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Summary
Quinoa（Chenopodium quinoa Willd.）, originating from the Andes region of South America, has attracted attention to a new food resource with high nutritional value. The seeds contain globulin as a storage
protein. The purpose of this study was to characterize globulins from two diﬀerent ecological types, Altiplano and Sea-level. Globulin was extracted with salt-solution and precipitated at pH 5. On Sepharose
CL-6B gel ﬁltration, it was found that the molecular weights of the globulin from Altiplano and Sealevel types were 340,000 and 380,000, respectively, and contained 0.5% and 0.08% of phosphate, respectively. SDS-PAGE analysis showed that the globulin from Altiplano type was composed of 4 subunits（22,
23, 32, and 36 kDa）, whereas the globulin from Sea-level type consisted of 7 subunits（22, 23, 28, 32,
38, 43, and 50 kDa）. These subunits could be separated into acidic and basic subunits on a chromatofocusing of the carboxymethylated globulins. Emulsifying activities of the quinoa globulins were about 50%
lower than those of soybean and amaranth globulins, in spite of having higher surface hydrophobicity.
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Ⅰ．緒言

他、パフ菓子や焙煎茶などさまざまな調理加工法が知ら

キノア（Chenopodium quinoa Willd.）は南米アンデス

れている 2 , 3 ）。

地方原産、双子葉類アカザ科アカザ属の 1 年性植物で

キノアの種子は、直径 2 〜 3 mm の楕円形で、澱粉

ある。キノアの種子は、かつてトウモロコシとともにイ

質に富む外胚乳組織の周りを胚芽が帯状に取りまく構造

ンカ帝国の主要な食糧源であった 。最近のデータによ

をしており、ヒユ科アマランス（Amaranthus spp.）種子

ると、主要生産国はペルーとボリビア（海抜 2 ,000m 〜

と類似している 4 , 5 ）。コメや小麦などの穀類に比べてタ

4 ,000m）であり、栽培面積は80,000ha、年間生産高は

ンパク質（14％）、脂質（9.7％）、灰分（3.4％）含量

55,000トンであるという 。

が多く、さらに Ca、Mg、Fe、Zn などのミネラルも豊

1）

2）

キノア種子は粉にしてパンやパスタを作ったり、粒の
まま粥にしたり、スープ、シチュー、サラダに使われる

富に含まれていることなど、優れた栄養価を有している
。このため、アメリカ科学アカデミーや NASA に

1,2,6）

（1）
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よって、新規食材として注目されている 7 ）。

BQG、NQG と略す。比較実験のため、アマランス種子

さて、キノアの品種は、生態系の違いをもとに 4 つ

（A.hypochondriacus K343）からも上述と同じ方法で粗グ

に分類される 8 ）。ボリビア、ペルーの国境地域の標高

ロブリンを調製した。また、分離大豆タンパク質（SPI）

4 ,000m 付近に分布する Altiplano type、ペルー中部の標

は不二製油（株）から恵与された。

高 2 ,000 〜 4 ,000m 付近に分布する Valley type、ボリビ
ア南西部の標高 4 ,000m 付近に分布する Salar type、チ

2

ゲル濾過法によるグロブリンの精製

リ中南部の標高の低い地域を起源とする Sea-level type

あらかじめ 0 . 5 M 塩化ナトリウム・50mM トリス塩

の 4 品種である。現在国内で市販されているのは、主

酸緩衝液（pH 8.0）で平衡化した、Sepharose CL- 6 B

にボリビア産の Altiplano type である。一方、日本大学

（2.5×75cm）カラムに、BQG、NQG を供し、同緩衝液

および山梨県総合農業試験場は、新規需要作物として

で溶出（流速23 ml/h）し、 5 ml ずつ集めた 。分子量

Sea-level type を日本へ導入し、国産キノアの開発を目

の測定は、既知分子量のタンパク質［チログロブリン

指し、栽培試験を行っている 。

（分子量669,000）、フェリチン（440,000）、カタラーゼ

9）

キノア種子のタンパク質は、量的にはグロブリンと

（232,000）、アルドラーゼ（158,000）］の Kav と分子量と

アルブミンが多い10）。しかし、キノアの貯蔵タンパク質

の関係を表す検量曲線を作成し、算出した。タンパク質

は、 ソ バ（Fagopyrum esculentum Moench） や ア マ ラ ン

の定量は色素結合法12） に従った。リン酸はモリブデン

ス（Amaranthus spp.）と同様に11Ｓタイプのグロブリン

酸アンモニウム法で測定した。

であり、Chenopodin とよばれる 。貯蔵タンパク質は
11）

プロテインボディーに貯蔵され、発芽時や生長に必要な
窒素源となる。本研究は、キノア種子の貯蔵タンパク質

3 グロブリンサブユニットの還元アルキル化
とクロマトフォーカシングによる分画

であるグロブリンに着目し、食品開発にむけての基礎的

キノアグロブリンのサブユニットを分別するために、

知見を得ることを目的とした。すなわち、これまで情報

還元アルキル化を行った13）。すなわちサブユニット間の

の少ないキノアグロブリンの物理化学的性質、食品タン

S-S 結合を切断（還元）した後、S-S への再結合を防ぐ

パク質の機能性の一つである乳化特性を Altiplano type

ため、-SH 基にアルキル基を導入した。BQG、NQG（約

および Sea-level type の 2 品種について調べた。また乳

40mg）を 5 ml の緩衝液 A［ 6 M 尿素 - 25mM イミダゾー

化特性については、アマランス種子グロブリンおよび大

ル - 塩酸緩衝液（pH 7.4）］に溶解し、さらに、尿素濃

豆グロブリンと比較した。

度を上げて 8 M とし、 1 mM EDTA、10mM ジチオスレ
イトールの濃度になるように各試薬を加えた。室温で 2

Ⅱ．実験方法
1

時間静置後、0.2M ヨード酢酸の濃度になるように試薬

グロブリンの抽出

を加えて、暗所、室温で30分間静置した。その後、緩衝

Altiplano type（ボリビア産）および Sea-level type（日
本産、NL 6 系統）のキノア種子は、それぞれ大日本明

液 A に対して、 5 ℃で24時間透析を行い、還元アルキル
化試料とした。

治製糖㈱、山梨県総合農業試験場より恵与された。実験
には種子玄穀（殻付き）を乳鉢ですりつぶし60 mesh の
ふるいに通したものを用いた。

あ ら か じ め 緩 衝 液 A で 平 衡 化 し た PBE94 ゲ ル
（Pharmacia Biotech.）を充填したカラム（ 1 ×12cm）に、
還元アルキル化した BQG、NQG を供した。溶離液には

試料粉末 1 g に10ml の蒸留水を加え、マグネチック
スターラーを用いて、室温で30分間撹拌した後、3,000

6 M 尿素を含む Polybuﬀer74（pH4.6）を用い、pH 7.4
〜 4.6の勾配下でタンパク質を溶出させた。

rpm で遠心分離して、上清（水溶性のアルブミン画分）
を除去した。同様の操作を 2 回繰り返した（撹拌時間
15分）。次に、沈殿に0.5 M 塩化ナトリウム溶液を10 ml

4 SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動
（SDS-PAGE）

加え、上記と同様の操作で、 3 回（撹拌時間30分、15

SDS-PAGE に供したタンパク質試料はすべて、 2 ％

分、15分）グロブリンを抽出した。抽出液を集め、 1

SDS と 5 ％メルカプトエタノールの存在下、100℃、 3

N の酢酸で pH5.0に調整した後、 5 ℃で24時間静置し

分間加熱処理した。SDS-PAGE は15. 5 ％の分離用ゲル

た。生じた沈殿は遠心分離（10,000 rpm、15分間）で回

および5.5％の濃縮ゲルを用いる Laemmli の方法に準じ

収し、粗グロブリンとした。以下、ボリビア産キノア、

て行った14）。ゲルの染色にはクマシーブリリャントブル

日本産キノアのそれぞれから抽出した粗グロブリンを

ー R-250 を使用した。

（2）
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5 乳化活性（EA）および乳化安定性（ES）の
測定
試 料 に は、 本 研 究 で 抽 出 し た キ ノ ア グ ロ ブ リ ン
（BQG、NQG）、アマランスグロブリン（AG）、分離大
豆タンパク質（SPI, フジプロ、不二製油）を用いた。
0.4M 塩化ナトリウム10mM クエン酸リン酸緩衝液
（pH7.5）を用いて 0 〜 0.4％に調整した各種タンパク
質溶液 3 ml に、コーン油 1 ml を加え、超音波ホモゲナ
イザー（Kontes VC-50, New Jersey）を用いて40秒間ホ
モゲナイズし、エマルションを調製した。ただちにエマ
ルション10μ l を採取し、 1 ％ SDS 溶液 2 ml で希釈し
て、492nm における吸光度を測定し、その値を乳化活性
（EA）とした。また、乳化後24時間後の全試料体積に

Fig. 2

Gel ﬁltration of Japanese quinoa globulin（NQG）

Crude globulin（5.9mg）was put on a Sepharose CL- 6 B
column. Chromatography was similarly done, as described in
the legend of Fig. 1 .

占めるエマルション体積の割合から、乳化安定性（ES）

えられる。 2 つめの280nm の吸収ピークは色素結合法試

を求めた 。

薬にも反応することから、タンパク質によるものであり、

15）

その分子量は BQG が約34万、NQG が約38万であった。

6

表面疎水性の測定

これらの数値は Brinegar らがキノア（Ancient Harvest

0 〜 0.005％のタンパク質溶液1.5ml に0.16mM ANS

品種）から精製した11S グロブリン（Chenopodin）の

（ 8 -Anilino- 1 -naphthalenesulfonic acid）を1.5 ml 加 え

分子量（32万）と同程度であった11）。さらに、BQG と

て撹拌し、島津蛍光光度計 RF-540を用いて、励起波長

NQG のゲルろ過において、タンパク質のピークとリン

365nm、 蛍 光 波 長 460nm、High sensitivity、Ordinate

酸のピークとが一致していることから、キノアグロブ

scale（×16）で蛍光強度を測定した15）。この条件にお

リンはリンタンパク質であることが示唆された。ただ

いてタンパク質 1 ％あたりの蛍光強度をタンパク質の表

し、タンパク質 1 g あたりのリン含量には差がみられ、

面疎水性（So）と定義した。

BQG 5 mg（0.5％）、NQG0.8mg（0.08％）であった。

Ⅲ．結果

2

1

キノアグロブリンの精製と分子量

キノアグロブリンのサブユニット構造
Fig． 3 に、粗グロブリンおよびゲル濾過法で得た精

Fig． 1 と 2 は、それぞれ BQG と NQG のゲル濾過の

製グロブリンの SDS-PAGE パターンを示す。ゲル濾過

結果を示す。いずれの試料にも Void volume 付近に波長
280nm の吸収ピークがみられたが、色素結合法の値が小
さいことから、非タンパク性の高分子化合物であると考

Fig. 1

Fig. 3 Comparison of globulin subunits between
Bolivian quinoa（BQ）and Japanese quinoa（NQ）on
SDS-PAGE

Gel ﬁltration of Bolivian quinoa globulin（BQG）

Crude globulin（8.3 mg）was put on a Sepharose CL- 6 B
gel column（2.5 × 75 cm）and eluted with 0 . 5 M NaCl 50
mM Tris-HCl buﬀer（pH 8.0）at a ﬂow rate of 23 ml/h and
fractions were collected 5 ml/tube.

（A）, Crude globulin precipitated at pH 5 . 0 ;（B）, Puriﬁed
globulin by Sepharose CL- 6 B gel chromatography.

（3）
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法で精製した BQG は、22、23、32、36 kDa の 4 種のサ
ブユニットから構成されていた。しかし、NQG は BQG
と 共 通 す る 22、23、32 kDa 以 外 に、28、38、43、50
kDa の計 7 種類のサブユニットを有していた。
次に、BQG および NQG のそれぞれのサブユニットを
分画するため、還元アルキル化を行い、クロマトフォー
カシングで分画した。Fig. 4 、 5 は、それぞれ BQG お
よび NQG の結果を示す。便宜上、みかけの等電点 6.0
を境に、塩基性領域（フラクションⅠとⅡ）と酸性領域
（フラクションⅢとⅣ）に分けた。
フラクションⅠ〜Ⅳについて SDS-PAGE 分析を行っ
た結果、BQG（Fig. 4 ）、NQG（Fig. 5 ）のいずれの
場合も、フラクションⅠとⅡに含まれるタンパク質［塩
基性サブユニット（basic subunit）］は、分子量が10 〜
20万台であった。一方、フラクションⅢとⅣに含まれる
タンパク質［酸性サブユニット（acidic subunit）］は、
分子量が30万台のものが中心であった。これらの結果は、
Brinegar らが得た結果11）を支持している。

Fig. 5

Chromatofocusing of the carboxymethylated
Japanese quinoa globulin（NQG）

NQG（30-40mg）was reduced and carboxymethylated with
iodoacetic acid, as described in Materials and Methods. After
chromatofocusing, fractions I-IV were analyzed on SDS-PAGE,
as described in the legend of Fig. 4 .

3

グロブリンの乳化活性と乳化安定性
Fig. 6 に、植物起源の異なる 4 種のグロブリンにお

ける乳化活性（EA）を示す。NQG と BQG はタンパク
質濃度0.1% 以下では乳化活性を示さなかった。AG と
SPI は、低濃度領域であっても、タンパク質濃度に比例
して EA は増加した。0.4％の濃度においてはアマラン
スグロブリン（AG）が最も高い値を示し、分離大豆タ
ンパク質（SPI）がこれに続き、NQG、BQG は AG の
EA の約半分であった。
4 種のグロブリンの乳化安定性（ES）を調べた結果、
すべてほぼ同じような挙動を示した。すなわち、タンパ
ク質濃度約0.2% まで濃度依存的に上昇した。0.2% 以降
ではほぼ横ばいになり、一定値を示した（Fig. 7 ）。以
上より、キノアグロブリンの EA は低いが、優れた ES
を持つことが示唆された。
Fig. 4

Chromatofocusing of the carboxymethylated
Bolivian quinoa globulin（BQG）

BQG（30-40 mg）was reduced and carboxymethylated with
iodoacetic acid, as described in Materials and Methods. The
carboxymethylated protein was put on a PBE 94 column（ 1 ×
2 cm）and eluted with Polybuﬀer 74（pH 4.6）containing 6
M urea. Fractions（ 4 ml each）were collected at a ﬂow rate
of 12 ml / h. After chromatofocusing, pH and protein content
were measured. Fractions I-IV were collected and reduced with
2 -mercaptoethanol for analysis on SDS-PAGE.

4

グロブリンの表面疎水性
表面疎水性（So）は、タンパク質 1 % あたりの蛍光強

度（任意の数値）で表される。従って横軸にタンパク質
濃度、縦軸に蛍光強度（Fluorescence）をプロットした
場合、タンパク質の So は、その Initial Slope に相当する。
4 種のグロブリンの So は、NQG（47,600）が最も高く、

（4）
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Fig. 8

Fig. 6

Emulsifying activities（EA）of globulins

Each protein was dissolved in 10 mM citrate-phosphate buﬀer
（pH7.5）containing 0.4 M NaCl. An emulsion was prepared by
sonication with a ultrasonic homogenizer at room temperature
for 40 sec with a mixture of protein solution（ 3 ml ）and corn
oil（ 1 ml ）. It was then diluted 1 :200 with 1 ％ SDS solution
before measuring the turbidity at 492 nm. The samples of
protein used in this experiment were Bolivian quinoa globulin
（BQG）, Japanese quinoa globulin（NQG）, amaranth globulin
（AG）, soy protein isolate（ SPI ）.

Measurements of surface hydrophobicities
（So）of globulins

Globulins（ 0 -0.005%）were dissolved in 1.5 ml of 10mM
citrate-phosphate buﬀer （pH7.5） and 1.5 ml of 0.16mM
1 -anilino- 8 -naphthalenesulfonate（ANS）as a ﬂuorescence
probe was added. Fluorescence was measured at excitation
（Ex）wavelength of 365 nm and emission（Em）wavelength
of 460 nm, and at high sensitivity and ordinate scale of × 16,
using a Shimadzu RF-540 spectrophotometer. Protein So was
calculated as the initial slope of curve plotted by ﬂuorescence
intensity vs protein concentration（ 1 %）.

る物理化学的性質については、Brinegar ら11） の先駆的
な報告がある。彼らが精製したグロブリンは分子量32
万の11Ｓタイプであり、平均分子量35.5kDa の酸性サブ
ユニットと平均分子量22.5kDa の塩基性サブユニットが
それぞれ 6 個ずつからなることが示唆されている。彼
らが提唱した酸性および塩基性サブユニットの定義は、
pH7.0で正に荷電しているタンパク質を塩基性サブユニ
ット、負に荷電しているものを酸性サブユニットとし、
それぞれを陰イオン交換カラムで分離している。
本 研 究 で 精 製 し た、Altiplano type の キ ノ ア の グ ロ
ブリンの分子量は34万であり、サブユニットの構成も
Brinegar ら11） の結果と類似していた。さらに、クロマ
トフォーカシングで分画した酸性および塩基性サブユ
ニットの分子量も彼らの結果と類似していた。しかし、

Fig. 7

Sea-level type のキノアのグロブリンは、分子量（38万）

Emulsion stabilities（ES）of globulins

After globulin was emulsiﬁed with corn oil by ultra-sonication
, the emulsion was stood for 24 h at room temperature and
calculated ES by the following equation: ES（%）=［Emulsion
Volume （ml）/Total Volume（ml）］×100.

と少し大きく、また構成するサブユニットの数も多く、
明らかに Altiplano type と異なる結果であった。
これらの違いの説明と解明には、遺伝子レベルあるい
はタンパク質合成・修飾レベルでの解析を待たないと分

続 い て BQG（32,500）、AG（15,400）、SPI（11,000）の

からないが、グロブリンの SDS-PAGE 法は少なくとも

順となった（Fig. 8 ）。

簡便な品種の同定に利用できるかもしれない。すなわち、
Firbanks ら16） は、キノアグロブリンの 3 種のポリペプ

Ⅳ．考察

チド（34. 4 , 35. 6 , 36. 2 kDa）は少なくとも異なった 2
つの遺伝子座で読みとられると結論しており、キノアの

キノアグロブリンの物理化学的性質

生殖質（germplasm）の同定や分類の有用なマーカーと

キノア種子の貯蔵タンパク質であるグロブリンにおけ

して使えるであろうと述べている。

（5）
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キノアグロブリンの機能性

キノア種子を提供してくださった大日本明治製糖㈱、山

Kato ら 17） は、種々の食品タンパク質について So と

梨県総合農業試験場に感謝します。

EA との間に正の相関があることを報告している。そこ
で、 4 種のグロブリンについて、So とタンパク質濃度
0.4% での EA との関係をプロットすると、キノアグロ
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要旨：キノアは南米アンデス原産の高栄養価の食糧源として注目されている。キノア種子は貯蔵タンパク質として
グロブリンを含む。本研究の目的は、生態型の異なる 2 種類のキノア種子からグロブリンを精製・単離し、物理化
学的性質を調べた。
ボリビア産Altiplano タイプおよび日本産Sea-level タイプのキノア種子から、塩溶液でグロブリンを抽出し、pH
5 で凝集沈殿させた。ゲルろ過法で求めたグロブリンの分子量はAltiplano タイプで34万、Sea-level タイプのもの
は38万であり、それぞれ0.5％、0.08％のリン酸を含むタンパク質であった。SDS-PAGE でAltiplano タイプは 4 つ
のサブユニット （22, 23, 32, 36 kDa）からなり、Sea-level タイプは 7 つのサブユニット（22, 23, 28, 32, 38, 43, 50
kDa）から構成されていた。これらのサブユニットは、カルボキシメチル化されたグロブリンをクロマトフォーカ
シングによって、分別することができた。キノアグロブリンは、表面疎水性が高いにも関わらず、乳化活性はアマ
ランスグロブリンおよび大豆グロブリンの約 1 / 2 であった。

（7）

