンの添加に

より減少した。また、m－カルパイン大サブユ
ニットmRNA量はロイシン濃度 1.0mM区で減
少した。しかしながら、カテプシンB mRNA量は
ロイシンの影響はみられなかった（図 2－B）。
以上の結果から、ロイシンはタンパク質分解お
よびカテプシン Bを除く調査したタンパク質分
解関連遺伝子発現を抑制することが明らかに
なった。
　次に、ロイシン以外の分枝鎖アミノ酸のタン
パク質分解抑制作用を調べるため、鶏培養筋管
細胞をバリン、ロイシンおよびイソロイシン（各 
1.0mM）を含む緩衝液で培養した。その結果、
３－メチルヒスチジン放出量はロイシンならびに
イソロイシン添加で減少した（図 3－A）。また、
タンパク質分解関連遺伝子のユビキチンならびに
プロテアソーム C2サブユニットmRNA量もロ
イシンおよびイソロイシン添加により減少した。
しかし、バリン添加の影響は見られなかった 
（図 3－B）。以上の結果から、鶏培養筋管細胞に
おいて、ロイシンならびにイソロイシンはユビ
キチン－プロテアソームタンパク質分解経路の
遺伝子発現ならびにタンパク質分解を抑制する
ことが明らかになった。ラット骨格筋を用いた
in vitro実験において、ロイシンがタンパク質
分解を抑制し、プロテアソームの遺伝子発現を
抑制することが報告されている15）。
 
３－２．鶏ヒナの骨格筋タンパク質分解なら

びにタンパク質分解関連遺伝子発現
に対する分枝鎖アミノ酸の影響10） 

　鶏培養筋管細胞において、分枝鎖アミノ酸の
ロイシンとイソロイシンはタンパク質関連遺伝
子発現ならびにタンパク質分解を抑制すること
が明らかになった。しかしながら、この結果は、
in vitroの結果であり、 in vivoすなわち、鶏ヒナ
において分枝鎖アミノ酸が骨格筋タンパク質分
解を抑制するかは不明である。そこで、次に鶏
ヒナの骨格筋タンパク質分解に対する分枝鎖ア
ミノ酸の影響を調べるため、14日齢レイヤー雄
ヒナを用いて実験を行った。鶏ヒナを 24 時間
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図2．鶏培養筋管細胞の3－メチルヒスチジン放出量（A）ならびにタンパク質分解関連遺伝子
発現（B）に対するロイシンの影響（文献10より改変）
結果は平均値±標準偏差（n=6）で表示。異なるアルファベット間には有意差あり(p<0.05) 

絶食後、分岐鎖アミノ酸のバリン、ロイシンな
らびにイソロイシンを蒸留水に懸濁したものを
225mg/100g体重（14 日齢のレイヤー雄ヒナが
１日で摂取するロイシン量）になるように強制
的に給与し、 ２時間後に血液ならびに腓腹筋を
採取した。骨格筋タンパク質分解の指標として
血中３－メチルヒスチジン濃度を測定した。また、
腓腹筋のタンパク質分解関連遺伝子の mRNA
発現量をリアルタイム PCR法で測定した。その
結果、血中３－メチルヒスチジン濃度はロイシン
およびイソロイシン給与により減少した（図４－A）。

また、タンパク質分解関連遺伝子のプロテア
ソーム C2サブユニットmRNA量はロイシンお
よびイソロイシン給与により減少したが、バリ
ン給与の影響は見られなかった。ユビキチン
mRNA発現に対しては、分枝鎖アミノ酸給与の
影響はみられなかった（図４－B）。以上の結果は、
鶏ヒナにおいて、ロイシンとイソロイシンはプロテ
アソーム C2サブユニット遺伝子発現ならびに
タンパク質分解を抑制することを示している。
本研究において、in vitroとin vivoで、ロイシンと
イソロイシンの鶏骨格筋におけるタンパク質分
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図3．鶏培養筋管細胞の3－メチルヒスチジン放出量（A）ならびにタンパク質分解関連遺伝子
発現（B）に対する分枝鎖アミノ酸（バリン、ロイシン、イソロイシン、各1.0 mM）の影響 
（文献10より改変）
結果は平均値±標準偏差（n=6）で表示。 **p<0.01, *p<0.05.

解抑制作用が明らかとなった。 

４．鶏培養筋管細胞におけるロイシンのタンパ
ク質分解ならびにタンパク質関連遺伝子発
現抑制機構10）

　分枝鎖アミノ酸であるロイシンとイソロイシンに
よる鶏骨格筋のタンパク質分解抑制反応はタン
パク質分解関連遺伝子発現の抑制を介すること
が明らかとなり、特にロイシンによる反応が強い
ことを示した。しかしながら、ロイシンがどの
ような情報伝達経路でタンパク質分解関連遺伝

子発現を抑制しているのかは明らかでない。 
そこで、本実験ではロイシンのタンパク質分解
抑制ならびにその関連遺伝子の発現抑制機構を
明らかにすることを目的とした。これまでの実
験と同様に、鶏培養筋管細胞系を用い、ロイシ
ンならびに各種阻害剤を含む Krebs-Henseleit-
Hepes（0.1%BSA）緩衝液で培養した。情報伝達
経路を明らかにするため、阻害剤としては、ホ
スフォチジルイノシトール３リン酸化酵素の阻害剤
LY294002（LY, 10μM）、プロテインキナーゼCの
阻害剤GF109203X（GF,10μM）、mammalian target of 
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rapamycin（mTOR）の阻害剤rapamycin（RAP, 1.0μM）を
用いた。タンパク質分解の指標として緩衝液への
３－メチルヒスチジン放出量を測定した。また、
タンパク質分解関連遺伝子（ユビキチンおよび
プロテアソーム C2サブユニット）のmRNA量を
リアルタイム PCR法で測定した。その結果、
鶏培養筋管細胞をロイシン（1.0mM）を含む緩衝
液で培養すると、骨格筋タンパク質分解の指標
である３－メチルヒスチジン放出量は減少した。
しかしながら、この効果は LY294002および
GF109203Xにより阻害された。
　一方、 rapamycinによって影響は受けなかった

（図５－A）。また、タンパク質分解関連遺伝子の
ユビキチンならびにプロテアソーム C2サブユ
ニット mRNA発現に対しても同様の結果で
あった（図５－B）。以上の結果から、ロイシンに
よるタンパク質分解関連遺伝子発現ならびにタ
ンパク質分解抑制はホスフォチジルイノシトール
３リン酸化酵素ならびにプロテインキナーゼ Cを
介して作用することが明らかになった。また、
ロイシンによるタンパク質合成促進に関与する
mTOR経路を、タンパク質分解抑制では介さな
いことが明らかとなった。これまでのところ、タン
パク質分解抑制効果をもつロイシンの膜不透過

図4．鶏ヒナの血中3－メチルヒスチジン濃度（A）ならびに骨格筋タンパク質分解関連遺伝子 
発現（B）に対する分枝鎖アミノ酸（バリン、ロイシン、イソロイシン、各225mg/100g
体重を給与）の影響（文献10より改変）
結果は平均値±標準偏差（n=6）で表示。 **p<0.01, *p<0.05. 
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性アナログ Leu8-MAPがロイシンと同様にタ
ンパク質分解を抑制することから、細胞外のア
ミノ酸センサーの存在が示唆されており16）、ロ
イシンはアミノ酸トランスポーターによりグル
タミンと交換輸送されることが明らかにされて
いる17）。 

５．骨格筋タンパク質分解に対するアミノ酸の
影響 18）

　分枝鎖アミノ酸のロイシンとイソロイシンが鶏
ヒナの骨格筋タンパク質分解を抑制することを
明らかにした。しかしながら、他のアミノ酸が骨

格筋タンパク質分解に及ぼす影響は明らかにさ
れていない。そこで、本研究では体タンパク質を
構成する20 種類のアミノ酸の骨格筋タンパク質
分解に対する影響を調べた。14日齢のレイヤー
雄ヒナを用い、24 時間絶食後、20 種類のアミ
ノ酸（アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、
アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、
セリン、スレオニン、システイン、メチオニン、
フェニルアラニン、チロシン、トリプトファン、
アスパラギン、グルタミン、プロリン、リジン、
ヒスチジン、アルギニン、それぞれ 225mg/100g
体重）を給与し、 ２時間後に血液を採取した。

図5．鶏培養筋管細胞の3－メチルヒスチジン放出量（A）ならびにタンパク質分解関連遺伝子
発現（B）に対するロイシンならびに各種阻害剤添加の影響（文献10より改変）
結果は平均値±標準偏差（n=6）で表示。**p<0.01, *p<0.05. LY294002（LY, 10μM）, 
GF109203X（GF, 10μM）, rapamycin（RAP, 1,0μM）. 
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骨格筋タンパク質分解の指標として血中３－メ
チルヒスチジン濃度を測定した。その結果、20
種類のアミノ酸のうちグルタミン酸、グリシン、
アラニン、ロイシン、イソロイシン、セリン、
スレオニン、メチオニン、トリプトファン、アス
パラギン、グルタミン、プロリン、リジン、ア
ルギニンは骨格筋タンパク質分解を抑制したが、
アスパラギン酸、バリン、フェニルアラニン、
チロシン、ヒスチジンは影響を及ぼさなかった。
システイン給与ではすべての鶏ヒナが死亡した
（図 6）。この結果は、分枝鎖アミノ酸のロイシ
ンならびにイソロイシン以外のアミノ酸もタン
パク質分解抑制効果を有すること初めて示した。

６．骨格筋タンパク質分解ならびにタンパク質分
解関連遺伝子発現に対するグリシンの影響19） 

　これまでの研究により、ロイシンが鶏ヒナの
骨格筋タンパク質分解を抑制する機構を明らか
にし、他のアミノ酸にも鶏骨格筋タンパク質分
解抑制作用があることを明らかにした。特に、
グリシンが鶏ヒナの骨格筋タンパク質分解抑制
作用が強いことがわかったが、その機構につい
ては不明である。そこで、グリシンによる鶏骨
格筋タンパク質分解抑制機構について検討した。

14日齢のレイヤー雄ヒナを用い、24時間絶食後、
グリシンを給与し（57、 113ならびに 225mg/100g
体重）、 ２時間後に血液ならびに腓腹筋を採取
した。骨格筋タンパク質分解の指標として血中
３－メチルヒスチジン濃度を測定した。また、
腓腹筋のタンパク質分解関連遺伝子のアトロジ
ン－1 mRNA量をリアルタイム PCR法で測定
した。また、血中コルチコステロン濃度を
ELISAキットで測定した。その結果、グリシン
により、血中３－メチルヒスチジン濃度は濃度
依存的に減少した（図７－A）。また、腓腹筋にお
いて、タンパク質分解関連遺伝子であるアトロ
ジン－1 mRNA量も濃度依存的に減少した 
（図７－B）。また、血中コルチコステロン濃度も
低下した（図７－C）。コルチコステロンは骨格筋タ
ンパク質分解を促進することが知られている20, 21, 22）。
また、グルココルチコイドは骨格筋においてタ
ンパク質分解関連遺伝子の発現を増加させるこ
とが明らかにされている7, 23, 24）。したがって、
骨格筋のタンパク質分解関連遺伝子発現ならびに
骨格筋タンパク質分解を抑制するグリシンの効
果には、グリシンによる血中コルチコステロン
濃度の低下が関与している可能性がある。 

図6．鶏ヒナの血中3－メチルヒスチジン濃度に対する各種アミノ酸の影響（文献18より改変）
結果は平均値±標準偏差（n=5）で表示。 **p<0.01, *p<0.05.（対照区と比較）
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７．おわりに 
　アミノ酸は、タンパク質合成の材料ならびに
エネルギー源としての機能を有するが、近年、
分枝鎖アミノ酸、特にロイシンが、タンパク質
合成の翻訳段階を促進していることが明らかに
された２）。しかしながら、タンパク質分解に対
するアミノ酸の作用については十分に検討され
ていなかった。そこで、本研究では、骨格筋タ
ンパク質分解に対するアミノ酸の影響を調べる
ことを目的とし、鶏ヒナの骨格筋タンパク質分
解を抑制するアミノ酸を同定し、特に、ロイシ
ンとイソロイシンが、タンパク質分解関連遺伝

子発現を抑制することを明らかにした。また、
経口投与ではグリシンが、他のアミノ酸より強
い骨格筋タンパク質分解抑制効果をもち、血中
コルチコステロン濃度を低下させることにより、
骨格筋タンパク質分解を抑制する可能性を示した。
　家禽の骨格筋におけるタンパク質代謝制御に
関する研究は、国内外で数多く行われているが、
現在までにタンパク質分解機構に関する分子レ
ベルでの研究は十分におこなわれていない。し
かしながら、近年、鶏のゲノム情報が公開され25）、
鶏において分子生物学的手法を用いた研究が進
歩したことにより、鶏の骨格筋タンパク質の分

図7．鶏ヒナの血中3－メチルヒスチジン濃度（A）、骨格筋のタンパク質分解関連遺伝子アトロ
ジン－1発現（B）ならびに血中コルチコステロン濃度（C）に対する給与グリシン量の影響
（文献19より改変）
結果は平均値±標準偏差（n=6）で表示。異なるアルファベット間には有意差あり（p<0.05） 
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解機構を遺伝子レベルで明らかにすることが可
能となった。さらに、新しい栄養学の分野であ
る分子栄養学を基盤に、栄養素の新しい機能と
して、アミノ酸の骨格筋タンパク質分解抑制作
用を遺伝子レベルで明らかにすることが可能と
なった。鶏ヒナの骨格筋タンパク質分解機構は
遺伝子発現レベルで制御されており、このよう
な特定のアミノ酸の骨格筋のタンパク質代謝調
節機構に関する一連の研究は、家畜の栄養生理
学的研究の深化に大きく寄与するだけでなく、
アミノ酸の新しい機能を生かした次世代飼料の
開発への応用が期待できるものである。また、
食肉の生産向上や飼養管理技術の改善など、畜
産業界においても大きく貢献していくものと考
えられる。 
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New applications of amino acids for chickens
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Department of Animal Science, Faculty of Applied Bioscience, Nippon Veterinary and Animal Science University

１．はじめに 
　RoseとMeyer１）によって最後の必須アミノ
酸である Thrが発見されて以来、アミノ酸は栄
養学の中核の一つとして認識されてきた。アミ
ノ酸は３大栄養素の一つである蛋白質の最小構
成単位で、蛋白質は生体の構造を司り、ホルモ
ンや酵素など生理を支える重要な物質であるば
かりでなく、他の栄養素への転用やエネルギー
源ともなりえることなどからアミノ酸も栄養素
として重要視されてきた。蛋白質は構成するア
ミノ酸によってその種類、それにともなう生理
作用が決定するため、近年では蛋白質の栄養価
はアミノ酸によって左右されることが明らかに
されてきた。
　また、植物では構成蛋白質・アミノ酸が動物と
大きく異なるために、植物性飼料原料を用いる
場合はいくつかのアミノ酸が動物の要求量に
とって極端に少なく、窒素の利用効率を低下さ
せることから、それら相対的に他のアミノ酸に
対して動物の要求量を満たしていないアミノ酸
を制限アミノ酸と呼んでいる。特に、リジンを
始め、必須アミノ酸の中でも制限となりやすい
アミノ酸が結晶として工業的に比較的安価に供
給されるようになったことも手伝って、単胃動
物では蛋白質の要求量はアミノ酸の要求量を前
提としたものとされてきた。
　しかしながら、アミノ酸は単に蛋白質の材料や
糖新生などエネルギー源としての役割以外にさ
まざまな生理作用を持つことが明らかにされて
きた。特に、骨格筋の代謝制御については分枝
アミノ酸、とりわけ Leuの筋肉蛋白質合成促進

および分解抑制作用があることに加えて、作用
機序が分子生物学レベルであることが明らかに
されている2, 3）。
　一方でヒトにおけるサプリメントやドリンク
剤と異なり、畜産ではこのような生理作用を有
効に生しきれておらず、それぞれのアミノ酸の
生理作用をどの家畜でどのような形で生かして
いくかは発展途上である。
　飼料への添加によるアミノ酸バランスの補正
以外の方法でアミノ酸の生理作用を有効に生か
すには、単体で生理作用が期待される場合が考
えられるが、少量で効果が得られるコストパ
フォーマンスと投与による負の影響を考慮した
ケースにおいて実現性が高いと思われる。
　そのような条件でアミノ酸の効果が発揮される
可能性が高いのは、乳、肉、卵への機能性生理
活性物質の蓄積につながる利用か、もしくは鳥
類での産卵のための卵形成期、哺乳類の妊娠お
よび鳥類の胚発生期、さらに分娩もしくは孵化

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　付表．本文中のアミノ酸の表記名　

Gln グルタミン
Gly グリシン
Leu ロイシン
Lys リジン
Met メチオニン
Ser セリン
Tau タウリン
Thr スレオニン　　　　　　　　　　　　　　　　　

ニワトリにおけるアミノ酸の新しい応用法

太田能之・井上直俊
（日本獣医生命科学大学応用生命科学部動物科学科）
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直後の動物に対してと思われる。ここでは、こ
のうち哺乳類より母親の影響を限定してアミノ
酸の影響を検討できるニワトリ雛の育成に関す
るアミノ酸の利用の可能性について検討したい。
　哺乳類では蛋白質制限を行った親から生まれ
たマウスは栄養インプリンティングを受けている
ことが報告され、一方で分娩後に人工乳を用い
た蛋白質量の試験では当初低蛋白質の代用乳を
与えられた子マウスの成長は低いが、その後差
は代償成長により相殺されることから栄養イン
プリンティングは蛋白質に関してはないと考え
られている4, 5）。
　一方、鳥類では卵形成期の親の低蛋白質飼料
が雛の栄養インプリンティングを引き起こすこ
とが知られているほかは６）、明快なインプリン
ティングは未だ報告されていない。しかしながら、
哺乳類の親の妊娠期は鳥類の卵形成期と胚発生
期にまたがる期間であることから胚発生中の栄
養がインプリンティングを引き起こす可能性が
ある。また、孵化直後も哺乳類と異なり孵化直
後に代謝や栄養特性が劇的に変化すること、採
食行動が抑制的に制御されながら、しばらくは
残存卵黄を栄養源として用いていることなどから
インプリンティングされる可能性がある。
　このような背景と実験動物的に扱うことがで
きるうえに、産業への応用が可能なニワトリを
用いた初期の栄養におけるアミノ酸投与の効果に
ついて検討した。

２．種鶏の蛋白質・アミノ酸栄養
　種鶏の蛋白質、アミノ酸要求量は古くから研
究され、各飼養標準に要求量が記載されている。
要求量そのものは産卵鶏と大きく変わりがなく、
これらは受精率と産卵率、そして孵化率から評
価された数値である。
　このこととは別にニワトリの飼料に Tauを添
加することにより卵中へ移行させることができ
ることが報告されている７）。Tauの生体への効
果は作用機序が明確ではないが、卵重の低下作
用が報告され、産卵機能との関連が報告されて

いる８）。Tauの生理作用は様 で々、これが種鶏の
生産能持続とともに胚の発生にどのような影響を
及ぼすかは今後の課題である。
　その一方で、むしろ産卵率が低下する低蛋白
質水準に設定することで、発生中の胚や孵化後
の雛のレプチンや成長ホルモン放出ホルモンの
mRNA発現が変化し、孵化時は雛の体重は小
さいものの、代償成長によりその後は通常の飼
料を与えられた種鶏の雛より大きく成長するこ
とが報告されている６）。
　哺乳類での蛋白質制限を行った親から生まれた
マウスにおける栄養インプリンティングと同様に、
親への栄養的処理は不足にすることにより成長
促進につながることが報告されている4, 5）。た
だし、親への栄養制限による処理は、哺乳類では
子の成長時の脂肪蓄積の増加につながる。ニワ
トリでは雛の成長について負の影響は示されて
いないが、産卵率の低下等負の影響も小さくな
いことから、現実的な応用は難しいと思われる。

３．胚発生時における蛋白質・アミノ酸栄養
　胚発生時の蛋白質量の影響は種卵の大小と雛の
孵化時体重の大小が近似した変化を示すことから、
卵中のどの成分が影響するのかを明らかにする
ために行われた。Al-Murrani９）は卵中の主な構
成成分である蛋白質、脂肪および水分含量を大
小の種卵で比較し、すべての成分が大きな卵で
多いことを確認し、発生中の胚とその他の部分の
それぞれの成分の測定を行った。その結果、脂
肪と水分は大きな卵では卵中に残る量が孵卵期
間を通して小さな卵より有意に多かったのに対し、
蛋白質は 1週目には差がみられず、一方で胚の
蛋白質量に差がみられるようになることから卵中の
蛋白質の量が胚の成長に影響すると推察した。
さらに最初の一週間分の蛋白質を構成するアミ
ノ酸の混合物を孵卵 7日目に投与すると胚の成
長が促進され、孵化時の CP含量が投与したア
ミノ酸の 10 倍以上増加することを報告した10）。
しかしながら、利用するアミノ酸の組成を１週
目の組成として参照した根拠は示されておらず、
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Figure 1． Aminogram of egg content (A) and embryo (B) on Days 0 (○ ), 7 (△ ), 14 (△ ) 
and 19 (● ) of incubation.  Each value is ratio to lysine (Lys) contents. Asp: aspartic 
acid, Thr: threonine, Ser: serine, Glu: glutamic acid, Gly: glycine, Ala: alanine, Val: 
valine, Cys: cystine, Met: methionine, Ile: isoleucine, Leu: leucine, Tyr: tyrosine, Phe: 
phenylalanine, Lys: lysine, His: histidine, Arg: arginine, Pro: proline.

Figure 2．The change in total contents of glycine (Gly), serine (Ser) and threonine (Thr) of 
hatching eggs during incubation.
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さらに投与したアミノ酸の組成はこれとは異な
ること、投与部位についても明確に示されてい
ないことからどのアミノ酸がどのように必要と
されているのかは明らかでない。
　そこで、まずブロイラー種卵を発生前、孵卵７、
14および 19日目に割卵して胚とその他の卵中内
容物に分けて採取し、アミノ酸組成を調べた11）。
その結果、孵卵中の胚以外の部分のアミノ酸組
成を Lysに対する相対比で示したアミノグラム
でみると孵化前の全卵蛋白質のアミノ酸組成か
ら変化せず（図１）、胚を含めた全体でみると
Glyと、生体内で互換性のある Ser、さらにこれ
らのアミノ酸の前駆体である Thrの総量はほと
んど変わらないことが明らかにされた（図２）。

さらにブロイラー種卵の卵黄および卵黄嚢のみ
のアミノ酸組成を孵卵０、７、14、19 および孵
化時と１および３日齢時に調べた12）。その結果、
孵卵 19 日までは大きく組成は変動するが、孵
卵 19 日目から孵化後 3日目までの卵黄嚢内容
物のアミノ酸組成はほとんど変動しなかった
（表 1、２）。鳥類の胚は初期は漿膜を通して栄
養素を吸収するが、卵黄嚢膜が発達してからは
卵白や漿液、羊水などを卵黄嚢に取り込んで吸
収するために、孵卵前の卵黄に他の成分が入り
混じり、孵化直前までこれが続く。このことか
ら、卵黄組成は結局孵卵期間を通じて全卵組成
に近づき、孵化後もこれが維持されると推察さ
れる。これらの詳細な理由については未だ明ら

かにされていないが、全卵組成と Gly、Serお
よび Thrはニワトリ胚の発生において何らかの
意味があるものと思われた。
　また、この結果をもとにアミノ酸を孵卵 7日目
に投与すると13）、孵卵 19 日目に胚へのアミノ酸
蓄積量が対照区より高くなった（表３）。このとき
投与したアミノ酸量は全卵組成で53mgで、対照区
より多く蓄積された量は800mgとAl-Murrani10）の
孵化時における報告と一致した。一方で、卵中に

残存する量が少なくなったことから、アミノ酸が
単に胚発生の材料としてだけでなく、何らかの
生理作用を持つことが示されている13）。
　ニワトリ雛におけるアミノ酸の筋肉蛋白質分
解抑制作用は数多く報告され、そのうちのいく
つかにおいては哺乳類とニワトリで細胞内情報
伝達において作用機序が証明されている３）。
　一方でこの時期のアミノ酸の重要な役割として
糖新生によるグルコースやグリコーゲンの供給
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源となることが挙げられる。卵中にはほとんど
炭水化物が含まれず、主な発生中の胚のエネル
ギー源は脂肪であることが知られているが
（Satoら，2006）14）、発生初期は酸素が十分供給
できないために解糖系に頼るために炭水化物は
使い切ってしまうと考えられている。ニワトリ
胚のグルコース合成系の最後の酵素であるグル
コース６ホスファターゼ活性がニワトリ胚の発
生とともに増加し15）、シチメンチョウでは筋肉
グリコーゲン含量が発生にともない増加し、孵化
後に減少することから孵化時のエネルギー源と
考えられ、そのためにアミノ酸からの糖新生が
行われると考えられている16）。また、Uniら17）は
種卵に炭水化物を投与することにより孵化後の
雛の成長を促進できることを報告し、この時期の
炭水化物供給が重要であることを示した。これ
らのことは、孵卵中の胚に前述の通りアミノ酸を
投与した時に見られたアミノ酸の利用性、蓄積
率の増加、すなわちアミノ酸の代謝量が減少する
ことと矛盾する。
　このことから、グルコースがニワトリの孵化
時において重要なエネルギー源として働き、アミ
ノ酸の投与がこれに影響するかを明らかにする

ために孵卵 17、18 および 19 日目のブロイラー
胚の肝および骨格筋のヘキソキナーゼ（HK）活
性について調べた18）。各組織のHK活性は比較
的肝臓で高いものの、別に測定した孵化後５日
目の比活性値（15 μmol/min/mg）に比べて低く、
この時期の胚の日齢による差は認められなかった
（表４）。さらに孵卵 18 日目に53mgの全卵組成
アミノ酸、もしくはグルコースを蒸留水に溶か
して投与し、孵化直前のブロイラー胚の大腿部の
筋肉、浅胸筋および肝臓のHK活性を測定した。
その結果、いずれの処理も蒸留水のみを投与し
た対照区と差がみられなかった。以上のことは、
ニワトリ胚は孵化時のエネルギー源としてはグ
ルコースへの依存度は低く、また in ovoでの栄
養操作によるグルコース代謝系の変化はほとんど
見られなかなった（表５）。以上のことから、胚
発生時におけるアミノ酸の生理作用は糖新生に
よるグルコースからのエネルギー源として働い
ているわけではないことが明らかとなった。
　一方でアミノ酸がエネルギー代謝と関連する
のは直接アミノ酸がエネルギー源となることの
ほかに、Metと Lysを前駆体とし合成されるカ
ルニチンによる脂肪酸の運搬が挙げられる。炭
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素鎖の長い脂肪酸は疎水性が強く、またリン脂
質の膜を透過できないためにカルニチンを媒介
として運搬されなければミトコンドリア内にた
どり着けず、代謝を受けることができない。ニ
ワトリ雛の主なエネルギー源は脂肪酸で、炭素
鎖が 18以上の長鎖脂肪酸が多いことからカル
ニチンの生理的意義は大きい。そこで、1.5、5.0
および 10.0mgのカルニチンをそれぞれ 0.25mlの
蒸留水を溶媒として孵卵 17 日目に in ovo投与
した。その結果、血漿トリグルセリドと遊離脂
肪酸が5.0mgカルニチン投与で有意に対照区より
上昇し、1.5－10.0mgのカルニチン投与で孵化
までの時間が短縮された（表６）。このことから、

カルニチンとしての生理作用が多少のアミノ酸の
消耗を低下させることによりアミノ酸の利用性を
向上させる可能性が示された。
　アミノ酸の投与はAl-Murrani10）やOhtaら11）が
行った孵卵1週目での投与ではなくてもUniら17）が
炭水化物で行っている孵卵後期における投与で
効果が認められることから、胚発生途中ばかり
でなく孵化時への生理作用も大きいものと推察
される。
　実際の in ovo投与はワクチン投与時に技術的
には可能である。しかしながら、in ovoでの栄
養素投与（in ovo feeding）において効果が報告
されている例としては、数 100μlの容量に適度な
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濃度の栄養素を溶かした溶液を投与しており、
一方でワクチンの投与量は 50μlと少なく、効
果が期待される量の１/10 程度であることから
これらを同時に行った際の効果については十分
には得られないと思われる。
　アミノ酸投与の方法としてほかに考えられる
のが、ディッピングによる卵殻上からのアミノ
酸の吸収法である。そこで、38℃に加温した温
水中に孵卵開始前の種卵を浸して卵中の空気を

外部に排出させた後、直ちに 20℃の蒸留水も
しくはアミノ酸溶液に再び浸して外部の液体を
吸収させ、乾燥させた後に孵卵を開始した。その
結果、温水に漬けたのみの区では孵化率が低下
したが、孵化率は若干低下するものの蒸留水を
吸収させた種卵からは対照区と孵化時体重が変
わらない雛が孵化したのに対し、アミノ酸溶液に浸
した種卵からはほとんど孵化しなかった（図３）。

Figure 3．Effects of dipping in water or amino acid solution after dipping hot water before 
incubation  on hatchability of broiler breeder eggs. Control: dipping in hot water (38C), 
Water: dipping in water (20C) after dipping in hot water, Amino acids: dipping 
in amino acids solution (20C) after dipping in hot water. a-cHatchability with no 
common letters are differ significantly (P< 0.05).

Ohtaら11）はアミノ酸溶液を孵卵 7日目種卵の
漿尿膜内に投与した時は孵化率はほとんど低下
しないが、気室内に投与すると全く雛が孵化し
ないことを報告した。このことは漿尿膜表面に
対してアミノ酸が何らかの毒性作用を持つ可能
性があり、種卵へのアミノ酸の投与は in ovoが
実現可能な方法と推察された。

４．孵化直後の蛋白質・アミノ酸栄養
　孵化直後は孵化場では様々な処置と運搬が行
われるために、雛は 24 ～ 72 時間の絶食絶水状
態におかれる19）。この時期、雛は免疫細胞を増
殖分化させて免疫形成を行う時期であり、また
消化管の発達により飼料の消化吸収能を形成し
ている段階で、早期の給餌によりその後の成長が
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促進され、免疫能も向上することが報告されて
いる20, 21）。特にグルコースおよび Glnは免疫細
胞分化のエネルギー源であり22）、早期の免疫シ
ステム構築に重要と思われる。
　この給餌、給水の空白期間を埋めるために餌
付け前に孵化場から給与するための飼料も開発
されている23）。これとともに孵化直後の栄養の
なかでも蛋白質は重要性が高いことが示されて
いる24－26）。
　しかし、孵化場で衛生的にワクチネーションや
性判別を行っている下での給餌は煩雑であり、
また雛は輸送中に採食が不可能である。さらに
孵化直後の雛の飼料摂取量は低く、十分な摂取
量も確保しにくい。

　これらのことから現場で簡易に改善する方法
もしくは確実に一定量の栄養素を摂取させるこ
とができ、孵化場で実行可能な方法が必要とさ
れている。
　一番簡便な方法として、孵化場への留め置き
期間を短縮することにより絶食時間を圧縮する
方法である。
　これを確認するために 120 羽のボリスブラウ
ンオス雛を孵化場より出荷される際に任意で 30
羽ずつの４区に振り分け、雛は通常より半日早
く孵化当日の夕方に養鶏場に到着するようにし
た27）。出荷から翌朝の餌付けまで絶食絶水させ
た対照区，孵化場にて餌付け前飼料チック 
エイド（物産バイオテック，東京）をコンテナ内に
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給与して農場に輸送し，翌朝まで与え続けた区，
チックエイドの代わりに通常の餌付け用飼料に
加水してチックエイド同様に与えた区，および
農場到着後よりチックエイドを給与した４区を
設定した。７日齢時に放血屠殺し，肝臓，消化
管，残存卵黄嚢，胸腺およびファブリキウス嚢重
量を測定した。試験２では研究室内で孵化させ
た 32 羽のボリスブラウンオス雛を４区に分け，試
験１の状況を照明と給餌および給水で再現した。
餌付け前に翼下静脈より５％羊赤血球を注射し
て免疫し，７日齢時に採血して凝集抗体価を調
べた。試験 1においては餌の種類にかかわらず
餌付け前給与により屠体重および腸重量が重く
なった。また，ファブリキウス嚢重量はチック
エイドを農場から給与した区で対照区より重く
なった（表７）。試験２ではさらに同様の区で抗
体価が高かった（表８）。以上の結果から孵化後
早期の餌付けは成長を増加させるのに有効であ
るが，早めの農場到着による飼料給与の早期開
始で免疫能を維持するのに十分有効であることが
示された。
　現状の改善法としての養鶏場への早期到着、
早期餌付けではあるが、絶食中の栄養素は卵黄
嚢からの供給と共に体蛋白質の分解から供給さ
れる28）。
　ニワトリ初生雛は孵化時に後頭部に発達する
Piping muscleを孵化直後に分解吸収する29）。 
これ以外にも筋肉蛋白質を分解して糖新生を行う
ことが知られており、孵化前後のニワトリへの
アミノ酸投与は筋肉分解制御においても重要と
思われる。一方で、Piping muscleが分解吸収
される部位は孵化後にワクチネーションが行わ
れる部位でもある。ワクチンはリンパ系での吸
収を前提としているが、分解吸収する組織への
投与は組織とともに吸収される可能性を示し、
雛への負担も低いと考えられる。そこで、初生
雛にグルコースもしくはアミノ酸を頸部皮下注
射することで、それらが吸収され血中濃度が上
昇するか否かを調べ、この方法が初生雛の絶食
による免疫能や成長の低下を補う方法として有

効であるかを検討した。その結果、投与後 1時
間で血漿アミノ酸のいくつかが頚部皮下へのア
ミノ酸の投与により上昇し、同時に３メチルヒ
スチジン濃度が減少した。一方で、同様のアミノ
酸を経口投与すると、３メチルヒスチジン濃度は
減少せず、初生雛へのアミノ酸投与は部位によ
りその効果が異なることが示唆された。これは
初生雛の消化管が未発達のため、経口投与では
アミノ酸が優先的に消化管で消費されるためでは
ないかと推察された。
　また、免疫指標のヒツジ赤血球凝集抗体価は
投与部位にかかわらずアミノ酸の投与で増加が
認められた。

５．おわりに
　アミノ酸の重要性を証明した初期の研究を皮
切りに、飼料原料の有効利用と排泄窒素低減を
目的としたアミノ酸要求量の研究や、これと合わ
せた代謝的なアミノ酸同士の相互関係の研究が
行われ、現在では個 の々アミノ酸の機能に関する
研究が行われている。とりわけ分子生物学的ア
プローチが発達したことにより、アミノ酸の機
能が蛋白質としての利用だけでなく、個々で栄
養シグナルなどの生理作用を持つことなどが明
らかにされ、アミノ酸の有用性はますます高めら
れている。アミノ酸の有効性は家畜、家禽の育成、
高付加価値製品の生産など多岐にわたるが、 
現在コストを含めて実用化されている技術は意
外と少ない。アミノ酸の生産とともに機能の研
究に関しては日本は非常に充実しており、今後は
これらをいかに応用するかが重要と思われる。
　本研究では、アミノ酸の投与を胚発生から初
期成長期への影響に絞り検討した。現在この時
期に対してのアプローチの仕方としては種鶏の
飼料・栄養、発生中の種卵への in ovo投与、孵
化直後の雛への経口もしくは頚部皮下投与が挙
げられ、それぞれ有効性もしくは様々な影響が
認められている。ニワトリは胚の時期は卵黄嚢を、
孵化直後は卵黄嚢と消化管、そして分解される
筋肉を栄養源として用い、その後外部からの栄
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養素を消化管を通じて取り入れるようになる。
このような経過の中で、初期の消化管の発達は
その後の栄養素吸収機能の熟成に影響をもたらし、
成長にも影響すると同時に、免疫器官でもある
ことから免疫能の形成にも大きく影響を及ぼす。
しかし、一方で頚部皮下投与のアミノ酸が筋肉
蛋白質分解抑制作用を示し、初生雛では経口投
与ではこのような効果が認められなかったこと、
孵化直後の消化管は栄養素を吸収しながら自らの
栄養素吸収能を発達させていることから 30, 31）、
投与した栄養素を有効に利用させるためには他の
経路からの栄養素投与も有効と考えられる。さ
らに、卵黄嚢からの外部栄養の供給も含めて孵
化前後では栄養素供給部位によるアミノ酸の機
能コントロール、もしくは用途に合わせた機能
性アミノ酸の投与も可能ではないかと思われる。
この時期でのアミノ酸の効果の特徴は各アミノ
酸ほんの数mgの１回だけの投与で効果が得られる
ことである。今後、投与経路の組み合わせと実用法
を包括的に提示することがアミノ酸機能研究を現場
に応用する道の一つを示すものと思われる。
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研　究　会　記　事

平成 21年度事業報告
1. 集談会の開催
 　平成 21 年春季集談会を日本畜産学会第 110 回大会の関連学会として 3月 28日（土）、日本大学生物
資源科学部（本館７Ｆ 74 講義室）において開催した。5題の口頭講演が行われ、95 名（非会員を含む）
が参加した。

　　秋季集談会を 10 月 17 日（土）、日本獣医生命科学大学（Ｃ棟５階　502 講義室）において開催した。 
「肉牛の栄養生理」を統一テーマとし５題の口頭講演が行われ、一般会員 49 名（非会員を含む）と学生
23 名が参加した。

2. 会報の発行
 　栄養生理研究会報第53巻第1号（平成21年3月12日）および第2号（平成21年10月1日）を発行し、
会員および関係者に配布した。発行部数は、52 巻第 1号、第 2号ともに 400 部である。

3. 評議員会の開催
 　第 1回評議員会を 3月 28 日（土）に日本大学生物資源科学部において、また、第 2回評議員会を 
10 月 17 日（土）に日本獣医生命科学大学において開催した。

4. 通常総会の開催
 　通常総会を 3月 28日（土）、日本大学生物資源科学部（本館７Ｆ　74 講義室）において開催した。

5. ポスター作製
 　秋季集談会のテーマ「肉牛の栄養生理」について宣伝用ポスターを作製し、評議員に貼付を依頼する
と共に、関連研究所に配布した。

平成 21年度会計報告ならびに会計監査報告　　　　　　　　　　　　　　　　　
資料 1（p59）

平成 22年度事業計画（案）
1. 集談会の開催
 　平成２２年度の事業として秋季集談会を北里大学または十和田付近において 10 月 16 日（土）に開催
する。次回の春季集談会を平成 23 年度に日本獣医生命科学大学において開催する。

2. 会報の発行
 　秋季集談会開催前に栄養生理研究会報第５４巻第2号を、春季集談会開催前に55巻第1号を発行し、
会員および関係者に配布する。

3. 評議会の開催
 　秋季集談会開催時に第 1回評議員会を、春季集談会開催時に第 2回評議員会を開催する。

4. 通常総会の開催
 　通常総会は春季集談会開催時に行う。



－ 58 －

平成 22年度予算（案）
資料 2（p60）

評議員の変更および推薦
　評議員の渡辺　昭三　会員（畜産環境整備機構）がご逝去された。辞任願いが 土田　孝雄 会員（日本
配合飼料（株））より提出された。会費未納の１名は徐名する。
　新たに評議員として、中村　修 会員（日本配合飼料（株））、佐藤　幹 会員（東京農工大）、新井　敏郎
会員（日本獣医生命科学大学）、小形　芳美　会員（山形共済）が推薦された。

会員の入・退会 （平成 21年 3月～平成 22年 3月届出分）
入会：（受付順）
　個人会員　5会員　二井　博美氏、佐藤　光夫氏、大塚　浩通氏、中村　好徳氏、小形　芳美氏
　賛助会員　理研科学（株）
退会：個人会員　１5会員（加えて 2会員は法人内で交代）
　法人会員　３会員（三景書店、全農家畜衛生研、（株）ダイオテック）
　除名：個人会員　14 会員（３年以上会費未納につき除名）

家畜栄養生理研究会 会員数（平成 21 年 3 月 31 日時点）
　名誉会員　　 11 名
　個人会員　　226 名（内　評議員　33 名）
　法人会員　　 27 団体
　賛助会員　　  5 社（内　広告掲載企業 2社）

その他
平成 22 年度秋季集談会の予定：
　10月16 日（土）に北里大學の甫立孝一会員のお世話で、十和田市付近にて「アミノ酸の機能」のテーマで
開催予定である。
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資料 1
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資料 2
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家 畜 栄 養 生 理 研 究 会 会 則
（総　　則）
第一条　 本会は家畜栄養生理研究会と称する。
第二条　 本会は家畜栄養生理に関する研究及びその成果の応用を促進する事を目的とする。
第三条　 前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
　　一． 家畜栄養生理の研究に関する討議（春季・秋季集談会）
　　二． 家畜栄養生理に関する研究情報、文献の蒐集配布並びに交換
　　三． 家畜栄養生理に関する共同研究の促進及び研究相互の連絡
　　四． 家畜栄養に関する研究成果及び技術につき必要と認めた場合、印刷物刊行等により普及を図ること
　　五． その他本会の目的達成のために必要な事業
（会　　則）
第四条　 会員は正会員と賛助会員及び名誉会員とする。
第五条　 本会の正会員になろうとするものは、会員の推薦により事務局に申し込むものとする。

２． 事務局は前項の申し込みに対して可否を決定する。ただし名誉会員は評議員の推薦により、総会におい
て決定する。

３． 会員は総会及び集談会に参加し発言することができる。ただし非会員も別途定める参加費を納入すれば、
集談会に参加し、発言することができる。

４． 名誉会員は評議員会に出席し、助言することができる。
第六条　 会員は会費を納入するものとする。ただし名誉会員は会費を免除する。

２． 正会員会費及び賛助会費は総会に於いてこれを定め、徴収方法は事務局が決定する。非会員の集談会参
加費は、正会員会費と同額とする。

第七条　 会員は下記の事項に該当する時は会員たる資格を失う。
一． 本人の意志による退会
二． 長期の会費未納の場合
三． 会員として不適当と事務局が認め、総会がこれを承認した場合

　　　　 但し、第一項により退会しようとするときは、事務局あて届け出るものとする。
（役　　員）
第八条　 本会に役員として会長１名、事務局員若干名、会計監査２名、評議員若干名、及び編集委員若干名を置く。

役員の任期は２年とし、重任を妨げない。
第九条　 役員は総会において選定する。
第十条　 会長及び事務局員は事務局を、編集委員は編集委員会を組織する。

２． 事務局は総会で議決された方針にしたがって会務を運営する。
３． 会長は本会を代表し、事務局員・編集委員の業務を統轄する。
４． 事務局員は庶務、会計その他の業務を分担する。
５． 編集委員は評議員の推薦による話題提供者の論文等を査読し、編集業務を担当する。

第十一条　 評議員は本会の重要な事項につき会長の諮問に応じる。
（会　　議）
第十二条　 会議は総会及び評議員会とする。
第十三条　 総会を分けて通常総会及び臨時総会とする。

２． 通常総会は毎年１回開催する。
３． 総会は評議員会の議を得て会長がこれを召集する。
４． 総会の議長はその都度選出するものとする。

第十四条　 総会は本会の経理、人事及び事業の全般に亘る主要事項を審議決定する。
第十五条　 評議員会は役員を以て構成する。

２． 評議員会は会長がこれを召集し、その議長となる。
３． 評議員会は原則として年二回開催する。

第十六条　 評議員会は本会運営の基本方針を審議し、主要事項について総会へ提出し、その審議を求める。

（昭和 59 年 4 月 6 日改正）
（平成 12 年 5 月 13 日改正）
（平成 15 年 5 月 10 日改正）
（平成 17 年 11 月 12 日一部改正）
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栄養生理研究会報編集・投稿規程

1.　 本会報は、家畜栄養生理に関する論文および研究会資料を掲載する。 
2.    掲載論文の著作権は家畜栄養生理研究会に属する。 
3. 　評議員会は、春季集談会（自由課題形式）および秋季集談会（シンポジュウム形式）の話題を決定し、その話題

提供者を推薦する。 
4.　 編集委員長より査読を委託された編集委員は、話題提供者等からの論文を査読し、著者に修正を求め、本研究

会報への掲載可否を判断する。 
5.　 原稿はコンピュータソフト（MS-Word、一太郎など）を用いて作成し、ファイル（E-mail 添付ファイル、FD

または CD-R）と A4 サイズの原稿一部と共に事務局へ提出する。図表は本文とは別ファイルとして作成し、
本文中には埋め込まない。図はモノトーンとする。電気泳動写真、顕微鏡写真などの原板は、鮮明なものを
添付する。図表を挿入する位置を本文左側の余白に朱書きで指示する。本文の句読点は“。 ”“、”を用いる。
本文中に数値および英文を記載する場合は半角で入力し、コンマ（，）、セミコロン（；）、コロン（：）、ピリ
オド（ . ）を適当な位置に挿入する。

イ）  評議員より推薦を受け、本研究会報への原稿執筆を了承した話題提供者は、編集委員長が指定した期日までに
原稿を事務局に提出する。

ロ）  原稿は原則として返却しない。
ハ）  原稿は簡易書留便で郵送する。
ニ）  原稿提出時に著者略歴（氏名、生年月日、学歴、職歴、専門分野）を添付する。 
6.　 原稿本文は原則として和文で書き、当用漢字を用いる。原稿は A4 サイズの用紙を用い、上下左右とも 2.5 cm

の余白を設け、35 字× 25 行の横書きとする。図表は A4 紙 1 枚に 1 表、1図を作成する。図の説明は、番号
順に別紙にまとめて記載する。一論文の原稿枚数は、図表、図の説明を含めて 25 枚以内（約 1500 字が刷り上
り 1 ページとなる）とする。本文には連続したページ番号を見やすい位置に記入する。行番号をページごとに
付け、左側の余白に記入する。

イ）  原稿には表題、著者名、所属機関名を和文および英文で明記する。ただし英文は 1ページ目の脚注に記す。
ロ）  特殊文字は用いず、ベタ打ちとし、原稿中には特殊文字などを赤字で明記する。
ハ）  引用文献は、本文中の関連箇所に肩つきで引用順に一連番号をつけ、番号はアラビア数字を用い片カッコで囲

む。受理済みおよび印刷中のものを除き、投稿中の論文は引用文献として用いない。
ニ）  引用文献が雑誌の場合の書き方は、著者名、年号、表題、雑誌名、巻：頁－頁 の順とする。
（例） 甫立京子・浜田龍夫・前田昭二　1995. 銅とビタミン Eのアマニ油含有飼料への添加が子豚臓器中の銅，

ビタミン Eと過酸化脂質に与える影響．日畜会報，66：142-148．
（例） Tomonaga S, Kaneko K, Kaji Y, Kido Y, Denbow DM, Furuse M. 2006. Dietary β－ alanine enhances 

brain, but not muscle, carnosine and anserine concentrations in broilers. Anim. Sci. J., 77:79-86.
ホ）  単行本の記載は、著者名、発行年、書名、引用頁、発行所、発行地の順とする。
　　分担執筆の場合は、所収の表題、編集または監修者名を加える。
（例） 糸川嘉則　1995．マグネシウム．33-48．光生館．東京．
（例） 板橋久雄　2006．ルーメンにおける栄養素の代謝．ルミノロジーの基礎と応用（小原嘉昭編），32-50．農

文協．東京． 
7.　 初校は著者が行い、文章、図表の改変や追加は原則として認めない。校正の時に著しい改変や追加によって生

じた費用は著者の負担とする。 
8.　 別刷りは著者に対し 50 部までを無料贈呈とし、それ以上については著者の実費負担とする。 
9.　 栄養生理研究会報サイズは A4 版とする。

（平成 7年 10 月 21日評議員会審議）
（平成 8年 4 月 20 日評議員会承認）
（平成 11年 10 月 30 日評議員会承認）
（平成 13 年 5 月 19 日評議員会承認）
（平成 15 年 5 月 10 日評議員会承認）
（平成 18 年 10 月 7 日評議員会承認）
（平成 19 年 3 月 28 日評議員会承認）
（平成 19 年 11 月 30 日評議員会承認）
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家畜栄養生理研究会役員（平成22年度）名簿

新林　恒一（元家畜衛生試験場）
津田　恒之（元東北大学農学部）
浜田　龍夫（元東京農業大学農学部）
本好　茂一（全国家畜畜産物衛生指導協会）
渡邉　泰邦（元信州大学農学部）

△柴田　正貴（元畜産環境技術研究所） 
佐野　宏明（岩手大学農学部）
谷口　幸三（広島大学大学院生物圏科学研究科）
寺田　文典（畜産草地研究所）
豊水　正昭（東北大学大学院農学研究科）
中川　二郎（豊橋飼料株式会社）
中村　　修（日本配合飼料株式会社）
長谷川　信（神戸大学農学部）
林　　國興（鹿児島大学農学部）
左　　　久（環境リサイクル肉牛協議会）
日野　常男（明治大学農学部）

△藤原　　勉（三重大学特任教授）
古瀬　充宏（九州大学大学院農学研究院）
甫立　孝一（北里大学獣医学部）
松井　　徹（京都大学大学院農学研究科）
松本　光人（畜産草地研究所）
元井　葭子（麻布大学獣医学部）
矢野　秀雄（家畜改良センター）

小林　泰男（北海道大学大学院農学研究院）
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Grazing influences myofiber types of skeletal muscle of Japanese Black steers.
Kyoko Kido 
National Institute of Livestock and Grassland Science(NILGS), NARO

1．はじめに
骨格筋の筋線維と筋線維型構成
　骨格筋の機能的特性は筋を構築する筋線維の
筋線維型構成によって決定される。筋線維はミ
オシン重鎖のアイソフォームと筋収縮に必要な
エネルギー代謝の違いにより、I型筋線維（slow 
- twitch-oxidative）、IIA 型筋線維（fast-twitch-
oxidative-glycolytic）、IIB型筋線維（fast-twitch-
glycolytic）および中間型筋線維に分類される1,2,3）。
筋収縮はミオシン重鎖（MyHC）のアデノシン
三リン酸（ATP）加水分解酵素（ミオシンATPase）
の活性により収縮特性が決定づけられ、エネル
ギー代謝は筋繊維中のミトコンドリアにおける
好気的代謝と、解糖系による嫌気的代謝のいず
れが主であるかによって代謝特性が決定づけら
れる。I型筋線維は好気的代謝能を持つ遅筋線
維であり、II型筋線維は嫌気的代謝能を持つ速
筋線維である。エネルギー代謝様式はミトコン
ドリアに局在するニコチンアミドアデニンジヌ
クレオチド（NADH）脱水素酵素活性の強弱で
代表され、I型筋線維は強いNADH酵素活性を
有し、II型筋線維は NADH酵素活性のやや強
い IIA型筋線維と活性の弱い IIB型筋線維に分
類される。IIA型筋線維は嫌気的代謝に加え好
気的代謝能を併せ持つため疲労耐性を示すが、
IIB型筋線維は易疲労性である。中間型筋線維は
IIA型筋線維が I型筋線維に移行する際に見ら
れ、ATPase反応は I型と II型筋線維の中間の
性質を持つ。
　これら筋線維型の特性は骨格筋の主な構成タ
ンパク質であるMyHCと深く関与しており、酵

素組織化学的に分類された個々の筋線維型は、
それぞれに対応したMyHC亜型を持つ4）。ウシ
においては、I型筋線維は slow-MyHC、IIA型
筋線維は fast2a-MyHC、IIB型筋線維は fast2x-
MyHCを有している5）。また、中間型筋線維は
複数のMyHC亜型を発現することが知られて
いる6）。
　一般的に骨格筋の筋線維型構成はその筋に固
有の運動機能を反映しており、ウシ7）、ヒツジ8）、
ブタ9）では、起立姿勢を保つために殿部および
大腿部の筋の深部には I型筋線維が多く分布し
て、抗重力機能を増強することが知られている。

筋線維における運動負荷の影響
　これらの筋線維型は機能分化が終わった後に
も変化する能力を持ち、その適応過程は、運動1）、
神経支配10,11）、ホルモン11）、加齢11,12）などの外
的要因により影響を受ける。骨格筋の筋線維型
構成はその骨格筋に固有の運動機能を反映し、
運動負荷に適応して筋線維型を変化させる可塑
性がある。反芻動物での運動負荷試験では、ト
レッドミルによる耐久試験によりヒツジの脚部
の筋で I型筋線維が増加して持久的筋運動に適
応すること13）、背部への荷重負荷試験により最
長筋、大腿直筋および半膜様筋で I型筋線維が
増加して抗重力機能に適応すること14）が知られ
ている。また、筋線維横断面積（CSA）は筋肉
量に関わる重要なファクターであり、ヒトでは
長期間の耐久試験で筋線維の肥大が起こること
が知られている15,16,17）。一方で、過剰な運動負
荷は筋萎縮を引き起こすという結果も報告され

黒毛和種牛の骨格筋線維動態に及ぼす放牧の影響 

木戸恭子
（独立行政法人　農業・食品産業技術総合研究機構　畜産草地研究所）
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ており18）、CSAに対する運動負荷の影響は一
定ではない。
　近年、食料自給率の向上の観点から家畜の生
産方式にも多様性が求められており、肉用牛生
産の現場においても放牧の導入が期待されてい
る。放牧は人為的な運動負荷とは異なり、採食・
飲水・探索行動に伴い日常的に持続的な運動が
負荷される飼養方法である。乳用牛の筋では、
放牧によって I型および IIA型筋線維が増加す
るが19,20）、そのメカニズムについては十分に理
解されていない。また、肉専用種として最も国
内飼養頭数の多い黒毛和種牛は、他の品種より
も骨格筋中の I型筋線維が多く21）、そのため放
牧により骨格筋の好気的代謝能が亢進し、筋線
維型構成が変化しうるか不明である。黒毛和種
牛骨格筋における I型筋線維の存在は食肉の脂
肪蓄積と食味にも影響する2,22,23,24）。黒毛和種牛の
骨格筋群では I型筋線維の割合と筋内脂肪の含
量割合との間に有意な正の相関関係が認められ
ている2）。黒毛和種去勢牛の最長筋における
IIA型筋線維の割合は、BMS No.と負の相関関
係を示すとの報告がある23）。これらのことから
放牧によって筋線維型構成がより II型から I型
に変化する要因を明らかにすることは産業的に
も有用である。
　本研究では、放牧した黒毛和種牛の筋線維型
移行とその機序を明らかにすることにより、放
牧運動が黒毛和種牛の骨格筋線維にもたらす影
響を解明する。

2.　放牧運動が黒毛和種骨格筋線維に及ぼす影響
2-1. 最長筋の異なる部位における筋線維の放
牧運動への応答

　最長筋は体幹を支える最も大きい筋であり、
脊柱を伸ばし前躯または後躯を挙上する作用を
持つ。最長筋は部位によって筋線維型構成が異
なることが知られているが2）、放牧に伴う運動
負荷との関連は十分に明らかにされていない。
また、黒毛和種牛が放牧された場合の最長筋筋
線維型構成を知ることは、今後の放牧を活用す

る黒毛和種牛の食肉生産基盤を構築する上での
有用な情報となり、産業的にも意義がある。
　本研究では、黒毛和種牛の最長筋において放
牧に伴う運動負荷がどのように筋全体に作用する
かを解明するために、最長筋の筋線維型構成お
よび CSAについて放牧牛と舎飼牛とを比較した。
【材料および方法】
　黒毛和種去勢牛（11ヶ月齢）を 9 頭用い、放
牧区（6頭）と舎飼区（3頭）を設けた。放牧地は
オーチャードグラス主体の混播草地で、約 1.3ha
と 1.0haの 2放牧区に 3頭ずつ飼養した。舎飼
区は牛舎にて群飼し、オーチャードグラス乾草
を飽食させた。試験牛は両区とも配合飼料無給
与で飼養した。
　放牧期間終了後、約 17.5ヶ月齢で両区の個体
をボルトピストル法により屠殺し、屠殺後 4時
間以内に最長筋組織片を採取した。左枝肉の最
長筋の第6－7胸椎間横断面および第11－12胸椎
間横断面より、それぞれ浅部（D）および深部（V）の
計4カ所から採取した（図 1）。組織片は筋線維に
対して垂直に、幅 1cm、長さ1.5cm、厚さ1cmの
大きさに整形した。採取した筋組織は速やかに
ドライアイスアセトンで凍結し、実験に使用する
まで－80℃で保存した。実験は畜産草地研究所
動物実験指針に基づいて行った。
　凍結試料からクリオスタットを用いて－20℃の
温度下で厚さ10µmの連続凍結切片を作製した。
切片は酸前処理およびアルカリ前処理のミオシン
ATPase染色法および NADH脱水素酵素染色法
により染色し、筋線維を I型、IIA型、IIB 型お
よび中間型筋線維に分類した（図 2）。染色後の
切片を10倍の接眼レンズ下にて CCDカメラ（XC-
003, ソニー）で5～ 7視野を撮影し、撮影画像を
リアルタイムイメージアナライザー（Luzex-F; ニレ
コ）による画像解析によって筋線維型構成および
CSAを測定した。１試料あたり1000 本以上の筋
線維について測定し、試験区間の差については 
t検定を用い、部位間の差については一元配置分
散分析と Tukeyの多重比較解析を用いて統計解
析した。有意水準は p<0.05とした。
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図 1．最長筋からの筋組織採取部位の模式図
A: 第 6-7 胸椎間横断面 B: 第 11-12 胸椎間横断面。D:背側、
V:腹側それぞれの組織採取部位

　　　（図引用 : 黒毛和種枝肉断面筋相図説，草地試験場編）

図 2．放牧区と舎飼区の胸最長筋頭方腹側における筋線維型分類と筋線維型構成
H: 舎飼区、G: 放牧区。H1, G1: アルカリ前処理ミオシン ATPase染色、
H2, G2: 酸前処理ミオシン ATPase染色、H3, G3: NADH脱水素酵素染色、*:
中間型筋線維、Bars, 100 µm
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【結果および考察】
　放牧区と舎飼区において、生体重（試験開始
体重、屠殺時体重）と枝肉重量は有意差が認め
られなかったが、前者が後者よりも大きい傾向
にあり、放牧区の枝肉重量の生体重比（枝肉歩
留）は有意（p<0.05）に舎飼区を上回った（表 1）。
　最長筋の部位による筋線維型構成割合の違い
は、頭方と尾方を比較すると、放牧区、舎飼区
とも尾方では IIA型および IIB型筋線維が I型
筋線維よりも構成割合が大きい傾向だったが、
頭方の筋線維型構成は I型、IIA型および IIB
型筋線維とも同じ割合を示した（図 3）。このこ
とは、放牧によって、体幹の尾方よりも頭方に
おいて姿勢を保持する抗重力機能が要求され、
それに筋線維が適応して I型筋線維の割合を増
加させたためと考えられる。試験区間の違いは、
頭方の背側・腹側および尾方の背側で放牧区が
舎飼区よりも I型筋線維が多い傾向だった。筋
の I型筋線維の増加は姿勢保持機能および抗重
力機能の向上を示すと考えられている14）。放牧
区でその傾向が認められたことから、舎飼より
も放牧下におけるウシの方がより姿勢保持機能

が高まっていると推察される。
　筋線維の CSAはすべての部位において、I型、
IIA型および IIB型筋線維とも舎飼区よりも放
牧区が有意に大きく（図 4）、放牧による長期間
の運動負荷が筋線維の発達を促したことが示さ
れた。さらに、放牧区では頭方の I型筋線維の
CSAは背側が腹側より有意に大きく、尾方で
はその傾向は見られなかった。背面の筋系は頭
方の体幹を支える作用を有しており、頭方背側
において I型筋線維の割合が増加傾向にあり、
また CSAが発達したことから、放牧牛におい
ては頭部および頚部を支える抗重力機能が増強
されたことが示唆される。一方、放牧区の IIA
型と IIB型筋線維は頭方の背側および腹側が尾
方の CSAよりも有意に大きかったが、舎飼区
では一定の傾向が見られなかった。一般的に II
型筋線維は I型筋線維よりも運動刺激をより受
容して肥大することが知られており、放牧牛に
おける最長筋頭方での IIA型および IIB型筋線
維の肥大は、前肢帯での運動機能の亢進に起因
したものと推察される。

平均±標準誤差、*: 試験区間差、p<0.05
1 枝肉歩留 = 枝肉重量 / 屠殺時体重
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図 3．放牧牛および舎飼牛の最長筋における筋線維型構成割合
　　　error bar: 標準誤差

図 4．放牧牛および舎飼牛の最長筋における筋線維型横断面積 
error bar: 標準誤差。x-y: 舎飼区の部位間差、p<0.05。
a-c: 放牧区の部位間差、p<0.05。*: 試験区間差、p<0.05。
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2-2. 後肢筋の筋線維に対する放牧行動の影響
　前節において、放牧によって最長筋の筋線維
サイズが増大し、前躯を支えるために筋線維型
がより好気的代謝活性に移行することが明らか
になった。一方、放牧は歩行運動を伴う飼養形
態であるが、後肢筋はより直接的に歩行運動に
関与する。本節では、放牧下での運動負荷が後
肢筋の筋線維に対する作用を明らかにするため
に、筋線維型構成と CSAについて放牧牛と舎
飼牛とを比較する。さらに、後肢筋に対して歩
行運動の質および量がどのように影響をもたら
すかを解明するため、急傾斜地の放牧牛と緩傾
斜地の放牧牛での後肢筋の筋線維型構成と
CSAの変化を解析し、その相違を明らかにする。
【材料および方法】
　前節と同じ試験牛を用いて、大腰筋、大腿直
筋、半膜様筋および腓腹筋外側頭の筋線維型構
成およびCSAを放牧区（6頭）と舎飼区（3頭）で
比較した。放牧期間終了後、両区の個体をボル
トピストル法により屠殺し、大腰筋、大腿直筋、
半膜様筋および腓腹筋外側頭の中央部より筋組
織を採取した。前節と同様に酵素組織化学的手
法によって筋線維型を分類し、前節と同様に筋
線維型構成および CSAを測定した。
　また本研究では、運動強度の違いが筋肉にお
よぼす影響を検討するため、放牧区をさらに急
傾斜区（3頭）および緩傾斜区（3頭）のサブグルー
プに分けた。これら放牧 2区については、放牧
期間中の 6月および 9月にそれぞれ 72 時間の
行動調査を行い、直接観察による歩行軌跡の調
査を実施し、1日あたりの歩行距離、歩行角度
分布および垂直移動距離を測定した。
【結果および考察】
　放牧区の 1日あたりの歩行距離は舎飼区の約
３倍だった（表2）。腓腹筋外側頭以外の大腰筋、
大腿直筋、半膜様筋で、放牧区の I型筋線維割
合は舎飼区よりも有意に高く、腓腹筋外側頭に
おいても放牧区の I型筋線維割合が高い傾向で
あった（図 5）。相対的に IIB型筋線維割合は大
腰筋、大腿直筋および腓腹筋で放牧区が有意に

低く、半膜様筋では放牧区の IIA型筋線維の割
合が有意に低かった。II型筋線維から I型筋線
維への移行は、人為的な耐久的運動や長期間の
姿勢保持によって確認されている15,16,25,26）が、
黒毛和種牛においても約 180 日間の長期間の放
牧による運動刺激が後肢筋の筋線維型を変化さ
せる刺激となることを明らかにした。
　CSAについては、大腿直筋、半膜様筋およ
び腓腹筋では、放牧区の I型、IIA型および IIB
型筋線維の CSAが舎飼区よりも有意に増加し
た（図 6）。特に、IIB型筋線維で肥大の程度が
大きかった。大腰筋では I 型筋線維の CSAは
舎飼区が放牧区より増大し、一方、IIB型筋線
維は放牧区の CSAが舎飼区よりも大きかった。
CSAの増加は屠殺時体重との関連性が指摘さ
れており、配合飼料多給で生体重の大きい群の
CSAが増大する27）。本研究では、放牧区および
舎飼区とも配合飼料を給与しておらず、屠殺時
体重に有意な試験区間の差は認められなかった。
したがって、大腿直筋、半膜様筋、腓腹筋で認
められた放牧区における CSAの増加は、放牧
運動によって引き起こされたものと考えられ
る。特に、IIB型筋線維で CSA増加の程度が
大きかったことは、歩行運動に関わる瞬発的運
動に筋線維が対応したと考えられる。
　牧区高低差および最大傾斜角の異なる急傾斜
区と緩傾斜区では、ウシの歩行角度に違いが認
めらた（表 2）。急傾斜区において試験牛は緩傾
斜区よりも平坦な歩行角度（0～ 5°）を多く選択
するが、一方で登坂、下坂ともに歩行角度 15
～ 20°の歩行割合も増加した。その結果、一日
あたりの総歩行距離は緩傾斜区と急傾斜区間で
差がないものの、垂直移動距離は緩傾斜区より
も急傾斜区で有意に多かった。
　急傾斜区と緩傾斜区の筋線維型構成割合は、
解析した後肢筋すべてにおいて、両区の違いは
認められなかった（図 7）。CSAは大腰筋の I型
筋線維を除き、大腿直筋、半膜様筋および腓腹
筋の I型、IIA型および IIB型筋線維で緩傾斜
区の CSAが急傾斜区を上回った（図 8）。登坂
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および下坂に伴う体重移動は姿勢保持機能を有
する I型筋線維を増加させることが予測された
が、一日あたりの垂直移動距離が 70m程度の
差では、筋線維型移行の誘導には影響しなかっ
たと考えられる。一方、CSAについては急傾
斜区に比較して緩傾斜区で筋線維の肥大が見ら

れたことから、より傾斜の少ない地形における
歩行が CSAを増加させる可能性を示した。す
なわち、傾斜歩行の際に各骨格筋にかかる運動
負荷の強度は歩行角度により異なり、CSAの
発達は歩行角度の違いによる運動負荷の程度に
依存することが示唆される。

平均±標準誤差。a-b : 3 試験区の試験区間差、p<0.05。
*: 急傾斜区と緩傾斜区の試験区間差、p<0.05。
1）傾斜角の算出に際し、10m四方を単位面積とした。

図 5．放牧牛および舎飼牛の後肢筋における筋線維型構成割合
　　　error bar: 標準誤差。*: 試験区間差、p<0.05。
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図 6．放牧牛および舎飼牛の後肢筋における筋線維型横断面積
error bar: 標準誤差。*: 試験区間差、p<0.05。
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図 7．急傾斜区および緩傾斜区の後肢筋における筋線維型構成割合
error bar: 標準誤差。

図 8．急傾斜区および緩傾斜区の後肢筋における筋線維型横断面積
error bar: 標準誤差。*: 試験区間差、p<0.05。
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3.　放牧育成後の舎飼肥育による骨格筋線維の
変化

　前節の結果より、放牧によって筋線維型構成
が変化し、CSAが増大することが明らかになっ
た。一方、我が国では、黒毛和種育成牛は舎飼
環境で肥育を施した後に出荷するのが一般的で
ある。すなわち、運動負荷を軽減した上で配合
飼料を多給することになり、ウシの筋は消費エ
ネルギーの軽減と摂取エネルギーの増加によっ
て余剰エネルギーを体組織増加および脂肪蓄積
へと変換する。栄養摂取と筋線維型構成との関
係については、配合飼料を自由採食させた群は
粗飼料のみ採食させた群よりも IIA型筋線維が
少なく、IIB型筋線維が多いことが知られてい
る2）。また、筋線維のサイズは体重増加ととも
に上昇する27）。しかしながら、放牧による育成
期間を経た後の肥育過程において、運動量が低
下する一方で、摂取エネルギーが増加する飼育
法が、放牧による運動負荷に適応した筋線維に
いかなる影響を及ぼすかは不明である。本節で
は、放牧育成した牛群と舎飼育成した牛群とを
同じ舎飼肥育環境で肥育し、筋線維型と CSA
を解析することで、放牧運動によって獲得した
筋線維の好気的代謝能および CSA増大効果が、
肥育期間を経てどのような影響を受けるのかを
明らかにする。
【材料および方法】
　前章と同様の飼養試験を行った黒毛和種去勢
牛を、継続して舎飼で肥育した。11 ～ 17 ヶ月
齢の間、放牧区（n=8）はオーチャードグラス主
体の混播草地に放牧し、舎飼区（n=4）は牛舎に
て群飼して乾草のみを飽食させた。その後の肥
育期間（17～ 29ヶ月齢）は全試験区とも牛房（約
10m2）にて個別飼養とした。配合飼料の給与量は
一日あたり 7kgを上限とし、粗飼料はオー
チャードグラス乾草を飽食させた。肥育期間終
了時に屠殺解体し、最長筋、大腰筋および半膜
腰筋の筋線維型構成および CSAを比較した。
また、好気的代謝能の指標として、急傾斜区と

舎飼区の筋線維の毛細血管分布密度を計測した。
組織切片へビオチン化レクチン ABC染色法を
施して毛細血管を検出し、毛細血管密度は１本の
筋線維に接触する毛細血管数として測定した。
【結果および考察】
　放牧期間中は舎飼牛よりも放牧牛が増体した
が、肥育期間中の増体は各区とも同水準であっ
た（表 3）。放牧直後の段階では放牧牛の枝肉歩
留が舎飼牛よりも大きかったが、肥育後は放牧
牛と舎飼牛の差は認められなかった。また、日
本格付協会の基準による枝肉格付も、試験区間
の差は認められなかった。
　筋線維型構成については、最長筋、大腰筋お
よび半膜様筋の筋線維型構成割合に関して、放
牧区および舎飼区間の有意な差は認められな
かった（図 9）。前節で、放牧直後の放牧区と舎
飼区とを比較すると、大腰筋と半膜様筋では放
牧区の I型筋線維割合が高かった。しかしなが
ら放牧後に肥育を施したことにより、放牧区と
舎飼区の筋線維型構成割合の差は消失した。放
牧後の肥育期間での運動量の低下と配合飼料に
よる摂取エネルギーの増大によってエネルギー
代謝が嫌気的に変化し、I 型筋線維が減少した
結果と考えられる。
　一方、放牧により増大した CSAは肥育後も
その影響を残し、最長筋と大腰筋では、肥育飼
養を経た後でも依然として放牧区が有意に CSA
が大きかった（図 10）。既報により加齢および
成長による筋線維の肥大が知られているが27）、
本研究においては放牧区と舎飼区は肥育期間に
おいて同様の発育を示したことから、放牧期間
における筋線維への運動負荷の影響が肥育後ま
で維持したためと考えられる。しかしながら半
膜様筋の IIB型筋線維では舎飼区が放牧区より
も CSAが大きかった。体幹部の筋（最長筋およ
び大腰筋）と歩行運動に関わる半膜様筋では、
肥育期間の運動量低下に対する筋線維 CSAの
反応が異なった。
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平均±標準誤差 *: 試験区間差、p<0.05 
枝肉格付の（    ）内は頭数を示す。

図 9．放牧育成牛（急傾斜区、緩傾斜区）および舎飼育成牛の肥育後における筋線維型構成割合
error bar: 標準誤差

表 3．放牧育成と舎飼育成後の肥育牛の増体および枝肉格付成績
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平均±標準誤差

図 10．放牧育成牛（急傾斜区、緩傾斜区）および舎飼育成牛の
肥育後における筋線維型横断面積

　　　　error bar: 標準誤差。*: 試験区間差、p<0.05

表 4．肥育後の骨格筋組織の毛細血管密度
　　（毛細血管数／筋線維）

　各骨格筋での筋線維あたりの毛細血密度は有
意差がなかったが、最長筋、大腰筋、半膜腰筋
では放牧区が舎飼区より大きい傾向であった
（表 4）。筋線維のエネルギー代謝は肥育によっ
て嫌気的なグルコース代謝系に移行したが、放
牧期に筋中に形成された毛細血管は維持された
ままであると考えられる。また、毛細血管密度
の増加は筋における栄養素および老廃物の運搬
に良好な環境を構築するものと期待される。

4.　筋線維型移行時のMyHC亜型と筋線維の
分化ならびに代謝関連因子の変動

4-1. 放牧牛の最長筋におけるMyHC亜型と筋
線維の分化ならびに代謝関連因子の変動

　第 2節の結果より、放牧に伴う歩行運動は最
長筋および後肢の筋の筋線維型構成をより好気
的なものに変え、CSAの増大をもたらすこと
が明らかになった。この変化の機序を解明する
ために、放牧牛最長筋における筋線維型移行と
エネルギー代謝関連因子の遺伝子発現を経時的
に解析し、ウシ骨格筋線維の動態に対する放牧
の影響を明らかにする。
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【材料および方法】
　黒毛和種去勢牛（22ヶ月齢、3頭）を放牧に
供し、放牧前（放牧 0ヶ月）、放牧 2ヶ月、4ヶ月、
6ヶ月後にバイオプシーによる最長筋組織の採
取を行った。採取前には鎮静剤を投与し、採取
部位には局所麻酔を施した。第 12 胸椎部付近
より左右の最長筋に対してニードルバイオプ
シー針を穿刺し、筋組織を採取した。実験は畜
産草地研究所動物実験指針に基づいて行った。
　採取した最長筋組織よりTotal-RNAを抽出し、
RT-PCR法および Real time-PCR法によって
mRNA発現を解析した。MyHC亜型（MyHC-
slow、fast 2a、fast 2x）、PPARγ－コアクチベー
タ－ 1α（PGC-1α）、ミオスタチン、インスリン様

成長因子（IGF-1、-2）の解析には RT-PCR法を
用い、脂肪酸輸送体 CD36、カルニチンパルミ
トイルトランスフェラーゼ 1b（CPT-1b）、チト
クローム c-1、グルコース輸送体（GLUT4、1）、
ヘキソキナーゼの解析にはReal time-PCR 法を
用いた。
【結果および考察】
　MyHC 亜型の mRNA発現は筋線維の筋線維
型と密接に関与する。Slow-MyHCは I型筋線
維で、Fast-2a、2x-MyHCはそれぞれ IIA型、
IIB型筋線維で発現する4）。放牧 0ヶ月から 6ヶ
月の間でこれらの mRNA発現量の推移は個体
によって異なる傾向を示し、一定の傾向は見ら
れなかった（図 11）。

図11．放牧した黒毛和種牛最長筋におけるMyHC亜型、ミオスタチン、PGC-1α、
IGF-1、IGF-2 の mRNA発現の変化
半定量解析は、放牧 0ヶ月を基準として、変化率の平均値を示す。
error bar: 標準誤差。*: 放牧 0ヶ月との差、p<0.05
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　骨格筋形成抑制因子であるミオスタチンは、
放牧 0ヶ月に比較して放牧 2ヶ月以降は mRNA
発現量が低下した（図 11）。ミオスタチンは筋
肥大を抑制し筋肉量を制御すると考えられてお
り28）、また運動とミオスタチン mRNA発現の
関連においては、強い抵抗性運動を負荷した筋
では、ミオスタチンの発現が低下するとの報告
がある29）。本研究における放牧後のミオスタチン
mRNA発現の低下は、第 2節で示した放牧牛
の CSA増大に関与したと考えられる。またイ
ンスリン様成長因子 IGF-1の遺伝子発現が放牧
４ヶ月から漸増した。IGF-1はインスリン様効
果および細胞成長を促進し、特に筋分化におい
て重要な役割を有する30）。このことから、放牧
後の筋肉における IGF-1の上昇も放牧牛の
CSA増大に関わった可能性がある。
　脂質代謝関連因子では、脂肪酸輸送タンパク
質である CD36が放牧後に増加する傾向が見ら
れ、また脂肪酸β酸化の律速酵素である CPT-
1bおよび電子伝達系で働くチトクローム c-1の
mRNA発現が放牧開始 4ヵ月後で有意に増加
した（図 12）。糖代謝関連因子では、糖輸送担

体である GLUT4の発現量が放牧開始 4ヵ月後
に有意に増加した。GLUT4はインスリン依存
性糖輸送担体であるが、運動はインスリンの作
用を向上させ、筋における GLUT4mRNA発現
が増加し、グルコースの取込を向上させる31）こ
とが知られている。GLUT4のmRNA発現は放
牧後に有意に増加したが、一方、解糖系で働く
ヘキソキナーゼの mRNA発現は一定の傾向を
示さなかった（図 12）。このことから、取り込
まれたグルコースは解糖系の基質とはならず、
好気的代謝によるエネルギー産生あるいは筋線
維肥大に関連した同化に動員されたのではと推
察される。
　以上のことから、放牧前後における最長筋の
MyHC亜型発現には一定の傾向が認められな
かったが、放牧開始後の脂肪酸代謝関連因子お
よび GULT4の遺伝子発現量増加から、放牧に
よって筋線維が好気的代謝を亢進していること
が示された。また、放牧牛のCSA増大に関して、
骨格筋中のミオスタチン mRNA発現量の低下
と IGF-1 mRNA発現量の増加が関与すること
が示唆された。

図 12．放牧した黒毛和種牛最長筋における脂肪酸代謝関連因子および糖代謝関連因子の
mRNA発現の変化
Real time-PCR法で得られたmRNA量は、放牧0ヶ月を基準として変化率の平均値を示す。
error bar: 標準誤差。*: 放牧 0ヶ月との差、p<0.05
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4-2. I型筋線維誘導過程の最長筋における
MyHC亜型と筋細胞分化ならびに代謝関
連因子の発現

　前節の結果より、放牧期間が延長するにつれ
放牧牛の筋においてミオスタチンの mRNA発
現の低下、脂肪酸代謝関連因子および GLUT4、
IGF-1の mRNA発現の増加が確認された。し
かしながら、放牧は運動負荷のみならず、栄養
学的背景、暑熱および寒冷曝露等の諸環境要因
が複合的に生体へ関わっており、前節で得られ
た筋分化と代謝関連因子の変化が放牧に伴う運
動刺激によって誘導されたとは必ずしも判断さ
れない。そこで、持続的低周波電気刺激（CLFS）
により人為的に II型筋線維を I型筋線維へ移行
させる運動刺激モデルを採用し、運動刺激によ
る筋線維型移行過程におけるMyHC亜型およ
び筋細胞分化ならびに代謝関連因子の mRNA
発現を解析した。
【材料および方法】
　ホルスタイン種（雄牛 3頭、2ヶ月齢）の最長筋
腰部に電極を挿入し、CLFS（5Hz・連続刺激）を
30日間行った。CLFS終了後に塩酸キシラジン
とベントバルビタールによる深麻酔下で放血屠
殺し、電極挿入部の腰最長筋と、電極を挿入し

ていない側の胸最長筋を無刺激部位として採取
した。国立大学法人東北大学における動物実験
等に関する規程に則って実施した。
　CLFS刺激を受けた腰最長筋部の横断面分割
の 5～9カ所から筋組織を採取して凍結切片を
作製し、ミオシン ATPase染色によって筋線維を
I型、II型および中間型筋線維に分類した。凍
結切片上で筋線維型移行が確認された部位から
試料を調製し、全 m RNAの抽出を行った。全
m RNAの抽出、cDNAの逆転写、RT-PCR法
および Real-time PCR法は前節の方法に準じて
実施した。
【結果および考察】
　各個体とも、CLFS刺激を受けた腰最長筋の
部分では II型筋線維から I型筋線維への移行が
確認され、無刺激部位と比較して I型筋線維割
合は 1.8 ～ 2.9 倍に、中間型筋線維割合は 1.8 ～
4.4 倍に増加した（図 13）。CLFSでは神経支配
や神経活性を妨げることなく、運動神経とは別
の活動電位で筋線維を収縮させることができる
ため32）、CLFSは運動神経活動の筋線維型分化
への関与を検証する優れたモデルである33）。本
研究においても CLFSが II型から I型の筋線維
移行モデルとして使用できることが確認された。

図 13．持続的低周波電気刺激（CLFS）による筋線維型構成の変化
No.1-3: 試験牛個体番号、Cnt: 無刺激部位 CLFS: CLFSに
よる筋線維型移行部位
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　CLFSを受けた部分では II型筋線維から I型
筋線維への移行が起こり、その部位では無刺激
部位と比較して Slow-MyHCの m RNA発現が
有意に増加した（図 14）。一方、II型筋線維が
減少したにも関わらず Fast-2x MyHCの発現量
が増加した。CLFS部位においては筋衛星細胞
が増殖し、それらが筋線維に融合することによっ
て筋線維型移行に関与すると考えられている30）。
本研究において Fast-2x MyHC発現量の増加が
見られたのは、CLFSによる筋線維型移行には
中間型筋線維の増加と筋線維の肥大が伴ってい

るためと考えられる。
　骨格筋形成抑制因子であるミオスタチンの
mRNA発現は、筋線維型移行が起こった CLFS
部位では無刺激部位と比較して低下する傾向に
あった（図 14）。一方、インスリン様成長因子
IGF-1の発現量は増加傾向であった。ミオスタ
チンと IGF-1の発現機序は骨格筋においては独
立している30）が、CLFSによる機械的刺激はミ
オスタチンの発現量低下および IGF-1の発現量
増加を誘導し、それらが筋線維肥大に関与する
と考えられる。

図 14．ウシ最長筋におけるMyHC亜型、ミオスタチン、PGC-1 α、IGF-1、IGF-2 の
mRNA発現に対する持続的低周波電気刺激 (CLFS) の効果

RT-PCR法による半定量解析は無刺激部位を基準とした変化率の平均値を示す。
Cnt: 無刺激部位、CLFS: 筋線維型移行部位。error bar: 標準誤差。*: 部位間差、p<0.05
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　筋線維型移行部位において、筋細胞への脂肪
酸輸送蛋白質である CD36、β酸化の律速酵素
である CPT-1bおよび電子伝達系で働くチトク
ローム c-1の m RNA発現量はいずれも増加傾
向にあった（図 15）。これらの m RNA発現量
増加は、ミトコンドリアでの脂肪酸を基質とし
たエネルギー生産が亢進されることを示す。糖
輸送担体である GLUT4、1およびグルコース
リン酸化酵素ヘキソキナーゼも増加傾向だった
ことから、筋線維移行部位では糖代謝系も賦活
化されていることが判明した（図 15）。
　前節で明らかとなった放牧牛の最長筋におけ
る脂質代謝関連遺伝子、糖代謝関連遺伝子およ
びミオスタチンと IGF-1の mRNA発現の変化
は、最長筋に対する CLFSによる筋線維型移行
モデル試験でほぼ同様の変化をした。このこと
から、放牧牛で観察された筋線維型動態は、運
動刺激によって誘導されるものであると判断さ
れた。本研究の酵素組織化学的解析法と遺伝子

発現解析法を組み合わせることによって、放牧
運動に伴う筋線維の機能適応過程における筋線
維型の変化が筋関連遺伝子群の発現動態と密接
に関連していることが明らかとなった。本研究
は放牧下における黒毛和種牛の筋線維の生理学
的特性と分子生物学的な遺伝子発現変化とを関
連させることにより、筋機能のより詳細な解析
が可能なことを示すものである。

5.　おわりに
　2009 年、わが国の放牧畜産認証制度が確立
された。グロ－バルな視点からわが国の牛肉の
需要と供給を考えた場合、将来的には草地を利
用した放牧を主体とした産肉システムの構築が
必要となると予測される。従来、輸入配合飼料
を基盤とした飼養システムに置かれてきた黒毛
和種肉用牛であるが、将来的に飼養システムが
多様化した際、本研究の成果は放牧を主体とす
る国内肉用牛生産の普及ならびに拡大に大いに

図 15．ウシ最長筋における脂肪酸代謝関連因子および糖代謝関連因子のmRNA発現に
対するCLFSの効果
Real time-PCR法で得られたmRNA量は、無刺激部位を基準とした変化率の平均値を示す。
Cnt: 無刺激部位、CLFS: 筋線維型移行部位。error bar: 標準誤差。*: 部位間差、p<0.05
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貢献するものである。
　本研究によって明らかにされた、放牧による
筋線維の肥大は肥育後も維持されること、放牧
牛の筋線維は毛細血管密度が高い傾向にあり、
栄養素および老廃物の運搬の面で良好な環境を
維持すること等は、現在の飼養システムにおいて
も産肉的に有用な情報である。これらの知見を 
産肉学的に活用することは、肉用牛生産での放
牧利用の推進を企図する上で極めて重要である。
　本研究では、放牧牛の歩行行動の特性と筋線
維の発達を関連づけ、筋線維肥大に歩行角度が
関与する可能性を示す、新たな知見を得た。さら
に、酵素組織化学的手法と遺伝子発現解析法を
用いて、放牧運動が筋組織に及ぼす影響を複合
的に解析した点は他に例を見ない研究成果であ
り、放牧研究の新しい展望を示すものである。
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