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最新研究で明らかになった
正しいタンパク質の摂り方
体をつくる重要な要素として注目されているタンパク質。最近は、想像以上に健康と密接に関わっている
ことが明らかになって、良質なタンパク質を摂取することが盛んに推奨されている。では、果たして、良
質なタンパク質とはどのようなもので、私たちの体にどんな働きをするのか。最新の研究から明らかにな
った、良質なタンパク質の、効果的で効率的な摂り方とは―。

ヒトの体をつくっているのは、主に水分と脂質、そ

内でさまざまに働く物質がきちんと機能するために摂

れにタンパク質です。タンパク質はヒトの体の約

取する栄養素である、
アミノ酸の供給源」
となるでしょ

15％を占めるのですが、あまりに種類が多く、研究

う。細胞膜やミトコンドリア、骨などは、タンパク質

も多岐にわたります。

よりも脂質やミネラル、カルシウムのほうが多く含ま

一般的に、タンパク質とは 20 種類のアミノ酸が 1

れるのですが、それ以外の多くの物質─受容体、ホ

本につながって構成されたものと定義されます（図 1）
。

ルモン、酵素など、代謝反応をするものはすべてタン

ただし、複数本からなるタンパク質もありますし、タ

パク質から構成されています。

ンパク質の種類によっては、20 種以外のアミノ酸も
含まれることが知られています。

体内では膨大なタンパク質がつくられる

タンパク質は、代謝など体のさまざまな反応をつか

食物から摂取したタンパク質は、体の中でアミノ酸

さどっています。
タンパク質を栄養学的に考えると
「体

に分解されて、別のタンパク質をつくるために使われ
ます。つくられたタンパク質は、例えば、エネルギー
として使われたり、神経伝達物質になったり、ほかの

加藤久典
（かとう・ひさのり）
1984 年、東京大学農学部農
芸化学科卒業。1991 年、ア
メリカ国立衛生研究所糖尿病
部門客員研究員。2009 年、東
京大学総括プロジェクト機構
総括寄付講座
「食と生命」
特任
教授を経て、2017 年 6 月より
現職。日本栄養・食糧学会理
事・国際交流委員長、日本ア
ミノ酸学会会長など。編著書
に『健康栄養学−健康科学と
しての栄養生理化学』
（共立
出版）
、
『栄養科学イラストレ
イテッド：分子栄養学〜遺伝
子の基礎からわかる』
（羊土
社）
。
受賞歴に農芸化学奨励賞、
日本栄養・食糧学会学会賞。

2

生理活性物質になったり、核酸になったりするのです。
そして、そういった合成、分解が毎日行われるのです
から、タンパク質を、きちんと摂取しなくてはならな
いのです。
体内では、膨大なタンパク質がつくられます、一説
に 10 万種類といわれたりもしますが、一つひとつの
タンパク質をどう定義するかによってその数は変化し
ます。例えば 1 個の遺伝子を 1 個のタンパク質の設計
図と考えれば、体内のタンパク質の種類は 2 万 2000
種類程度ということができるでしょう。しかしタンパ
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ク質はほかの分子に結合した
り、あるいは同じ遺伝子から

図1 アミノ酸の基本構造とタンパク質
タンパク質

切り出されて別々のタンパク

ペプチド

アミノ酸

質が合成されるなどといった
動きもあります。
設計図が同じでも、最終的
な合成物が産生されるまでに
いくつもの物質が合成されて
いるのです。例えば、グルカ
ゴンというホルモンは、合成
の過程で元の遺伝子からいろ
いろな形で切り出されて、グ
ルカゴン様ペプチドや関連ペ
プチドがいくつかできます。
あるいは、タンパク質にリ

アミノ酸の基本構造

アミノ酸とは、アミノ基とカルボキシル基の両方の官能基を持つ有機化合物。その化合物が長くつなが
ったものがタンパク質。

ン酸基が結合すると、活性化
のスイッチがオンになったりオフになったりします。

解しています。体の中には、タンパク質から分解され

タンパク質のリン酸化というものですが、このとき、

た、あるいは食事由来の遊離アミノ酸プールと呼ばれ

リン酸化されたものと、されていないもの、それぞれ

るものが常に 45 〜 50g 程度存在します。図では、

の状態は、別種のタンパク質と見なすこともできます。

240g のうち 185g ほどがタンパク質の合成に再利用さ

リン酸基以外にも、
タンパク質のアミノ酸には脂質、
糖、

れるアミノ酸なので、足りない分を食べ物から吸収す

ペプチドなどさまざまな分子が結合します。

る必要があります。食べ物から摂取しなければ、体内

このようにタンパク質は、代謝の過程が数多くあり、
それらをどこまでカウントするかによって、10 万種類

のタンパク質はどんどん減少していくのです。
ばらばらになっているアミノ酸は、ほかの物質に合

という研究者もあれば、50 万種類という研究者もおり、

成されたり、あるいは分解されてアンモニアとして便

いくつと簡単には言えません。

や尿、汗などとともに排出されたり、毛髪が抜けたり

しかもこれはヒトの体内にあるタンパク質を考えた

して 1 日 70g ほどが消費されます。ですから、その分

場合です。植物にはヒトと共通するタンパク質もあり

をきちんと補充しなくてはなりません。タンパク質は

ますが、光合成に使われる酵素など固有のタンパク質

毎日、体内で合成、分解を繰り返しているのです。

もあります。微生物も含めた生物すべてと考えれば、

こうしてタンパク質は毎日消費されるので、
「良質

地球には無数のタンパク質が存在するといってもいい

なタンパク質を日々の食事で摂るようにしましょう」

でしょう。

と言われるわけですが、では、良質なタンパク質とは

必須アミノ酸はきちんと摂りたい

どのようなものでしょうか？
まず、必須アミノ酸を満たしている食事をきちんと

食事で摂取したタンパク質が、体の中でどのように

摂りたいものです。ちなみに、最近、必須アミノ酸と

変化し、何にどのように影響するのでしょうか。まず

いう用語を再検討しようという声が上がっています。

は体内のタンパク質の代謝回転を見てみます（図 2）
。

というのも、
「必須」
という用語は
「なくてはならない」

例えば体重 60㎏だとすると、約 15％、大体 9㎏をタン

という意味ですから、重要なものと認識されているで

パク質が占めています。そのうち、同じ体重でも個人

しょう。しかしそのせいで、それ以外のアミノ酸があ

差はありますが 1 日約 200 〜 300g のタンパク質を分

たかも
「あってもなくても事足りる」
と思われてしまう
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ンが不足していたり、豆のタンパク

図2 タンパク質の代謝回転

質は植物の中ではリジンが多いので

体重 60kg

すが、メチオニンが若干少なめだっ
たりします。しかし植物性のタンパ

摂取 70ｇ

（食物タンパク質）

ク質でも、数種を組み合わせて食べ
れば、必要な栄養価を満たすことが

吸収 55g
未吸収 15ｇ

合成 240g

アミノ酸
プール
45g

再利用 185g

分解 240g

異化 55g
尿素など

未吸収分
剝離細胞
腸内細菌
など
便 尿

できます。
体タンパク質
プール

9kg

一方、肉類はおおむね 20 種のア
ミノ酸をバランスよく含んでいます。
高齢になったら肉や乳製品、卵、魚
類を食べたほうがいいといわれるの

皮膚、
毛、
分泌物など

は、高齢になって食が細くなってし
まうと、全体の摂取量が少なくなり、

その他

そのためタンパク質が不足してしま

排泄 70g

う可能性があるからです。タンパク

（タンパク質換算）

質が不足するとフレイルやサルコペ

体重 60㎏のヒトの体内に存在するタンパク質やアミノ酸の量と、一日に出入りする窒素化合
物の量。タンパク質が分解されて生じたアミノ酸の多くはタンパク質の合成に再利用される。

ニアのリスクが非常に高くなってし
まうので、高齢者こそ、動物性のタ
ンパク質を摂るほうがよいでしょう。

のは適切ではありません。確かに、必須アミノ酸は体

では、不可欠アミノ酸だけを考えればよいのでしょ

内で合成することができないので外から摂り入れる必

うか。タンパク質は、体内でアミノ酸に分解され、ま

要があるものですが、それ以外のアミノ酸は、体内で

た各種のタンパク質に合成されるわけです。アミノ酸

の合成能を保持しています。それはむしろ重要だから

とは、NH2 というアミノ基と、炭素にカルボキシル基

だ、という見方もできます。そこで食事の面から考え

が結び付いた炭素骨格から成る合成物で、私たちは、

たときに、
必須アミノ酸を欠かせないという意味で
「不

炭素骨格を体の中でつくる経路を保持しています。

可欠アミノ酸」
、それ以外のアミノ酸は、体内で合成

そこにアミノ基を結合させて可欠アミノ酸がつくら

ができるので
「可欠アミノ酸」
という言い方をするよう

れます。例えば、糖や脂肪、エネルギーの代謝経路の

になってきました。

中間体にアミノ基を結合すると可欠アミノ酸が合成で

高齢者こそ動物性タンパク質を

欠アミノ酸は体外から摂る必要があるとしても、可欠

「良質なタンパク質」
に話を戻しましょう。ここに
「ア

アミノ酸も体内で合成しなくてはなりません。ですか

ミノ酸の桶」
理論があります（図 3）
。タンパク質を合

らアミノ酸を合成するためのアミノ基を不足なく供給

成するには、20 種類のアミノ酸が必要です。そのう

するため、十分なタンパク量を摂取することが大切で

ち 9 種類が不可欠アミノ酸で、合成されるタンパク質

す。

の量は、最も少ないアミノ酸量に応じることになりま

体内では、多くの種類のタンパク質が合成されます

す。図はあるタンパク質に含まれるアミノ酸の例です

が、特徴的な作用が明らかになっているものもありま

が、リジンやトレオニンが不足しています。植物のタ

す。

ンパク質は往々にしてそれらのアミノ酸が不足してい
ます。
また、トウモロコシのタンパク質にはトリプトファ
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きます。タンパク質を合成するアミノ酸のうち、不可

例えば魚類のタンパク質には、筋肉のうち速筋を増
強する作用があるという報告や、代謝が改善されると
いう報告などがあります。私たちの研究室では大豆タ
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タンパク質の栄養学
ロールを下げるという報告も出

図3 アミノ酸の桶理論

ヒスチジン

だけでなく、数万人規模の疫学調
査では、食事のタンパク質摂取量
と筋肉、骨の強さに相関があると
報告されています。
私の専門である「ニュートリゲ
ノミクス」は、さまざまな分子、

バリン

リジン

メチオニン＋システイン

タンパク質

イソロイシン

トリプトファン

ロイシン

この桶には
ここまでしか
水が入らない

個々のタンパク質の健康作用

トレオニン

100%

フェニルアラニン＋チロシン

これより
上の部分は
無駄になる

ています。

特にタンパク質を網羅的に調べ、
栄養素の機能や適切な摂取量な
どを明らかにするものです
（図 4）
。
最近は、生体内のさまざまな分
子を網羅的に研究する「オミク
ス」が盛んです。ニュートリゲノ
ミクスは、食の機能に絡む解析を

不可欠アミノ酸の必要量を 100 としたとき、あるタンパク質に含まれる不可欠アミノ酸の量が図の
ようだとすると、この桶には、最も含有量の少ないリジンの線までしか水が入らない。しかし、リ
ジンなど足りない部分をほかの食べ物で補うことで、ほかのアミノ酸がタンパク質に合成されるよ
うになる。

中心に、タンパク質の合成に関連
するメッセンジャー RNA という
核酸が遺伝子の発現によってど
のような状態にあるかを調べる

ンパクや小麦タンパクは、血中コレステロールを低下

「トランスクリプトミクス」や、メッセンジャー RNA

させるという研究報告をしています。実際、これらの

から翻訳されて合成されるタンパク質について、ある

タンパク質によってコレステロールの排出と異化経路

食品を摂取すると、どのようなタンパク質が増える、

が更新し、その結果、合成系の遺伝子は活性化されま

減るなどを調べる「プロテオミクス」
、DNA や染色体の

す。

中の特定の分子が結合することで、遺伝子の発現を制

遺伝的な個人差があるタンパク質の必要量
大豆や小麦のタンパク質は、コレステロールをどん

御する、いわゆるエピジェネティクスの状況を網羅的
に調べる
「エピゲノミクス」
なども取り込みながら、食
と生体の反応を探索しています。

どん胆汁酸にして排泄するような作用があります。小

これまでお話ししたのは、食べ物によってヒトの体

麦などの穀物に含まれるグルテンはコレステロールを

がどうなるかということですが、反対にヒトが持つ遺

吸着しますので、さらに排泄する経路が働いて、血中

伝子の個体差によって食べ物の嗜好や影響が異なるこ

のコレステロール値が下がり、それに従って肝臓中の

とも見えてきました。

コレステロール値も下がります。すると今度は、合成

すでにコーヒーの摂取量が多い、コーヒーを好む、

系を高める働きが起きてバランスを取るようになるの

好まないという嗜好が、ある遺伝子の配列で決まって

です。

いることが分かりましたし、あるいは魚の摂取量、甘

あるいはかつて、卵は 1 日に 2 個以上摂らないほう

い物を好むかどうかなどに関連する遺伝子座を新たに

がいいなどといわれたことがありましたが、2015 年

見つけています。タンパク質の必要量も生まれながら

の食事摂取基準からはコレステロールの上限の目標量

の個人差があるだろうと考えられます。

もなくなっているので、卵は 1 日 1 個に制限する必要
はなくなり､ 今では卵のタンパク質は実は、コレステ

遺伝子との関連は、今後も継続して研究を続けてい
きます。
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私たちは、ニュートリ

影響

用いてタンパク質だけで
はなく、個々のアミノ酸

食品
栄養素や機能性成分

の機能についても探索し

遺伝子

ています。
興味深いのは、タンパ
ク質を摂取して得られる
アミノ酸と、サプリメン
トなどで、単体で摂取す
るアミノ酸では、作用の

転写産物

（トランスクリプト）

トランスクリプトミクス
トランスクリプト
（mRNAやほかのRNA）

翻訳
タンパク質

プロテオミクス

（プロテイン）

タンパク質の量、構造、活性
タンパク質間相互作用など

酵素反応

メタボロミクス

代謝産物

ことです。食事などから
いるので、一度にある程

２万数千種の遺伝子

転写

仕方が異なる場合がある
摂取できる量は限られて

ゲノミクス

（ジーン）

食品の新規機能性などの徹底解明

ゲノミクスなどの手法を

図4 ニュートリゲノミクスの概念

（メタボライト）

各種代謝物の総合的状態

ニュートリゲノミクスでは、食品から得られる栄養素や機能性成分がどのように生体に影響するのか、遺伝子
や転写産物、代謝産物などさまざまな側面から網羅的に解析、探索する。

度の量を単体で摂取する
ことで、アミノ酸がホルモンのように、シグナル分子
としてダイレクトに生体に作用するようです。

りバランスが非常に悪いのですが、このマウスに卵殻

例えば、不可欠アミノ酸のうち、分子構造としては

膜のような硬いタンパク質を食べさせると腸内細菌が

側鎖に枝分かれした炭素鎖を持つアミノ酸（バリン、

正常な状態にかなり近くなるというデータを出してい

ロ イ シ ン、イ ソ ロ イ シ ン ）を BCAA（Branched Chain

ます。卵殻膜のタンパク質は、グルテンなどと比べて

Amino Acid：分岐鎖アミノ酸）と呼ぶのですが、これは

もいっそう消化されにくいのですが、こうしたタンパ

運動の後に摂取することで疲労抑制作用があることが

ク質が腸内細菌の栄養源となるということでしょう。

わかっています。

食事から入ってくるタンパク質としては、これまであ

ほかにも、トリプトファンには睡眠導入や抗うつ作

まり考えられていなかった分野ではありますが、海外

用がありますし、アルギニンは血管拡張作用がありま

の論文に、卵殻膜の抗炎症作用を報告したものもあり

す。20 種類のアミノ酸にはそれぞれ、いろんな作用

ますので、これからタンパク質の分野で面白い展開が

がありますが、食事と一緒に摂ると個別のアミノ酸の

見られるかもしれません。

作用はマイルドになるかもしれません。単体で摂取し

栄養としてのタンパク質を考えると、必ず、何をど

て一気に血中濃度が上がると、それに連れて作用も一

う食べたらいいのかという話題になりますが、現代の

気に集中するのかもしれません。

日本人の食生活では、さまざまなタンパク質を摂取し

日本人は多様なタンパク質を摂っている
ここまでタンパク質やアミノ酸がヒトの生体作用に
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潰瘍性大腸炎のマウスでは、腸内細菌の多様性が減

ているので、タンパク質の量に関してもアミノ酸のバ
ランスについても、問題がある人は実際、多くないで
しょう。

及ぼす影響を見てきたのですが、私たちは、卵殻膜の

ただ気になるのは､ 妊娠中、体重の増加を気にして

微粉末を摂取することで潰瘍性大腸炎が顕著に抑制さ

食事制限をしてしまう妊婦さんがいることです。昔は

れることを見つけています。卵殻膜は、非常に硬く、

確かに妊娠中に体重が増えすぎると、妊娠中毒症、妊

コラーゲンなどがメッシュになった、分解しにくいタ

娠高血圧、妊娠糖尿病などのリスクが高まるとか、赤

ンパク質なのですが、潰瘍性大腸炎モデルのマウスに

ちゃんが大きくなると難産になるとか、あるいは妊婦

与えた実験では、腸内細菌が劇的に変わるのです。

さんのスリム志向など、さまざまな理由で妊娠中に自
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タンパク質の栄養学
身の体重は増やさず「小さ
く産んで大きく育てる」と

図5 低タンパク質食を摂取した母親から生まれた
仔ラットの血圧（A）
と寿命（B）

いうことが推奨されてい

A

ました。ところが、小さく
生まれてきた子どもは大

きたのです。

*P<0.01

そこで 2006 年からは厚

○20%カゼイン（n=9）
●9%カゼイン（n=10）

生労働省の妊産婦のため
の食生活指針で、体重増加

週齢

幅を大きくするよう示し
ています。しかしそれでも
日本は、2500g 未満で生ま

生存率︵％︶

に増えることが分かって

︶
㎜Hg

患になるリスクが 3 〜 4 倍

B

血圧︵

人になって、さまざまな疾

週齢

高血圧で脳卒中を発生しやすいモデルで、妊娠中に低タンパク質食を摂取した母ラットから生まれた仔ラ
ットは、十分なタンパク質を摂取した母ラットから生まれた仔に比べて、成長後、食塩によって血圧が上
昇しやすく、寿命もより短くなる。11 週齢時から 1％食塩水で飼育。

れてくる低出生体重児の
割合が 10 人に 1 人と、先進国の中で圧倒的に多い状

日本の米の消費量は 1960 年頃の半分程度になってい

況です。その子たちが成人して中高年になったときの

るということですが、新潟工科大学の門脇基二先生の

健康を懸念し、警鐘を鳴らしてはいるのですが、状況

研究によると、日本人はかなりの量のタンパク質を米

はまだ改善されていません。

から摂取してきました。米のタンパク質は、プロテイ

ご飯と味噌汁は合理的な組み合わせ

ンボディという構造体をつくっており存在形態が独特
なのですが、糖尿病性腎症緩和作用、消化管ホルモン

タンパク質に関していえば、高血圧モデルのラット

GLP-1 分泌促進作用、腸管免疫活性化作用などが報告

で妊娠中にタンパク質が不足していると、その子ども

されています。また米タンパク質はリン、カリウムの

は食塩への感受性が高くなり高血圧や脳卒中で死んで

含有量が少ないので、腎臓への負担が少ないという特

しまうような状況が起きます（図 5）
。しかもその影響

徴もあります。

は、時に孫世代にまで及ぶことが分かりました。

一般に多くの植物では、不可欠アミノ酸のリジンの含

さらに私たちは、母体が低タンパク質の場合、腎臓

有量が少ないのですが、米は小麦に比べるとリジンを

で血圧の調節に関連するプロスタグランジン E2 受容

多く含んでいます。さらにリジンは豆類に多く含まれ

体遺伝子（PTGER1）
近傍の DNA のメチル化が起こるた

ますので、ご飯と味噌汁という食事は、非常に合理的

めというメカニズムも解明しました。

な組み合わせなのです。
「◯◯が△△にいいらしい」
と

これはまさに、胎児時代の栄養状態が、成長してか

いう類いの情報が広まりがちですが、それよりもバラ

らの健康にも影響を与えるという DOHaD（Developmental

ンスの取れた食事をすることを考えてほしいと思います。

Origins of Health and Disease）という考え方を証明する

日本ではこれまで、調理や栄養に対する知識が一般

もので、一般の方にお話しをすると、多くの方が関心

の人にも浸透していて、皆さんが家庭で料理を作り、

を寄せてくれます。それは良いことですが、だからと

自分や自分の家族は何を食べるか選択ができていまし

いってこれは決定論ではなく、むやみに不安になるよ

た。ところが、生活スタイルが変化してそれが難しく

りも、その傾向があるなら食塩を摂りすぎないなど、

なってきているように思います。自分の食べるものが

普段の生活に気をつけることのほうが大切です。

体にどのような影響を与えるのか、一人ひとりが冷静

その点、日本食はやはり優れた食事だと思います。

に考える必要があるかもしれません。
（図版提供：加藤久典）
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