グルテン – 沈殿要因−1
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本論文「グルテンー沈殿要因—1」は “Celiac Disease and Gluten” (by Herbert Wieser, Peter Koehler and Katharina
Konitzer) 2014 の第 2 章 Gluten- The Precipitating Factor の一部を紹介す るものである。

1．シリアルの概要

後者はデンプン質の胚乳とアリューロン層で構成さ

穀物は世界中で最も重要な主食である。主な穀物

れている（図 2.1）
。オートムギ，大麦，米，およ

は小麦，トウモロコシ，米，大麦，モロコシ，ヒエ，

び一部の小麦種（例 : スペルト，
エマー，
インコーン）

オートムギ，ライムギである。世界の耕作地のほぼ

では，一般的な小麦やライ麦などの「裸の」穀物の

60% で栽培されている。トウモロコシ，米，小麦

ように，殻は果皮と融合し，脱穀だけでは簡単に除

は穀物の栽培地域の大部分を占め，量は最も多くな

去できない。

。
る（2012 年にはそれぞれ 875，
718，
675 百万トン ）
1）

植物学的には，穀物は単子葉植物イネ科（草科）

食品および動物飼料の生産に使用される。穀類は，

に属する草である。コムギ（Triticum）
，ライムギ

穀粒と呼ばれる乾燥した一種子の実で穎果の形で生

Pooideae（イ
（Secale）
，
およびオオムギ（Hordeum）は，

産され，果皮は種皮に強く結合している。穀物のサ

ネ科）の亜科および Triticeae（小麦連）の族と密

イズと重量は，かなり大きなトウモロコシ粒から小

接に関連するメンバーである（図 2.2）2）。エンバ

さなヒエ粒まで大きく異なる。穀物の構造はかなり

ク（Avena）は亜科 Pooideae 内の Triticeae に比べて

均一で : 果皮と種皮（ふすま）は胚と胚乳を囲み，

遠 く， イ ネ（Oryza）
， ト ウ モ ロ コ シ（Zea）
，ソル
ガム（Sorghum）
，およびヒエ（Pennisetum）は別々
の進化系統を示す。栽培小麦は，5 種から構成され
る ; 六倍体（ゲノム AABBDD）普通小麦（Triticum
aestivum L.） お よ び ス ペ ル ト 小 麦（Triticum spelta
L.); 四倍体（ゲノム AABB）デュラム小麦（Triticum
durum Desf.） お よ び エ マ ー（Triticum dicoccon
(Schrank) Schübler）
， お よ び 二 倍 体（ ゲ ノ ム AA）
einkorn (Triticum monococcum L.）である。パン小麦
とも呼ばれる普通の小麦は，約 1 万年前に Triticum
turgidum（ゲノム AABB）と Aegilops tauschii（ゲノ
ム DD）の自発的な交配によってできた。

図 2.1 小麦粒の切断面図，主部分 : デンプン性内胚乳，
アリューロン層，ふすま（果皮 + 種皮）
，胚
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図 2.2

図 2.3

単子葉植物イネ科に属する穀物の系統

小麦粉タンパク質の 2 次元電気泳動 Dupont et al., (4)
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されるシリアルは，カムット®，テフ，ラギ，およ

の複雑な混合物が含まれていることが明らかになっ

びジョブズティアーズである。各穀物種の中には，

た。たとえば，小麦粉には数百のタンパク質成分が

農業，
技術，
および栄養の最適化のために育種によっ

（図 2.3）
。伝統的に，穀物タンパ
検出されている 4）

て生産された多くの品種が存在する。穀物の化学組

ク質は，溶解度の違いにより 4 つの画分（オズボー

成は，多糖類の形の炭水化物の含有量が高いことを

ン画分）に分類される。
（1）アルブミン，
（2）グロ

3）

特徴としている 。栄養的に利用可能な炭水化物の

ブリン，
（3）プロラミン，
（4）グルテリン 5）。アル

中で，胚乳に沈着したデンプンが優勢である（56

ブミンは，水および希塩溶液に可溶。グロブリンは

～ 74%）
。主にふすまにある利用できない繊維（ア

純水には溶けないが，塩溶液には溶ける。両方の画

ラビノキシラン，β- グルカン，セルロースなど）は，

分は，主に代謝タンパク質で構成される。

2% から 13% の範囲である。成分の 2 番目に重要な

プロラミンは，古くから水および塩溶液には溶け

グループはタンパク質であり，平均範囲 8 ～ 12%

ないが，アルコール水溶液（60 ～ 70% エタノール

に含まれる。特に，
一部の穀物の貯蔵タンパク質は，

など）には溶ける穀物タンパク質として定義されて

セリアック病（CD）の促進因子（沈澱要因）とし

いる。それらは主にモノマーとして存在する。グル

て特定されている。したがって，穀物タンパク質に

テリンは鎖間ジスルフィド結合により重合化する。

ついては，次のセクションで詳細に検討する。穀物

もともとは，アルブミン，グロブリン，プロラミン

脂質は，オートムギ脂質（≈ 7%）を除き，微量成

の抽出後も不溶性のままであるが，希酸または塩基

分（2–4%）に属する。ミネラル含有量の範囲は 1.0%

で抽出可能であると Osborne によって説明されてい

から 2.5% である。シリアルは，ビタミン B 群とト

る 5）。しかし，グルテリンの顕著な部分は酢酸など

コフェロールの優れた供給源である。ミネラルとビ

の弱酸に不溶であり，強酸または強塩基で抽出する

タミンは両方とも，アリューロン層と胚芽に集中し

と，一次構造に影響を与える可能性がある。今日，

ている。

グルテリンの完全な抽出は，水性アルコール（60%
エタノールまたは 50% プロパノール）の混合物，

2．穀物タンパク質
2-1．組成

1950 年 代 以 来， 穀 物 タ ン パ ク 質 は CD（Celiac
Disease）特異的免疫応答の抗原であることが知ら
れている。穀物のタンパク質含量は，遺伝子型（穀

還元剤（たとえば，2- メルカプトエタノールまた
はジチオスレイトール）を含む溶媒により，
高温（た
とえば 50°C）
で達成される。そして，
化合物
（例えば，
尿素またはグアニジン）を分解する 6）。
この処理を使用すると，ジスルフィド結合が切断

物，種，品種）および成長条件（土壌，気候，施肥）

され，グルテリンがモノマーサブユニットとして得

に応じて，6% 未満から 20% 以上の幅広い範囲にあ

られ，さらに，プロラミンなどの水性アルコールに

る。機能の観点から，穀物タンパク質は 3 つのタイ

可溶な単量体サブユニットとしてグルテリンが得ら

プに分類できる。

れる。プロラミンとグルテリンは両方とも貯蔵タン

1．穀物やデンプン粒の外側にある膜タンパク質な

パク質である。小麦粉タンパク質の小さなグループ

どの構造タンパク質。
2．主にアリューロン層と胚に存在する酵素や酵素
阻害剤などの代謝タンパク質。
3．デンプン質胚乳にのみ存在する貯蔵タンパク
質（図 2.1）。

は，4 つの溶解度画分のいずれにも該当しない。デ
ンプンを水を使って除去後，さまざまな穀物の貯蔵
タンパク質には，
小麦ではグリアジン
（プロラミン）
，
グルテニン（グルテリン）という一般名が付けられ
ている ; ライムギではセカリン ; 大麦ではホルデイ

貯蔵タンパク質は，全穀物タンパク質の約 70 ～

ン ; オートムギではアベニン ; トウモロコシではゼ

80% を占める。それらの構造は穀物に特有であり，

イン ; 米ではオリジン ; そしてヒエとモロコシでは

その主な機能は発芽中に穀物胚に窒素とアミノ酸を

カフィリンである。小麦粉生地を水で洗浄してデン

提供することである。

プンと可溶性成分を除去した後に残るタンパク質性

穀物タンパク質の分析に 2 次元（2-D）電気泳動

の塊は，グリアジンとグルテニンから成り，穀物の

が導入されて以来，穀物にはさまざまなタンパク質

化学と技術の分野ではグルテンと呼ばれている。ほ
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とんどの穀物タンパク質は，20 個すべての標準ア

なのは，酸性アミノ酸，特にグルタミン酸の高度な

ミノ酸で構成される。これらは表 2.1 にリストされ

アミド化である。したがって，グルタミン酸は，ほ

ている。さらに，表 2.1 は，3 文字コード（通常は

ぼ完全にグルタミンとしてアミド化された形で存

アミノ酸組成の表示に使用）と 1 文字コード（アミ

在し，このアミノ酸は一般に優勢である（15.5 ～

ノ酸配列の表示に使用）として略語を示している。

37.1mol%）
。すべての貯蔵タンパク質に共通するそ

また，アミノ酸側鎖の化学的性質も示している。

の他の特徴は，必須アミノ酸であるリジン（0.0 ～

アルブミンとグロブリン，プロラミンとグルテリ

4.0%）
，メチオニン（0.5 ～ 2.4%）
，およびトリプト

ンは，アミノ酸組成が大きく異なる。アルブミンと

ファン（0.0 ～ 0.8%）の含量が低いことである。こ

グロブリンはバランスによって特徴付けられ，バラ

のため，穀物貯蔵タンパク質の生物学的価値はかな

ンスのとれた「普通の」組成物（図示せず）
。プロ

り低い。栄養の観点からこの側面を考慮すると，グ

ラミンとグルテリンは，バランスの取れていない

ルテンフリー食（GFD）は消費者にとって不利では

「異常な」組成物を示している（表 2.2 と 2.3） 。
7）

すべてのプロラミンおよびグルテリン画分に典型的
表 2.1

ない。
“ プロラミン ” という名前はプロリン，グルタミ

標準アミノ酸一般名，略名，側鎖の性質
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表 2.2 各穀物 [7]a のプロラミン中アミノ酸組成（mol%)
AA, アミノ酸 ; WH, wheat; RY, rye; BA, barley; OA, oats; RI, rice; MI, millet; CO, corn.
b
Sum ; asparagine (Asn) と glutamine (Gln).
a

表 2.3 各穀物 [7]a のグルテリン (+ 残留タンパク質）中アミノ酸組成（mol%)
AA，アミノ酸 ;WH, wheat; RY, rye; BA, barley; OA, oats; RI, rice; MI, millet; CO, corn.
b
Sum ; asparagine (Asn) と glutamine (Gln).
a
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図 2.4

Amino acids L-glutamine，L-glutamic acid，and L-proline の構造

ンの高含量のアミノ酸組成の特徴から来るが，そ

ラニン（9 ～ 14%）が豊富である。オートムギのプ

れは特に小麦，ライ麦，大麦（35-37% グルタミン，

ロラミンは中程度の位置にある : グルタミン含有量

17-23% プロリン）のプロラミンがそうである。ア

（34%）はコムギのプロラミンと似ており，プロリ

ミノ酸のグルタミンとプロリン（図 2.4）は両方と

ン（10%）とロイシン（11%）の値は米，ヒエとト

も，貯蔵タンパク質の機能において重要だが異なる

ウモロコシに近い。したがって，プロラミンのアミ

役割を果たす。ほとんどのアミノ酸とは対照的に，

ノ酸組成は，穀物の系統発生（図 2.2）およびその

グルタミンには 2 つの窒素（N）原子が含まれてい

8）
CD 毒性と密接な関係を示している 。プロラミン

る。これは，発芽の最初の段階での胚の窒素供給に

と比較して，グルテリンと残留タンパク質は，主に

重要である。プロリンに特有なのは，タンパク質鎖

グルタミンとプロリンが少なく，他のほとんどのア

内にねじれを引き起こす二次アミノ基であり，した

ミノ酸の値が増加して，よりバランスのとれたアミ

がって，デンプン質の胚乳におけるタンパク質鎖の

ノ酸組成を示す。プロラミンと同様に，小麦，ライ

密なパッキングを可能にする。さらに，プロリン残

ムギ，大麦（一方で）と米，ヒエ，トウモロコシ（他

基は，外部の酵素攻撃による貯蔵タンパク質の分解

方で）の間には，オートムギが中間の位置にあり明

を防ぐ。CD の文脈では，グルタミンとプロリンも

確な違いが明らかである。

非常に重要である。

オズボーン画分の含量はかなり異なり，遺伝子型

プロリンが豊富な性質により，グルテンタンパク

と成長条件に依存する。さらに，段階的なオズボー

質は胃腸内腔での完全なタンパク質分解に抵抗性が

ン分画の結果は実験条件によって強く影響され，得

あるため，
長いペプチド断片は胃と小腸で生き残る。

られた分画は明確ではない。したがって，オズボー

さらに，プロリン残基は，ヒト白血球抗原（HLA）

ン画分の定性的および定量的組成に関する文献の

-DQ 結合に好ましいペプチドの左利きのポリプロリ

データは異なり，部分的に矛盾する。平均して，総

ン II らせん構造の形成に寄与する。グルタミンに

タンパク質の最小割合がグロブリン画分に存在し，

富むペプチドは，腸組織酵素トランスグルタミナー

次にアルブミン画分が存在する。例外はオートムギ

ゼ 2（TG2）の優れた基質である。プロリンは，グ

グロブリンであり，総タンパク質の 50% 以上に相

ルタミンに対する酵素の特異性に影響を与えるた

当する。ほとんどの穀物では，プロラミンが主要な

め，特定のグルタミン残基のみが脱アミド化および

部分である。オートムギプロラミンは，しかし，マ

アミド交換の基質であり，どちらも CD 病態メカニ

イナーなタンパク質であり，米はプロラミンがほと

ズムに典型的である。

んどない。オズボーンの各画分は，部分的に関連す

小麦，ライムギ，および大麦のプロラミンは，

る多数のタンパク質で構成されている。現在では，

グ ル タ ミ ン（35 ～ 37%） お よ び プ ロ リ ン（17 ～

酸性ポリアクリルアミドゲル電気泳動（PAGE）
，ド

23%）の最高値を示し，その後にロイシン（6 ～

デシル硫酸ナトリウム（SDS-）PAGE，等電点電気

7%）およびフェニルアラニン（5 ～ 6%）が続く。

泳動（IEF）単独または SDS-PAGE（2-D 電気泳動 ;

ヒスチジン（1–2%）
，リジン（≈ 1%）
，メチオニン

図 2.3）
，および逆相（RP-）およびゲル浸透（GP-）

（≈ 1%）
，およびトリプトファン（<1%）は微量で

HPLC などの高速液体クロマトグラフィー（HPLC）
，

ある。米，ヒエ，モロコシ，トウモロコシのプロ

これらの方法はすべて，各画分の複雑なタンパク質

ラミンは，グルタミン（19 ～ 22%）とプロリン（5

組成を確認できる。これらの方法を使用した単一成

～ 10%）が少ないが，ロイシン（12 ～ 19%）とア

分の調製により，さらなる構造特性評価と分類が可
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能になり，さらに機能性，アレルギー性，CD 毒性

タイプ，時には α/β タイプと呼ばれることが明らか

のテストが可能になった。

になった。タンパク質分類の最も重要な基準は，一
次構造（アミノ酸配列）である。

2. 2．小麦，ライ麦，大麦，オート麦の貯蔵タンパ
ク質

過去数十年で，
ほぼ完全に DNA シーケンスによっ
て決定された穀物貯蔵タンパク質の多数の配列が，

小麦，ライムギ，大麦，およびオートムギのプロ

出版物またはデータベースのいずれかで公開され

ラミンおよびグルテリン画分は，部分的に密接に関

た。データは，系統発生（図 2.2）およびアミノ酸

連する多数のタンパク質で構成されている。この不

組成（表 2.2 および 2.3）に従って，
小麦，
ライムギ，

均一性の理由は，
穀物の進化中の遺伝子変異（置換，

大麦，および一部のオートムギ（プロラミンのみ）

削除，および DNA 核酸塩基の挿入）であり，アミ

の貯蔵タンパク質は密接に関連しており，他の穀物

ノ酸配列に多くの変更が生じた。例として，選択さ

のものと決定的に異なることを示している。相同ア

れた 9 つの α- グリアジンの N 末端アミノ酸配列
（位

ミノ酸配列と類似の分子量に基づいて，Triticeae と

置 1 ～ 40）を図 2.5 に示した。配列の相同性によ

オートムギ（プロラミンのみ）の貯蔵タンパク質は

り，多数のタンパク質成分を少数の異なるタンパク

3 つのグループに分けることができる（表 2.4）

質タイプに減らすことができる。タンパク質分離技

1.HMW グループ ;

術の進歩に伴い，プロラミンモノマーとグルテリン

2. 中分子量（MMW）グループ ;

サブユニットの命名法は段階的に開発されてきたた

3.LMW グループ。

:

12）

め，かなり混乱し，矛盾している。一方で，タンパ

各グループには，さまざまなタイプに割り当てる

ク質は電気泳動移動度の違いに基づいて命名された

ことができる多数の関連タンパク質が含まれてい

（例 :ω-，α-，β-，および γ- グリアジンまたは ω- お

る。タンパク質は，部分的にモノマーとして，部分

よび γ- セカリン）
。一方，用語は分子量の違いに基

的に鎖間ジスルフィド結合によってリンクされたポ

づいている（例，高分子量グルテニンサブユニット

リマーとして存在する。

（HMW-GS）と低分子量グルテニンサブユニット

HMW グ ル ー プ は，
（1） 小 麦 の HMW-GS，
（2）

（LMW-GS）
， ま た は D-，C-， お よ び B-hordeins）
。

ライムギの HMW- セカリン，および（3）大麦の

電気泳動またはクロマトグラフィーの移動度に基づ

D- ホルデインの 3 つのタイプで構成されている。

く命名法は，後で決定される一次構造（アミノ酸配

このグループにはオートムギはない。HMW-GS と

列）による分類と必ずしも一致しない。例えば，ア

HMW- セカリンは，分子量と反復単位の数が異な

ミノ酸配列の研究により，α- グリアジンと β- グリ

る x 型と y 型に細分化できる。HMW グループの

アジンが 1 つのタイプに分類され，ほとんどが α

タンパク質は，分子量 70,000 ～ 90,000 に対応する

図 2.5

α-gliadins の N- 末端アミノ酸配列例，太字は DNA 内の突然変異による変化
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表 2.4

Pooideae 貯蔵タンパク質 a の分類と比率

HMW, high-molecular-weight; MMW, medium-molecular-weight; LMW, low-molecular-weight; GS, glutenin subunit.
a
Wheat, Monopol (9); rye, Halo (10); barley, Golden Promise (11); m=monomeric; p=polymeric.

表 2.5

小麦，ライ麦，大麦の High-Molecular Weight グループタンパク質のアミノ酸組成（mol%)

AA, ア ミ ノ 酸 ; HMW-GSx, wheat high-molecular-weight glutenin subunit x-type; HMW-GSy, wheat high-molecular-weight
glutenin subunit y-type; HMW-SECx, rye high-molecular-weight secaline x-type; HMW-SECy, rye high-melecular-weight
secalin y-type; D-HOR, D-hordein.
b
Accession number of proteins in database Uni Prot KB used for calculation.
a

約 600 ～ 800 のアミノ酸残基で構成されている。ア

約 100 残基の非反復 N 末端ドメイン A，
（2）約 500

ミノ酸組成は，総アミノ酸残基の約 60% を占める

～ 700 残基の反復中央ドメイン B，および（3）約

グ ル タ ミ ン（ 約 26 ～ 36%）
， グ リ シ ン（ 約 16 ～

40 残基の非反復ドメイン C。ドメイン A および C

20%）
，およびプロリン（約 10 ～ 15%）の高い含有

は，ほとんどまたはすべてのシステインと荷電アミ

量によって特徴付けられる（表 2.5）
。アミノ酸配

列は，
3 つの構造ドメインに分割できる（図 2.6）
（1）
:
8 New Food Industry (New Food Indust.) 2021 Vol.63 No.6

ノ酸（グルタミン酸，アルギニン）を含む，比較的
バランスの取れたアミノ酸組成によって特徴付けら
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HMW グループのサブユニット間の違いは，主に
単一の残基の変更と反復の数と配置によるもので
ある。例えば，x タイプは短いドメイン A と長いド
メイン B によって y タイプとは異なる。小麦の製
パン品質にとって HMW-GS の重要性のため，単一
のサブユニットはコーディングに従って番号が付
図 2.6 小麦，ライ麦，大麦の High-molecular-weight
（HMW）グループタンパク質の概略構造

(A，N- 末端ドメイン ; B- くりかえしドメイン ; C，C- 末端
ドメイン ; 各タンパク質は表 2.5 に対応。HMW-GSx, wheat
high-molecular-weight glutenin subunit x-type;HMW-GSy,
wheat high-molecular-weight glutenin subunit y-type;
HMW-SECx, rye high-molecular-weight secaline x-type;
HMW-SECy, rye high-melecular-weight secalin y-type;
D-HOR, D-hordein).

れる。ドメイン B には，QQPGQG などの多数の反
復ヘキサペプチドがバックボーンとして含まれてい
る。これらは頻繁に変更され，YYPTSP などのヘキ
サペプチドや QQP や QPG などのトリペプチドに
よって散在している。
表 2.6

けられている。ゲノム（1A，1B，または 1D）
，タ
ンパク質タイプ（x または y）
，および SDS-PAGE
の移動度（元々は 1 番から 12 番）
。命名法の例は，
HMW-GS1Ax1，1Bx7，および 1Dy10 である 13）。一
般に，HMW グループのタンパク質はプロラミン画
分にモノマーとしては存在しないが，鎖間ジスル
フィド結合によって重合され，グルテリン画分に存
在する。ジスルフィド結合の還元後，得られたサブ
ユニットはプロラミンのようにアルコールに可溶で
ある。
MMW グループは，小麦の同種の ω1,2- グリアジ
ン，ライ麦の ω- セカリン，および大麦の C- ホル
デインで構成される。これらのタンパク質には 300
～ 400 の残基が含まれており，約 40,000 の分子量

小麦，ライ麦，大麦 a の Medium-Molecular-Weight グループタンパク質のアミノ酸組成（mol%)

a

AA, amino acid; ω5-GLI, ω5-gliadin; ω1, 2-GLI, ω1, 2-gliadin; ω-SEC, ω-secalin; C-HOR, C-hordein.
Accession number of proteins in database Uni Pro KB used for calculation.

b
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にモノマーとして発生し，水性アルコールに，そし
て部分的には水にさえ容易に溶解する。それらはほ
ぼ完全に反復配列で構成されており，短い非反復
N 末端ドメインと C 末端ドメイン（最大 30 残基ま
で）しかない（図 2.7）
。中央ドメインには，主に

図 2.7 小 麦， ラ イ 麦， 大 麦 の medium-molecularweight グループタンパク質の概略構造

(A, N- 末端ドメイン ; B, くりかえしドメイン ; C, C- 末端ドメ
イン ; 各タンパク質は表 2.6 に対応 ; ω5-GLI, ω5-gliadin; ω1,
2-GLI, ω1, 2-gliadin; ω-SEC, ω-secalin; C-HOR, C-hordein).

グルタミン，プロリン，フェニルアラニンからなる
リピートが含まれている。ω1,2- グリアジン，ω- セ
カリン，C- ホルデインの典型的な繰り返し単位は，
QPQQPFP などのヘプタペプチドである。ω5- グリ
アジンのものは，リピートの数と組成（QQQPF）
が異なる。

に相当する。さらに，小麦には，400 以上の残基と

LMW グループは，単量体タンパク質と高分子タ

約 50,000 の分子量を持つユニークな ω5- グリアジ

ンパク質に分類できる。単量体タンパク質には，α-

ンが含まれている。MMW グループに対応するタン

および γ- グリアジン（小麦）
，γ-40k- セカリン（ラ

パク質はオートムギには存在しない。MMW グルー

イムギ）
，γ- ホルデイン（大麦）
，およびアベニン

プのタンパク質は，通常，グルタミン，プロリン，

（オートムギ）が含まれる。高分子タンパク質は，

およびフェニルアラニンの含有量が非常に高く，ア

LMW-GS（小麦）
，γ-75k- セカリン（ライムギ）
，お

ミノ酸残基全体の約 80% を占める非常に不均衡な

よび B- ホルデイン
（大麦）
である。それらの配列は，

アミノ酸組成を持っている（表 2.6）
。それらは主
表 2.7

γ-75k- セカリン（≒ 430 残基，分子量≈ 50,000）お

小麦，ライ麦，大麦，オート麦 a の Low-Molecular-Weight グループタンパク質のアミノ酸組成（mol%)

AA, ア ミ ノ 酸 ; α-GLI, α-gliadin; γ-GLI, γ-gliadin; LMW-GS, wheat low-molecular-weight glutenin subunit;
γ-75k-SEC, γ-75k-secalin; γ-HOR, γ-hordein; B-HOR, B-hordein; AVE, avenin.
b
Accession number of proteins in database Uni Prot KB used for calculation.
a
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α- グリアジンは最大 18 残基長のポリグルタミン
配列を含んでいるが，B- ホルデインはグルタミン
とロイシンが豊富な 30 アミノ酸残基の配列で構成
されている。セクション III では，
長さ
（68 ～ 73 残基）
と組成の高い相同性が示される。セクション IV に
関して，LMW グループのタンパク質は，長さが異
なる（25 ～ 55 残基）部分的に相同で部分的にユニー
図 2.8 小麦，ライ麦，大麦，オート麦の low-molecularweight（LMW) グループタンパク質の概略構造

（sectionsI-II, N 末 端 ド メ イ ン ; sections III-V, C 末 端 ド メ イ
ン ; 各 タ ン パ ク 質 は 表 2.7 に 対 応 ; α-GLI, α-gliadin; γ-GLI,
γ-gliadin; LMW-GS, wheat low-molecular-weight glutenin
subunit; γ-75k-SEC, γ-75k-secalin; γ-HOR, γ-hordein; B-HOR,
B-hordein; AVE, avenin).

クな配列を持っている。セクション V は，相同セ
クション Va と短い固有セクション Vb に分けるこ
とができる。それらの長さは類似している（42 ～
55 残基）が，それらの相同性の程度はセクション
III と比較して低くなっている。
タ ン パ ク 質 の す べ て の HMW，MMW， お よ び
LMW グループの最も特徴的な機能は，反復配列で

よびアベニン（≈ 200 残基，分子量≈ 23,000）を除

あり，これまでに特定されたほとんどの CD 活性ペ

いて，約 28,000–35,000 の分子量に対応する約 300

プチドはこれらのセクションから派生している（セ

のアミノ酸残基で構成されている。
アミノ酸組成は，

クション 3.5 を参照）
。それらの組成は，グルタミ

優勢なグルタミン（28 ～ 36%）とプロリン（11 ～

ン（Q）とプロリン（P）が優勢である。さらに，
フェ

22 に加えて，ロイシン（5 ～ 9%）やバリン（5 ～

ニルアラニン（F）
，チロシン（Y）
，ロイシン（L）

8%）などの疎水性アミノ酸の含有量が比較的高い

などの疎水性アミノ酸残基が頻繁に発生する。例外

ことを特徴としている（表 2.7）
。構造的相同性に

は，高グリシン（G）含有量によってさらに特徴づ

よれば，アミノ酸配列は，セクション I および II を

けられる HMW グループタンパク質の反復配列で

含む N 末端ドメインと，セクション III，IV，およ

ある。反復単位は長さと頻度が異なり，単一のアミ

び V を含む C 末端ドメインに細分化できる
（図 2.8）
。

ノ酸残基の交換，挿入，または削除によって変更さ

N 末端ドメインはグルタミンとプロリンに富んで

れる。各タンパク質タイプには，反復単位のユニー

いるが，C 末端ドメインは，よりバランスのとれた

クなプロフィールがある。図 2.9 は，小麦とオート

組成を持ち，グルタミンが少なく，プロリン含有量

ムギのアベニンの貯蔵タンパク質タイプの反復シー

が大幅に減少しているが，
荷電残基（グルタミン酸，

ケンスの例を示している。ω1,2- および γ- グリアジ

リジン，アルギニン）と疎水性側鎖（ロイシン，イ

ンに存在するペプチドモチーフ QQPQQPFP は，明

ソロイシン，バリン）を持つ。N 末端ドメインは，

らかに反復配列の先祖のモチーフの 1 つである。

比較的短い非反復配列（セクション Ia）で始まる。

これらは，ω5- グリアジンの QQQFP ユニットと，

これは，最大 32 残基長で，各タイプに固有であ

α- グリアジンの QPQPFP および PQQPYP ユニット

る。セクション Ia は B ホルデインにはない。セク

に変更される。LMW-GS は，QQQPPFS などの反復

ション Ib は，グルタミン，プロリン，フェニルア

単位により大きく異なる。HMW-GS は，QQPGQG

ラニンが豊富で，QPQPFPPQQPY（α- グリアジン）
，

ユニットと，トリペプチド（QPG または QQG）お

QQPQQPFP（γ- グリアジン，γ-75k- セカリン，γ- お

よびヘキサペプチド（YYPTSP）の挿入によって

よ び B- ホ ル デ イ ン ）
，QQPPFS（LMW-GS）
，また

形成される骨格によって特徴付けられる。ライム

は PFVQQQQ（アベニン）
。タンパク質の種類によっ

ギ（セサリン）およびオオムギ（ホルデイン）の貯

て，
セクション Ib の長さは大きく異なり，
22 残基
（ア

蔵タンパク質は，小麦のさまざまなグリアジンお

ベニン）から 273 残基（γ-75k- セカリン）の範囲で

よびグルテニンタイプと相同であり（表 2.4）
，対

ある。セクション II は，α- グリアジンと B- ホルデ

応する反復配列を含む。オートムギアベニンには，

インにのみ存在するため，これらのタンパク質タイ

PFVQQQQ お よ び QPQLQQVF の 2 つ の 反 復 シ ー

プに固有である。

ケンスユニットがある（図 2.9）
。小麦，ライムギ，
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図 2.9 小麦グルテンタンパク質タイプとオートアベニンの繰り返しユニット（タンパク質は表 2.5-2.7 に相当）; 繰
り返し配列の a 一部 ;b 完全繰り返し配列

大麦のタンパク質タイプとは大きく異なる。プロリ

ク質に弾性特性を付与すると考えられている。グル

ンが豊富な反復配列を含むタンパク質の空間的コン

テンタンパク質のプロリンが少ない非反復配列は α

フォメーションは，α ヘリックスと β シート構造の

ヘリックスが豊富で，鎖内ジスルフィド結合によっ

欠落によって特徴付けられる。それらは，ポリ -L-

て安定化されたコンパクトな球状構造を形成する。

プロリン I および II 構造を含む伸びた立体構造を

プロリンが豊富な反復配列で構成されるタンパク質

持っている。これらの構造の重要な立体構造上の特

セクションは，消化管での酵素分解に耐性がある。

徴は，逆回転（β ターンまたは β ベンド）である。

リジンおよびアルギニン残基（K–X，R–X）の後に

それらは，ペプチド鎖が突然方向を変えるコーナー

ペプチド結合を切断するトリプシンは，これらのア

で発生する。HMW-GS の場合，このようなコーナー

ミノ酸が不足しているため無効である。ペプシンと

には，主にプロリン，グルタミン，グリシンを含む

キモトリプシンの活性は，通常，疎水性アミノ酸残

4 つのアミノ酸が含まれる。

基（例えば，L–X，F–X，Y–X）の後に（ペプシン，

Tatham と共同研究者は，これらのサブユニット

前にも）切断される。L–P，F–P，Y–P，およびこ

の定期的に繰り返される β ターン（QPGQ）は，結

れらの特定のペプチド結合は，ペプシンとキモトリ

合組織タンパク質エラスチン（VPGV）に似たゆる

プシンによってほとんど切断されない。

いらせん構造（β らせん）を形成するように組織化
することを提案した

14）

。両方のらせんは，タンパ
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殊な細菌や真菌によって生成されるが，ヒトの消化

ング特性のために，穀物の中で小麦の例外的な位置

管には存在しない。
反復配列の違いから判断すると，

を占めている。グルテンは通常の状態では水に溶け

HMW グループと LMW-GS のタンパク質は，Y–Y

ない。その不溶性と疎水性にもかかわらず，グルテ

（HMW-GS）や F–S（LMW-GS）などの切断可能な

ンはその乾燥重量の約 2 倍の水を吸収する。水和グ

ペプチド結合のため，酵素消化に対して最も感受性

ルテンネットワークが形成されるため，小麦粉は水

が高いようである。頻繁に存在する。前述のように，

と混合すると粘着性の粘弾性生地を形成する。した

貯蔵タンパク質の定量的組成は，遺伝子型と成長条

がって，生地は発酵中に生成されたガスを保持し，

件に強く依存している。それにもかかわらず，いく

これによりパンを焼いた後に均一に穴が開いた弾力

つかの一定のデータが観察できる（表 2.4）
。HMW

のあるパンになる。グルテンは，主に小麦粉の 2 つ

グループのタンパク質は微量成分に属し，LMW グ

の主要なタンパク質画分で構成されている :（1）グ

ループのタンパク質は最も豊富である。LMW グ

リアジンと（2）グルテニン 16）。

ループ内では，小麦の場合のように単量体タンパク

両方の画分が小麦生地の物理的特性（凝集性，粘

質が高分子タンパク質を上回るが，ライムギと大麦

度，伸展性，弾性）を決定的に説明することは一般

は単量体タンパク質よりより重合化タンパク質の方

的に受け入れられている。これらは，これらのプロ

が上回る。MMW グループのタンパク質の割合は，

パティの重要な貢献者であるが，機能は異なる。水

低範囲の ω- グリアジン，中範囲の ω- セカリン，お

和グリアジンは弾性がほとんどなく，グルテニンよ

よび高範囲の C- ホルデインとは大きく異なる。オー

りも粘着性が低い。それらは主に生地の粘度と伸展

トムギのグルテリンはグロブリン様タンパク質に

性に寄与する。対照的に，水和グルテニンは粘着性

対応するため，LMW グループに属するアベニンは

で弾力性があり，生地の強度と弾力性に関与する。

オートムギ貯蔵タンパク質の唯一のタイプを表す。

したがって，
小麦グルテンは「2 成分接着剤」であり，
グリアジンはグルテニンの可塑剤または溶媒として
（図 2.10）
。望ましい生地とパンの特性
機能する 6）

2. 3．小麦グルテン
1745 年，イタリアの生化学者 Jacopo Beccari15）は，

小麦グルテン（図 1.2）を植物由来の最初のタンパ

ク質として「Defrumento」
（穀物に関する）の記事

を得るには，2 つの適切な混合物（≒ 2:1）が不可欠
である。グルテンは，非常に複雑な化学構造によっ
て特徴付けられる。

で説明した。それ以前は，タンパク質は動物起源の

小麦貯蔵タンパク質に対応する数百のタンパク質

材料にのみ存在すると信じられていた。小麦の世界

成分で構成され，小麦粒のデンプン質の胚乳で形成

的な収量に基づいて，推定 5,000 万トンの小麦グル

される。同様に，
それらは異なるグリアジン型
（ω5-，

テンが毎年生産されており，植物タンパク質の中で

ω1, 2-，α-, および γ- グリアジン）およびグルテニ

も主要クラスとなっている。小麦グルテンの特別な

ン型（HMW- および LMW-GS）16）に分類される（セ

物理的および化学的特性は，小麦粉の独特のベーキ

図 2.10

クション 2.2 を参照）
。アミノ酸配列に加えて，タ

gliadins, glutenins で形成された 2 成分接着剤のグルテン概略図
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図 2.11

α-gliadin をセクション I, II, III-V に分けた時の 2 次元構造

ンパク質の共有結合および非共有結合と分子量分布

は，鎖間ジスルフィド結合で結合された LMW-GS

により，グルテンのユニークな化学的および物理的

ポリマーと HMW-GS ポリマーで構成されている
（図

特性が決まる。ジスルフィド結合は，
グルテンの
「構

2.12）
。重合は，グルタチオンやシステインなどの

造」
の最も重要な決定要因の 1 つである。それらは，

いわゆるターミネーターによって停止される。ジス

システイン残基のスルフヒドリル基間で，単一のタ

ルフィド結合に加えて，
水素結合などの非共有結合，

ンパク質内（鎖内）またはタンパク質間（鎖間）で

および程度の低いイオン結合や疎水結合が複雑なグ

形成される

17）

。いくつかの例外を除いて，ω5- およ

ルテン構造に寄与している 6）。

び ω1, 2- グリアジンはシステインを含まず，モノ

グルテンのさらなる特徴は，タンパク質の分子量

マーとして存在する。ほとんどの α- グリアジンと

分布が広いことである 3）。単量体グリアジン（ω5-，

γ- グリアジンはそれぞれ 6 個と 8 個のシステインを

ω1, 2-, α-, γ- グリアジン）の分子量は約 30,000 ～

含み，配列セクション III と V の間にまたは間に存

55,000 である。モノマーに加えて，アルコール可溶

在する 3 つまたは 4 つの相同鎖内ジスルフィド結合

性グリアジン画分には，分子量がおよそ 60,000 か

を形成する（図 2.8）
。α グリアジン構造の 2 次元モ
デルを図 2.11 に示す。N 末端ドメイン（セクショ

ら 600,000 の範囲のオリゴマーが含まれている。そ
れらは，修飾されたグリアジン（奇数のシステイン

ン I および II）にはシステインがなく，その結果，

を含む）と鎖間でリンクされた LMW-GS で構成さ

ジスルフィド結合がない。C 末端ドメイン
（セクショ

れている。それらは，HMW グリアジン，凝集グリ

ン III，IV，および V）には，2 つの小さな環（AB

アジン，またはエタノール可溶性グルテニンとは異

および C）と大きな環（D）を形成する 3 つの鎖内

なる名前が付けられている。アルコール不溶性グル

ジスルフィド結合に関与する 6 つのシステイン残基

テニン画分には，
LMW- および HMW-GS のポリマー

が含まれる

18）

。

が結合しており，分子量が 600,000 から 1,000 万を

8 つのシステインを持つ γ- グリアジンは，別々の

超える。グルテニンマクロポリマーと呼ばれる最大

環 A と B で 4 つの鎖内ジスルフィド結合を形成す

のポリマーは，自然界で最大のタンパク質に属して

。LMW-GS には 8 つのシステイン残基が含ま

いる可能性がある 20）。ライムギ粉には小麦粉タン

れており，そのうち 6 つは，α- および γ- グリアジ

パク質と相同のタンパク質が含まれているが，グル

ンのものと相同な 3 つの鎖内ジスルフィド結合を形

テンを形成する能力は失われている。
構造の違い
（ジ

成する。セクション I および IV にある 2 つのシス

スルフィド構造，分子量分布，モノマーとポリマー

テイン残基は LMW-GS に固有であり，それらは主

の比率など）が理由として議論されている 21）。

る

19）

に同じタイプのシステインとの鎖間結合に関与して

さらに，ライムギ粉のアラビノキシラン含有量

いる。同様に，HMW-GS は鎖内および鎖間ジスル

が高いため，ドウの混合中に貯蔵タンパク質の凝

フィド結合を形成し，後者はエンドツーエンド重合

集がライムギグルテンを形成するのを防ぐようで

に関与している。したがって，グルテニン凝集体

ある 22）。小麦グルテンは実験室で小麦粉と水を混ぜ
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図 2.12

x- と y-type HMW-GS と LMW-GS からなる重合化した glutenin のブロック構造モデル

てドウにし，手動でまたは特定の機器（Glutomatic®，

て，さまざまな焼き製品の要件を満たすことができ

Perten Instruments）でデンプンと水溶性物質を水流

るため，使用する小麦粉の焼き品質が異なっていて

で洗い流すことで簡単に調製できる。このプロセス

も，製パンプロセスを標準化できる。

により，いわゆるウェットグルテンが得られる。こ

さらに，ペットフード業界ではかなりの量のグル

のグルテンは，乾燥させて，粉砕してバイタルグル

テンが使用されている。CD 患者は，多くの複合食

テンとして知られる製品にすることができる。グル

品に「隠れた」グルテンが予期せず存在することに

テンの工業的大規模生産は，原則として，単純な

注意する必要がある 23, 24）。食肉および魚産業は，小

実験室手順に似ている : 小麦粉からドウまたはバッ

麦粉グルテンのユニークな接着性と熱硬化性を，ひ

ターを準備し，凝集したグルテンをデンプンおよび

き肉，テクスチャー加工肉，肉類，缶詰ハム，ソー

他の成分から分離し，リングドライヤーでグルテン

セージ，鶏肉ロール，シーフード類などの製品に使

を乾燥させ，均質化のために粉砕する。重要なグル

用している。水和グルテンのユニークな粘弾性特性

テンは小麦デンプン生産の重要な副産物である。

は，模造モッツァレラなどの合成チーズの製造に活

市販のグルテンの組成は，
出発材料（小麦の種類）

用できる。グルテンの水結合と増粘特性は，アイス

およびプロセス条件，特に洗浄の程度に応じて大き

クリーム，インスタントプディング，スープ，ソー

く異なる。平均して，バイタルグルテンには，タ

ス，ケチャップ，マリネ，ドレッシングの品質を改

ンパク質 80%，脂質 7%，水 6%，デンプン 5%，ア

善するために使用される。
グルテンは，
コーンフレー

ラビノキシラン 1%，および灰 1% が含まれている。

クやパフライスなどの朝食用シリアルの製造にも使

伝統的に，食品用途における重要なグルテンの主な

用される。グルテンは，ビタミンやミネラルのサプ

使用は，ベーカリーおよび製パン産業であり，現在

リメントを結合し，製品の強度とサクサク感を改善

も続いている。グルテンは小麦粉改良製品の重要な

するのに役立つ。酸によって部分的に加水分解され

成分であり，高タンパク質含有量と水分吸収，生地

たグルテンタンパク質は，高い乳化能力と良好な溶

の取り扱いの改善，パンの品質向上を保証する。さ

解性を持ち，コーヒークリーマーなどで添加剤とし

らに，パン屋は，さまざまな量のグルテンを追加し

て使用される。
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図 2.13

高圧処理後，食品色素で染色したグルテンファイル箔

小麦グルテンには，非食品産業でも多くの用途が

化されている 25）。主要なサブクラスである α ゼイ

ある（接着剤，
コーティング，
洗剤，
ホイルなど）
（図

ン（全ゼインの 71 ～ 85%）
，続いて γ- ゼイン（10

2.13）
。食用グルテン箔
（例えば，
果物やチーズのコー

～ 20%）
，β- およびδ - ゼイン（各 1 ～ 5%）
。α- ゼ

ティング用）が市場に導入された後，コーデックス

インは，分子量 19,000 および 22,000 の単量体タン

規格 163-1987 は，本来グルテンを含まない食品へ

パク質である。それらのアミノ酸配列には，グルタ

のこれらの箔の使用を禁止した。グルテンは，一部

ミンとプロリンが豊富な最大 10 個の反復単位が含

の医薬品，切手糊，および化粧品（口紅など）に含

まれているが，これらは，小麦およびオートムギの

まれている場合がある。アミノ，カルボキシ，カル

ものとは異なる。他のサブクラスのゼインはジス

ボキサミド，およびチオール基の化学修飾または酵

ルフィド結合によって架橋されており，そのサブ

素処理により，グルテンの粘弾性特性のさまざまな

ユニットの分子量は 18,000 および 27,000（γ- ゼイ

バリエーションが可能になる。また，グルテンは容

ン）
，
18,000（β- ゼイン）
，
10,000（δ- ゼイン）である。

易に生分解され，再生可能で持続可能な原料から製

ソルガムとヒエの貯蔵タンパク質（カフィリン）は，

造されるため，石油ベースのポリマーの代替品とし

ゼインと密接に関連しており，類似している。

てのグルテンにも関心がある。

カフィリンは，溶解度，分子量，およびアミノ酸
配列に基づいて，α，β，γ，および δ サブクラスに

2. 4．トウモロコシ，米，モロコシ，ヒエの貯蔵

も細分化される 26）。α- カフィリンは単量体タンパ

タンパク質トウモロコシ，米，モロコシ，ヒエの

ク質であり，主要なサブクラスであり，総カフィリ

貯蔵タンパク質は，小麦，ライムギ，大麦，オート

ンの約 65% ～ 85% を占めている。他のサブクラス

ムギの貯蔵タンパク質とは大きく異なる。アミノ酸

のタンパク質は，
高度に架橋されており，
ジスルフィ

組成には，グルタミンとプロリンが少なく，ロイシ

ド結合の還元後にのみアルコールに可溶である。平

ンなどの疎水性アミノ酸が多く含まれている
（表 2.2

均して，これらのそれぞれは総カフィリンの 10%

および 2.3） 。トウモロコシ貯蔵タンパク質（ゼ
7）

未満を占めている。イネ（オリジン）の貯蔵タンパ

イン）は，アルコール可溶性モノマーゼインと，加

ク質は，プロラミンとグルテリンの比が非常に不均

熱時またはジスルフィド結合の還元後にのみアル

衡であるという特徴がある
（≈ 1:30）
。両方の画分は，

コール可溶性である架橋ゼインに分類できる。構造

穀物貯蔵タンパク質の中で最も低いプロリン含有量

の違いによると，ゼインは 4 つのサブクラスに細分

（約 5mol%）を示している 27）。プロラミン成分の分
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図 2.14 トウモロコシ・ゼイン cZ22A1(28)(accession number Q9SBC4: database Uni Prot KB) のアミノ酸配列，太字
（Q) は潜在的に TG2 で脱アミド化されたグルタミン残基である。

子量は 17,000 から 23,000 の範囲であり，グルテリ

3 つのペプチドのみを生成する。それらの構造は，

ンサブユニットの分子量は 20,000 から 38,000 の範

HLA-DQ バインディングの要件に適合しない。対

囲である。トウモロコシ，米，モロコシ，およびヒ

照的に，Chabrera-Chavez と共同研究者は，in silico

エからの貯蔵タンパク質のアミノ酸配列は，知られ

分析により，ゼインの消化性トリプシン消化物中の

ている限り，グルテンタンパク質のものとは完全に

いくつかの免疫反応性 α- ゼインペプチドを同定し

異なる。図 2.14 は，例としてのゼイン cZ22A1（α-

た 29）。彼らは，トウモロコシプロラミンは CD 患者

ゼイン）の配列を示している 28）。

の限られたサブグループにとって有害であり，この

グルタミンのアミド分解のアルゴリズムによれ

サブグループは GFD に加えてトウモロコシフリー

ば，ゼインは TG2 によって頻繁にアミド分解され

の食事療法に従うべきであると仮定した 30）。しか

る。しかし，このタンパク質タイプは消化管の酵素

し，ゼインの前に免疫原性と毒性に関する包括的な

によって十分に消化される。ペプシン，トリプシ

in vivo および

ン，キモトリプシンによるインシリコ（コンピュー

対応して，CD 患者に無害な食品成分としてトウモ

ター上で）フラグメンテーションは，8 アミノ酸残

ロコシが問題になっている。

試験を実施する必要があり，それに

基（8 ～ 18，63 ～ 74，233 ～ 241）を超える長さの
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