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Summary
The inﬂuence of xyloglucan on the enzymatic degradation of soy protein isolate (SPI) by pancreatin
was studied using rheological measurements. On adding an enzyme (pancreatin) to SPI dispersion, both
the storage modulus, G ′
, and the loss modulus, G" , decreased with time, and attained to plateau value
with the lapse of time. Degradation of SPI in the presence of pancreatin accelerated with increasing
concentration of pancreatin. The degradation for mixtures of xyloglucan (both high molar mass and low
molar mass) and SPI in the presence of pancreatin with time occurred slowly with increasing xyloglucan
concentration in the mixture. It suggested that the addition of xyloglucan to the SPI retarded the enzymatic reaction of pancreatin. By the rheological measurement of two samples with high molar mass or
low molar mass at the same initial value of G′
, we found that the degradation for the mixture with low
molar mass xyloglucan proceeded more slowly than that with high molar mass xyloglucan. It indicates
that the amount of added xyloglucan is more inﬂuential to retard the enzymatic degradation rather than
the initial value of the viscosity or the storage modulus of the mixture of SPI and xyloglucan.
Keywords：分離大豆タンパク質、キシログルカン、酵素分解
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Ⅰ．緒言

つであると考えられている。日本人の伝統的な食生活に

日本が世界一の長寿国となり、高齢人口の増加が社会

利用されてきた大豆に含まれる大豆タンパク質は血中コ

問題となって久しいが、高齢者が単に長く生命を維持す

レステロールの低下作用、肥満の改善効果など生活習慣

るだけではなく、生活の質（QOL: Quality Of Life）を

病に対する機能性が優れ、牛乳や卵白のタンパク質と同

高めるという要求も年々強くなっている。中でも、食・

等の生化学的価値をもつタンパク質である１) , ２)。大豆タ

健康科学は高齢者や病気の人だけでなく、健常者に対し

ンパク質は沈降係数によって 2 S、 7 S（ベータ・コング

ても QOL の向上、つまり嗜好性も満足させ、健康を維

リシニン）、11S（グリシニン）、そして15S の四つのグルー

持増進させることを大きな目標としている。

プに分類される３)。これまで、分離大豆タンパク（SPI）

日本では昔から魚介類、大豆などを加工した食品を食

のゲル形成における pH とイオン強度の影響やゲルの性

生活に取り入れてきたことが日本の長寿国化の原因の一

質、その網目構造との関係が多くの研究者たちによって

（1）
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研究されてきた４) , ５)。SPI は食品の栄養価を改善するた

ルカン（L）と記す。パンクレアチンは天野エンザイム

め、また低価格で望ましい機能を持つ性質を供するため、 （株）から提供された。パンクレアチンは一般に動物の
食品の加工に広く使われている６)。

膵臓から抽出され、ある程度精製された酵素試料である

食物繊維ハイドロコロイドは健康に有益な種々の効

が、アミラーゼ活性、プロテアーゼ活性、リパーゼ活性

果を持つことが知られているが、多くは水に分散して、

を含む、その活性と安定性が最も高い pH 7 で反応、測

増粘剤、乳化剤、安定剤などの目的で食品に添加され

定を行った。

。本研究で用いた食物繊維は、タマリン

2

レオロジー分析試料の調製

ド樹の種子に貯蔵多糖として存在するキシログルカン

a

SPI サンプル；重量パーセント14.0wt%、15.0wt% と

ている

７) , ８) , ９)

（xyloglucan）である。キシログルカンは熱・酸・塩に
対して安定であり、様々な食品に幅広く利用されている
10)

なるよう SPI を蒸留水に溶かした。
b

SPI とキシログルカンの混合系サンプル；SPI とキ

多糖類である 。単独ではゲル化しないが、多量のアル

シログルカンの合計濃度が重量パーセント15.0wt% にな

コールの添加やキシログルカン側鎖の非還元末端ガラク

るよう、また全重量が10.0ｇになるよう蒸留水に溶かし

トースの部分的な除去によりゲル化することが知られて

た。

いる11)。また我々は最近、ジェランガムやキサンタンガ

c

ムの添加によってキシログルカンがゲル化することを報

パーセント0.2wt%、0.5wt%、1.0wt％のパンクレアチン

12) ,13)

告した

パンクレアチン溶液添加時のサンプル調製：重量

溶液は、吉村らの方法により調製した 19)。それぞれの

。

食物繊維は小腸での栄養素の消化・吸収に影響を与え

パンクレアチン濃度の溶液（2.0ｇ）を10.0ｇの SPI 溶

るとされているが、タンパク質に対してもその消化・吸

液、キシログルカン溶液、SPI とキシログルカンの混合

収率を減少させることが報告されている

14) ,15) ,16) ,17) ,18)

。ま

溶液に添加し、全重量が12.0ｇになるように調製した。

た、食物繊維の添加によって、大豆タンパク質の消化・

0.2wt%、0.5wt%、1.0wt% のパンクレアチン添加の場合、

吸収に係るパンクレアチン活性が抑制されることが報告

パンクレアチン最終濃度はそれぞれ、0.03wt%、0.08wt%、

されている19) ,20) 。このパンクレアチンによる分離大豆タ

0.16wt% になる。

ンパク質の分解反応は、混合される食物繊維の種類に

3

19)

測定方法

定常ずり粘度と動的粘弾性の測定には

よって異なる 。さらに、混合する食物繊維溶液の粘度

RheoStress 600（Haake, Thermo Electron, Germany) を

は分離大豆タンパク質の消化・吸収およびその消化管通

用い、直径が59.997mm、ギャップが0.103mm、円錐の角

過時間に対して著しい影響を及ぼし、高粘度の場合には

度が1.995°の円錐・平板型ジオメトリを用いた。サン

血中グルコースおよびインシュリンの低下に優れた作用

プルの溶液はレオロジー測定器の平板（プレート）に

21)

があると報告されている 。しかし、現在まで「パンク

セットされ、サンプルの露出した表面は水が蒸発しない

レアチンによる分離大豆タンパク質の分解に対する食物

ようにシリコンオイルで覆った。パンクレアチン添加時

繊維の阻害作用」において、食物繊維の分子量の影響に

より溶液のレオロジー測定を開始するまでの時間は 3 分

ついては明確に理解されていない。そこで本研究では、 （t=180s）とした。貯蔵剛性率 G′
と損失剛性率 G" の測定
レオロジー的方法により分離大豆タンパク質のパンク

開始時間からの変化を27分間測定し、周波数は 1 Hz と

レアチンによる分解に及ぼす食物繊維ハイドロコロイド

した。G′
と G" の周波数依存性を0.025Hz から15.850Hz で

（キシログルカン）の影響や食物繊維の粘度と分子量依

測定した。SPI、キシログルカン、そして SPI とキシロ

存性について調べることを目的とした。

グルカンの混合において、パンクレアチン分解のレオロ
ジー変化を調べるための実験は37°C で行った。

１

試料

Ⅱ．実験方法

Ⅲ．結果と考察

分離大豆タンパク（SPI）は不二製油（株）

から提供された。キシログルカンは大日本住友製薬（株）

Fig. 1 に15.0wt%SPI 溶液と1.0wt% 高分子キシログル

から提供されたタマリンド樹の種子から抽出・精製した

カン溶液の粘度のずり速度依存性を示す。 2 種類のサ

ものを用いた。本研究では、分子量が異なる 2 つのキシ

ンプルの粘度はずり速度が高くなるとともに、減少し

ログルカンを用い、それぞれの分子量は約60万（高分子

た。このような現象は多くの多糖類水溶液でも見られ、

キシログルカン）と約2000（低分子キシログルカン）で

ずり流動化流動と呼ばれている。ずり速度が約0.01s-1で

ある。本稿では高い分子量のサンプルを高分子キシログ

は15.0wt%SPI の粘度が1.0wt% キシログルカンの粘度よ

ルカン（H）、低い分子量のサンプルを低分子キシログ

り104倍高かったが、1000 s-1ではその違いは10倍以下で

（2）
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あった。
Fig. 2 は、15.0wt%SPI 溶液と1.0wt% 高分子キシログ
ルカン溶液、また14.0wt%SPI と1.0wt% 高分子キシログ
ルカン混合溶液において、周波数の変化による貯蔵剛
性率 G′
および損失剛性率 G" の変化を示した。1.0wt% キ
シログルカン溶液は低周波数側では G" が G′
より大きく、
高周波数側では G′
が G" より大きくなるゾルのような挙
動を示した。しかし、15.0wt%SPI 溶液は測定した周波
数範囲内で G′
が G" より高く、1.0wt% キシログルカン溶
液より周波数に依存しないペーストのような挙動を示し
た。その挙動は SPI とキシログルカンの混合系の場合

活性の至適温度である37°C で行った。Fig. 3 に、1.0wt%

と似ており、SPI はキシログルカンを混合することで G′

高分子キシログルカン溶液に0.5wt% のパンクレアチン

と G" は、SPI 単独とキシログルカンそれぞれ単独での

溶液を添加した時の、G′
と G" の t=180s からの変化を示

G′
と G" より、より高い粘弾性を持つ相乗作用が観測さ

す。Fig. 3 をみると、G′
と G" の値は時間に伴う変化が

れた。混合するキシログルカンの量が多くなると相乗作

見られないが、これはパンクレアチンにはキシログルカ

用が高くなるのは、後で出てくる Fig 5 からもわかる。

ンを分解するセルラーゼ、へミセルラーゼなどが含まれ

以下、パンクレアチン添加時のレオロジー変化を示す

ず、キシログルカン自体が分解を受けないためである19) 。

が、いずれの場合もパンクレアチン溶液を SPI 溶液、キ

Fig. 4 に、 添 加 し た パ ン ク レ ア チ ン 最 終 濃 度 が 異

シログルカン溶液、あるいは SPI とキシログルカン混合

な る SPI 溶 液 の G ′
（Fig. 4（ 上 ）） と G" （Fig. 4（ 下 ））

溶液に添加した時を t=0s とし、反応はパンクレアチン

の t=180s か ら の 変 化 を 示 す。 こ こ で は SPI の 濃 度 を

（3）
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15.0wt% と 一 定 に し、 パ ン ク レ ア チ ン の 最 終 濃 度 を

14.0wt%SPI 溶液の場合より G′
と G" が少し高くなったも

0.03wt％、0.08wt%、0.16wt% の 3 つの条件で測定した。

のの、反応時間経過に伴い減少する傾向はキシログルカ

その結果、パンクレアチン濃度を高くすると、G′
と G"

ンとの混合系へのパンクレアチンの添加による変化と比

の値は測定した全時間において、低くなった。さらに、

べて、14.0wt%SPI 溶液の場合と非常に似ている。

測定開始において G′
と G" の値は急激に減少する現象が
観測され、パンクレアチン濃度の増加に伴い減少の程度
が著しくなったことがわかった。また、パンクレアチン
添加から 5 分が経過した時点からは、G′
と G" の値は時
間が経つと共に徐々に減少する挙動が見られた。

Fig. 6 に SPI と低分子キシログルカン（Mw 〜2.0×
103）の混合溶液にパンクレアチンを最終濃度0.08wt% と
なるよう添加した時の、G′
と G" の t=180s からの変化を
示す。ここでも SPI と低分子キシログルカンを合わせ
た濃度は15.0wt% である。全時間において、G′
と G" の値
は高分子キシログルカンの混合の場合より低かった。レ
オロジー測定を開始した時（パンクレアチン添加 3 分後）
SPI と高分子キシログルカン（Mw 〜6.0×105）の混合

における G′
と G" の値は、13.0wt％ SPI と2.0wt％低分子

溶液にパンクレアチンを添加した場合においての、G′

キシログルカンの混合系を除いて、混合系の中の低分子

と G" の t=180s からの変化を Fig. 5 に示す。パンクレア

キシログルカンの濃度に依存することがわかった。この

チンの最終濃度が0.08wt% の場合、G′
と G" が減少する

結果は高分子キシログルカンの混合系と同じである。

現象はすべての条件において観測された。SPI とキシ

Fig. 7 〜 9 は、SPI 単独系溶液および SPI と高分子

ログルカンを合わせた濃度を15.0wt% とした混合溶液

キシログルカンまたは低分子キシログルカンとの混合溶

ではキシログルカンの濃度が高くなるとともに G′
と G"

液に、パンクレアチンを添加したときの G′
t /G′
0 の t=180s

の値は高くなった。この SPI とキシログルカンの混合

からの変化を示す。G′
値を測
t /G′
0 は、時間 t ＝ t の G′

系の結果と比較するため、SPI のみを含む14.0wt%SPI

定開始の時間 t ＝180s での G′
値（G′
0 ）で除したもので

および15.0wt%SPI 溶液のパンクレアチン添加時のレオ

ある。Fig. 7 は、パンクレアチン濃度の異なる SPI 単

ロジー変化の結果も合わせて示している。15.0wt%SPI

独系溶液についての、G′
t /G′
0 の t=180s からの変化を示

溶液にパンクレアチンを加えた場合の G′
と G" の変化は

す。0.08wt% となるようパンクレアチンを添加した系で、

（4）
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14.0wt%SPI の G ′
t /G ′
0 は15.0wt%SPI の 場 合 よ り 低 く

子キシログルカンの混合系においてのパンクレアチンに

なった。15.0wt%SPI ではパンクレアチンの濃度が高くなる

よる SPI の分解速度を調べた結果である。14.0wt%SPI

とともに、3 〜 6 分の間の G′
t /G′
0 の値の急激な変化はさ

と1.0wt% キ シ ロ グ ル カ ン の 混 合 系 と、14.5wt%SPI と

らに激しくなった。このことは、SPI のみを含む系にお

0.5wt% キシログルカンの混合系での G′
t /G′
0 の値はほと

いては、パンクレアチン濃度の増加とともに SPI の分解

んど同じ値を示し、13.5wt%SPI と1.5wt% キシログルカ

が速く進むことを示している。Fig. 8 は SPI 溶液と高分

ンの混合の場合には、G′
t /G′
0 の値が他の条件での結果
より最も高かった。そして、15.0wt%SPI の G′
t /G′
0 は、
約 3 〜 6 分までは14.0wt%SPI と1.0wt% キシログルカン
の混合系と、14.5wt%SPI と0.5wt% キシログルカンの混
合系の値とはほとんど同じだったが、さらに時間が経過
すると、キシログルカンの濃度が低い（1.0wt% と0.5wt%
のキシログルカンを含む）混合系の結果よりゆっくり減
少した。これは15.0wt％ SPI の基質の量が前 2 者と比較
して多く、したがって酵素が基質に対して少ないため分
解が遅れたと考えられる。0.08wt％より高い濃度のパン
クレアチン（0.16wt%）添加によっては、Fig. 7 からも
わかるように15.0wt％ SPI に対する酵素の量が多くなる
ため、分解はより速く進んでいる。

Fig. 9 は SPI と低分子キシログルカンの混合系におけ
る SPI のパンクレアチンによる分解への影響を調べた
結果である。13.0wt%SPI と2.0wt% キシログルカンの混
合系は14.5wt%SPI と0.5wt% キシログルカンの混合系、
14.0wt%SPI と1.0wt% キシログルカンの混合系と比べて
早く分解された。しかし、15.0wt％ SPI 単独と比べると、
18分までは単独のほうが13.0wt%SPI と2.0wt% キシログ
ルカンの混合系より酵素分解が速かったものの、18分以
降になると混合系のほうが単独より分解がより速く進ん
で30分での酵素分解率は最小であった。これは混合系で
のキシログルカンがこの中で最高濃度なのに、酵素分解
を遅延させるのではなく、基質 SPI が最低濃度である
ため、酵素が充分にあり、そのため13.0wt%SPI と2.0wt%
キシログルカンの混合系の場合は、18分までは分解が遅
（5）
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かったのが18分以降の時間においては酵素分解がより速

ルカンとの混合溶液より、粘度が高く、この粘度によっ

く進むものと考えられる。

てパンクレアチンの SPI 分解能力が異なることが示唆

このように、本研究で分離大豆タンパク質とキシロ

された。さらに、パンクレアチンの分解を受けないキシ

グルカンの混合系溶液において、パンクレアチンによる

ログルカンは、SPI のパンクレアチンによる分解を顕著

SPI 分解は混合されるキシログルカンの分子量および濃

に阻害することが明らかになった。

度に影響されることが明確になった。また、高濃度キシ

食物繊維は小腸でのグルコース吸収を阻害する機能お

ログルカンの混合系が低濃度キシログルカンの混合系よ

よび、パンクレアチンの活性を抑制することなどが報告

りパンクレアチンによる SPI 分解が遅延されることが

されている22) ,23)。また、Jenkins らは、グアガムおよび

推察された。

ペクチンのような食物繊維による粘度の増加は酵素と基
質の接触の機会を減らすと報告している21)。これらの研
究は今まで粘弾性特性では報告されていないので、今回
は粘度を決める一つのパラメーターである G′
に合わせ
て、食物繊維の粘度の影響をさらに詳細に調べた。Fig.
11はその結果を示す。SPI の濃度を14.0wt% と一定し、
高分子および低分子キシログルカンそれぞれ1.0wt%、
8.0wt% を混合し、G′
値がほぼ同じになるようにサンプ
ルを調製した。それらの混合溶液にパンクレアチンを最
終濃度が0.08wt％となるよう添加し、SPI の分解過程を
調べた。Fig.11（下）に見られるように、低分子キシロ
グルカンの混合時の SPI の分解速度は高分子キシログ
ルカンの混合時より遅くなることがわかった。
この結果により、パンクレアチンの作用は食物繊維の
粘度の影響だけではなく、その粘度を決める食物繊維の
分子量によっても影響されることが示唆された。Fig. 2
の周波数依存性の結果からは、SPI とキシログルカンの
混合は何らかの相互作用により複合体を形成している可
能性も示唆される。しかし、分子量より食物繊維の量が
重要であるかどうかの問題点、あるいは SPI と食物繊維
との混合系による相乗効果における分解酵素の作用はま
だ解明できていない。これらの問題は現在検討中である。

Ⅳ．要約

SPI とキシログルカンの混合溶液におけるパンクレア

分離大豆タンパク質（SPI）の消化酵素パンクレアチ

チンによる SPI 分解へのキシログルカンの影響をさら

ンによる分解過程がキシログルカン（食物繊維ハイドロ

に詳細に調べるため、SPI の濃度を14.0wt% に一定にし、

コロイド）の混合によって、どのような影響を受けるか

混合する低分子キシログルカンの濃度を1.0wt% と10倍

を調べた。

高い10.0wt% による混合系で同様なレオロジー変化をみ

1 ）キシログルカンはパンクレアチンの添加によって分

る実験を行った。その結果、Fig.10に示すように測定開

解されず、G′
と G" の変化は見られなかった。

始付近では、10.0wt% キシログルカンの混合による G′

2 ）SPI はパンクレアチンの作用によって分解され、時

と G" の値は1.0wt% キシログルカンの混合による値より

間とともに G′
と G" の値が減少した。さらに、反応系中

10倍以上高くなった。さらに、1.0wt% キシログルカン

のパンクレアチン濃度を高くするとその分解速度は速く

の混合では、 3 〜 6 分の間に G′と G" が急激に低下する

なった。

現象が観測されたが、10.0wt% キシログルカンの混合で

3 ）キシログルカン（高分子および低分子）が存在する

はこのような現象は見られなかった。これらの結果から、

時、SPI のパンクレアチンによる分解速度はキシログル

10.0wt% キシログルカンとの混合溶液が1.0wt% キシログ

カンの濃度が高くなるとともに遅くなった。
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分離大豆タンパク質の消化酵素分解に対する
キシログルカンの影響
金

保叔、吉村

美紀、曽根

良昭、西成

勝好

要旨：分離大豆タンパク質（SPI）のパンクレアチンによる分解に対する食物繊維ハイドロコロイド・キシログル
カンの影響についてレオロジー測定により調べた。パンクレアチンの添加によって、大豆タンパク質の貯蔵剛性率
G′
と損失剛性率 G" は時間とともに減少し、分解作用はパンクレアチンの濃度が高くなるとともに増加した。SPI と
キシログルカン（高分子および低分子）の混合系のパンクレアチンによる分解は、混合溶液の中のキシログルカン
の濃度が高くなるにつれて、顕著に阻害されることがわかった。さらに、混合系での分子量が異なるキシログルカ
ンの影響を調べた結果、G′
が同じ場合には、低分子キシログルカンの方が高分子混合より分解を遅延させることが
わかった。本研究では、SPI とキシログルカンの混合系のパンクレアチンによる酵素分解は食物繊維の粘度および
混合量によって影響されるという結果が得られた。

（8）

