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本書の出版にあたって

第二次世界大戦の終了とともに生まれた国際連合の今日までの活動において，エネル

ギーとともにタンパク質・アミノ酸の必要量の算定は最も長く継続されている取り組み

であり，人間栄養学上最も基礎的かつ重要な数値である．21 世紀に入り，世界はかつ

ての 60 年前とは異なり，飽食と飢餓を同時に体験する複雑きわまりない様相を呈して

いるが，この栄養素の適正必要量の算定の重要性はいささかも減じていない．

このほど，2002 年に行われたWHO/FAO/UNUの共同主催による専門家協議会の公

式記録がようやく出版され，その専門家協議会におけるわが国からの代表委員である岸

　恭一教授（徳島大学名誉教授，現名古屋学芸大学）が中心となって，翻訳作業が実施

された．わが国においては，これまでこの議論を推進してきたのは主に必須アミノ酸研

究委員会であるが，その委員会を引き継いだ日本アミノ酸学会で初の出版事業として本

書を世に出せることは喜ばしい限りである．

高齢社会を迎え，人々の健康生活においてますます栄養が重要な問題となり，大きな

関心事となっている．また，メタボリックシンドロームをはじめとする多くの疾病の治

療において人種を考慮する必要も出てきており，欧米の栄養学を適用するだけではもは

や十分ではない．私達は私達の栄養学を確立する必要があるが，そのとき科学的に健全

な知識を獲得していくためには，こうした当該分野で世界最高のエキスパートによる科

学的議論に接しておくことはやはり重要であり，本書の出版は必要量の最新数値を学ぶ

だけではなく，科学の知識・考え方を学ぶうえで依然大きな役割をもつと信じるもので

ある．

最後に本書の出版にあたり，岸　恭一教授の編集の労に深く感謝するとともに，最初

の提案から最後の出版に至るまですべての段階に多大な貢献をしていただいた（社）農

林水産先端技術産業振興センター企画部長小出和之氏，（社）日本必須アミノ酸協会時

代の事務局長としてご尽力頂いた味の素（株）アミノ酸カンパニー総合企画部竹内　誠

氏，そして本書の出版・販売に同意していただいた医歯薬出版株式会社に心よりお礼申

し上げる．

2009 年 5 月

日本アミノ酸学会会長

門脇基二
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訳者序
2002 年にジュネーブのWHO本部でヒトのタンパク質・アミノ酸必要量に関する会

議が開催された．本書は，その成果をもとにして 2007 年に出版されたWHO/FAO/

UNU 合同専門家協議会報告書を飜訳したものである．前回の報告は 1985 年であり，

22 年ぶりの改定となる．タンパク質必要量に関する国際機関の最初の報告は 1957 年に

FAOよりなされ，続いて 1965 年と 1973 年にはWHOが加わり，1985 年には国連大学

(UNU) も参加した．今回も前回と同じ三者の報告であるが，WHO/FAO/UNUと FAO

とWHOの順序が逆転した．また，1973 年と 1985 年にはエネルギーとタンパク質の必

要量を合わせて報告していたが，今回は別になりエネルギー必要量が先に公表された．

今回，必要量算定の概念的な変更はみられないが，個々の問題点について詳細に再検

討され，詳しい記述がなされている．データの収集，必要量に影響する因子，個人差な

どに関する統計的処理に１章がさかれ，またタンパク質・エネルギーの相互作用，タン

パク質の質の評価，アミノ酸必要量についてもそれぞれ別の章で取り上げられている．

主な改定点としては，成人の必須アミノ酸必要量の数値が 1985 年報告値の 2～ 3 倍

大となり，成長期のそれに非常に近づいたことである．それは，算定の根拠が窒素出納

の成績から 13C- 標識アミノ酸を用いたトレーサー実験の成績に変わったからである．こ

れまで，維持量に比較して成長には多量のアミノ酸が必要であると考えられてきたが，

今回の値が正しいとすれば，アミノ酸必要量の大部分は維持のためである，というよう

にアミノ酸必要量の概念の変更を促すものとなった．

タンパク質必要量については，引き続き窒素出納法の成績が用いられているが，既存

のデータを統計学的に見直し，成人の安全摂取量は0.75から 0.83�g/kg/日に改定された．

その際，皮膚などからの損失は前回の 8�mgN/kg/日よりも低い 5�mgN/kg/日の値が採

用された．

翻訳にあたっては，一部意訳した箇所もあるが，全体としては原文に忠実に訳すよう

に努めた．しかし，原文が明らかに誤っていると考えられる箇所は，訳者の責任で訂正

した．専門用語は原則として日本栄養・食糧学会編「英和・和英�栄養・食糧学用語集」

と文部科学省編「科学技術用語集」に従った．本書で用いた訳語を一覧表に示した．

タンパク質・アミノ酸に限らず，栄養必要量を求めるためには，その機能，代謝，影

響する因子や，研究データの統計的検討，食生活の現状との整合性などの幅広い情報が

必要である．本書にはそれらの背景情報が盛り込まれており，単に必要量の数値につい

て知るだけではなく，タンパク質・アミノ酸代謝の最新の教科書としても役立つ．訳者

一同，本書が幅広い分野で活用されることを期待している．

最後に，翻訳に当たり多大なご協力をいただきました協和発酵工業株式会社に厚くお

礼申しあげます．

2009 年 5 月

日本アミノ酸学会飜訳小委員会委員長

岸　恭一
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■専門用語表

adaptive metabolic de-
mands model 適応的代謝要求モデル

adequately 十分に

age 年齢

amino nitrogen アミノ態窒素

an adaptive metabolic 
demands 適応的代謝要求量

an adaptive metabolic 
demands model 適応代謝要求モデル

artefactually positive 技術的問題により誤って正

background documents 背景文書

background papers 背景論文

balance 出納，平衡，バランス

balance point ゼロ出納点

basal demand 基礎的要求量

biological value 生物価

breakpoint 屈曲点

breastfed infant 母乳栄養児

carbon balance 炭素出納

catch-up growth 追いつき成長

child 小児

compensatory growth 補償成長

complementary foods 補完食品

consume 摂取する

consumption 摂取(量)

consultation 協議会

cost コスト

demand 要求(量)，需要(量)

deposit 蓄積，貯留

diet 食事

dietary allowances 食事推奨量

dietary nitrogen 食事性窒素

dietary protein 食事タンパク質

dietary requirements 食事必要量

digestibility 消化吸収率

digestive protein intake 消化吸収可能なタンパク質
摂取量

dispensable nitrogen 可欠窒素

discuss 論議する

energy expenditure エネルギー支出(量)

essencial amino acids 不可欠アミノ酸

exponential fitting 指数フィッティング

factorial approach 要因加算による方法

factorial calculation 要因加算算出

factorial estimates 要因加算推定値

factorial models of re-
quirements 必要量の要因加算法

factorial requirement 
value 要因加算による必要量

factorial value 要因加算による値

factorial method 要因加算法

faecal digestibility （糞便から求めた）通常の
消化吸収率

faecal nitrogen 糞便中窒素

fed state 摂食状態

first trimester 妊娠初期（参考：中期，末
期）

generous intake 十分な摂取量

growth component 成長部分（成分）

ileal digestibility 回腸末端消化率

index 指数，指標

indicator amino acid 
method 指標アミノ酸法

indicator method 指標法

ind icato r  ox idat ion 
method 指標酸化法

indispensable amino 
acids 不可欠アミノ酸

individual component 
of the factorial require-
ment

必要量の個別要因

individual fitting 個人別フィッティング

infant 幼児

intake 摂取量

isotope enrichment 同位体濃度

labile protein reserves 易動性タンパク質貯留

lean body mass 除脂肪体重

lean tissue 除脂肪組織

lower gastrointestinal 
tract 下部消化管

lower gut 下部消化管

maintenance demand 維持要求量

major nitrogen-contain-
ing substance 主要窒素含有物質

metabolic demand 代謝的(上の)要求量
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metabolic requirement 代謝上の必要量

metabolic size 代謝サイズ

miscellaneous losses 諸損失

multi point nitrogen bal-
ance studies 多レベルの窒素出納研究

needs 必要性

net 正味

net protein synthesis 正 味 の タ ン パ ク 質 合 成
（量）

net tissue deposit 正味の組織蓄積

nitrogen balance 窒素出納，窒素平衡

nitrogen intake 窒素摂取量

nitrogenous end-prod-
ucts 窒素性最終生成物

non essential nitrogen 可欠窒素

non-essential amino ac-
ids 可欠アミノ酸

non-protein nitrogen 非タンパク質態窒素

obligatory nitrogen loss 不可避窒素損失量

older child 年長幼児

one-fit procedure one-fit 法

post-absorptive state 空腹状態

preschoolchildren 未就学児

prevalence ～と判断される率

previous report 前回の報告，1985年報告

previous reports これまでの報告

priming bolus プライミングボーラス

probability approach 確率法

programmed metabolic 
capacity プログラムされた代謝能力

protein efficiency ratio タンパク質効率

protein requirement タンパク質必要量

protein turnover タンパク質代謝回転

protein utilization タンパク質の利用，タンパ
ク質利用率

protein:energy ratio タンパク質エネルギー比率

recommendation 推奨，推奨値，勧告

reference 基準，引用文献

requirement 必要量

safe allowance 推奨量

safe intake 推奨量

safe level 推奨量，安全摂取レベル

schoolchildren 学童

size サイズ

specific curve-fitting 
procedure

特異的曲線フィッティング
法

specific regression pro-
cedure 特異的回帰法

splanchnic extraction 腹部内臓への取込み

study 研究，試験

system システム，系

the mata-analysis (当)メタ解析

turnover 代謝回転

two-phase linear cross-
over ２段階線形交差

upper gastrointestinal 
tract 上部消化管

urea salvage 尿素回収

variation in protein in-
take タンパク質摂取量の変動

young child 年少幼児

zero balance ゼロ出納

● 用語は原則として日本栄養・食糧学会編「英和・和
英 栄養・食糧学用語集」と文部科学省の「科学技術
用語集」に従った．ただし，文脈に応じて，nitrogen 
balance は「窒素出納」と「窒素平衡」(nitrogen 
equilibrium) に，rate は率，速度，量などに，それ
ぞれ訳し分けた．
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世界の人口が必要とするエネルギーと栄養素

という問題について FAO とWHO は長いこと

活動に取り組んできており，これは最も長く実

践している専門的活動といえるであろう．必要

量に関する FAO 専門家委員会（FAO�Expert�

Committee）の最初の会合は，国際連合とその専

門機関の結成からわずか 4年後の 1949 年にワシ

ントンD.C. で開催された．そのときの議題は“カ

ロリー”であった．第 2回目の会合はそれから 6

年後に開催され，タンパク質必要量が中心議題で

あった．その 1年後には，カロリー必要量に関す

る専門家協議会（Expert�Consultation�on�Calorie�

Requirements）の 2 回目の会合が開催された．

1963 年に，再びタンパク質について検討が行わ

れた；これがタンパク質必要量に関する FAO

とWHOとの共同作業の発端であった．1971 年

のエネルギーとタンパク質の必要量に関する

FAO/WHO合同特別専門家委員会（Joint�FAO/

WHO�ad�hoc�Expert�Committee�on�Energy�and�

Protein�Requirements）は，エネルギーとタンパ

ク質を初めて一緒に検討したという点で特徴的で

あった．1981 年からは，国連大学がこの共同作

業に加わった．

この報告書は，2002 年 4 月 9 日から 16 日に

WHO本部で開催されたヒトの栄養におけるタン

パク質とアミノ酸の必要量に関するWHO/FAO/

UNU� 合同専門家協議会（Joint�WHO/FAO/

UNU�Expert�Consultation�on�Protein�and�Amino�

Acid�Requirements�in�Human�Nutrition）から生

まれたものである．その基礎となっているのは，

事前に数回行われた協議と会合での作業である．

前回の画期的な FAO/WHO/UNU�合同専門家協

議会は，エネルギーとタンパク質の両方の必要

量を議題として取り上げ，1981 年 10 月 5 日から

17 日にローマで開催された．そのときの協議の

報告は 1985 年にWHO�Technical�Report�Series�

No.�7241）として発表され，これまで広く引用さ

れてきた．そして今や科学的知見と実地経験が大

きく前進したことで，専門家意見の見直しが必要

となっている．

今度は，タンパク質必要量とエネルギー必要量

について別々に協議する必要がある，と考えら

れた．ヒトのエネルギー必要量に関する FAO/

WHO/UNU� 合同専門家協議会（Joint�FAO/

WHO/UNU�Expert� Consultation� on�Human�

Energy�Requirements）は 2001 年 10 月にローマ

で開催され，その報告は 2004 年に発表された 2）．

1971 年に開催された委員会はその報告 3）で，

過去に専門家グループがエネルギーとタンパク質

の必要量の勧告を行った際に，どのような根拠に

拠っていたかを調査した 4）．その結果，栄養素の

必要量はすべて個人ではなく集団を対象として推

定されていることが明らかになったと述べてい

る．1971 年の委員会ではこの考え方を確認する

とともに，次の 2点を強調してつけ加えた：必要

量の推定値は集団ではなく個人から得られるもの

第1章
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であること；類似する個人の間においても，栄養

素の必要量はしばしば変動するものであること．

その結果，推奨値をある個人１人に臨床目的で適

用した場合には，診断や治療を誤ることがある．

方法論の基礎，解析手法，統計手法の面での改良

は進んできており，本報告でも引き続き取り上げ

ている．

タンパク質必要量の見積りに関する考え方は，

エネルギーについての検討とはかなり異なった方

法で進んできた．このことが一因で，両者には

重なる部分や相乗的な側面があるにもかかわら

ず，別々に協議されてきた．たとえば，窒素出納

が食事からのタンパク質摂取量とエネルギー摂

取量の両方を反映していることは，広く受け入

れられている．1955 年に開催されたタンパク質

必要量に関する FAO委員会（FAO�Committee�

on�Protein�Requirements）4）では，ヒトのアミノ

酸必要量パターンと，“理想的”なアミノ酸組成

をもつタンパク質を基準とした必要量の設定を特

に重視した．タンパク質必要量は，その当時の不

可欠アミノ酸必要量に関する情報に基づいて推

定していた．1963 年のタンパク質必要量に関す

るFAO/WHO合同専門家グループ（Joint�FAO/

WHO�Expert�Group�on�Protein�Requirements）5）

は，タンパク質必要量は無タンパク質食摂取時に

身体から失われる不可避窒素損失量（主に尿中，

そして糞便や皮膚からも失われる）によって規定

される，という新しい考え方を導入した．このよ

うにして得た窒素損失量の測定値にタンパク質の

質の補正を行って，必要量を推定することができ

る．

1971 年の特別専門家委員会では次の 2点で進

展がみられた．そのひとつは，たとえ生物価の高

いタンパク質であっても，窒素平衡維持のための

最小必要量―従来，一般に“維持必要量”の基

準に用いられてきた―は，いわゆる不可避窒素

損失量より大きいとし，当時の知見に照らして，

この差がどれだけであるかを決めようと試みられ

た．第 2に，集団に対する必要量を決める場合，

エネルギーとタンパク質とでは考え方が異なるこ

とを明確にした．エネルギーの場合，個人の摂取

量は，もし定常状態に維持されていれば支出量に

見合ったものでなければならないし，また 1日単

位とか，ましてや長期間にわたってではないにせ

よ，エネルギー出納を正常に維持する生理的機構

の存在が認められている．これとは対照的にタン

パク質の場合は，摂取量を必要量と適合させるよ

うな調節機構は見出されていない．しかし，個人

の生理的必要量よりある程度多量に摂取しても，

少なくともかなり広い範囲で有害とは考えられな

い．これらを考慮した結果，エネルギーには平
均（average）必要量，タンパク質には安全摂取
レベル（safe level of intake）という表現を用い
ることになった．ある集団の安全レベルというの

は，その集団に属する個人のタンパク質必要量の

平均にその標準偏差（SD）の 2 倍を加えたもの

と定義された．しかし，個人の必要量の変動幅に

関してはほとんど情報がなかったため，1971 年

委員会は変動係数として 15％という値を採用し

た．1985 年の報告と 2002 年の会議において，こ

のような考え方をさらに発展させていった．

1975 年，WHOと FAOは，異例なことである

が，非公式な専門家会合を召集し 6），1971 年の

委員会報告を実際に適用する際に生じた諸問題に

ついて討論し，1973 年の報告が誤用されている

点，不完全と考えられる多くの状況について検討

した．以前の専門家会議 4-6）が重要視していた健

常な集団に対する栄養素必要量の設定は，理想的

な場合を想定したものと考え，この理想を現実に

あてはめるときに起こるいくつかの問題に取り組

もうとした．なかでもとくに重要なのは小児に関

係した 2つの問題，すなわち，成長時の不足と，

頻繁におこる感染の影響に対して，必要量をどの

ように補正するかということである．2002 年の

会合で繰り返されたテーマのひとつは，病気によ

る負担が大きい集団での小児と成人のタンパク質

とアミノ酸の必要量について再び，そしてより直
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接的に取り組むことの必要性であった．もうひと

つ引き続き注意が必要な主要分野は，追いつき成

長のための必要量と要求量である．

1975 年に始められた見直し作業 7）は，1977 年

10 月に開催された非公式専門家会合においても

続けられた．この会合では，タンパク質必要量に

関連して不確実な点が残っている 5つの主要分野

を確認し，それらの分野に取り組み，1985 年の

報告1）で勧告を行った．これらについて再検討し，

新しい研究の成果と各国の経験を盛り込む目的

で，2002 年の協議会においても他の議題（とくに，

タンパク質の質と表示）と併せて議論された．不

確実なまま残っている点というのは，以下に示す

分野である．

・主に健康で栄養状態の良好な個人のデータに基

づいて決められた成人のタンパク質必要量に関

する 1973 年とそれ以降の高い推奨値を，発展

途上国についてあてはめるのが現実的であるの

か，とくに小児に外挿する場合にはどうか，引

き続き疑問として残る．

・1971 年以降，多くの研究によりエネルギー摂

取と窒素出納との間に重要な関係があることが

繰り返し強調されており，高エネルギー摂取条

件における窒素出納実験の結果は，タンパク質

必要量を誤って低めに見積もっていると指摘さ

れてきた．2002 年の協議会での考え方は，ア

ミノ酸についてそれまでに提案された必要量は

低すぎ，新たに得られた証拠に基づき上方修正

すべきであるというものであった．

・2002 年の協議会での見解は，それ以前の報告

が女性，青少年，年長幼児の必要量についてほ

とんど考慮しておらず，また妊婦，授乳婦や高

齢者での必要量についてもさらに見直しが必要

であるというものであった．幼児と小児のア

ミノ酸必要量について 1981 年以降新たな研究

がほとんど行われていないようであるが，これ

にはいささか失望させられる．先進工業国と発

展途上国の両方で高齢者が増加していることか

ら，高齢者についての研究も重要である．

・各地域の現地食がタンパク質必要量をどの程度

満たせるのかについて，またアミノ酸スコアや

ラットを用いた生物検定成績をヒトの食事のタ

ンパク質価の推定に用いるのは，どの程度現実

的であるかについて，引き続きさらに多くの情

報が必要である．1985 年の協議会では，幼児

や就学前小児の食物を除けば，不可欠アミノ酸

の供給不足をきたすような自然食はほとんどな

い，という結論が出された．しかし混合食，と

くに発展途上国の人々の食事中のタンパク質の

消化吸収率についてもっと注意を払うべきであ

ることは明らかであった．すべての年齢層につ

いて，食事タンパク質の利用率が消化吸収率の

影響を受けるのも明らかであり，また，糞便中

や皮膚から失われる窒素量が増加する場合に

は，タンパク質必要量はそれに合わせて補正す

べきである．

・1977 年の非公式会合で，低栄養小児の補償成

長や，頻回感染からの回復のために，タンパク

質やエネルギーをどれだけ余分に与えるべきか

について，予備的に検討された．2002 年の協

議会で，この分野についてもっと注意を払う必

要があることが確認された．

・低タンパク質摂取は，窒素平衡や成長が十分に

達成されてさえいるならば，なんの不利益も生

じないのだろうか，という疑問が引き続き投げ

かけられた．

1981 年の協議会では，さらに本格的な専門家

協議を行い，研究を重ねることが必須であるとの

結論が出され，専門家協議で取り上げる必要があ

る重要課題を確認した．それらの課題について，

本報告で一部を取り上げる．2002 年協議会に委

任されたのは，1981 年協議会の結論と勧告を改

定し更新することであった．2002 年協議会の準

備段階で，著名な科学者達に既存の文献と自らの

経験を検討し見直し，改定が必要な様々な課題に

ついて背景論文を書くよう依頼した．著者数人と

その他指導的立場にある科学者が 2001 年 6 月 27
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日から 7月 5日の間にローマで会合を持ち，背景

論文の内容について批判的に考察と分析を行い，

必要に応じて修正を加えた．修正を加えた論文

は，他の文書や議論の結論とともに，専門家協議

会のメンバー全員に送付されて，分析され考慮検

討された．本報告の大部分はこれら背景文書に基

づくものであり，その多くは後に公表された 8）．

タンパク質とアミノ酸の必要量についての勧告

は，以下の活動を支持していくうえで必須である：

・集団の食物摂取について，食物と栄養の十分量

を規定；

・世界各国の食物指針と栄養指針の設定；

・緊急事態，紛争，食料不足などの事態が起きた

とき，難民あるいは住む場所を失った人々のよ

うな弱い立場にある集団について，栄養素の必

要量の決定，配給量についての評価と十分な質

と量の確保（世界食糧計画，国連難民高等弁務

官事務所，救援活動に携わる非政府組織にとっ

てとくに懸念される問題である）；

・工業的加工食品のタンパク質とアミノ酸含量の

表示とその規制の起草にとくに関連して，食

品規格委員会（Codex�Alimentarius�Commiss-

ion）への指導；

・調製粉乳と加工補完食品の製造業者に対する，

生後 6カ月を過ぎた幼児またはとくに必要とし

ている幼児，年少幼児のタンパク質とアミノ酸

の必要量に関する情報の提供；

・早期警戒システム（世界食糧安全保障脆弱性地

図システムなど）を含め，発展途上国と地球全

体について（現在と将来の）食料不足と低栄養

の地図作成と追跡；

・タンパク質摂取の過剰または不足と長期的な健

康への影響または疾患発症との関連性について

の研究．

必要量の検討に関わるグループには，広範囲の

専門分野の代表者が加わるのが理想的であるが，

1985 年，2002 年ともこれは実現しなかった．国

レベルで食物ベースの指針を作成する場合には，

学際的視点を適切に取り入れることができるかも

しれない．1985 年の報告 1）が示しているように，

種々の検討を経てもなお，生物学的，統計学的な

多くの難しい問題点が残されている．2002 年の

協議会で確認された統計作業を含む課題には，以

下のものがある：必要量の分布推定；推奨必要量

の分布についての解釈．

以前の報告にあるように，この協議会の主要任

務は，十分な食料供給，食物・栄養政策の目標，

タンパク質の質についての表示といったことがら

についての現実的問題に取り組み，幼児，小児，

成人と生涯を通じて各段階に特化した推奨値を出

すための手段を，国際連合の各機関に提供するこ

とであった．過去の報告で示されたガイダンスと

同様に，本報告での結論と勧告が，各国の委員会

が地域の状況と利用にふさわしい必要量を勘案す

るうえでの指針となることを希望する．

専門家の国際会議，協議，その他のフォーラム

は，新しい発想を生み出し，新しい研究の進展を

促してきた．これはとくにタンパク質必要量に関

して顕著である；前任者の作業を基礎としてその

後の会議のたびごとに，その時点の知見における

問題点が確認され，多くの国々の研究者がそれを

解決しようと最善を尽くしてきた．発展途上国に

ついては，さらに研究成果を集積し続けていく必

要がある．国際連合の各機関，その他による能力

開発活動がそれを援助してくれることが望まれ

る．問題点を確認し，さらに研究を促していくこ

とは，引き続き専門家協議会の非常に重要な機能

である．

本報告は終点ではなく，科学的根拠がある解決

策を求め，栄養と健康の改善の観点からこれらの

解決策がどのような意味をもっているかについて

の理解を引き続き探求していくうえで，重要なス

テップである．2002 年ヒトの栄養におけるタン

パク質およびアミノ酸の必要量に関するWHO/

FAO/UNU 合同専門家協議会の本報告の主要目
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的は，以下のものであった：

・すべての年齢群（幼児，小児，青少年，成人，

高齢者）と妊婦，授乳婦についてタンパク質と

アミノ酸の必要量を見直し，改訂し，更新する

こと；

・健康時と疾患時のタンパク質必要量を見直し，

勧告すること，また，発展途上国におけるそれ

らの意味を考察すること；

・世界各国および国際食品規格（Codex�Alimen-

tarius）で使用するため，新たな必要量との関

連で，タンパク質の質と表示について勧告する

こと．

2002 年協議会の結論は，その時点で可能な限

りの知見を根拠にして得られたものである．1985

年の報告 1）が認めているように，勧告がどの程

度現実的なものであるかは，今後の経験で示され

るであろう．しかし 2002 年協議会への参加者は，

新しい勧告は以前の勧告と大差ない点が多いとは

いえ，ヒトの栄養におけるタンパク質とアミノ酸

の必要量という問題への取り組みにおいて大きな

前進があったと感じている．

文　献
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生涯にわたり正常な体格と機能を維持するのに

適切な質の食料が十分に得られることは，健康維

持の基本である．タンパク質源は健康な食事に

とって必須の要素であり，成長およびヒトゲノム

にコードされている 25,000 種類のタンパク質と

他の窒素化合物の維持を可能にする．それらは合

同で，環境との間で窒素交換を行う構造的，機能

的要素の動的システムを体内で形成する．望まし

い体格と機能を得るために，その他の点で栄養的

に十分な食事の一部として摂取すべきタンパク質

の量が必要量である．

2.1 基礎的概念
食事中のタンパク質必要量についての一般的モ

デルは（他の栄養素についてと同様），生体が必

要とする量，すなわち代謝要求量，とその要求量
を満たすのに必要な摂取量，すなわち利用効率か
ら必要量を定義しており，したがって食事必要量

=代謝要求量/利用効率となる．

計画立案と公衆衛生のため，また欠乏の危険を

最小にするため，必要量は個人間変動を考慮に入

れた食事推奨量として表示する．これについては

第 3章で考察する．

代謝要求量は，アミノ酸を消費する代謝経路の
性質と程度によって決まり，たいていの要因加算

モデルでは通常，維持量および特別な必要量とし

て同定される．特別な必要量とは，成長，妊娠，

授乳などである．維持とは，アミノ酸を消費し，尿，

糞便とその他の損失を生じるすべての過程から成

り，その他の損失には正味のタンパク質合成の小

さい部分を占める皮膚，毛髪，分泌物が含まれる．

食事必要量とは，代謝要求量を満たし窒素平衡
を達成するために食事で供給すべきタンパク質ま

たはその成分であるアミノ酸，またはその両者の

量である．タンパク質利用の効率，すなわち正味

タンパク質利用率には種々の要因が影響を及ぼす

ため，食事必要量はたいていの場合，代謝要求量

よりも大きい．これらの要因は，消化と吸収，そ

して必要量に対する吸収アミノ酸の細胞での利用

効率に関連しており，前者は消化吸収率とその結

果糞便中に失われる食事性窒素量，後者は生物価

に影響を及ぼす（第 6章参照）．

食事からの窒素摂取量がゼロで，エネルギーと

他の栄養素が十分量摂取されている場合には，身

体から窒素が継続的に失われていき，それを不可
避窒素損失量と呼ぶことについては広く合意され
ている．また，タンパク質，アミノ酸，窒素の摂

取量が増加していくと，到達すべき窒素平衡に達

すに十分な摂取レベルとなることについても広く

合意されており，そのレベルを最小タンパク質必
要量と定義することができる．これは短期的，長
期的に達成すべき窒素平衡を可能にするために摂

取されなければならない下限の摂取量であり，こ

の値は利用効率が最高のときの摂取量である．実

第2章
タンパク質とアミノ酸の
必要量推定にあたっての
概念的枠組み
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際には，最小タンパク質必要量の測定値は，個人

内でも個人間でも，不可避窒素損失量の測定値よ

りも変動が大きかった．その理由はいろいろであ

るが，完全に解明されているわけではない．その

ため，最小タンパク質必要量の確認は本質的に難

しい．これと著しい対照をなすのが基礎代謝率で

あり，他のエネルギー支出要素を考慮に入れた後

でそこからエネルギー必要量を算定することがで

き，また慎重に標準化を行った条件下で実施すれ

ば比較的変動なしに測定可能である．以下に，最

小タンパク質必要量に影響を及ぼす可能性がある

要因について記述する．

2.1.1 代謝要求量
アミノ酸とタンパク質の代謝要求量とは，身体

の構造と機能を維持する経路全体を通じてのアミ

ノ酸の流れのことである．これには，尿，糞便，

または汗中の尿素をはじめとする窒素性最終産物

への変換に至るいくつかの個々のアミノ酸の重要

な代謝産物への変換のほか，皮膚，毛髪，その他

の分泌物として身体から失われるタンパク質の正

味の合成が含まれる．代謝要求量は本質的に個人

間で変動するものであり，また同一人物でも 1日

の時間帯や人生の段階が異なると変動する．代謝

要求量について完全に記述しようとすれば，各ア

ミノ酸が，考えられるすべての状況下であらゆる

代謝経路を通じて流れる速度と，アミノ酸の比率

を適切なものにする利用可能な異なる形態の窒素

化合物の相互変換も含めることになろう．このよ

うな要求量を確実または厳密に測定することはで

きないが，状況に応じて例証を示すとか特徴を述

べることは可能である．

窒素の基礎要求量は通常，不可避窒素損失量，

つまり窒素を含んでいない以外は栄養的に十分な

食事で安定化させた後に身体からあらゆる経路を

通じて失われる窒素の総量と同等であるとみなさ

れている．しかし不可避窒素損失量とは，体組織

から動員されるタンパク質によって代謝要求量が

満たされている特殊な状況を表すものと考えられ

ている．体タンパク質のアミノ酸パターンが代謝

要求量のアミノ酸パターンと正確に適合せず，ま

たそう考えられる理由がある場合には，不可避窒

素損失量は要求量に対して余剰のアミノ酸からの

窒素を含み，その分，少なくとも総アミノ酸当量

では代謝要求量を過大に見積もることになるだろ

う．

要求量とそのアミノ酸パターンは，遺伝子型の

ほか表現型を決定する種々の要因によって変動す

る．すなわち，プログラム化された代謝能力，年齢，

性別，食事，体組成，生理的状態，病理的または

環境ストレス要因，ライフスタイル，とくに身体

活動によって変動する．これらの要因は別々に作

用することも，一緒に作用することもある．必要

な場合には，要求量を満たすために適応要因が働

くことがあり，これらの要因は十分に有効で容易

な場合もあり，またそうでない場合もある．現在

の知見では，要求量におけるこの変動の範囲，す

なわち“モデル”または“基準”とされる状況に

おける他の重要な要因の影響については限られた

理解しか得られていない．

遺伝子型，プログラム化された代謝能力，性

別，年齢，体組成はすべて基礎要求量を変動させ

る要因であると仮定するのは理にかなっていると

はいえ，実際にはそれらの影響の程度については

今後の定量化を待たねばならない．タンパク質の

基礎必要量において変動が認められたとして，そ

の変動が測定の方法論上の問題に起因するものな

のか，または生来の生物学的変動性を反映してい

るものかについては明らかになっていない．

2.1.2 成　長
幼児と小児の成長期には，身長と体重の増加，

発達，機能の成熟がみられる．妊婦と授乳婦につ

いては，正味の組織蓄積や乳汁分泌のための要求

量がある．これらそれぞれの場合で，細胞外タン

パク質，DNA，RNA，細胞膜，クレアチン，ヘ

ムタンパク質などを含め，蓄積する物質に見合っ
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たアミノ酸パターンが必要である．このような状

況での要求量を満たすのに必要なアミノ酸パター

ンは，基礎状態でのものとは異なるということに

ついては十分な証拠がある．

病気の状態からの回復時に体重が急速に増加し

ていく際，除脂肪組織の広範囲な蓄積がみられる

ことがあり，正味の組織蓄積のためのエネルギー

と栄養素の必要性を解析する良いモデルとして使

われてきた．このようなモデルを使った試験から

得た情報は，われわれの理解を広げるうえで価値

があるが，組織の不足量の充足のために算定され

た必要量は，正常な成長と発達の際の必要量と同

じであると考えることはできない．

2.2 要求量に対する	
食事の影響

個人の基礎的要求量を満たすだけのタンパク

質，アミノ酸，窒素を食事で効率的に供給するた

めには，細胞や組織が正常に機能していくのに必

要なエネルギーと他のすべての栄養素に対する要

求量が満たされていなければならない．他の栄養

素の食事からの摂取量が変化すると，タンパク質

とアミノ酸の代謝は複雑な応答をする．

2.2.1 エネルギー
エネルギーとタンパク質の食事からの摂取量変

動に対する反応については，十分に確立されてい

る．エネルギー支出量が一定であれば，エネルギー

摂取量の増加は過剰エネルギーの性質（炭水化物

か脂肪か）とは関わりなく窒素出納を改善する．

何故そうなるのかについて完全には明らかになっ

ていないが，エネルギー摂取に対するホルモン反

応，とくにインスリン分泌により，タンパク質分

解とアミノ酸酸化の抑制を通じて正味のタンパク

質損失量を最小にすることで要求量を減少させる

と考えられる．対照的に，過剰な食事エネルギー

は過剰脂肪組織の蓄積にもつながり，その結果除

脂肪組織量が増加し，それに伴って長期的には要

求量が増加していく．

食物摂取量全体は，ほとんどの場合エネルギー

支出量によって決まり，もっとも大きな変動は活

動量の差を反映したものである．活動量が多い人

のほうが多くのエネルギーを必要とし，多くの食

物を摂取し，タンパク質の絶対的摂取量が多くな

る．活動量が増えた場合に，アミノ酸と窒素の要

求量増加は（仮に増加したとしても）エネルギー

要求量の増加よりもはるかに小さいので，窒素要

求量を満たすのは簡単になり，食事のアミノ酸パ

ターンはそれほど重要な問題ではなくなる．対照

的に活動量が低下すると，食物の摂取量が低下し

タンパク質の絶対的摂取量が低下する結果，食事

によって供給されるアミノ酸パターンと身体が要

求するパターンとの間の相対的不均衡が顕在化し

てくる．したがって，食物の摂取量が少ない場合，

活動量が多かったときにはタンパク質として十分

であった食事でも，活動量が低い状況では十分で

はなくなることがある．

2.2.2 微量栄養素
アミノ酸の代謝と相互変換の経路は，微量栄養

素が十分である状態に依存し，したがって摂取さ

れる食物の量と質に依存する 1）．これはまだ理解

が十分とはいえない分野であるが，B群ビタミン

や亜鉛が不足すると食事の生物価に影響がある．

さらに，サプリメントや食物の栄養価強化による

微量栄養素の過剰な摂取への対処のために，代謝

的要求が生じたり身体にストレスを生ずることが

ある．たとえば，食事中の亜鉛が過剰だとメタロ

チオネインが合成されて，その結果含硫アミノ酸

の要求量を増加させる可能性がある．また鉄が過

剰だとそれに反応してフェリチンが合成され，成

長など他の機能に使われるアミノ酸が転用されて

しまうことがある．

2.2.3 ライフスタイルと環境の影響
ライフスタイルによる影響として，タンパク質

の要求量に影響を及ぼす最も重要なものは，身体

活動量である．活動量の変動は食物摂取パターン
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に影響を及ぼし，体組成と代謝要求量（第 5章参

照）にも影響を及ぼす．実際に，活動量それ自体が，

中間物代謝の統合に重要な役割を果たし，アミノ

酸の相互変換とアミノ酸以外の窒素含有化合物全

体の利用，たとえば分枝アミノ酸からグルタミン

を経由してアルギニンや他の化合物への流れ，に

影響を及ぼすことがある．身体活動によりタンパ

ク質要求量が増加する可能性はあるが，訓練と十

分で適切なエネルギー摂取によって影響の程度を

最小に抑えることができる 2）．一部の運動選手に

みられる高いタンパク質摂取量は，運動中のアミ

ノ酸酸化を促進し見かけの要求量を増やすことが

証明されている．

喫煙 3）と飲酒はそれぞれ，摂取量と要求量に

影響を及ぼす可能性がある．また，通常の食事に

含まれる化学物質と生体異物の解毒と排出は，ア

ミノ酸代謝にアンバランスな要求をもたらす可能

性がある．解毒の際にアミノ酸を消費する薬剤と

してはパラセタモール（アセトアミノフェン）が

あり，含硫アミノ酸の要求量が高まるのはそのた

めである．

環境要因にさらされると代謝ストレスが惹起さ

れ，それにより非特異的炎症反応が生じたり，感

染による特異的な免疫反応が誘発される．そのよ

うな環境要因への暴露が重度になると，代謝の優

先順位が完全に変わったり，代謝系からの不均衡

な損失が生じたり，タンパク質，アミノ酸，窒素

の必要量に基本的な変化が起きたりする．さらに，

このような反応から回復する際には，特異的に生

じた損失を補うために代謝要求量の増加と変化が

必要となってくる．

2.3 窒素平衡の達成
タンパク質合成やその他の代謝経路の要求量を

満たすためには，遊離アミノ酸の形か，あるいは

体内での変換後に適切なアミノ酸の混合物を生成

する前駆物質の形で，適切なパターンのアミノ酸

を十分な量，食事により供給しなければならない．

代謝システム全体から不可欠アミノ酸の一部また

は全部が不可逆的に失われた場合の要求量は，食

事からでないと満たすことができない．

このようなアミノ酸の動きを示す最も一般的な

モデルを図１に示す．代謝系内のアミノ酸の要求
量はタンパク質合成と他の代謝経路へのアミノ酸

の流れであり，この要求量を越えるアミノ酸は酸

化経路へと流れていく．アミノ酸の要求量は，タ

ンパク質分解，アミノ酸のデノボ合成，または食

事からの摂取で満たす必要がある．タンパク質分

解から生じたアミノ酸（メチル化のような翻訳後

修飾を受けたごく一部のアミノ酸は除く）は，タ

ンパク質合成に使われる量とパターンにかなり一

致していると考えられるので，アミノ酸の要求量

は他の経路へのアミノ酸の流れによって決まると

いえる．

不確かな１つの分野は，可欠と不可欠とは絶対

的なもので相互に相容れないものとして通常は仮

タンパク質分解 タンパク質合成

食事

デノボ合成

アミノ酸プール
その他の経路

酸化

窒素排泄

図１◆アミノ酸代謝と相互変換の一般的なモデル
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定されていることと関係がある．ほぼ間違いなく

これは単純化しすぎる考え方である．可欠と確認

されたアミノ酸は，その生産能力の上限について，

すなわち内因性生産能力が要求量を常に満たすこ

とが可能か否か，については信頼できる情報はほ

とんどないが，実際には量は変動するものの内因

性に生産されている．不可欠アミノ酸の場合，内

因性生産能力はゼロと仮定されているが，実際に

は下部消化管での尿素回収を経て，ある程度デノ

ボ合成されることが，今では証明されている．そ

の程度や栄養学的意義はまだはっきりしていない

が，窒素出納法の代わりとしてのアミノ酸酸化の

安定同位元素研究の普及を考えれば，それは重要

な実用上の意味をもってくる．同様に，可欠アミ

ノ酸のデノボ合成が特定の状況下で生理機能をど

の程度制限するのかは，臨床栄養で特別食を作る

際に食事からの十分な摂取を確保するのに重要と

なる．

代謝系というものは，われわれが現時点で効果

的にその特性を明らかにできる 4）よりもずっと

複雑であるが，信頼性の程度はさまざまとはいえ

測定可能な要素はいくつかある．最終的に実際の

目的は，健康（体重，窒素出納，生理・代謝・心

理的機能）を維持するのに十分なアミノ酸の流れ

を可能にするのに必要な食事性窒素の程度と形態

を決定することである．

2.3.1  維持アミノ酸の異化と不可避窒
素損失量

上記のように，タンパク質を含有していないが

その他の点では十分な食事を摂取しているときの

不可避窒素損失量は，維持代謝要求量の大きさを

示していると考えられてきた 5など）．不可避窒素

損失量は，正味のタンパク質合成（主に皮膚から

の損失，それに閉経期前女性の月経血）に対する

アミノ酸前駆物質，尿中窒素性最終生成物を生じ

させるアミノ酸由来のすべての非タンパク質性産

物，および大腸で失われる窒素の要求量を反映し

ていると考えられている．Reeds6）は不可避窒素

損失量の性質について検討し，フェニルアラニン，

トリプトファン，メチオニンを除いて，アミノ酸

の維持要求量は主に可欠または条件的可欠アミノ

酸についてである，というのがその時点での理解

であることを強調した．不可避窒素損失量は除脂

肪体重の固定関数であると考えられているが，こ

の点について確実にわかっているわけではない．

タンパク質必要量の要因加算法による推定では，

食事タンパク質の利用効率について調整してか

ら，このような損失量を補う食事タンパク質供給

量を算定する 7，8など）．この算定法では，無タンパ

ク質食摂食時におけるアミノ酸異化の程度は，正

味の組織タンパク質異化によって満たされている

通常の代謝要求量を示していると仮定している．

1985 年の報告 9）以降，アミノ酸酸化の性質を把

握し，また窒素排出がどのように制御されている

かを理解しようとする試みが以前に増して行われ

てきた．

アミノ酸炭素骨格，または核酸，クレアチン，

タウリン，グルタチオン，カテコールアミン，チ

ロキシン，セロトニン，ドパミン，一酸化窒素な

どの低分子化合物，いまだその意義が不明な不可

逆的アミノ酸異化（分枝アミノ酸などの）など，

アミノ態窒素に由来する広範囲な非タンパク質産

物についてアミノ酸前駆物質の要求量があること

は合意されている 6参照）．これら様々な化合物は

それ自体が異化され，様々な窒素性最終生成物を

生じる．また，大腸にまで通過したアミノ酸の炭

素骨格は腸内細菌による発酵で異化が行われ，ア

ミノ態窒素はアンモニアとして再吸収される．言

い換えれば，いくつかの不可欠アミノ酸の回腸末

端消化率は糞便から求めた通常の消化吸収率より

小さいということになる．これら様々な経路の全

体的パターンについては不明であるが，維持代謝

要求量のアミノ酸パターンが組織の成長に必要な

ものと異なることについては，以前から受け入れ

られていた 5参照）．また，個々のアミノ酸（含硫ア

ミノ酸とトレオニン）を無タンパク質食に添加す

ると窒素排出量を低下させることが証明されてい



12
263-01278

るが，これは 1種類のアミノ酸を食事から除去す

ると，除去したアミノ酸の組織含量に比例せずに

負の窒素出納をもたらすのと同じである 10，11など）．

不可避窒素損失量の大きさが世界の異なる地域

の同じ年齢層の間で大きく異なる，という証拠は

ほとんどない 9，12，13）．糞便中窒素と尿中窒素の

間で損失量の分布に差があるようであり，糞便中

損失量は発展途上国の被験者のほうが高く，糞便

中バイオマスが高く維持され全体の損失量が高

い．その結果，糞便中窒素はインドとナイジェリ

アの男性では40%（尿中窒素+糞便中窒素）であっ

たのに対して，マサチューセッツ工科大学の学生

では 20%であった．ただこの結果が，実験食の

非タンパク性窒素含量が高いことを反映している

のかどうかは明らかでない．しかし，糞便中の窒

素含量が高いということは，それが尿中窒素排出

量と糞便中窒素排出量との間にある逆の相関関係

と関連してくるので，代謝上の意味をもっている

ようである 14，15）．このことは，糞便中バイオマ

スの大きさおよび窒素含量と尿素回収との関連を

示唆しており，尿中への尿素排出に影響を及ぼし

ているかもしれない．

2.3.2 食事タンパク質の消化吸収率
消化吸収率という概念は，通常小腸を経由する

（口から回腸末端まで：回腸末端消化率），または

腸全体を経由する（口から肛門まで：糞便から求

めた通常の消化吸収率）アミノ酸出納について定

義され，摂取量と損失量との差が，身体で使うた

め消化管が食物タンパク質をどの程度アミノ酸と

して消化吸収するかの尺度となる，という原則に

基づいている．事実，腸を経由するこのような正

味の出納には，図２に示すように，全身のプール
と腸管内腔との間でタンパク質，アミノ酸，尿素

の形で行われている相当な窒素交換が関与してい

る．このように，消化吸収率は通常考えられてい

るよりも複雑である 16，17）．

食事により代謝システムに供給される窒素含有

化合物は主にタンパク質であるが，遊離アミノ酸，

ヌクレオチド，クレアチンも含まれ，そのそれぞ

れが健康にとって重要なものであると思われる．

消化管が完全な状態で維持されるには，ムチンや

抗体といった窒素含有化合物の正味の分泌と腸細

胞の継続的脱落が必要である．さらに，消化と吸

収の過程に関連するタンパク質が相当量分泌され

る．タンパク質のほとんどは消化され，生成する

アミノ酸やペプチドは吸収される．内因性窒素含

有化合物の小腸腔への総流量は正確にはわかっ

ていないが，1日にタンパク質として 70 ～ 100�g

位であると推定される．それらは食事由来のアミ

ノ酸と混ざり合うが，食事からの摂取量にかかわ

らず，腸管腔内のアミノ酸濃度は空腸中央部に至

るまでに区別できなくなる．食事タンパク質と内

因性分泌によるタンパク質は，回腸末端に達する

までに相当部分が吸収される．したがって，摂取

されたアミノ酸量と回腸末端に現れるアミノ酸の

差である“回腸末端消化率”は，小腸で窒素含有

物質がどの程度処理されるのかをかなり大ざっぱ

に示すだけである．食事成分の動態追跡のため標

識アミノ酸を使用することにより，食事タンパク

質の大部分が効率的に消化され吸収されるという

指摘の裏付けが得られる．

回腸排出分は窒素の大腸への流れの一面を示し

ており，糞便中に失われる窒素よりもわずかに多

い（50%）．このことは窒素出納に関し，大腸を

通した窒素化合物の交換はほとんど行われないと

いう印象を与える．しかしトレーサー試験の結果

は，糞便中窒素が，回腸排出分と食事摂取からの

残りだけではなく，結腸内で脱落した細胞と生じ

たムチンを含む窒素プールと，宿主の全身循環か

らの窒素含有化合物に由来していることを示して

いる．尿素などの分子が腸内に移動することを示

す強力な証拠があり，また尿酸やクレアチニンな

どの分子が移動すると考えるに足る証拠がある．

これら様々な形の窒素が腸内細菌叢の代謝基質と

して利用されるが，糞便中窒素損失量の大きさか

らみて，結腸から相当量の窒素が再取り込みされ
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Vevey,�Nestec�Ltd/S.Karger�AG,�Basel,�Switzerland�の許諾を得て文献 17 より引用（改変）．

るという結論を導き出すことができる．さらに，

腸内細菌叢に関連するアミノ酸代謝の全体的な作

用は，回腸末端を経由してくるアミノ酸を除去す

る場合もあれば追加する場合もあるため，個々の

アミノ酸の回腸末端消化率は糞便から求めた通常

の消化吸収率に比べて食事タンパク質の全身利用

度の尺度としての信頼性は高くないと思われる．

食事中の複雑で非消化性の炭水化物の摂取パター

ンは，それらを重要なエネルギー源とする回腸

細菌叢の代謝行動に重要な影響を及ぼす．非消化

性の炭水化物を多量に含む食事を摂っている人で

は，そしてとくにその炭水化物が常在細菌叢によ

る発酵作用に対して感受性が高い場合には，糞便

中窒素が増加し，細菌バイオマスと可溶性の窒素

含有化合物を増加させる．このことは，ほとんど

の食事において，非消化性の炭水化物に伴うタン

パク質とはほぼ無関係に起こる．したがって，非

消化性の炭水化物が食事中に多量に含まれている

場合は，糞便中窒素を消化吸収率の信頼できる尺

度として使うことはできない．さらに，糞便中窒

素が増加すると尿中窒素がその分減少する可能性

があるので，その結果として窒素出納のマーカー

としての尿中窒素の信頼度は低くなる．

このように，回腸末端消化率と糞便から求めた

通常の消化吸収率の両方の考え方とも，状況に

よって大きな制限を受けてしまう．このような状

況にあてはまる可能性が最も高いのは，食事必要

量をぎりぎりで満たしている状態での食物の臨界

栄養価を決定する必要がある場合であり，そのた

め政策選択にあたって自信をもってこれらの方法

を使うには，前提条件としている仮定の限界を十

分に考慮に入れておかなければならない．

2.3.3  タンパク質の質：要求量に対す
る供給の適合

吸収された食事窒素の量に対して窒素平衡を達

成することができる有効率は，生物価，すなわち

食事 14g 窒素／日

小腸
（流量2９g 窒素／日）

分泌 15g 窒素／日

吸収 26g 窒素／日

回腸－盲腸 流量3g 窒素／日 

大腸
（流量20g 窒素／日）

分泌 17g 窒素／日

吸収 18g 窒素／日

糞便中損失 2g 窒素／日

図２◆小腸と全身循環の窒素の交換
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利用窒素/可消化吸収性窒素摂取量として定義さ

れる．生物価は要求量に対する不可欠アミノ酸パ

ターンという観点で考察されることが最も多く，

それにより，あるタンパク質の不可欠アミノ酸不

足を別のタンパク質の相対的過剰量で補完できる

ような食事タンパク質混合物を決めることがで

き，その結果全体として適切な食事組成物となる．

しかし，生物価は実のところ，可欠アミノ酸，不

可欠アミノ酸およびその他の窒素含有化合物の相

対量によって大きく左右されることを認識してお

かなければならない 18，19）．

また，アミノ酸の“可欠”と“不可欠”の定義

については，慎重な解釈が必要である．1960 年

代に食事アミノ酸とタンパク質の最低必要量を定

める目的で行われた作業において，その食事源は

個別でも全体でも様々であったが，不可欠アミノ

酸の利用“�効率”は食事中の総窒素量と窒素の

形態に依存することが示された．食事中の総窒素

量が高いほど，窒素平衡を達成するのに必要な不

可欠アミノ酸の摂取量は少なくなる．可欠アミノ

酸の“良好”な混合物は他の形態の窒素よりも効

率が高いが，アンモニアや尿素といった比較的貧

弱な窒素源であっても，その摂取が十分に高けれ

ば有益な作用を及ぼすことができる．重要なこと

に，可欠アミノ酸は様々な作用を発揮し，グリシ

ンの摂取は不可欠窒素の必要を満たすのにとくに

効果的である 20）．実際には，窒素平衡を保つた

めの最小窒素摂取量は，不可欠アミノ酸の摂取量

によって規定される．よって，卵，ミルク，牛肉

といった動物性タンパク質による窒素摂取量が一

定である場合，タンパク質を一部可欠アミノ酸に

置き換えることにより窒素出納が改善する．この

ように，不可欠アミノ酸の必要量は絶対的な値で

はなく，総窒素摂取量との関連のうえでしか表す

ことはできない．すでに示されているように，ど

のような形態の可欠窒素であっても，その摂取は

不可欠窒素の必要性を低下させる．これは，総窒

素摂取量が低い場合には，可欠アミノ酸を合成す

るための窒素源として不可欠アミノ酸が非効率的

に使われるということを意味している．このこと

は，不可欠アミノ酸と可欠アミノ酸の両方につい

て絶対的な代謝上の必要性があり，身体でどのく

らい可欠アミノ酸が形成されるかは総窒素摂取量

によって規定され，総窒素摂取量が少ないと非必

須アミノ酸が十分量形成されない，ということを

意味している．

以上を総合すると，通常は個人の不可欠アミノ

酸摂取量を身体の要求パターンに適合させるとい

う意味でのみ適用されている生物価の考え方は，

可欠アミノ酸の内因性形成にとって十分な食事か

どうか，すなわち食事中の全窒素が身体の必要性

に適合しているかどうかの視点も入れて拡大して

考えるべきである．アミノ酸混合物をベースとす

る食事を摂っている人々にとって，これは現実に

重要な点である．たとえば，小麦ベースの食事で

はリシンの量が最近の多くの安定同位体試験で推

定された見かけの“必要量”よりもずっと少なく

なるにもかかわらず，実際には長期的に窒素平衡

を維持することができる 21など）．このように予測

値との相違が生じるのは，いずれのトレーサー試

験においても卵タンパク質をベースとするアミノ

酸混合物を使用しており，穀類のタンパク質より

も非必須窒素がはるかに少ないアミノ酸混合物を

用いているからかもしれないのである．最終的に，

タンパク質の質を評価するには，体重，体組成と

ともに窒素出納を測定する直接試験を行い，タン

パク質または食事の利用について正確に把握する

ことが必要となろう．

2.3.4 タンパク質の利用と窒素出納
必要量を求めるための窒素出納測定は通常，異

なるレベルのタンパク質摂取量を与えた被験者

で，窒素平衡，すなわち摂取量 =損失量，出納 =

０である状態に達するまで行う．直線回帰が用い

られることが多く，窒素平衡のための摂取量（必

要量）は切片（ゼロ摂取量時の窒素損失量）と勾

配により決まる．切片は，推定代謝要求量，すな

わち不可避窒素損失量である．勾配は，消化吸収
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率と生物価の両方を取り入れた食事タンパク質の

利用効率，すなわち正味のタンパク質利用率を示

している．

必要量�=
代謝要求量（切片，不可避窒素損失量）

正味のタンパク質利用率（勾配）

急速に成長する動物や年少小児での出納試験

は，消化吸収率，生物価，その結果として正味の

タンパク質利用率についてタンパク質源間で明確

でしかも予測可能な違いを示し，動物性タンパク

質でのほぼ完全な利用率（正味のタンパク質利用

率 =1）から植物主体のいくつかの食事について

の非常に低い値までの範囲にわたっている．しか

しヒトの成人については，出納試験の解釈がいく

つか非常に困難な問題を提起していることが，以

前より知られていた．具体的には，勾配と切片は

同じタンパク質源を使った試験の間でも広く変動

し 15），結果は予測値と異なることが多い．これ

までに報告された窒素出納試験のすべてについて

最近実施されたメタ解析は，このことをはっきり

と示している 13）．この解析によると，勾配が＜ 0.5

であることから，必要量の中央値（0.66�g/kg/日 )

は不可避窒素損失量（≈ 0.3�g/kg/日 ) の 2 倍以上
であった．さらに，タンパク質源（動物性，植物

性，または混合タンパク質）が変わることによる

勾配とその結果として必要量への影響は有意では

なかった．このことは，ヒトの成人については，

ほとんどのタンパク質源の食事について正味のタ

ンパク質利用率は同程度であると同時に，予測さ

れる値よりもはるかに低いということである．こ

の結果の説明についてはまだ合意に至っていない

が，ひとつの考え方として，適応が不完全な結果

であるとの指摘がある 22）．いずれにせよこの結

果は，生体がタンパク質摂取の変化にどのように

適応するかについてもっと理解することが重要で

あることを指摘している．

2.4 タンパク質摂取量の
変動に対する反応

ヒトという生物は，広範囲の食事タンパク質濃

度に耐えることが可能で，実際，明確な代償なく

それに耐えている．タンパク質とアミノ酸の栄養

必要量を規定することが難しい点は，それを超え

ると適応するのになんらかの代償を伴うという摂

取量範囲の上限と下限の設定である．まずはじめ

に，“明らかな代償なく耐えられる”について定

義する必要がある．前回の報告で，成人の窒素平

衡維持と小児の十分な成長速度達成を適切な目標

とすることは受け入れられたが，それを達成する

方法については，身体窒素含量における変化，そ

れにタンパク質とアミノ酸の代謝と回転における

変化の両方の観点から議論が行われた．これら

2種類の反応それぞれについての考察が必要であ

る．

2.4.1 体組成の変化
身長と体格全体における個人の成長能力は，骨

成長の調整によって得られると考えられる 23）．

これは遺伝的に決まっていることで，各個人は条

件が良好ならば，その度合と時間経過によって定

められる成長曲線をたどる 24）．もちろん，胎児

成長の至適プログラミングが出生後の身長の伸び

に影響を与える度合いによって成長は左右され

る．良好な条件のうちに十分な栄養が含まれるこ

とは当然であり，食事タンパク質が重要な役割を

果たす．除脂肪体重の最大の要素である骨格筋の

成長もあらかじめ定まっていると思われ，遺伝子

型ごとの筋肉全体の表現型は，最適な栄養と運動

により達成可能な最大の筋肉量によって特徴付け

られる，という議論が展開されてきた 23）．対照

的に，他の多くの臓器，とくに腹部内臓床の臓器

の大きさは様々であり，エネルギー消費と食事組

成の両方に影響を及ぼし，ひいてはエネルギーと

タンパク質の摂取量を調節するライフスタイルの

要因により変わってくる．そのため，肝臓，消化

管，腎臓などのタンパク質含量は，機能的上の要

求によって変動し，通常肥満と関連している高タ

ンパク質食と食物摂取量の増加と関連して食事タ

ンパク質摂取量が多くなると，上限はあるかもし

れないが増加するものと思われる 25）．筋肉量も
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肥満により増加しうる．そのため，除脂肪量全体

との関連で身体の最適タンパク質含量を規定する

ことは困難である．定義を最適筋肉量に限定する

ことで，状況を単純化することができる．現在で

は臓器の大きさを測定することが可能なので，タ

ンパク質摂取量に関連させて臓器の大きさの変化

を検討することは可能なはずである．

2.4.2 易動性タンパク質貯留
タンパク質摂取量の変化に対する身体の反応の

特徴の一つは体窒素の増加と損失であり，その実

体はタンパク質であると考えられており，これを

易動性タンパク質貯留と呼んでいる．易動性タン

パク質貯留を栄養評価の一項目とみなすべきであ

るのか？　易動性タンパク質貯留については非常

に早い時期から知られており記述されてきたが，

ほとんど解明されていない．Garlick，McNurlan�

&�Patlak26）は 3�g/kg/日から 1�g/kg/日の間でタ

ンパク質摂取量を変化させた後のタンパク質損失

量について詳細に解析されている例 27）について

検討し，身体の尿素と遊離アミノ酸プール，それ

に検出されないぐらい小さな組織タンパク質量の

変化を確認した．動物実験の結果から，肝臓のタ

ンパク質量はタンパク質摂取量によって変動する

ことがわかっているので，易動性タンパク質貯留

は，機能上の要求から変動する内臓器官の大きさ

の変化を一部含んでいると考えられる．易動性タ

ンパク質貯留を理解するもうひとつの方法は，代

謝に関連させて，細胞内タンパク質の変化として

とらえることである．その場合，易動性タンパク

質貯留とは，タンパク質摂取量に適合し窒素平衡

を達成するために起こるタンパク質の代謝回転，

アミノ酸の異化，窒素排出の適応的な制御機構の

遅れによるものと考える．広範囲の摂取レベルに

おいて，最終的には窒素平衡状態に至るのははっ

きりしている．事実，易動性タンパク質貯留に関

する試験の多くは，タンパク質摂取量が“正常”

範囲内で行われており，“低”タンパク質摂取量

といっても，実際には以前に認められていた推

奨量を超える量（たとえば卵タンパク質 1�g/日）

で実施されている 27）．これは重要な点であるが，

この適応はヒトではゆっくりであり，数週間以上

かかる．不可避窒素損失量の試験で，無タンパク

質食を与えた被験者では低レベルの尿素窒素排出

量が一定値に達するのに 10 ～ 17 日かかった 28）．

タンパク質摂取量を十分量から 0.35�g/kg/日に減

らした食事を与えた試験では，窒素平衡に達する

のに成人男性では 7～ 28 日かかった 29）．Oddoye�

&�Margen27）による試験の被験者では，タンパク

質摂取量を 3�g/kg/日から 1�g/kg/日に減らした

後に窒素平衡に達成するのに 16 日から 40 日以上

かかった．

タンパク質摂取量を増やした期間に得たタンパ

ク質は保留されるのか，タンパク質摂取量が低い

間に失われたタンパク質は期間を長くすれば回復

するのかについては，はっきりしていない．栄養

が行き届いた社会にあっては，正常範囲内のタン

パク質摂取量を変動させて成人の体組成を研究す

る体系的試験は行われてこなかったからである．

しかし，正常範囲内でタンパク質摂取量を増やし

て筋肉量を増やす試みは，ほとんど失敗している．

そのため Lemon ら 30）は無作為化二重盲検交差試

験で集中的ウェイトトレーニング中�1 カ月間に

わたって 2.62�g/kg/日または 1.35�g/kg/日のタン

パク質を与えたが，筋力（随意と電気的誘発）と

筋肉量（密度，クレアチニン排出，CATスキャ

ンによる筋肉面積，二頭筋窒素含量）の測定結果

に差はみられなかった．

このように，タンパク質必要量との関連で身体

のタンパク質含量を検討する際に，ある特定のレ

ベルの易動性タンパク質貯留を考慮すべきである

とする確固たる理由はない．

2.4.3  タンパク質の代謝回転とアミノ
酸の再利用

摂取に対する代謝的な反応について考察する場

合，食物摂取が断続的であること，その結果とし

て 1日全体の出納が日周性であることを考慮に入
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れる必要があるため，複雑なものとなる．生体が

空腹状態にあるとき，組織タンパク質の損失を伴

う正味のタンパク質の異化が行われるため，出納

全体を維持するためには，その後の摂食中に，空

腹時の損失量を補う正味のタンパク質蓄積が必要

となる．このように窒素増加と損失が周期的であ

るため，摂食状態にあるときと空腹時の両方で測

定を行うのでない限り，タンパク質またはアミノ

酸の一過的な測定値は 1日の出納にごく間接的に

関連しているにすぎない．

1日のタンパク質の代謝回転をみるとアミノ酸

の流れは摂取量の数倍もあり 31），タンパク質の

分解により生じた遊離アミノ酸をタンパク質合成

に再利用する必要がある．タンパク質の代謝回転

の変化とその結果としてのアミノ酸の再利用が 1

日のタンパク質の必要性にどのように影響を及ぼ

すかについて，かなり研究が行われてきた．しか

し，翻訳後修飾（たとえば，ヒスチジンの 3–メ

チル化）を伴っている場合を除きアミノ酸は再利

用されるので，1日のタンパク質必要量がタンパ

ク質の代謝回転率を反映しているという証拠も理

由もほとんどない．タンパク質の代謝回転率と内

因性窒素損失率との間には一般的に相関関係があ

り，両方とも生物の大きさと基礎代謝率に関連し

て変化する．これは，多くの細胞のプロセスにお

いて通常並行してみられる代謝変化，すなわち，

基礎代謝率の主要因となり，タンパク質の代謝回

転と不可避窒素損失の両方に寄与する代謝変化を

反映したものである可能性が高い．

食事が不十分であることに対するタンパク質の

代謝回転の非常に明らかな反応は，成長過程の動

物，とくに骨格筋でみられる 31，32）．しかし成人

では，タンパク質摂取量と代謝回転との間に，タ

ンパク質摂取量が十分であることを示す指標とし

て使うことができるような単純な関係は存在しな

い．空腹時のタンパク質損失量と摂食による置換

量がタンパク質摂取量により変化することからす

れば，摂食と絶食に対するタンパク質合成ととく

にタンパク質分解の反応は，タンパク質摂取量に

対して敏感に変化する 33など）はずである 34）．しか

し，1日のタンパク質代謝の回転率全体は，広範

囲のタンパク質摂取量にわたってほとんど変化し

ない 26，33）．さらに，低栄養により，また加齢に

関連して，体組成の変化によりタンパク質代謝回

転の変化は複雑化する．低栄養の成人では，除脂

肪量 1単位あたりで表した全身タンパク質の代謝

回転率が上昇するように見える．それはおそらく，

もっと代謝回転が早い組織と比較して，筋肉の損

失量が相対的に大きいためだと思われる 35）．同

様に，骨格筋タンパク質の代謝回転が加齢により

低下することが報告されている 37など）にもかかわ

らず，加齢によって 1日の平均タンパク質代謝回

転率がほとんど変化しない理由として，廃用性筋

萎縮により骨格筋の比率が低下するからであると

説明することができるかもしれない 36）．このよ

うに，除脂肪量の相対的な大きさとその組成を反

映させて体重 1�kg あたりでタンパク質の代謝回

転を表すと，筋肉以外の組織において低下してい

る代謝回転の程度を特定するのは困難である 36）．

このように，全身的なタンパク質合成の測定は，

タンパク質摂取量が十分であるかについての鋭敏

な代謝指標ともいえないし，必要量が満たされて

いることの尺度にもならない．正味のタンパク質

合成の程度，すなわちタンパク質合成と分解の差

は，食事タンパク質の代謝要求量の重要な部分を

なすのであるが，食事供給のパターンとタンパク

質の質に複雑な方法で適応していくようである 38）．

したがって，正味のタンパク質合成の程度をもっ

て十分な必要量の尺度と仮定することはできな

い．

2.5 必要量の定義
食事タンパク質の必要量は，維持量と，その上

に成長，生殖，授乳といった特別な必要量を加え

た量を供給しなければならないことに基づいて，

タンパク質必要量を以下のように定義することが

できる：
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適度の身体活動量でエネルギー平衡が保たれて
いる人において，身体からの窒素損失量を補填し，
体タンパク質量を維持するための最低レベルの食
事タンパク質摂取量，それに加えて小児，妊婦，
授乳婦では，健康状態を良好に保ちつつ組織蓄積
や乳汁分泌に必要な量．

この定義，すなわち窒素出納に関連させた必要

量の定義は，定量化がより難しい健康のための最

適摂取量には必ずしも適合しないと認識されてい

る．しかし，上記 2.4.1 節で考察したように，体

タンパク質量は望ましいレベルに維持されると考

えられる．上で定義した必要量より高い摂取量が

健康に及ぼす影響については，第 13 章で考察す

る．

2.6 適応機序
低摂取量への適応については 1985 年 FAO/

WHO/UNU 報告で簡単な議論が行われており，

その後しばしば議論されてきた 1，17，22，39）．しか

し難しい問題が絡んでおり，適応の重要性につ

いてまだ広く合意は得られていない．1985 年の

協議で有力な見方というのは 9），成人一人一人に

とって，必要量は遺伝的に長期にわたって固定さ

れており，個人間変動があるが個人内変動はない

というものであった．この報告で，0.57�g/kg/日

という以前の推奨量が 0.75�g/kg/日に上げられた

が，その理由のひとつは，長期窒素出納試験で 0.57�

g/kg/日の摂取量では有害反応が発現したためで

ある 40-42）．もうひとつの見方も提起され 43），そこ

では，タンパク質の恒常性（ホメオスタシス）を

維持することが可能な摂取量の範囲から，低レベ

ルの不可避窒素損失量相当の摂取量（すなわち，

0.36�g/kg/日）にわたり，個人内変動（すなわち，

適応）を考慮に入れた．この見方は限られた数の

長期窒素出納試験に基づくものであり，それらの

試験のいくつかは 1985 年の報告 29）を作成するに

あたって考慮されたものである．これらの試験の

被験者では最終的に窒素平衡が達成されたが，体

重が減少したためデータの解釈が難しく，1985

年の報告には個人内変動の考え方は入れられな

かった．実際にそれ以後，食事推奨量や不足のリ

スクの算定に当たって，個人内変動は考慮されて

いない（第 3章参照）．

1985 年以後，適応に関して異なる見方がいく

つか提起され，窒素出納試験の解釈においても安

定同位体試験のデザインと解釈においても重要性

をもつようになった．なかには，事前の適応は不

要であるとして，実験デザインで適応をまったく

考慮しない研究者もいる 44）．しかし多くの研究

者は，ある程度適応が起きることを認めている．

たとえば，タンパク質とアミノ酸の必要量を定義

するにあたって，Hegsted は最近，“健康な人は

現在の食事に‘適応’しているとみなすべきであ

る．必要量を……定義するとしたら，被験者に適

応のための時間を与えなければならない．そうで

ないと，現在の食事における栄養素供給を推定す

るだけになり，これでは栄養学的意義はほとんど

ない”45）と記述した．Young は適応の範囲と所

要期間に関してこの問題を考察し，0.6�g/kg/日

よりずっと低い摂取量への長期的適応という考え

方をきっぱりと拒否して，“適応の限界には……

比較的短期間で達する．”と提言した 46）．この考

え方は，Young と共同研究者が実施したアミノ

酸必要量の試験では，適応期間を７日間としたこ

とと符合する．その他の研究者は，必要量の特定

およびリスクの評価と管理のいずれにおいても，

代謝的適応についての理解こそ中心的なものであ

ると主張してきた 22，47）．

2.6.1 アミノ酸酸化の適応
Millward�&�Rivers18）は，アミノ酸酸化の経路

について適応要素という考え方を導入し，代謝要

求量が習慣的タンパク質摂取によってどのように

変動するのかを 13C 安定同位体試験によって検証

し 38），その結果タンパク質必要量の適応的代謝

要求モデルを提言するに至った 22）．このモデル

の主な特徴は，他の経路でのアミノ酸損失（図１）

は不可避要素と適応要素の両方を含んでおり，追
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加的な適応的代謝要求量の方は習慣的タンパク質

摂取により変動する速度でのアミノ酸酸化を表し

ている，という点である．この適応的代謝要求量

は食物またはタンパク質の短期的摂取に対しては

あまり反応せず，タンパク質摂取量を長期的に変

化させた場合に緩やかにのみ（何週間か，あるい

はそれ以上で）変化する．このことが窒素の恒常

性に対して及ぼす結果として，習慣的摂取量を増

やすと，絶食による損失と摂食による増加の概日

周期の振幅が大きくなっていく．広範囲にわたる

タンパク質摂取量で食事を与えた被験者における

12 時間窒素出納と短期［1-13C］ロイシン出納の

両方で，このことが証明された 34，48）．そのため，

摂取量が高い量から低い量に移行していく間に，

保持されていた体窒素の大きな損失が起こるのは
27など），以前は易動性タンパク質貯留の損失であ

るとされていたが，この視点でみた場合のアミノ

酸酸化率の減弱または適応に要した時間の結果と

いうことになる．窒素排出量の一部はこの適応的

代謝要求量と関連して生じる損失量を含んでいる

ため，タンパク質利用効率は従来のモデルで示さ

れているよりも高くなる．この点は，代謝要求量

の適応要素を考慮に入れた食後のタンパク質利用

として効率を測定した場合に明らかである 49-51）．

適応的代謝要求量を代謝の面から説明すると，

最低の必要性を超える食事タンパク質を急速に処

理し，毒性を示す可能性がある分枝，芳香族，含

硫アミノ酸を非常に低い組織濃度に維持できるよ

うにするために，これら特定のアミノ酸の酸化的

異化経路の能力を習慣的タンパク質摂取量に合う

よう適応する仕組み，ということになる．この経

路は摂食と絶食によりある程度調整されている

が，その調整は完全なものではないので，食事タ

ンパク質が処理された後も，空腹状態までアミノ

酸酸化が引き続いて起こる．

これまで，これらの原則を実験に適用した例は

限られており，健常被験者と高齢者でのミルクと

小麦タンパク質を使った［1-13C］ロイシン・トレー

サー出納試験 22，50，51），またはやや異なるモデルを

仮定した内因性 15N 標識タンパク質による 15N 試

験 52）がいくつかあるだけである．

2.6.2  尿素代謝の適応：下部消化管に
おける窒素代謝

Jackson1，19，53，54 参照）は 15N 標識尿素を使った小

児と成人でのトレーサー試験で，タンパク質摂取

量への適応の重要な一面は，尿素窒素をアミノ酸

プールに再循環させる意味をもつ仕組み，すなわ

ち腸での細菌による加水分解作用がもたらす様々

な程度の尿素回収であることを示した．尿素回収

についての従来からの見方は，結腸における尿素

の加水分解は最小限に調整されているだけか，調

整されておらず 52など），窒素はアンモニアとして

結腸から戻る，というものである．しかし新たな

証拠により，尿素が直接結腸に入り，水の出納と

尿素の出納の調整を関連付けているもっと複雑な

調整システムがあることが指摘されている．結腸

には，結腸から体内に細菌由来のアミノ酸を広範

に取り込むのに十分なアミノ酸トランスポーター

はないと考えられてきたが，これは現在では正し

くないとされている 55，56）．

尿素回収後における不可欠アミノ酸のデノボ合

成の可能性は何年も前に確認されており 57-59），パ

プアニューギニアの高地人で，尿素窒素の利用が

低タンパク質食または低品質タンパク質食での窒

素出納を改善する可能性が指摘された 60，61）．その

後，ブタ 62），成人 63，64），低栄養幼児 65，66）での試

験で，尿素に由来し腸内の微生物による合成で生

成したリシンと他のアミノ酸が循環プールに現れ

ることをはっきりと確認した．

このようにヒトでは，尿素回収がいろいろな程

度でみられ，回収された窒素の一部が不可欠アミ

ノ酸として全身のアミノ酸プールに戻ることがわ

かっている．現存する実験データベースはまだ小

さいが，そこで示唆されているこの過程の規模は，

栄養学的に重要である可能性がある．さらにまた，
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アミノ酸酸化に基づくアミノ酸とタンパク質の必

要量に関する研究に重要な影響を及ぼす．たとえ

ば，デノボ合成を考慮に入れなければ，ロイシン

酸化に基づく出納試験では予想よりも負の値とな

ることが多い．したがって，アミノ酸の恒常性の

全体像を理解するなかで尿素回収の定量的な意義

を組み入れるためには，尿素合成の程度と制御の

両方，それに下部消化管での窒素代謝について，

さらに理解を深める必要があるのは間違いない．

2.7 代謝モデルの要約
ヒト食事中タンパク質の代謝要求量を一緒に規

定するアミノ酸，タンパク質，窒素代謝それぞれ

の側面の多くについて，いくつか不確かな点が

残っているのは確かである．しかし，図３に示す
代謝要求量全体の概略を支持する証拠は十分揃っ

ている．

アミノ酸に対する代謝要求量の目的には，組織

タンパク質の適切なレベルでの維持，すべてのア

ミノ酸由来代謝産物の供給があり，さらに成長，

妊娠，授乳中にはそれ以外の付加的な必要性が生

じる．この要求量は遊離アミノ酸プールから供給

されるが，ほとんどのアミノ酸について，その量

は狭い範囲内で調節されている．調節には以下の

3つの供給源からの供給が関わっている：上部消

化管で消化・吸収された食事タンパク質；タンパ

ク質の代謝回転におけるタンパク質分解を受けた

組織タンパク質；下部消化管における加水分解と

細菌による代謝を経て起こる尿素回収から生じた

アミノ酸とアンモニアをも含むデノボ形成．遊離

アミノ酸が基質となる反応では遊離アミノ酸が除

去されていくが，これには 3つの経路があり，そ

のひとつが代謝要求である．この経路には，正味

のタンパク質合成と個々のアミノ酸の不可逆的代

謝変換を含む，多くの不可逆的経路が関わってい

る．量的に最大の経路は，タンパク質の代謝回転

におけるタンパク質合成に使われるアミノ酸の除

去である．窒素平衡の状態にあるとき，タンパク質

の代謝回転ではアミノ酸の可逆的除去とタンパク

質分解による置換が同時に起きているため，正味

の代謝要求量（タンパク質合成中または合成後に

不可逆的に修飾されるアミノ酸については除く）

は生じない．最後に，たとえばタンパク質食を摂っ

た後に遊離アミノ酸の一部または全部が一過性に

増加することによるアミノ酸の酸化と窒素排出に

よって不可逆的にアミノ酸が除去されることもあ

る．それが利用効率の低下を表しているだろう．

アミノ酸の代謝要求量には，不可避的な要素と

適応的な要素が関わっていると思われる．平衡状

態（すなわち維持）にある被験者の不可避的な要

素としては，いくつかの個々のアミノ酸の重要代

謝産物への転換，その後さらに窒素含有最終生成

物，主に尿素と尿，糞便または汗中の他の化合物，

への変換，そして皮膚，毛髪，その他の分泌物と

して身体から失われるタンパク質の正味の合成が

含まれる．適応的な要素の大きさは，無タンパク

質摂食時に損失量が低レベルに落ち着いた後にみ

られる身体からの窒素総損失量，すなわち不可避

窒素摂取量に等しいと経験的に見なされている．

このような状況下では，正味の組織タンパク質分

解は不可避的な要求量のうちタンパク質以外の要

素のために使われるものと考えられ，その速度は

律速アミノ酸（タンパク質中のモル比に対する代

謝要求量のモル比が最高であるアミノ酸）の代謝

消費速度で規定される．不可避的に代謝要求され

るアミノ酸組成は組織タンパク質のアミノ酸組成

とはおそらく一致しないため，実際に代謝要求さ

れる窒素量は，その要求量を満たすために動員さ

れる組織タンパク質量よりも低い，すなわち不可

避窒素損失量よりも低いと思われる．これは，代

謝要求量を供給するために動員されるアミノ酸は

すべて酸化される必要があり，窒素排出へとつな

がっていくからであり，有用な機能を果たすのは

その一部だからである．その証拠に，メチオニン

とかトレオニンといったアミノ酸を選択的に与え

ると，それに反応して不可避窒素損失量が低下す

る．成長，妊娠，授乳に関連する正味のタンパク

質合成も，不可避的な代謝要求量に含まれる．
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代謝要求量のうち適応的な要素は，習慣的タン

パク質摂取に依存して速度が変動するアミノ酸酸

化のことを指し，遊離アミノ酸プールの大きさを

調節するアミノ酸酸化経路の亢進の結果として起

きる．その理由は，ヒトの成長は非常にゆっくり

だからであり，あるいは最小の必要性を相当超え

るタンパク質を含む食事で体重を一定に保ってい

るからである．そのため，酸化的アミノ酸異化経

路は，過剰タンパク質を急速に処理し，高濃度で

は有害である可能性がある分枝，芳香族，含硫ア

ミノ酸といったアミノ酸を非常に低い組織濃度で

維持することができるように，習慣的タンパク質

摂取量に見合った適切な速度で作動するように

適応する（Vmax を上昇させる）のである．重要

なのは，習慣的摂取量に特有の適応速度は，食事

タンパク質摂取量の変化または摂食と絶食に反

応してごくゆっくりとしか変化しないことであ

る．そのために起こる重要な現象は以下の２つで

ある．まず，摂取量が習慣的摂取量より少なくな

ると組織タンパク質が動員され，低摂取量に適応

するまでは負の窒素出納となる．これについては

すでに易動性タンパク質貯留として確認されてい

る．Millward�&�Rivers18）の適応的要求モデルで

は，最小必要量よりも高い摂取量では，新しいレ

ベルへの完全な適応には，摂取量に合った適応的

代謝要求量の変化だけでなく，適応への移行の間

に失われる多くの組織窒素の補充も含めるとして

いる．しかし，この仮説を支持する実験的証拠は

なく，このことが証明されなければ，体タンパク

質が満たされない状態は不利であるとみなされる

にちがいない．

次に，適応的なアミノ酸酸化の速度は空腹状態

になってもある程度持続するため，習慣的摂取量

の変化に応じて変動する組織タンパク質の損失と

窒素の排出が生じる．そのため，適応的代謝要求

モデルには空腹時の損失を置換する正味のタンパ

タンパク質損失:
皮膚、毛髪ほか

尿中非尿素窒素汗中窒素尿中尿素窒素糞便中窒素

尿素合成

過剰または
非利用分

代謝要求

不可避的

適応的

タンパク質
摂取

上部消化管

下部消化管

尿素回収

遊離アミノ酸
基質プール

タンパク質
代謝回転
タンパク質
代謝回転

組織タンパク質

絶食時の損失に対する
補充および成長

図３◆	アミノ酸の代謝要求の概略図
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ク質合成の要素を含める．その程度は，食事摂取

パターンにより，また習慣的タンパク質摂取の量

と質（アミノ酸スコア）により，複雑に変動する．

アミノ酸酸化と尿素合成は不可逆的であるとさ

れているが，尿素回収があるため，実際にはこれ

が完全に正しいとはいえない．尿素合成率は尿素

排出率より大きいのが普通であるが，これは，尿

素の一部が下部消化管に入り，細菌により加水分

解されるからである．この窒素は大部分細菌に

よって利用され，糞便中への損失はほとんどない

ため，アンモニアと不可欠アミノ酸を含むアミノ

酸として最終的に全身プールに戻される．この回

収される尿素窒素の量や性質についてはあまり解

明されていないが，栄養的に重要な量のアミノ酸

を供給している可能性がある．

食事中のタンパク質必要量とは，消化効率およ

び代謝消費の効率を考慮に入れた後の，代謝要求

量を満たし適切な体組成と成長率を維持する最小

摂取量，といえるだろう．代謝要求量を満たすに

は，食事タンパク質は以下のアミノ酸を含んでい

なければならない：�消化可能な十分量の栄養的

に不可欠なアミノ酸（ヒスチジン，イソロイシン，

ロイシン，リシン，メチオニン，フェニルアラニ

ン，トレオニン，トリプトファン，バリン），特

定の生理的または病理的条件下で不可欠となる可

能性のあるアミノ酸（条件的不可欠：たとえばシ

ステイン，チロシン，タウリン，グリシン，アル

ギニン，グルタミン，プロリン），さらには，上

記アミノ酸のいずれからでも，また可欠アミノ酸

（アスパラギン酸，アスパラギン，グルタミン酸，

アラニン，セリン）からでも，あるいは他の非必

須窒素源からでも供給可能な総アミノ酸窒素につ

いても十分でなければならない．最小代謝要求量

とその結果としてのタンパク質必要量は，適応的

な要素が到達可能な最小レベルに達したときのも

のである．このような適応にどのくらいの時間が

かかるのかについて確かなことはわかっていない

が，短期出納試験で採用された期間よりは長いは

ずである．このことは，最小タンパク質必要量の

短期出納予測では値を高く見積もってしまう可能

性を示唆している；また，各研究の間で認められ

るタンパク質必要量の値の変動の一部は，試験食

への適応の達成度の多様性を反映している可能性

がある．

文　献



23

第2章
タンパク質とアミノ酸の必要量推定にあたっての
概念的枠組み

263-01278



24
263-01278



25

第2章
タンパク質とアミノ酸の必要量推定にあたっての
概念的枠組み

263-01278



26
263-01278



27
263-01278

本報告書の目的は，特定の個人または個人のグ

ループ，あるいはある特定集団における，タンパ

ク質とアミノ酸の食事必要量を決定することであ

る．タンパク質とアミノ酸の食事必要量は推奨

量として表すことができ，それは特定の個人のグ

ループ，あるいは集団における，食事摂取基準を

決定するための基礎として用いることができる．

その基本的概念は以下の通りである．

・タンパク質とアミノ酸の食事必要量は，各個人

について特有のものである．

・ある集団における，各個人のタンパク質とアミ

ノ酸の食事必要量は，確率分布として表すこと

ができる．

・ある集団において，タンパク質とアミノ酸の摂

取量が十分であるかどうかは，摂取量の分布を

必要量の分布と比較することにより評価でき

る．

・摂取量が十分かどうか，集団が健康か不健康か，

また摂取量の不足により起こる社会問題をそれ

ぞれ区別することは，推奨量を食事摂取基準と

して使用するにあたって重要である．国際食品

規格（Codex）1）の用語では，不十分な摂取量

は有害性（hazard）と呼ばれ，不健康と社会的

問題は危険性（risk）である．タンパク質，と

くにアミノ酸の摂取不足と健康障害の関係は，

十分にわかっておらず，またそれは通常，必要

量を推定する方法には取り入られていない．し

たがって，様々な程度の不十分な摂取量という

有害性（hazard）による危険性（risk）を評価

するのは困難である．

3.1 概説
タンパク質とアミノ酸の必要量を推定するに

は，2つの大きな問題がある．ひとつは，食物の

栄養素の必要性と利用性が，個人により異なるこ

とである．もうひとつは，重大な身体機能不全が

起こる前に，タンパク質とアミノ酸の摂取が不足

していることを，明らかに確認できることはまれ

であることである．これらの事象については様々

の観点から，たくさんのデータが蓄積されてきて

いるが，1985 年の報告 2）以後，さらに様々な形

態のデータが集積され，これら基本的事象につい

ての理解がより進んできた．それにより，新しい

データと既存のデータの統合的で包括的な検討を

行うことや，必要量をより完全に記載すること，

またより広範囲の利用が可能となる．この全過程

において，変動が大きい生物学的現象を探求する

目的で開発された複雑な統計手法が必要である．

本章では，本報告に関連する統計的概念と方法に

ついて考察する．

タンパク質とアミノ酸の必要量を推定するに

は，4段階で行うことが望ましい：関連するデー

タを収集する；個人の必要量を推定する；身体計

測または人口統計による差で個人の必要量が変動

するかを調査する；必要量の分布について推定し

記述する．これらの段階について，以下に概略を
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必要量の算出に使用した
統計的概念と手法
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示した（3.2 節）．

必要量の推定の後，個人と集団にとって適切な

摂取量を確認する必要があり，それにより個人と

集団について食事摂取基準を決定することができ

る．食事摂取基準は，集団の食事が十分であるか

の推定，食事摂取計画立案，食品のラベル作成な

ど，いろいろな目的に使われるため，最終段階の

必要量の分布についてはとりわけ慎重に考慮する

必要がある．

3.2 必要量推定の各段階
3.2.1	データの集積とふるい分け
どのような統計手法をとるとしても，データが

当該現象を正確に反映していなければならない．

これが意味するのは，栄養素の必要量推定にあ

たって，まずデータベースの準備，つまり関連す

るデータの発見，収集，標準化，ふるい分けがお

そらくもっとも重要であるということである．タ

ンパク質とアミノ酸の摂取とそれらの代謝に関し

て，いろいろな側面についてのデータが，世界中

の別々の研究室で，別々の時点に，別々の方法で，

別々の目的について出されてきた．場合によって，

とりわけアミノ酸については，用いられた研究手

法の長所・短所について様々な見解がある．しか

しタンパク質については，成人の必要量を決定す

る方法について合意されている．それは短期の多

点測定による窒素出納法である．一連の過程の最

初と全体を通じて，集積したデータについて矛盾

と不適合をふるいにかけることが重要である．こ

のデータ見直しと選択の過程，異常値となるデー

タ点の確認は，統計作業の一部にすぎない．

本協議会では従来からの方法を採用した．それ

は，データベースから特異点を除外すべき生物学

的・実験的な強い理由がなければデータは含める

こと，そして含めるか含めないかが結果に影響を

及ぼすことを受け入れるものである．そのため，

外れ値を検出するための統計的手法は存在する

ものの 3），ほとんどの場合，グラフを使ってデー

タを検討して影響のある点を確認し，その出所を

検討し，影響があると推定された点を含めた解析

と含めない解析の両方を行うという方法をとっ

た 4）．

3.2.2	個人の必要量推定
他の栄養素と同様に，タンパク質の必要量は各

個人に特有なもので，個人により異なると考えら

れる．集団における分布は，報告されている測定

値の変動要因を可能な限りやや恣意的に決定せざ

るをえないことを承知のうえで，個人の推定必要

量から直接推定された．本報告書において，個人

のタンパク質必要量は窒素平衡（ゼロ窒素出納）

を可能にする最小摂取量と定義しており，解析は

主に，数段階のタンパク質摂取量で個人の窒素出

納を測定した試験結果について行った．各個人に

ついて，ゼロ窒素出納となるタンパク質摂取量を

（直線回帰により）内挿し，その値をその個人の

維持タンパク質必要量と定義した．幼児と小児，

そして妊婦と授乳婦については，維持必要量を確

認することを目的とした上記の方法と，さらに体

組成の変化と成長率の解析，それに受胎産物の大

きさと授乳量を推定した結果とを合わせ，正味の

体組織の蓄積増加または母乳産生が，正常となる

ような食事タンパク質の付加必要量を推定した．

アミノ酸に関しては，実験データで使用されて

いる方法が様々なため，データの集約が難しく，

統計解析が困難である．さらに，窒素出納または

安定同位体トレーサーの出納を測定した試験で

は，その結果は個人の必要量を推定するには十分

でないことが多く，試験対象集団の平均必要量は

様々な回帰手法により推定した．

可能な場合には，推定必要量は幼児の十分な成

長を維持することが示されているたとえば母乳な

どの摂取量，または成人の体重維持量と比較し，

検証の代わりとした．これら特別な手法の詳細に

ついては，各章で個別に詳述する．
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3.2.3		影響を与えると思われる要因の
検討

成人のタンパク質必要量のデータベースについ

て，個人の必要量が年齢，性別，食事により異

なっていたかを，サブグループのデータを解析す

ることにより検討した．データが正規分布に従っ

ている，あるいは正規性への変換が容易であると

考えられなかったので，統計解析には，分散分

析（ANOVA）に相当するノンパラメトリック手

法を用いた．通常この方法ではデータの相対的順

位だけを用いており，パラメトリック法よりも検

出力が低いため，差の有意性を確立するにはより

多くのデータを必要とする．標本のサイズが大き

い場合は，効率はパラメトリック法に近くなる．

Mann-Whitney 検定（ノンパラメトリック 2 標

本 t 検定）と Kruskal-Wallis 検定（ノンパラメ

トリック一元配置ANOVA）を含む方法が用い

られた（これらの検定の開発と応用の詳細につい

ては，文献 5と付録を参照）．第 7章で考察する

ように，一部の変数（たとえば年齢）について，

データは限られていた．アミノ酸必要量について

は，これら変数の影響を調査できるだけの十分な

データがないことが多かった．

3.2.4 集団内での必要量の分布の推定
ある集団における代表的個人の必要量を推定す

るためのデータが用意できた．次に行うことは

その分布の特徴づけ 6）とそのパラメータの推定 4）

である．

成人のタンパク質必要量については，正規分布

に代わる手段を検討するために十分なデータが利

用可能であった．グラフと解析手法により，タン

パク質必要量は対数正規分布に従うことが確認さ

れ，必要量の対数平均値と個人間変動によりその

分布を特徴づけることができる．平均値は単純平

均により推定した．しかし，個人間変動は個人デー

タの変動（再現性のなさ）により増大する．観察

された変動を区分し個人間変動を推定するために

は，分散分析を用いた 7）．これら２つのパラメー

タにより，タンパク質必要量の集団分布は完全に

特徴付けられる．

アミノ酸必要量については，集団における必要

量分布の程度と特徴を確認するための明確なデー

タは，一般に不十分であった．そのため，報告さ

れた平均値から“最良推定値”を決定し，変動の

推定は行わなかった（用いた手法については文献

4と 6に詳述した）．

正常な成人についてのデータによると，タンパ

ク質必要量は図４に示すように対数正規分布に
従っている 7）．この分布の中央値は 4.654 で，105�

mg�N/kg/日，すなわち 0.656�g タンパク質 /kg/

日に相当する．97.5 パーセンタイル値は，対数中

央値に対数単位の SD（標準偏差）0.12 を 1.96 倍

して加え，4.8892 と算定された．この値の累乗に

より，133�mg�N/kg/日または 0.83�g タンパク質

/kg/日という 97.5 パーセンタイル推定値が算出

された．

ln（必要量）

� ～normal（平均 =4.654，SD=0.12）

3.3 推奨量と摂取量
1985 年の報告 2）で考察したように，集団内の

平均必要量と分布の推定値には多くの用途がある

が，２つの主要分野にまとめることができる．診

断の用途においては，摂取量が十分であるか不十

分であるかを判定するために用いられる．指導の

用途では，摂取量をどのくらいにすべきかを示す

のに用いられる．診断または指導の用途で推定必

要量が実際にどのように使われるのか，とくに集

団に比べ，個人を対象とする際には，様々である

と思われる．これら２つの状況について，以下で

別々に考察する．

3.3.1  個人の推奨摂取量と摂取不足の
危険率

体重 1�kg あたりの利用可能タンパク質の通常

摂取量について情報が得られていれば，推定必要



30
263-01278

量の解釈と適用は比較的容易である．あるレベル

のタンパク質摂取量が個人の必要量を満たしてい

る確率は，その摂取レベルに相当する値より下の

必要量分布曲線下面積として単純に確認すること
ができる．累積単位正規分布の標準公式，すなわ

ちΦ（z）=�z の左側の単位正規分布下面積，を使っ

て算定することができる．ここで zは平均より上

（正の値）または下（負の値）の標準偏差の値で

ある．ΦはMicrosoft�Excel の NORMDIST 関数

または NORMDIST（x，平均値，標準偏差，1）

により，zから直接算定することができる．ここ

で xは摂取量である 8）．

摂取量がQである個人について，食事が十分

である（すなわち，正の窒素出納となる）確率

=Φ（lnQ－ 4.654）/0.12 となる．たとえば，摂

取量が 85�mg�窒素/kg/日の個人については，タ

ンパク質摂取量が十分である確率は

Φ（4.443 － 4.654）/0.12= Φ（1.76）=0.039= 約 4％

である．

さらに，摂取量が十分であることを，一定の確

率で保証するために必要な摂取レベルは，逆の手

順によって算定することができる．ある個人が十

分なタンパク質を摂取していたことを事実上保証

する（99％の確率で）摂取レベルは単純に，正

規曲線の 99 パーセンタイルに相当する必要量で

ある．つまり，平均値に標準偏差の 2.326 倍を加

えた値：99 パーセンタイル =�139�mg�N/kg/日

=exp（4.654+2.326 × 0.12）となる．以下で考察

するように，ある特定の摂取レベルが個人のタン

パク質必要量を満たしている確率が，その集団の

必要量を満たしている確率と等しくなるのは，集

団内の全員がその摂取レベルを与えられていると

いう特殊で現実的でない状況においてのみである

ことに注意する必要がある．

この方法により，各摂取レベルが十分である確

率を表１に示す．

指導の目的では，信頼性の程度が様々であるが，

ある個人について十分な摂取量を推奨することが

できる．前回の報告 2）と同様に，安全摂取レベ

ル（推奨量）は，0.975 の確率で十分な（すなわち，

タンパク質必要量（mg 窒素/kg/日）

中央値＝105

97.5 パーセンタイル値＝132

50 75 100 125 150 175 200

図４◆	成人のタンパク質必要量の分布
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2.5％の個人を除いて十分な）レベルとして定義

する．この定義に基づくと，安全摂取レベル（推
奨量）を以下のように定義することができる：集

団の 97.5％にとって十分な摂取レベル

＝ exp（4.654+0.12 × 1.96）

＝ 133�mg�窒素 /kg/日

� （0.83�g�タンパク質 /kg/日）．

このレベルで個人に供給すると，必要量が満た

されないという危険率は容認可能な低いレベル

（2.5％）で，逆に必要量よりも多く摂取する確率

は高くなる．しかし，安全摂取（推奨量）という
用語はまた，安全摂取を相当程度超えるレベルま

でタンパク質摂取の超過による個人へのリスクは

ない，という考え方を含んでいる（第 10 章参照）．

実際に，多くの集団がこの安全摂取レベルを相当

程度超えるタンパク質を習慣的に摂取している．

これは，過剰エネルギーの供給と消費は有害であ

ると判定されるエネルギー必要量についての考え

方とは対照的である（第 9章参照）．

3.3.2  集団の推奨摂取量と摂取不足の
危険率

摂取量が十分であるかの判定，とくに適切な基

準値の設定は，個人よりも集団についてはずっと

難しい．それは，集団内個人の摂取量も必要量も

わからない，という単純な理由による．そのた

め，必要量と摂取量の両方について分布と変動を

考慮しなければならない．これまで，このことは

十分に理解されておらず，前述のように個人につ

いて定義された推奨摂取量または安全摂取レベル

（推奨量）が，誤って集団へ適用されている．事

実，以下に考察するように，どの集団についても

適切な安全摂取量（推奨量）は，必要量と摂取量

の分布により特徴付けられる比較的複雑な関数と

してのみ定義することができ，このことは，1985

年の報告 2）で考察したように，適切な摂取量を

確認することの困難さ（たとえば，過小報告と

か，また生物学的有効性に関して，必要量を算定

する時と同じように摂取量が表現されていること

の確認など）を考慮したとしてもそうである．さ

らに，実際に有用なのは平均（average）必要量

の測定で，この場合“平均（average）”は中央

値（median）や期待値（mean）と同義語として

使われており，今回は 0.66�g タンパク質 /kg/日

（すなわち，exp（4.654）=105�mg�窒素 /kg/日）

となる．実際に，以下で考察するように，いくつ

かの仮定のもとで，この摂取レベルよりも摂取量

が少ない人々の割合は，摂取量が不十分な人々の

割合にほぼ近い．

特定の集団において栄養素が不十分である率を

推定するには，その集団の摂取量を必要量と比較

表１◆	種々のタンパク質摂取量において摂取が十分である確率
摂取レベル（mg	窒素 /kg/日） 標準偏差の倍数 確率（％）

72 3.21 0.1
79 2.42 1.0
83 2.00 2.5
86 1.70 5.0
90 1.31 10.0
97 0.67 25.0
105 0.00 50.0
114 0.70 75.0
122 1.28 90.0
128 1.68 95.0
133 2.01 97.5
139 2.39 99.0
152 3.15 99.9
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する必要がある 10–12）．この比較を図５に示す．こ
れは，ある仮説的母集団について，個人の摂取量

をX軸に，個人の必要量をY軸にとって示した

図である．ここでは，摂取量と必要量との間に相

関関係はないと仮定している．必要量よりも摂取

量が少ない個人の数は，摂取量と必要量が等しい

ことを示す斜め線の上に位置する人数である．

実際には，どんな集団においても，その構成員

の摂取量と必要量を同時に測定することはできな

い．しかし当該集団の必要量と摂取量の両方の分
布がわかれば，摂取量が必要量以上か以下か，す
なわち栄養素不足の個人の分布を出すことがで
きる（図６参照）．この不足（必要量以下の摂取
量）の分布は，2つの個別分布からのコンボリュー

ション（畳み込み）であり，理論的にもシミュレー

ションによっても推定可能である．

タンパク質必要量については，この 2つの分布

は両方とも対数正規分布であり，結合させた分布

は二変量正規である．タンパク質不足の分布につ

いては，2つの正規分布変数間の差自体が正規分

布しているので，とくに単純である（囲み 1参照）．

必要量以下の摂取量の人，すなわち不足である人

の割合は，上で定義した単位正規分布Φ（z）を使っ

て容易に算定可能である．

この場合に，タンパク質摂取量が自分の必要量

より少ない（すなわち，不足≤ 0）の人の割合を

知る必要がある．平均値より下の SD値の数，

－MD/SD でゼロまたは負の不足量を表すこと

ができるので，不足率は以下のようになる：

Φ（－MD/SD）＝Φ（－（MR/MI）/SD）．囲み 1

に示すように，SD 値は必要量と摂取量の SD 値

から算定する．

図５のシミュレーションを検討すると，不足

（同等を示す線より上）している個人の割合は平
均必要量より少ない摂取量（垂直線より左）の個
人の割合に近いことがわかる．いい換えれば，三

角形A内の個人数は三角形B内の個人数に近い．

以前は，この類似性を利用して，不足する人の割

摂取量

A

B

必
要
量

平均

必要量＜必要量

必要量＞必要量

図５◆	仮説的母集団における個々人の必要量の比較 a

a 対角線は，個人を不足（摂取量<必要量）と過多（摂取量>必要量）に等しく分割する線である．三角形A内の個人の数が三角形 B内の数と等
しい限りは，垂直線（摂取量�=�平均必要量）の左に属する個人の数は，対角線の上側に属する数の近似値となる．
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合の近似値を算定していた（カットポイント法）．

したがってこの場合，不足する人の割合は，平均

必要量に等しい摂取レベルより下に位置する曲線

下面積となり，以下の式で表される：

不足する人の率＝Φ（－（MR－MI）/SI）

SD が SI に近くなると，あるいは相関関係がな

く SI が MR よりもはるかに大きい場合，この近

似値は正しい値に近くなる．事実，SI が 2.2 × SR
またはそれ以上の値だと，SI は SD 値の 90％また

はそれ以上となる．ただこの公式が適しているの

は，必要量と摂取量の分布が正規であるか，正規

化変換が可能な場合だけである点に注意しなけれ

ばならない．

この方法の実例として，栄養が十分な集団，た

とえば，推定安全レベル（推奨量）と同じ平均摂
取量であり，必要量と同じ変動で対数正規摂取

分布を示す集団において，タンパク質が不足し

ている人の発生率を推定してみる．集団につい

ては明らかなように，摂取量の対数は平均MI ＝

4.894，標準偏差 SI ＝ 0.12 で正規分布しており，

MR ＝ 4.654，標準偏差 SR ＝ 0.12 で対数正規分布

している要求量と比較することができる．上の公

式を使うと（そして，ともに体重 1�kg あたりで

表されている摂取量と必要量が相関していないと

仮定すると），タンパク質不足の分布は対数正規

分布であり，平均MD ＝ MI－MR ＝ 0.24，SD ＝

√（0.122+0.122）＝ 0.17 である．タンパク質不足

の割合は，充足量分布のうち，不足ゼロ以下の曲

線下面積であり，MD/SD 以下の累積単位正規分

布，Φ（－MD/SD）＝Φ（－1.414）＝ 7.9％と算

定される．表２に，異なる仮設的母集団について
タンパク質不足の発生率を示す．上記の議論から

予想されるように，カットポイント法で推定した

タンパク質不足の発生率は，SI が SR より大きい

場合に，実際の率に最も近くなる．

囲み1　タンパク質不足の分布
log（必要量）が平均値MRと標準偏差 SR で正規分布し
ており，
log（摂取量）が平均値MI と標準偏差 SI で正規分布し
ており，
相関関係＝Rならば，

log（不足）＝ log（摂取量）−	log（必要量）は，
平均値：MD＝MI−MR および
標準偏差：SD ＝（SI2+SR2−2RSISR）の平方根
で正規分布する．

不足＝不足-必要量
0負の値

不足の発生率

正の値

不足＜必要量 摂取量＞必要量

図６◆	図５に示した仮説的母集団における栄養素不足の個人の分布 a

a 摂取量が不足（摂取量<要求量）している個体数の割合は，不足ゼロの垂直線の左側の曲線下面積として表される．
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表２の最後の列から，上記の安全摂取量（推奨

量）（平均必要量＋ 1.96�SD）と同じ平均摂取量

の集団については，必要量と摂取量の相対的変動

により危険率の程度が変動することが明らかであ

る．このことについて図７でグラフを使って示す．
この図では実際の集団での安全摂取量（推奨量）

は，必要量と摂取量の両方について平均必要量か

らの SDの倍数として算出されている．個人での

安全摂取量（推奨量）が集団での安全摂取量（推
奨量）でもあるためには，摂取量の変動が必要量

の変動の半分以下でなければならず，これは非常

にありえない状況である．さらに，これよりも状

況として可能性が高い，摂取量の SDが要求量の

SDより大きい場合では，安全レベル（推奨量）は，

要求量に摂取量の 2SD を加えたものよりも少し

大きい値となる．

3.4 タンパク質不足のコスト
上記の考察では，個人または集団がその必要量

をどの程度満たせるかを評価すること，すなわち

必要量よりも少ない摂取量の集団の割合を推定す

ることに重点を置いた．そのため，タンパク質不

十分（不足）の分布を検討することにより，摂取

量の分布がわかっている集団において，どのぐら

いの割合がどの程度不十分であるかを算定するこ

とができる．しかしこの方法では，重症度が異な

る低栄養の影響を鑑別することができず，基本的

に軽度から重度までの不十分のレベルをすべて同

一視してしまうことになる．

タンパク質要求量は，平衡を達成し維持すると

いうことにより定義されているが，最近 Rand12）

が指摘したように，政策立案者はより正確な健康

アウトカムについて反応の定義を必要としてい

る．それにより，タンパク質摂取が不十分である

ことによる臨床または社会的コストに関連付けら

れた不足の分布―異なるレベルのタンパク質摂取

量での不十分の程度―を用いて，摂取量の不足と

過剰を，明確に定義された健康リスク（あるいは

社会的コスト）に置き換えることが可能になる．

そのためには，不足のレベルをそのコストに関係

づける用量反応関数（不足の連続関数または段階

関数）が必要であり，それにより軽度または重度

の不足のコストを，別の重症度の記述子で定義す

ることができるようになる．このようなコスト関

数の有用性が非常に高いことは明らかであり，あ

る集団における，特定の程度のタンパク質不足に

よる健康への影響結果を算出すること，すなわち

コスト関数（摂取量全範囲に渡り，コストを積分

したものに不足を乗じたもの）の加重平均不足で

算出することが可能になる．しかし成人集団にお

けるタンパク質不足のコスト関数はまだ確立され

ていない．これは，食事中にはタンパク質ととも

に多くの重要な栄養素が“旅仲間”として含まれ

ているためであり，可能だとしても，非常に難し

い作業である．

そのため，タンパク質不足食が一般に栄養素欠

乏食であることはほぼ確かで，他の栄養素につい

表２◆		異なる摂取量の分布を示す仮想的母集団における，タンパク質摂取が必要量より少ない個体の発生率（百
分率）

摂取量の中央値
（カットポイントの推定値は括弧内に示す．摂取量と必要量には相関がないと仮定）

摂取量のSD
（対数単位）

MI ＝ log（0.58	g
タンパク質/kg/日）

（必要量の 1	SD下位）

MI ＝ log（0.74	g
タンパク質/kg/日）

（必要量の 1	SD上位）

MI ＝ log（0.83	g
タンパク質/kg/日）

（必要量の 1.96	SD 上位）
SI ＝ 0.06	必要量の
SDの半値

81.4	％
（98	％）

18.6	％
（2.3	％）

3.7	％
（＜ 0.1	％）

SI ＝ 0.12	必要量の
SDと等しいとき

76.0	％
（84	％）

24.0	％
（16	％）

7.9	％
（2.3	％）

SI ＝ 0.24	必要量の
1.96	SD

67.5	％
（69.5	％）

32.5	％
（30.5	％）

18.2	％
（15.4	％）
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ても程度は様々であるが不足しており，健康に有

害な影響を及ぼす他の環境要因とも関連している

ことが多い．最も高いタンパク質 : エネルギー比

率を必要とし，タンパク質が不足している食事の

影響を最も受けやすい集団である高齢者（第 5章

と 9.1 節参照）にとって，タンパク質不足の健康

に及ぼす悪影響（たとえば骨の健康不良，第 11

章参照）が多因子疾患であるのは確かである．年

MR-2 -1 ＋1＋2

1. SD摂取量＝2 SD必要量

MR-2 -1 ＋1＋2

2. SD摂取量＝ SD必要量

MR-2 -1 ＋1＋2

3. SD摂取量＝ 0.5 SD必要量

不足の発生率
％

集団の安全摂取量（推奨量）
 危険率＜2.5％

真の値 カット
ポイント法

平均必要量

19.1％

8.3％

16.4％

2.5％

5.0 SD必要量

2.86 SD必要量

2.5 SD摂取量

2.86 SD摂取量

4％ ＜0.1％ 2.2 SD必要量 4.4 SD摂取量

図７◆		平均摂取量が安全摂取量（推奨量）と同じ集団における，摂取量の変動が異なる場合の，タンパク質摂
取量が必要量より少ない個体の推定発生率 a

a 値は，タンパク質必要量と摂取量の対数値とし，正規分布として示した．

少小児は最も影響を受けやすいと従来考えられて

いた集団であり，以前はタンパク質不足と関連付

けられていた成長阻害とかクワシオコールといっ

た不足症候群は，現在では複合栄養不足と感染症

など他の有害な環境要因との間の非常に複雑な相

互作用を反映したものであると考えられている．

これらの理由により，タンパク質不足に独自のコ

スト関数を定義することはきわめて困難である．

文　献
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1985 年の報告 1）では，それ以前に公表された

値 2）に基づいて，タンパク質とすべての不可欠

アミノ酸について必要量が示された．重要な変更

は，ヒスチジンが不可欠と認められたこと，およ

び新しいデータが得られたことにより別の群とし

て就学前小児の必要量を示すことが可能になった

ことである．それ以前の報告 2）と同様に，タン

パク質とアミノ酸両方の必要量は主に窒素出納試

験の結果から決められており，以前に示されてい

た値に近いものであった．タンパク質必要量は非

常に低い年齢では年齢とともに急速に低下してい

き，年齢が高くなるにしたがってしだいに低下が

ゆっくりとなり，成人の値に近づいていった．対

照的に，アミノ酸必要量は年少幼児では 3～4 カ

月齢の乳児と比べると約 2倍の低下を示したが，

年長幼児でそれ以上の低下はみられなかった．し

かし，年長幼児では成長が非常に遅いにもかかわ

らず，この年齢層と比べて，成人の推定必要量は

さらに 3 倍の低下を示した．1985 年以降，この

明らかな矛盾について，安定同位体法を用いた新

しい測定法の結果を受けて，疑問の声があがった．

新しい測定法の結果は，窒素出納を用いた初期の

試験では，成人年齢層の必要量がひどく低く見積

もられた，と指摘した．したがってこの章では，

タンパク質とアミノ酸の必要量を決定するのに用

いられた方法について記述し，あるアミノ酸必要

量の値が，その方法とは別の方法で得られた値よ

りも好ましいとする根拠について考察することに

重点を置くものである．

4.1 窒素出納
窒素出納は，Rose の先駆的研究 3）以降，ほと

んどすべてのタンパク質必要量を決定するにあ

たって，またアミノ酸必要量に関する多くの試験

にあたって用いられてきた古典的方法である．そ

の基本的な考え方は，タンパク質が身体内では断

然主要な窒素含有物質なので，身体の窒素の増減

はタンパク質の増減と同義であると考えることが

できる，というものである．第二に，この方法で

は，健康な被験者においては不可欠アミノ酸のよ

うな特定の被験栄養素の食事摂取が十分ならば体

窒素は一定である（成人の場合）か，または最大

値にまで増加する（成長段階の小児の場合）こと

を暗に示している．このことから，もし体窒素が

減少しているか，または十分に増加していなけれ

ば，食事が不完全であるということになる．体タ

ンパク質量の維持が健康と同義であるという直接

的証拠はないので，これらの仮定は確実なものと

はいえない．しかし，健康との関連から十分であ

ることを評価するもっと直接的な方法が開発され

ていないので，窒素出納が依然として重要性をも

ち，今日に至るまでタンパク質とアミノ酸の必要

量を評価する主要な方法であり続けている．さら

に，成人では体タンパク質（窒素）の維持，小児

ではその増加が，健康の必要条件であることにつ

いて，ほとんど疑いはないであろう．

窒素出納法のもつ限界の主なものについては，

第4章
タンパク質とアミノ酸の必要量を
決定するのに用いられた
一般的方法
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十分に報告されてきている 4-6）．その原因は主に

実際的側面によるもので，具体的には，満足のい

く正確さで適切な測定を行うのが難しいことと結

果の解釈に関係したものである．

4.1.1 実際的側面
窒素出納法では，窒素のすべての摂取経路とそ

のすべての損失経路について正確に定量する必要

がある．前者は，摂取したのと同じ食物を分析し，

こぼしたものとか皿に残っているものなど消費さ

れなかった食物のすべてを集めることに細心の注

意を払うことで達成可能である．しかし，前者で

の誤差は無作為であると思われ，そのため平均値

に影響を及ぼすとは思われないが，後者の誤差に

ついては損失量を少なく見積る可能性が常にあ

るので，摂取量を高く見積り 4），誤って正の窒素

出納という結果に導いてしまうことがある．身体

からの窒素損失は主に尿経路で行われ，これにつ

いては正確に測定可能である．同様に，腸からの

損失は糞便を集めることで測定可能である．しか

し，汗，落屑による皮膚からの損失や，毛髪，爪，

様々な体分泌物が失われることによる損失もあ

る．これら“諸損失”については，1985 年の報

告で成人のアミノ酸必要量を導き出すのに使った

Rose3）や Leverton7）の試験も含めて，窒素出納

を用いた既発表試験の多くで無視されていた．非

常に慎重な測定の結果，諸損失は食事による窒素

摂取量によりわずかに変動し，平均的食事での１

日につき約 5�mg/kg，すなわち皮膚からの総損

失量 =0.0043�N摂取（mg�N/kg/日）＋ 3.6 になる

ことが示された 8）．ただ正確な量については，重

労働による影響を受けることも示された 9）．1985

年の報告では，成人では 8�mg/kg/日，12 歳以下

の小児については 12�mg/kg/日とやや高めの値

を仮定したが，すべての条件で単一の数字を適用

することはできないと認めていた 1）．総損失量は

高く見積られるよりも低く見積られる可能性が高

いことが示唆されている 4，10）．このことが，上記

の摂取量を高く見積ったことによる誤差に加わっ

て，誤った正の窒素出納を導くことになるであろ

う．そのため，窒素出納は正の方向に誤る傾向と

なり，その結果としてタンパク質またはアミノ酸

必要量が低く見積られる傾向となる．

食事の内容を変えた後には，通常適応するまで

一定の期間を置く．代謝が新しい摂取に適応する

のに時間がかかるだけでなく，身体の尿素プール

も変化に対して調整されなくてはならないので，

これは重要なことである．タンパク質摂取量の増

減に伴って尿素プールは拡大したり縮小したりす

るが，その半減期は約 8～12 時間であり，新しい

サイズに達するまでに 48 時間以上を要する．そ

の間，尿素窒素の排泄はアミノ酸酸化の指標とは

ならない．

適応に必要な正確な期間については，論争の対

象となってきた．1985 年の報告では，各年齢層

と性別にわたって最初の 5～7 日間のうちに主な

調整が完了するという結論を出した 1）．この結論

に基づくと，1週間以下の期間しか設けていない

試験では信頼できるデータが得られる可能性は低

く，ほとんどの試験では 1～3 週間の食事期間を

設けてきた．しかしWaterlow11）は，体タンパク

質の漸次的損失に関わるさらなる“適応”の段階

があり，これが最終的に，より低い除脂肪体重の

もとで平衡状態に戻るのではないかと指摘した．

事実，中程度の低タンパク質食を与えた男性での

長期試験で，窒素排泄速度が少なくとも 90 日間

低下し続けたという証拠がある 12）．しかし，そ

れぞれの食事期間が数週ではなく数カ月であるよ

うな試験の実現性が，その達成されやすさを制限

することになる．この点については，後でまた触

れる．

他の食事構成要素，とくにエネルギーも，必要

量のために求められた値に大きな影響を及ぼす可

能性がある．エネルギー摂取量がタンパク質とア

ミノ酸の必要量，およびそれらの測定に及ぼす影

響については，第 5章で論ずる．
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4.1.2 データの解釈
1985 年の報告 1）では，正の窒素出納（男性の

場合）または摂取量の 0± 5％の窒素出納（女性

の場合）をもたらすような食事からの最低アミノ

酸摂取量を平均必要量として採用した．しかし一

般的に，窒素出納データは，出納データを摂取量

に対してプロットし，各点を通る直線を描き，外

挿または補間により，成人ではゼロ出納，小児で

はある特定の成長速度に必要となる摂取量を求め

るように解析される．この方法では，以下の 2つ

の重要な仮定を行っている：まずその線が直線で

なければならないこと，そして第二に，線がゼロ

出納の点を滑らかに通過し，高摂取量では正の出

納となることである．したがって，これらの仮

定の妥当性について詳細に検討することが重要と

なってくる．

直線性についての仮定は，一般的には妥当では

ない．摂取量が非常に低い場合勾配はより高値と

なり，ゼロ出納の点が近くなるにしたがいかなり

低下してくることが示されている 12，13）．このこと

は，非常に低い摂取量を含むデータを通る線をプ

ロットして算定すると，必要量を低く見積る結果

に導きやすいことを意味している．したがって，

それ以後に実施された窒素出納による試験では，

予想必要量を含む摂取量の範囲を用いて，ゼロ出

納との交点をより正確に決定することができる

ようにしてきた．Rand ら 14，15）はこの問題をより

詳細に検討するため，回帰法を用いた．とくに，

Jones,�Baumann�&�Reynolds16）による若い女性の

リシン必要量に関する試験から得た個別データ点

を，線形（曲線A），対数（B），平方根（C），漸

近指数（D）という 4つの異なる形状の曲線のそ

れぞれにあてはめた（図８）．曲線 B，C，Dは
ゼロ出納の点が近づくと勾配が低くなっており，

このことはタンパク質出納の調節に関与している

と考えられる生化学的機序によりよく合致する．

指数フィッティングは型どおりの使用では正確さ

を欠くので満足のいくものではないという結論が

出された．しかし他の 3曲線では，推定必要量と

して同様の中央値を与えた．これら 3つの方法で

得られたリシン必要量の実際の中央値は，諸損失

2520 3530 40151050

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

リシン摂取量（mg･kg-1･d-1）

A
B
C
D

観
察
さ
れ
た
出
納
（
m
g 
N
/k
g/
d）

図８◆	4つの異なる関数を使用した，リシン摂取量に対する窒素出納の非線形回帰 15）a

aThe�Journal�of�Nutrition,�American�Society�for�Nutrition の許可を得て参考文献 15 より複製．
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量を 8�mg/kg/日とした場合には 28.0～29.0�mg/

kg/日，諸損失量を 5�mg/kg/日と仮定した場合

には 20.4～22.7�mg/kg/日の範囲であった．この

結果によれば，窒素出納法は諸損失に対してむし

ろ感受性が高いことを示す．回帰法のひとつの利

点は，推定されたゼロ出納の点の変動が被験者内

および被験者間の変動に分離されうることであ

る．後者の値は，人口の 97.5％で出納を維持する

摂取量を導き出すのに必要である 14）．しかしこ

の利点は，以前に同じデータについて再解析した

ときのように 17，18），別々の各データ点を個々の被

験者のものであるかのように処理する（one-fit法）

のではなく，各被験者のデータを個々の方程式に

あてはめる場合にしか得られない．さらに，one-

fit 法では必ず，個人別フィッティングよりも低い

推定必要量となる 15）．これらの方法で導き出し

た必要量は，同じデータから元の著者 16）によっ

て算定されたものより 2倍または 3倍高い値とな

る．それは，データ解析法が異なることと，元の

試験では測定しなかった推定諸損失量を含めたた

めである．

窒素出納法の第二の仮定は，高摂取量で成人に

おいてしばしば示される正の窒素出納の解釈に関

係がある．これは，非常に高い総タンパク質摂取

量の被験者で最も明らかであり，非常に注意深

く管理された条件下で，1�g�N/日という正の出納

が 55 日以上も示された 19）．しかし，総タンパク

質摂取量が控えめの場合においても，アミノ酸必

要量試験において正の窒素出納がみられる（たと

えば図８）．タンパク質摂取量が控えめの被験者

では，体窒素含量および，推論になるが，除脂肪

体重が増加しているのか，もしそうならばこの情

報がどのように解釈されるべきか，ということが

問題なのである．なぜ窒素出納が技術的問題によ

り誤って正となる可能性があるかについて，理由

は数多くある．上で考察したように，窒素出納法

に内在する誤差として，廃棄分やこぼした分を測

定しないため摂取量を高く見積り，排泄・分泌物

を回収し損ね，諸損失量を正確に定量することが

難しいため窒素損失量を低く見積る傾向がある．

これらの誤差はすべて，見かけの出納が技術的問

題により誤って正となる原因となる．さらに，別

の経路によって窒素が身体から失われる可能性を

考慮しなければならない．呼気中アンモニアにつ

いての研究で，これは小さな要素であることが示

された．尿と糞便中の硝酸塩も同様で，これは

Kjeldahl によるアッセイでは検出されない 8）．窒

素ガスへの転換の可能性についても検討された

が，確認されなかった 20，21）．このように，窒素出

納が技術的問題により誤って正となるような既知

の機序は見出されないが，真のタンパク質出納が

実際には見かけの正の窒素出納と関連している可

能性がある．もしそうであるならば，見かけの

ゼロ出納から算定した必要量は真の必要量を低

く見積っているので，解析にあたってはそのこと

を考慮に入れる必要がある．たとえば，Rand�&�

Young15）が提唱しているような回帰法を用いる

ことができるであろう．その提唱の中で彼らは，

十分であることの基準は，出納がゼロになること

ではなく，見かけの正の出納が最大に達すること

であり，それはタンパク質出納がゼロになること

と同じだからである，としている．この方法では，

推定必要量は高くなると思われる．

報告されたような正の出納が真であることが受

け入れられれば，その必要量より高い摂取量は成

人においてタンパク質を蓄積させうるが，このこ

とは，それより低い摂取量で起きるタンパク質の

損失と同様である．この論理的延長として，ゼロ

窒素出納に相当する摂取量は，その被験者の習慣

的な食事摂取を反映しているといえる．窒素の

損失や増加は非常にゆっくりで，普通は数ミリ

グラム /kg/日の増減であるから，長い期間にわ

たって続けることができ，しかも大量のタンパ

ク質の損失や増加が関わる必要はない．これは，

Waterlow11）が記述している“その後の適応段階”

に相当し，体タンパク質が徐々に増加または低下

して最終的に除脂肪体重がより増加または減少し

たところで平衡状態に戻るというものである．食
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事で変化するものが総タンパク質である場合に

は，除脂肪体重に非常に大きな変化が起きること

はないので，このような機序は非常に可能性があ

ると思われる．しかしこれは理論的概念である；

体タンパク質のゆっくりとした長期的損失が健康

と身体機能に有害作用を及ぼさないということを

示す機能についての測定法はない．さらに，食事

で変化するものが単一の不可欠アミノ酸だけであ

り，総タンパク摂取量が被験者のいつもの摂取量

に近い場合，このような機序は起こりそうにない．

このような状況下で，試験アミノ酸を過剰に与え

たとしても，除脂肪体重がその結果として増加す

ることはないと思われる．

上記考察での証拠の重要性は，アミノ酸必要量

に関する試験における正の窒素出納がおそらく，

出納測定の技術的な誤差によるものかまたは諸損

失量の値の選択が不適切である（直接測定ではな

い場合）ことによるものであるとの結論に導く．

4.1.3 その他の要因
ヒトの組織で不可欠アミノ酸を合成することは

できないが，腸内の微生物叢によってそれらが身

体で利用できるようになる可能性については，多

く議論されてきた 22など）．食事と一緒に [15N] クエ

ン酸 2アンモニウムを与えたブタで，リシンとト

レオニン中に 15N が現れうることが示され，これ

ら 2種類のアミノ酸はアミノ基転移反応に加わら

ないので，結腸の微生物叢によって標識化された

に違いないことが示された 23）．15NH4Cl と [15N2]

尿素を摂取したヒト成人での試験では，11～130�

mg/kg/日のリシンが腸で合成され身体で利用可

能となることが示唆された 24）．これは [15N15N] 尿

素を摂取したヒト成人で報告された所見と似てい

る 25）．この所見の栄養学的意義，とくにこのリ

シンにより食事から摂取するリシンをどの程度節

約可能か，についてはまだ明らかでない．しかし，

食事必要量というものが腸で作られるリシンに付

加される量であることが理解されている限り，こ

のことは窒素出納による食事中リシンの必要量の

推定を直接無価値なものとするものではない．

窒素出納試験の有効性に影響を及ぼすものと思

われる要素として，特定のアミノ酸を多く含んで

いるタンパク質の減少を通してその損失が起きる

可能性があげられる．つまり，特定のタンパク質

の濃度が変化することで，代償的に窒素出納が維

持されると思われる．その一例として，ヒスチジ

ン制限があり，これを行うと，総タンパク質の出

納に影響が現れるより前に，非常に多量のヒスチ

ジンを含有するジペプチドであるカルノシンが減

少するという結果となる 25）．その後に，やはり

ヒスチジンを多く含んでいるヘモグロビンを犠牲

にして，体タンパク質が維持される 26-28）．Rose

の試験でヒスチジンが不可欠であると確認されな

かったのは，このためであると思われる．

4.1.4 窒素出納についての全般的結論
窒素出納法には，必要量の値が低くなりすぎる

かもしれないという重大な技術的欠点があること

は明らかである．測定されない損失量を現実的に

推定することを考慮に入れつつ適切な線形および

曲線回帰法で解析することは，既存データからよ

り現実的な推定必要量の算定を行うことを可能に

する論理的で重要な前進である．

4.2 炭素出納
炭素出納法は，成人におけるある特定の不可欠

アミノ酸の必要量はすべての経路による損失と均

衡を保つ食事からのそのアミノ酸の摂取量であ

る，という仮定を根拠にしている．不可欠アミノ

酸によっては，たとえばロイシンであるが，圧倒

的に損失が多い経路は酸化である，そしてこれは

カルボキシル基の同位体標識（たとえば [1-13C]

ロイシン）を用いて定量可能であり，それは酸化

の最初の不可逆的段階中に重炭酸塩プールに定量

的に遊離される．標識アミノ酸の静脈内注入の前

にプライミング・ボーラス（priming�bolus，訳

者注：初期の当該物質の一時的大量経口投与）を

実施されることが一般的であるが，それにより血
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漿中アミノ酸の同位体濃度（放射性標識の比放射

能に相当する）がプラトー値に上昇する 29）．同

時に，呼気中標識二酸化炭素の排出率を測定する

ことにより，前駆物質と生成物との単純な関係か

ら酸化率を算定することができる 30）．アミノ酸

酸化の測定には通常 4～ 24 時間かかるので，ア

ミノ酸必要量の試験には食事への適応期間も含む

ものとし，その期間の最終日に標識アミノ酸を注

入する．

4.2.1 実践面
この節では，炭素酸化または出納試験の有効性

に影響を及ぼすと思われる多くの実施上の問題に

ついて記述している．これらが結果に及ぼす影響

は，使用する特定の測定法のプロトコールのデザ

インにより様々に異なるので，これらが推定必要

量に及ぼす影響については，特定のプロトコール

に関連させて後で考察する．以下の論議では，別

途の記載がない限り，標識アミノ酸を [1-13C] ロ

イシンと仮定する．

呼気中標識 CO2 の産生率をロイシン酸化率の

算定に使うことができるようにするには，酸化部

位でのロイシン同位体濃度（前駆物質同位体濃度）

について正確に知る必要がある．酸化は細胞内，

主に骨格筋で行われ，そこでのロイシン同位体濃

度は血漿中より低い．しかし，筋肉中のロイシン

同位体濃度を直接測定することを避け，代わりに

ロイシンのアミノ基転移によって産生され，その

後カルボキシル基が除去され CO2 を遊離するケ

トイソカプロン酸の同位体濃度を測定することが

できる．バリンとイソロイシンについては同様の

方法を用いることができるが，他のアミノ酸につ

いては前駆物質の同位体濃度を直接測定すること

はできず，その代わりにその部位の血漿中アミノ

酸を用いなければならない．その結果については，

後で論議する．

連続注入法については，原則として代謝の定常

状態がずっと維持される必要がある．この要件は，

試験の実施方法に重大な影響を及ぼす．注入ライ

ンの確保と血液サンプルの採取のため，またCO2
生成率に大きな変化が起きないようにするため，

被験者はベッドまたは椅子に拘束され，活動を制

限される．CO2 生成については，頻繁にまたは連

続的にモニタリングする必要があり，通常ベッド

の上に換気フードシステムをかぶせる方法で行わ

れるが，これによってさらに活動が制限される．

こうすることにより，測定日に試験アミノ酸の代

謝にどの程度影響があるのかは明らかでない．注

入中は食物摂取を制御することも重要であると考

えられてきた．そのため食物は，たとえば 12 時

間にわたり毎時間与え，その後 12 時間は絶食さ

せるというように，少量の食事を定期的に与え

る．その目的は，食物摂取の自然な日周パターン

を模倣し，定常状態を大きく妨げないようにする

ためである．しかし，食物を与えた期間と絶食さ

せた期間の酸化率を 24 時間の酸化率算出のため

にいかに統合するかにより，導き出す必要量の値

に相当の影響がある．これについては特定のプロ

トコールに関連させて論議する．

安定同位体標識を用いるときに避けられない困

難な問題は，アミノ酸を真のトレーサーとして与

えることができない点である．すでに指摘されて

いるように 22），リシンを用いたある試験で，同

位体注入からの取り込み量は，試験された食事か

らの最低摂取量の 3倍であった．質量分析法によ

る安定同位体の測定は，放射能計数と比べると感

受性が低いので，標識アミノ酸は食事による摂取

量と比べて量的に多く与えなければならない．こ

れまでに実施された必要量に関する試験のなかに

は，このことを十分に考慮に入れていなかったも

のがある．最近になって実施された試験のいくつ

かでは，注入する日には“トレーサー”として注

入されるのと同じ量の試験アミノ酸を食事から除

くことで，食事を与えている期間中のこの原因に

よる誤差を回避している．しかしそれでも，絶食

状態で与える同位体についてどうするか，他の不

可欠アミノ酸摂取がない状態で，栄養学的に利用
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可能とみなすことができるかについては，まだわ

かっていないことが多い（下記の特定プロトコー

ル参照）．

標識 CO2 は身体の重炭酸塩プールに隔離され

るので，測定されたアミノ酸の酸化率について

は不確かな点がある．そのため，呼気中の標識

CO2 排出速度はその生成速度より約 30％低くな

る（Waterlow により要約されている 11））．この

標識の損失は，別の実験で，できれば同じ食事を

与えている同じ被験者で行い，標識重炭酸塩を注

入することにより測定し補正することができる．

しかし，静脈内注入した重炭酸塩がケトイソカプ

ロン酸の酸化が行われる細胞内において，重炭酸

塩の内因性の生成をどの程度模倣するのかについ

ては明らかになっておらず，そのためこの方法に

ある程度の不正確さが生ずる．さらに，呼気中自

然CO2 の 13C 同位体濃度の程度は，酸化されてい

る基質によって 1日の間に変動する．それは，食

事の炭素源が異なれば自然の同位体濃度が異なる

からである（たとえば，カンショ糖とトウモロコ

シ製品はジャガイモや小麦製品よりもはるかに同

位体濃度が高い）．まず第一に低同位体濃度成分

ですべての食事を標準化することにより，そして

第二には同じ食事を与えた同じ被験者で注入なし

で呼気中 CO2 を集めることにより，この問題の

影響を最小限にとどめることができる．このよう

にして得た同位体濃度を標識アミノ酸や重炭酸塩

の注入中に得られた同位体濃度から差し引く．こ

の方法は，酸化率決定において重大な体系的誤差

を回避するために必要であるが，標識重炭酸塩に

よる補正の場合と同様に，方法の全体的変動をか

なり大きくする．

4.2.2 特定プロトコール
過去 15 年間，炭素出納によるアミノ酸必要量

見積りのためのプロトコールは，食事を与えた期

間と絶食期間の両方を含むまる 1日に酸化される

アミノ酸総量を知る必要性を考慮に入れるように

洗練，修正された．3つの基本的方法が用いられ

てきた．まず，食事を与えた（少量の食事を高頻

度で）状態だけで3～6時間という短時間にトレー

サーを注入して測定を行い，ロイシン 31-33），リシ

ン 34），トレオニン 35），バリン 36），分枝アミノ酸

相互作用 37）について調べられた．絶食状態でも

測定が必要であることが明らかになってからは，

絶食時の酸化速度が食事摂取に適応する可能性に

ついて説明するため，3時間絶食の後に少量の食

事を頻繁に 5時間与える 8時間注入プロトコール

が用いられた．フェニルアラニン/チロシン 38），

メチオニン/システイン 39-42），“マサチューセッツ

工科大学の食事”対“食糧農業機関の食事”の試

験 43，44）はこの方法で行われた．しかしその後に

実施された研究の多くは，24 時間にわたって連

続的に測定を行うもっと厳格なプロトコールを

用い，その時間の最初の 12 時間は絶食させ（一

晩），その後の 12 時間は食事を与えた（少量の食

事を 30 分毎）．ロイシン 45-49），フェニルアラニン

/チロシン 50-53），リシン 54）について，このプロト

コールで広範囲に検討された．さらに以下で論議

するように，他のアミノ酸について研究するため，

24 時間にわたる [13C] ロイシン出納の測定を窒素

出納の代わりに用いてきた55）．24時間プロトコー

ルは完全に 1日 24 時間を考慮しているので，最

も精巧，正確であるのは明らかである．しかしこ

れまで，ロイシン，フェニルアラニン/チロシン，

リシン，バリンについてしかこの方法での検討は

行われていない．トレオニンは摂食状態のみのプ

ロトコールでしか検討されておらず，メチオニン

/システインは 8時間の摂食/絶食プロトコールで

しか検討されていないので，3つのプロトコール

それぞれの利点，欠点，予想される正確さについ

て，24 時間プロトコールから順番に考察する．

4.2.3 24時間プロトコール
24 時間プロトコールの主な利点は，摂食期間

と絶食期間を含めて完全に 1日モニタリングする

ことであり，これは事前に何日か食事に適応させ

るのに似ているが同じではない．このプロトコー

ル実施中に測定したロイシン酸化から算定したタ
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ンパク質酸化の 1日の速度は，尿と糞便中の窒素

排出量測定から導き出したものと非常に近い 45）．

さらに，適切な食事（タンパク質 1�g/kg/日）を

摂取しているとき，被験者はロイシンが平衡した

状態に近かった．

しかし，いくつか欠点もある．最も重大なもの

は，12 時間にわたって少量の食事を与えるプロ

トコールが，1回の量がもっと多くて回数が少な

い食事を摂る“正常”な 1日を代表するものであ

るか，という疑問に関係している．上記のプロト

コールと，3回に分けて食事を与える以外は上記

と同様のプロトコールとを比較する試験で，こ

の点が検査された 47）．2 つのプロトコールでの総

食事摂取量は同じであったにもかかわらず，1日

のロイシン出納はまったく異なっていた．30 分

ごとに少量の食事を与えるプロトコールではほぼ

ゼロ出納となったが，3回に分けて与えるプロト

コールでは 28�mg�N/kg/日相当分，正の出納と

なった．さらに，窒素排出率においても，2つの

プロトコール間で同様の差がみられた．これにつ

いて肯定的な面は，ロイシン酸化と窒素排出が相

互に一致していたことである．しかし 2つのプロ

トコール間で明らかな差があることにより，30

分毎に少量の食事をとる自然とはいえないプロト

コールはタンパク質保留にあまり貢献せず，その

ためアミノ酸必要量を高く見積ることになるので

はないかという懸念が生ずる．他方，維持エネル

ギー，中等量タンパク質食を３回の通常量の食事

として摂っている健常被験者が，なぜタンパク質

約 12�g/日または除脂肪組織 70�g/日に相当する

28�mg�N/kg/日の割合で窒素を増やすのかという

ことについては明確な理由はない．これはおそら

く，出納測定での未確認の誤差によるものである

と思われる．というのは，トレーサーとしてロイ

シンを用い，それに 30 分毎に少量の食事を与え

るプロトコールを用いてリシン必要量を検討した

最近の試験でも，同様に正のロイシン出納が示

されたからである 48）．炭素出納法によって必要

量を決定するにはこれは非常に重要な点であるの

で，さらに検討が必要である．

24 時間プロトコールでは他に 2つの潜在的問

題点がある．そのひとつは，注入開始日に食事を

与える方法についてである．適応期間中，被験

者は毎日 3 回，08：00 時，12：00 時，18：00 時

に，同量の食事を摂る 47）．しかし注入開始は 18

時なので，その日の最後の食事はいつもより早く

15 時に与えられる．というのは，18：00 時に始

まる注入の最初の 12 時間は絶食期間だからであ
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図９◆	3回の多量の食事として食物を摂っている状態での24時間にわたるロイシンの酸化 a

aThe�American�Journal�of�Clinical�Nutrition の許可を得て参考文献 47 より複製．
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る．しかし，そうなると 1日の総摂取量の 67％

を 18：00 時前の 6 時間に摂ることになるので，

注入期間まで食物の吸収が続いている可能性があ

る．上記のプロトコールで 1回の量が多い食事で

はその影響が食事を与えてから 6時間持続したた

め（図９），その可能性はある．このキャリーオー
バーは，注入終了時に摂食期間から絶食期間に同

様のキャリーオーバーがあれば，問題とはならな

いであろう．しかし，少量の食事を与えるデザイ

ンでは，食事は 10 時間にわたって与えられるの

で，注入前の 2時間は食物がない状態となり，そ

の可能性はなさそうである．その影響はデータか

ら明らかである 45，46）（図 10）．注入開始時には，
酸化の最初の値は終了時より高い．さらに，最初

の 2時間は値が記録されなかったが，曲線の形状

からやはり高いことがわかる．低ロイシン食で，

その食い違いが最も大きかった 46）．このことは

最終的に酸化を高く見積ることにつながり，高

ロイシン食では約 6�mg/kg，低ロイシン食では 2�

mg/kg という結果が出された．

第二の潜在的な問題は，栄養学的にかなりの

量の標識アミノ酸を注入することである．24

時間プロトコールを用いた試験のうち何件か
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図10◆	24時間区間にわたるロイシン酸化速度 a

注：食事は 90（上），38（中），14（下）mg/kg/day のロイシンを含む
aThe�American�Journal�of�Clinical�Nutrition の許可を得て参考文献 45 と 46 より複製．



46
263-01278

で 45，47，49，50），注入の日に与えたロイシンの総量は，

注入により与える量があるため，それ以前の日よ

り高かった．その幅は，通常は 9.6�mg/kg/日で

あったが，標識フェニルアラニンとチロシンを用

いた試験では 26�mg/kg/日も高かった 50）．これ

らの試験のすべてで，試験アミノ酸の食事摂取量

は比較的高く，注入されたトレーサーは出納の算

定に入れられたので，付加分が出納を大きく変え

た可能性は低い．別の 24 時間試験ではこれとは

異なる戦略が用いられ，そちらの解釈のほうがわ

かりにくい．注入の日に，注入した量と同量のロ

イシンを食事から除いたので，与えたロイシンの

総量はそれ以前の適応期間と同じであった．標識

フェニルアラニンとチロシンを用いた試験でも同

じ戦略がとられ，注入したのと同量の非標識フェ

ニルアラニンとチロシンを適応期間には食事に加

えたが，注入の日には加えなかった 51-53）．問題は，

注入したアミノ酸の半分の量だけを摂食期間に与

え，残りは絶食期間に与えている点である．その

ため，摂食期間については，与えたアミノ酸混合

物中の試験アミノ酸は，通常食と比べて比較的少

ない．たとえば，El-Khoury ら 46）は最低摂取量

のロイシンで検討を行ったが，摂食中の実際の摂

取量は通常摂取量の 60％にすぎなかった．問題

は，絶食中に与えたアミノ酸は摂食期間中のタン

パク質異化を支えるのに有効に使われうるのか，

である．図 10 に示した El-Khoury ら 46）のデー

タは，絶食中に酸化が徐々に増加していることを

示している．摂食中に，後の使用のためにロイシ

ンが保留されるのではなく，その酸化が進行して

いるということである．見込まれる誤差の程度は

小さくなく，“有効な”ロイシン摂取量について

低く見積もった量は約 5�mg/kg/日に達した．こ

れは，名目上ロイシン 38.3�g/kg/日を含有する食

事でEl-Khoury ら 46）が観察した 6.2�mg/kg/日と

いう負のロイシン出納の大きさに近い．予想され

る誤差の程度は芳香族アミノ酸の試験でのほうが

高く，30～40�mg/kg/日の推定必要量に対して約

12�mg/kg/日である 53）．しかしその後に実施され

た試験で，この誤差は重要ではないと思われるこ

とが示唆された．それは，絶食期間中に 3つの異

なるレベルでロイシンを注入したところ，ロイシ

ン酸化に有意な影響はないことが示され 56），絶

食状態で付加ロイシンがタンパク質合成に利用可

能であることが示唆されたからである．

4.2.4 摂食状態のみのプロトコール
摂食状態のみのプロトコールでは，同位体を 3

～5時間という短時間で注入し，少量の食事はそ

の注入中とともに注入前の数時間でも与えた．こ

の方法の主な欠点は，摂食の 2～3 時間後にしか

測定を行っていないので，所見をある程度の信頼

性をもって通常の日に外挿することが難しいこと

である．絶食中の酸化率について値を出す必要が

あり，Meguid ら 31，36）は試験での最低食事摂取量

で得られた値を用いた（ロイシンとバリンについ

て 4�mg/kg/日）．リシン 34）とトレオニン 35）につ

いても，同様に仮定した．

これら摂食状態のみの試験でも，注入で与えた

アミノ酸について十分に計算に入れていなかっ

た．まず，注入日には食事中にアミノ酸の他に同

位体を加えて与えた．これがアミノ酸出納の測定

値にどのように影響するかは定かではなく，おそ

らく事前の適応期間の摂取量と，食事と注入から

の付加アミノ酸をあわせたものに相当する摂取量

との間のどこかの摂取量を反映したものとなるで

あろう．次に，この出納算定法では標識として注

入するアミノ酸の影響を低く見積っていた．この

算定法では，測定した 1時間毎の酸化率に 12 を

乗じて，12 時間の摂食期間についての値を求め

た．同様に，総摂取量の算定では，食物からの 1

時間毎の摂取量に 12 を乗じたが，同位体につい

ては 3～5 時間の注入期間中に実際に注入した量

だけを加えた．実際には，同位体の 1時間の注入

量を食物からの分に加え，合計した数字に 12 を

乗じて総供給量の値を出すべきであった．この算

定間違いにより，ロイシン出納については 9�mg/

kg/日と 13�mg/kg/日 31，36），リシンについては 8�

mg/kg/日 34），トレオニンについては 5�mg/kg/
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日 35）低く見積ることになり，その結果必要量を

高く見積ることになった．

4.2.5 短期絶食/摂食プロトコール
食物摂取がその結果としてもたらすアミノ酸酸

化の変化を説明するため，8時間という短時間注

入プロトコールが用いられてきた．その内容は，

最初の 3時間はまったく食物を与えず，残りの 5

時間の間は少量の食事を与えるというものであっ

た．この方法では，摂食状態と絶食状態について

別々に測定を行うので，摂食状態のみの方法に関

連する多くの問題を回避することができる．注入

を 08：00 に開始し，絶食状態での測定を始める

のであるが，これについてMillward�&�Rivers57）

は，測定が行われている時点で被験者は 12～15

時間絶食状態にあるか 3～5 時間摂食状態にある

かで，平均的な日を代表しているとはいえないの

ではないか，と批判した．24 時間プロトコール

での絶食の最後 1時間と摂食の 5時間目から得た

データと比較すると，ロイシン摂取量が十分であ

ると 2つの方法は非常によく一致したが，ロイシ

ン摂取量が低くなると差は大きくなった 46）．

絶食/摂食プロトコールを用いた試験のすべて

で，食事中アミノ酸に加えて同位体が注入された

ので，総摂取量は増えた．したがって，実際の摂

取量は名目上の摂取量より多く，その結果必要量

をやや低く見積ることになったのであろう．

4.2.6	データの解釈
正確なプロトコールを用いたとしても，アミノ

酸酸化と代謝試験から得られたデータの解釈に影

響を及ぼす要因が数個ある．可能性として，その

うちで最も重要であると考えられるものは，酸化

または代謝部位でのアミノ酸同位体濃度の測定で

ある．上で指摘されたように，ロイシンは細胞内，

とくに骨格筋で酸化されるが，そこでの同位体濃

度は血漿中より約 20％低い．しかしこれによる

誤差は，組織でロイシンから生成され血漿中に運

ばれるアミノ基転移反応産物であるαケトイソカ

プロン酸の同位体濃度を代わりに使うことによっ

て回避可能である．しかしこの手段による方策は

分枝アミノ酸についてしか利用可能でない．リシ

ン酸化についての試験で，血漿中リシン，尿中ア

ミノアジピン酸の同位体濃度とも，肝臓のリシン

酸化部位での同位体濃度を十分に見積っていない

ことが指摘された 54）．血漿中リシンまたは尿中

アミノアジピン酸を前駆物質として用いても，ま

たその標識化合物を静脈内あるいは経口的に投与

しても，絶食状態でのリシン酸化率は同程度で

あった．しかし摂食状態では，尿中アミノアジピ

ン酸からの値は血漿中リシン同位体濃度から算定

したよりも約 50％高かった．さらに，異なる方

法で算定した 1日のリシン出納は相当のばらつき

を示した．このような結果なので，炭素出納法に

よるリシン必要量の研究は行われなくなるであろ

う．

フェニルアラニンのチロシンへの転換と酸化の

試験では，適切な前駆物質の同位体濃度の確認が

もっと複雑である．両方のプロセスとも主に肝臓

で起きるので直接測定するのが容易でなく，代わ

りにフェニルアラニンとチロシンの血漿中同位体

濃度を用いた 38，50-53，58）．フェニルアラニンからチ

ロシンへのヒドロキシル化率を算定するのに用い

る式は，チロシン同位体濃度に対するフェニルア

ラニン同位体濃度の比を含んでいる．しかし，肝

臓のフェニルアラニン同位体濃度は血漿中より低

いが，チロシン同位体濃度は血漿中より肝臓のそ

のアミノ酸の合成部位のほうが高い．その結果，

血漿中の両アミノ酸の同位体濃度の比は肝臓中よ

りも相当低くなり，その結果チロシン合成率が相

当低く見積られることになる．

不可欠アミノ酸処理の圧倒的に主要な経路は，

酸化または他のアミノ酸への転換であるが，小さ

な出納の変化を考慮するときには，他の経路が重

要でないとはいえない．アミノ酸損失経路につい

ては囲み 2に列挙する．アミノ酸はすべて，尿，

皮膚，腸を経由して失われる．腸からの損失につ
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いては，無タンパク質食を与えた被験者から回腸

瘻内の液体を回収して推定する方法がとられてき

ており 60），腸がアミノ酸損失の主要経路である

可能性が高いことを示している．回腸のアミノ酸

のうちどの程度がその後結腸で再吸収されるの

か，という問題への回答はまだ得られていない．

アミノ酸が結腸から吸収可能であることは示され

ているが，完全に再吸収されるのかどうかについ

てはわかっていない．糞便中窒素はほとんど微生

物叢に含まれていると考えられてきたが，糞便中

への窒素損失は，それがなければ身体によって利

用可能であった不可欠アミノ酸の損失をも招くの

か否かということについてはわかっていない．

囲み２　不可避アミノ酸損失の主要経路 a

酸化
腸からの損失
皮膚（汗と皮膚細胞）
尿中排出
他のアミノ酸の合成
不可逆的修飾
非タンパク質物質の合成
a参考文献 59を修正したもの

さらに，不可欠アミノ酸のいくつかは身体にお

いて他の化合物の重要な前駆物質であり（たとえ

ば，トリプトファンは神経伝達物質の前駆物質で

ある），またリシンとヒスチジンはそれらの不可

逆的メチル化によって失われ続けている．この論

議の結論として，酸化が不可欠アミノ酸損失の唯

一の経路ではないとういうことである．単に食事

摂取量から酸化量を差し引いて算定した不可欠ア

ミノ酸のゼロ出納というのは，他の損失により“真

の”出納が依然として負であるときに起こること

になる．そのため，炭素出納法では必要量を低く

見積る傾向となる．

窒素出納のところで，解釈について問題となる

可能性のある他の２点について議論したが，それ

らが炭素出納に及ぼす影響は異なる．その第一は，

腸で合成されたアミノ酸を身体が利用できる可能

性である．この場合には，摂取量を増やすと酸化

される分が多くなる．見かけのアミノ酸出納が負

であると，出納を維持するために必要とされる食

事からのアミノ酸量を高く見積ることになる．第

二に考えられる問題は，ヒスチジンのようなひと

つのアミノ酸が減少する可能性で，体タンパク質

のそれほどの総損失を伴うことなく起きることが

ある．この場合にトレーサーが，減少している当

該アミノ酸であると，炭素出納法でこの減少が検

出されることになるであろう．

4.2.7  炭素出納法についての一般的結
論

炭素出納評価のためのプロトコールは洗練され

てきており，誤差を生ずる可能性がある重大な要

素はほとんど残っていないほどである．前駆物質

の局在化の問題は分枝アミノ酸については回避可

能であるが，他のアミノ酸については，前駆物質

の同位体濃度を直接測定することができないの

で，出納に誤差が生じる可能性がある．測定を 2

～3 時間行うだけの短期の摂食/絶食プロトコー

ルから得たデータを 24 時間の出納を予測するの

に使うことは可能であるが，この場合推定必要

量の信頼度は低くなる．24 時間プロトコールは

現在のところ最先端をいっているが，注入する同

位体の量を考慮に入れること，少量の食事を高頻

度に与えるといった実験摂食プロトコールがどの

程度通常の食事を代表しているのか，といった問

題は依然残っている．最後に，試験実施計画面に

関して，必要量付近において十分に異なるレベル

で摂取させることは難しく，これまでに発表され

ているほとんどの試験はこの点について十分でな

い．

4.3 指標アミノ酸法
4.3.1 一般的方法
指標アミノ酸法でも，アミノ酸酸化の測定を安

定同位体に依存している．ただ，試験アミノ酸以

外のアミノ酸の酸化を測定するという点で，炭素

出納法とは異なっている．この方法の理論的背景

は，食事に含まれているあるアミノ酸が必要量以

下ならば（すなわち，制限アミノ酸である），他
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の不可欠アミノ酸のすべてについてタンパク質合

成に十分に利用することはできず，したがって余

分については酸化される，というものである．制

限アミノ酸の量が増えるにしたがって，他のアミ

ノ酸も徐々により良く利用されるようになって，

それらの酸化率は徐々に下がり，その試験アミノ

酸の必要量に達した時点で，下限値になる．それ

以上の量を摂取しても試験アミノ酸の酸化に影響

はなく，低く一定のままである．目的は，試験ア

ミノ酸の摂取量に対する“指標”アミノ酸の酸化

率曲線中の“屈曲点”を検出することである．例

を図 11に示す．

指標法は元々，ブタのアミノ酸必要量を検討す

るのに用いられていたが 62，63），現在ではヒトの試

験で広く使われている 64など）．その一般的な手順

は，必要量を決定するのに以前から用いられてい

る伝統的方法とは多くの重要な点について異なっ

ているので，詳細に論議する価値がある．

この方法では，被験者に対して指標アミノ酸，

普通は [1-13C] フェニルアラニンを 2日間隔で注

入し，一方で天然炭素 -13（呼気中 CO2 濃縮安定

化のため）低含量であり，十分量のフェニルアラ

ニン（上記必要量）と多量のチロシンを含む食事

を与えて，チロシンに転換された過剰フェニルア

ラニンがCO2 に確実に酸化されるようにする 64）．

場合によっては，注入前の食事に検討対象のアミ

ノ酸，たとえばリシンが大量に含まれていること

もある 64）．各注入日に，被験者は試験レベルの

アミノ酸を含む少量の食事を等量ずつ，同位体注

入の 3時間前から 1時間の間隔で摂る．フェニル

アラニンの酸化速度を決定するため，血液と呼気

標本を採取する．各被験者は試験アミノ酸摂取量

を変えて，この手順を 6回または 7回繰り返す．

各摂取量について適応期間を設けることはしない

ので，これは短期間で可能である 64）．指標アミ

ノ酸の酸化率を決め，試験アミノ酸の摂取量に対

してプロットする．各被験者の屈曲点の位置を，

特異的回帰法（2段階線形交差 65））により確認す

る．

この方法には，炭素出納法と比べて理論的およ

び実際的利点がいくつかあるが，以下で考察する

ように，これらの利点とこの方法のある面につい

ての懸念材料とを比較検討する必要がある．

4030 6050 7020100

0.47
0.45
0.43
0.41
0.39
0.37
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0.23

リシン摂取量（mg･kg-1･d-1）

屈曲点＝45.0mg･kg-1･d-1
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2
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速
度
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図11◆		[1-13C] フェニルアラニン注入下における食事中リシン摂取量に対する 13CO2 生成の屈曲点分析 a

aThe�American�Journal�of�Physiology,�The�American�Physioligical�Society の許可を得て参考文献 61 より複製．
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まず，炭素出納法と異なり，試験アミノ酸とト

レーサーは別である．トレーサーは試験アミノ酸

とは別のものなので，栄養学的にかなりの量のト

レーサーを与えても問題はない．さらに上記のプ

ロトコールでは，注入したアミノ酸の量について

の問題が最も大きくなる絶食時には測定を行わな

い．さらに，指標アミノ酸の摂取量は一定に保た

れるので，試験アミノ酸よりも指標アミノ酸のほ

うが濃度の変化が小さいと思われる．アミノ酸濃

度の変化はその細胞内への移行速度を変化させ，

さらに血漿中同位体濃度に対する細胞内同位体濃

度の比を変化させる 66）．ロイシンの場合のケト

イソカプロン酸のように，細胞内同位体濃度の測

定で代わりとなるものがないフェニルアラニン，

リシンといったアミノ酸については，この比が変

化すると結果を混乱させる．なによりも，単一の

指標でどのアミノ酸の必要量についても決定可能

である．上で指摘したように，炭素出納の測定に

理想的に適合するのは分枝アミノ酸だけなので，

このことはとくに重要である．この方法では出納

を測定するのではないので，なにが理論的および

実際的に最も理にかなっており使いやすいかとい

う別の配慮に基づいて，指標アミノ酸を選択する

ことができる．実際に，[1-13C] フェニルアラニン

は最も高い頻度で使われてきた．血液および組織

中のフェニルアラニン濃度は低いので，その代謝

はタンパク質出納の変化に対して速やかに感受性

を示すことが示唆された 61）．フェニルアラニン

の脱炭酸は，チロシンへの転換後に，チロシン酸

化による 13CO2 の遊離を伴って起きるが，試験前

に高チロシン食を与えることによって 13C のタン

パク質結合チロシンプールまたはチロシン代謝物

への損失は最小にされた 61，67）．

この方法の第二の明瞭な利点は，出納測定を行

う必要がなく，また異なる摂取レベルに対して事

前に食事を適応させる必要がないので，実施が簡

単なことである．そのため，正確な出納試験を

実施するための高度の施設や熟練したスタッフが

いらず，被験者は測定の都度，事前に代謝測定施

設で 1週間またはそれ以上を費やす必要がなくな

る．さらに，測定は短い摂食期間中に行われるだ

けなので，全体の複雑さがさらに減少する．この

ような測定を多数回比較的短時間で行うことが可

能なだけではなく，各被験者について摂取範囲

全体にわたって検討することができ好都合であ

る6または7）．したがって，各被験者の酸化結果を別々

にプロットして，個人別に屈曲点を測定すること

ができる．その結果，平均必要量と個人間変動の

両方についての報告が可能になるので，有用であ

る．

第三の利点は，この方法ではアミノ酸酸化測定

の精度や正確さについて高いレベルが要求されな

いことである．屈曲点は，試験アミノ酸摂取量が

十分であることの操作上の指標であり，それは指

標物質の酸化率が正確に測定されているか否かに

依存しない．というのは，ほとんどの人が合理的

だと考えるような，試験アミノ酸の摂取量ととも

に体系的に変動していく誤差の原因となるものが

ないからである．したがって，CO2 の回収率を測

定する必要がない．事実，フェニルアラニンの酸

化率ではなく標識 CO2 の生成率をプロットする

ことによっても，同じ屈曲点を得ることが可能で

ある 64）．さらに，細胞内アミノ酸同位体濃度測

定の問題により，結果が無効になることはない．

実際多くの報告で，トレーサーの代謝回転のいか

なる測定値に対してもアミノ酸摂取量の影響は検

出されていない．アミノ酸が酸化以外の経路で

失われるか否かは問題ではなく，また腸内の微生

物叢によって合成される不可欠アミノ酸の吸収が

あったとしても，屈曲点はそれに付加すべき食事

中アミノ酸としての必要量を示すことになる．

これらの利点があるため，この方法は広く用い

られるようになってきており，ほとんどの不可欠

アミノ酸の必要量に関して，新しい情報を多くも

たらしてきた（第 8章参照）．しかし，この方法

の理論的根拠は他の方法とは異なっており，この

方法での測定結果と従来の出納法によって測定し
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たアミノ酸必要量とは異なっており，非常に複雑

な関係にある．

上記のように，指標法は元々ブタにおいてアミ

ノ酸必要量を検討するのに用いられた方法であ

り 62，63），その後最近になってヒトでの試験で用い

られるようになった 61，64 など）．この方法は，アミ

ノ酸必要量がほとんどすべて成長に使われる成長

段階の動物について，必要量を見積る目的で開発

された．したがって，正味のタンパク質貯留のた

めのアミノ酸パターンを評価することを目的とし

ており，成長なし（指標アミノ酸の高い酸化率）

から速い成長（低酸化率）への明らかな変化があ

る場合に，屈曲点が非常にはっきりする．

全体的に出納が平衡状態にある成人について

は，この方法は実際問題として，食後における真

のタンパク質合成のための必要量パターンを評価

するためにしか用いることができず，そのことに

より２つの問題が生じる．まず，この真のタンパ

ク質合成は成長中の動物におけるよりも弱いと思

われるので，屈曲点の明示が説得力を欠いたもの

となることが多い．確かに，平均の屈曲点とその

結果としての必要量の値を出すための統計解析

は，決して明白ではない．屈曲点の確定が妥当で

あることを示すのが困難であるような個別被験者

からの酸化率データ点を検討しているときに，よ

くこのような状況がみられる．そのため，個人別

の屈曲点は，トレオニン必要量については 10～

35�mg/kg/日 68），トリプトファンについては 2～

5�mg/kg/日 69）の範囲の値を示した．第二に，ア

ミノ酸必要量算定にわれわれが現在使っているモ

デル（第 2章参照）では，成人の必要量のアミノ

酸パターンは維持のためのものであると仮定して

おり，それは成長，すなわち正味のタンパク質貯

留についてのものとは異なっていると思われる．

そのためこの方法は，24 時間炭素出納法のよう

に維持必要量を直接測定するのではなく，試験ア

ミノ酸含量を，食後のタンパク質貯留に必要なア

ミノ酸組成中の割合として，主に試験アミノ酸摂

取量を測定する．

組織増減の概日リズム内で，食後のタンパク質

貯留の程度は総必要量に関連しており，平衡状態

が達成されるように絶食による損失と均衡をとる

必要があるが，この関係は複雑である．摂食時の

総タンパク質摂取（試験アミノ酸を差し引いた）

の割合は，試験アミノ酸摂取量が必要量を満たし

ているときに達成される最大タンパク質保留率を

決定づける．これは，食事 1回あたりのタンパク

質摂取割合に関するプロトコールのデザインが，

達成可能な最大のタンパク質同化率を決定づけ，

そしてそれがさらに見かけのアミノ酸必要量を確

定するということを意味している．1日の食事を

1時間毎で 12 回から 8回にすると，1時間あたり

の摂取量と見込まれる正味のタンパク質貯留率は

50％高くなり，見かけの必要量が同様に増えると

思われる．現実の生活では，食事の量とタイミン

グは変動し，完全に 24 時間またはそれ以上後で

ないと身体は摂取量と排泄量を平衡させることが

できない．それには体タンパク質の増加と損失の

両方の調節と，24 時間周期全体を通じてのアミ

ノ酸酸化率が関わっている．

この異なるアミノ酸必要量測定法は，注入の都

度，事前に変動する摂取量への適応期間が必要

であるという実際的，理論的問題をかかえてい

る．ある程度の適応期間は多レベルでの窒素また

は炭素出納試験では通例であるが，アミノ酸混合

物を使った試験ではこれは複雑な問題である．実

験デザインには，試験アミノ酸の摂取レベルだけ

でなく総窒素摂取量の変動も関与してくる可能性

があり，適応反応がそれぞれの場合で起きると

いう証拠があげられている．そのためEl�Khoury

ら 45，46）は，窒素摂取量は一定で，89，38，14�

mg/kg/日でロイシンを 6日間与えた後，絶食状

態において 2倍以上の範囲でロイシン酸化適応が

起きることを示した．この結果は，タンパク質摂

取量を広範に変えて 2週間与えた場合にそれに反

応して起きることが示されている絶食および摂食
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状態での窒素の損失またはロイシンの酸化の変化

に類似している 17）．したがって，摂食状態にお

いてのみ測定を行う場合でも，適応は全体的なア

ミノ酸の必要性に影響を与えるはずである．

指標酸化法の提唱者は，事前適応が不要である

という考え方を支持するために，2セットの実験

データを引用している．彼らは，3日，6 日また

は 9日間の期間にわたってフェニルアラニン 4.2�

mg/kg/日または 14.0�mg/kg/日に適応させた場

合に，これらは結果に影響を与えなかった，とす

る Zello，Pencharz�&�Ball67）のデータに基づいて

論じている．彼らはまたリシン必要量に関する 2

つ別々の試験をあげており，0.8�g/kg/日 61）また

は 1.0�g/kg/日 70）の総タンパク質摂取量で屈曲点

は非常に近かった．しかし，このようにタンパク

質摂取量の小さな差に対するどのような適応反応

も検出される可能性は低い．事実，実際のデザイ

ンを詳細に検討してみると，測定中のタンパク

質摂取率はほぼ同じであった（0.067�g/kg/hour

対 0.071�g/kg/hour）．これは，2種類の摂取量レ

ベルを，1日の摂取量の半分量として，1.0�g/kg/

日の摂取量については 7 回に分け，0.8�g/kg/日

については 6回に分けて，与えたためである．そ

のため，実験食への事前適応期間なしで摂食状態

のみでの測定が，食事必要量を正確に反映してい

るといえるか否かという問題が残る．

その後，指標酸化と屈曲点解析という考え方

が 24 時間酸化試験に拡大された．この場合には，

24 時間 [1-13C] ロイシン酸化と出納が，リシンな

ど別のアミノ酸の必要摂取量の指標となる 55，71）．

はじめに 24 時間 [1-13C] ロイシン酸化および出納

法の妥当性を確認した後 45），リシン摂取量を変

えて 24 時間 [1-13C] ロイシン酸化試験を行い，12�

mg/kg/日のリシンで負のロイシン出納，28�mg/

kg/日のリシンで正のロイシン出納が示され，必

要量は 28�mg/kg/日に近いことが指摘された 71）．

しかし，12，20，28，36�mg/kg/日という異な

る 4レベルのリシンを使った第二の試験 55）では，

すべてのリシン摂取量で正のロイシン出納が観察

されたので，ロイシン出納だけから必要量を算定

することはできなかった．しかし，正の出納は技

術的問題により誤ったものであったという仮定

に立つと（原因はわからないが），12 時間摂食状

態酸化，24 時間酸化，またはロイシン出納の用

量反応曲線での屈曲点を決めることは可能であ

り，おのおのについてそれは 29�mg/kg/日に近

かった．いい換えれば，測定回数（4点のみ）が

十分であるか否かについては議論の余地があるも

のの，この場合には，出納または酸化データにつ

いての特異的曲線フィッティング法として 2段階

線形回帰が用いられたのである．上で指摘したよ

うに，各個人について 5つまたは 6つの異なる摂

取量レベルで，1～ 2 週間の適応期間を含むデザ

インにより，24 時間 13C 出納測定を実施するのに

は，極めて多額の費用がかかる．そのため実際に

は，合計で 4～ 6レベルの摂取量の測定となるよ

うに，個人内と個人間で摂取量を無作為抽出して，

各被験者につき 2～ 3レベルの摂取量についての

み試験を行ってきた．その結果，各個人別に屈曲

点を出すことができず，屈曲点検出の正確な詳細

は示されてこなかった．Zello,�Pencharz�&�Ballが，

ヒトでの 2段階線形交差法を最もよく説明してい

る 67）．

4.3.2 指標アミノ酸法の要約
24 時間にわたって実施した場合には，指標ア

ミノ酸法は理論的に最も満足のいく方法であると

思われ，最先端をいっている．しかし作業のため

の設備と費用から，これまで１グループしか試験

を実施することができず，リシン 55，71），トレオニ

ン 72），メチオニン 73）について [1-13C] ロイシン酸

化と出納に基づいた結果が報告されている．こ

れら 3種類のアミノ酸の推定必要量について，24

時間法と Ball�&�Pencharz の摂食状態での指標

法（第 8章参照）とを比較したところ，リシンに

ついてはそれぞれ 30�mg/kg/日と 37�mg/kg/日，

トレオニンについては 15�mg/kg/日と 19�mg/

kg/日，メチオニンについては 16�mg/kg/日と 13�
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mg/kg/日で，これまでのところ体系的差がある

という証拠は示されていない（第 8章参照）．こ

の分野は，もっと試験・研究を行う必要のある分

野であるのは確かである．

窒素を使うにしろ，安定同位体酸化を使うにし

ろ，精製アミノ酸を用いたすべての試験に関する

ひとつの問題は，混合食に含まれるタンパク質を

摂取している被験者のアミノ酸必要量に，その

結果がどの程度よく関連付けられるかである．ア

ミノ酸混合物は非常に速く吸収され，消化と吸収

がタンパク質利用に及ぼす影響に関する限られた

データによれば，カゼインのような吸収速度が遅

いタンパク質と比較して乳清のような“速い”タ

ンパク質での効率は低いと指摘されている 74）．

4.4 不可避窒素損失量からの
予測

不可避窒素損失量の大きさと組織タンパク質

のパターンからアミノ酸必要量パターンを理論

的に予測する 6，75）ことについては，賛否両論があ

る 17，22，76）．もしこの方法が有効ならば，実験デー

タがないアミノ酸について値を出すことができる

ようになるであろう．個々のアミノ酸は全身タン

パク質中のそのアミノ酸の存在量に比例して，無

タンパク質食を与えた被験者の不可避窒素損失量

に寄与しているという仮定はきわめて合理的であ

る．しかしその場合，算定した不可避酸化損失量

（mg�N/kg/日で表した不可避窒素損失量×アミ

ノ酸mg/組織窒素 g）は各不可欠アミノ酸の基礎

的要求量を反映したものであると考えられ，そこ

から利用効率（たとえば成人では 47％；第 7 章

参照）に対して調整後に個別のアミノ酸必要量が

算定される．ただこの方法では，ひとつのアミノ

酸のみ，すなわち維持のための代謝上の要求量の

組織タンパク質含量に対する比が最も高い制限ア

ミノ酸，についてのみ必要量を確認することが可

能である 57）．いい換えれば，このひとつのアミ

ノ酸の摂取が事実上不可避窒素損失を“駆動”す

るのであるが，それはメチオニンであると考えら

れている．この考え方を基礎にして，本報告では

この方法を含硫アミノ酸の推定に用いた．

4.5 タンパク質利用の測定に
よる間接的推定

個別アミノ酸の必要量について間接的証拠を与

えているもののひとつは，特定のアミノ酸が限定

されていることがわかっている食事タンパク質源

についての窒素出納試験によるタンパク質の質に

ついての直接評価である．しかし，試験間の再現

性がないので，これが一般的に非常に有用である

とは立証されていない 65）．最近になって，タン

パク質必要量についての適応代謝要求モデルを探

索するのに用いられてきた [1-13C] ロイシン酸化

と出納に関する摂食と絶食状態での短期試験 77）

が，食後のタンパク質利用の相対的効率という観

点からミルクと小麦のタンパク質利用を測定する

のにも応用されるようになった．この場合，[1-13C]

ロイシン出納は窒素出納の短期測定に代わるもの

として用いられる 78）．このように [1-13C] ロイシ

ン出納の短期測定から窒素出納を予測すること

で，（吸収後窒素出納から）タンパク質の代謝的

要求量，（窒素摂取に対する窒素出納の回帰直線

の勾配から）食後のタンパク質利用効率，小麦タ

ンパク質ではリシンが制限になっているとの仮定

で，小麦タンパク質とリシンの必要量を推定する

ことが可能となる 79，80）．この方法で報告された値

は，代謝的要求モデル内の様々な理論的仮定に依

存しており，単回 3段階 9時間注入プロトコール

（絶食，低タンパク質食，高タンパク質食）によ

り 2レベルのタンパク質摂取量で食後のタンパク

質利用を測定する試験では，食事を１回与える絶

食/摂食プロトコールよりも満足のいく測定結果

が得られる 80）．試験時に被験者が適応しえたレ

ベルでリシン必要量を推定することは間接的測定

であり，上記の方法で示されるよりもやや低い値

となることが多かった．

4.6 結論
タンパク質とアミノ酸のヒトでの必要量推定は
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依然として本質的に困難な問題であるが，本報告

について適切な値を選択するにあたって，協議会

は下記の事項に従った：

・総タンパク質（窒素）の必要量を推定する方法

で唯一利用可能なのは，窒素出納によるもので

ある．成人について得られている大量のデータ

が最近メタ解析の対象となり 81），そこから回

帰法によりゼロ窒素出納に相当する窒素摂取量

が推定された．これが，本報告における成人の

必要量の基礎となっている（第 8章）．同様に，

小児で摂取量を変動させて多くの窒素出納試験

が行われ，その結果を要因加算による方法と組

み合わせて用いることにより，小児のタンパク

質推定必要量の基礎とした（第 9章）．

・現在のところ，不可欠アミノ酸について食事に

よる必要量を決定する完全に信頼できる方法と

いうものはない．これまでに得られた窒素出納

データは，測定されない窒素損失量についての

仮定，および出納データを解析するのに用いる

統計的方法により，推定量が大きく異なること

を示している．炭素–13 標識アミノ酸を用いる

炭素出納法についてはかなり不確実な点があ

り，現時点では，酸化されたときに標識炭素を

定量的，不可逆的に失い，前駆物質同位体濃度

について信頼できる推定が可能なアミノ酸につ

いてしか，合理的に信頼することができる推定

は得られない．そのため，この方法の適用は，

分枝アミノ酸（実際にはロイシン）に限定され

る．理論的に最も信頼性が高い方法は，これま

でに示されている理論上と実際面で起こりうる

問題のほとんどを考慮に入れている 24 時間指

標/炭素出納法であるが，リシン，トレオニン，

メチオニンにしか適用されていない．他のアミ

ノ酸について勧告をする場合には，これまで用

いられてきた様々な方法から得たデータが考慮

された（第 8章）．

文　献
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1985 年の報告 1）では，タンパク質とエネルギー

の相互作用についての考察は，以下の 2点に限ら

れていた．つまり，食物エネルギー摂取量がエネ

ルギー必要量を下回るか，または上回るときの窒

素出納に及ぼす影響と，タンパク質と他の栄養素

の必要量を確保する際の食事，とくに離乳食のエ

ネルギー密度が不十分なことで提起される問題点

である．食事の質の評価指標としてタンパク質：

エネルギー比率を使用する可能性について，ある

程度詳細に考察が行われた．実際，認識しておか

なければならない重要な実際的，概念的問題があ

る．それらは，タンパク質とアミノ酸必要量を

算定するための窒素出納試験のデザインとその解

釈 2），およびエネルギー，タンパク質の必要量と

それらが不足する場合のリスクの可能性との間の

関係 3）である．

この報告では 2つのエネルギー測定単位を用い

た：�SI 変換係数は：1�kJ ＝ 0.239�kcal；1�kcal ＝

4.184�kJ である．

5.1 エネルギー摂取量と
タンパク質必要量

5.1.1  タンパク質保留と変動するエネ
ルギー出納

タンパク質の利用と貯留は，アミノ酸の運搬と

相互変換，タンパク質の合成と分解のすべての段

階でエネルギーに依存している．さらに，アミノ

酸は細胞にとって燃料として働き，とくに肝臓と

腎臓の代謝，そして骨格筋においてもそうである．

そのため，アミノ酸需要を満たしそのエネルギー

需要のための基質として十分量の食事アミノ酸が

利用可能であるには，炭水化物や脂肪から適切な

非タンパク質エネルギーを得ることが不可欠であ

る．

Calloway�&� Spector4）とInoue，Fujita� &�

Niiyama5）による研究で，タンパク質の低摂取か

ら過剰摂取の範囲で，エネルギー摂取量に対して

窒素出納の感受性が変動することが指摘された．

1985 年の報告 1）では，主に Calloway4，6）の研究

を引用して，窒素平衡より下の場合も上の場合も，

窒素出納に対するエネルギー摂取量の影響の大き

さは，保留窒素 1～2�mg/kcal であると推定した．

その後，Pellet�&�Young7）が，タンパク質摂取量

とエネルギー摂取量の両方を変えて成人（n=361）

で実施した既発表の窒素出納試験すべてについ

て，多重線形回帰により評価した．その結果，エ

ネルギー摂取量と窒素摂取量の両方の増加は窒素

出納を改善するのに別々に有効である．窒素出納

変動の 53％は窒素摂取とエネルギー摂取で説明

され，次の式で示される：

窒素出納 =�0.17×窒素摂取量＋1.0×エネルギー

摂取量－ 69

勾配はエネルギー摂取量を意味し，1�kcal/kg/

日の超過摂取で 1�mg�N/kg/日の窒素出納増加に

相当する．これにより，適切なエネルギー摂取を

第5章
タンパク質とエネルギーの相互作用
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確保する際の誤差がタンパク質必要量の推定に

影響する程度はどのくらいなのかを推定するこ

とができる．たとえば，活動量が中程度の若い

成人男性では，推定エネルギー必要量が 45�kcal/

kg/日（すなわち，予測基礎代謝率の 1.8 倍）で

あり，基礎代謝率とそのエネルギー要求とで見積

もった± 10％の誤差，つまり 4.5�kcal/kg/日が，

± 4.5�mg�N/kg/日（エネルギー摂取量 1�kcal あ

たりの窒素出納 1�mg で）の窒素出納変動の原因

になると思われる．これは± 10�mg�N/kg/日の

必要量変動に相当する（窒素摂取量に対する窒素

出納の回帰直線の勾配が 0.5 であるとして）．窒

素出納法によるタンパク質必要量推定に関する最

近のメタ解析 8）によると，エネルギー出納を確

立する際の誤差によると思われるタンパク質必要

量でのこの誤差は大きく，個人間分散全体の約

1/3（SD=31.9�mg�N/kg/日），すなわち真の個人

間分散の～ 85％に達する．実際，タンパク質ま

たはアミノ酸の必要量を測定することを目的とし

た多レベルでの窒素出納試験では，実際のエネル

ギー支出割合とその結果としてのエネルギー必要

量を測定することはほとんどない．その代わり，

試験中にエネルギーが十分であるか不足している

かを測定する手段として，通常は体重をモニター

する．この場合，どの程度良好にエネルギー出納

が維持されたかは，通常は短期試験での体重のモ

ニタリング監視によって決まる．高く見積もった

分が 4.5�kcal/kg/日だと 0.5～1�g/kg/日の組織増

加となり，これは体重 70�kg の成人では 0.25～0.5�

kg/週の体重増加に相当する．これが維持される

としたら明らかに相当の体重増加であるが，短期

試験では正常範囲内とみなされるだろう．エネル

ギー必要量を低く見積るという例のほうが多くみ

られ，これまで 1件だけ報告されている高齢者で

のタンパク質必要量に関する多レベル試験でもそ

うで 9），エネルギー摂取量は基礎代謝率のわずか

1.33 倍と低かった 10参照）．そのことが，タンパク

質必要量を 0.125�g/kg/日高く見積るという結果

につながったと考えられる．

5.1.2  窒素保留とエネルギー代謝回転
変動

エネルギー出納で，様々な身体活動量によるエ

ネルギー転換の変化が窒素出納に及ぼす影響は重

要であるが，これについての理解は十分とはとう

ていいえない．先進国の座っていることが多いラ

イフスタイルの場合より，発展途上国でのエネル

ギー支出は高いと思われる．発展途上国では，活

動量の増加によりエネルギーの流れが変化すると

窒素出納にどのような影響があるのかという問題

は，現実に大きな重要性をもっている．しかし，

この重要問題についての理解は十分でない．一方

では，身体活動が増えると正常な成人の食事タン

パク質の利用が最適化されることが報告されてい

る 11）．他方で，タンパク質必要量に及ぼす運動

の影響の検討に関係する試験では，運動はアミノ

酸の酸化と窒素損失を増加させるが，適切なト

レーニングを積み十分にエネルギー供給を受けて

いる人では，この窒素損失は最小で，座っている

ことが多い人よりむしろ少ない，と指摘されてい

る 12）．この分野について，さらに研究を行う必

要があるのは確かである．

5.1.3  エネルギー摂取量と必要量試験
の解釈

エネルギー必要量とタンパク質必要量が相互依

存の関係にあることで，窒素出納試験の結果の解

釈が難しくなっており，この困難さはいまだ解決

されていない．1973 年の報告 13）以降に実施され

た試験は概ね，体重増加を避けるため最小のエネ

ルギー摂取量とすることをめざしてきた．そのた

め，良質タンパク質 0.6�g/kg/日を摂取する長期

窒素出納試験中に，窒素平衡を維持するためにエ

ネルギー摂取量の“増加”が必要となり，このタ

ンパク質摂取量では不十分であることが示唆され

た 14）．別の見方をすれば，タンパク質の適応範

囲のうちこのように低いほうの値としたときに，

エネルギー摂取量を低く設定しすぎたといえるだ

ろう．もうひとつ別の試験で議論が分かれるもの

としては，小麦ベースの食事が適切であるかにつ
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いての長期試験があり 15），リシンの供給がわず

か 18�mg/kg/日の小麦タンパク質の食事で，体

重，健康状態，正の窒素出納が 50 日間維持され

た．ひとつの見方は，実験食で供給される“食事

からの高エネルギー摂取量（1.7～2.2 × BMR）は，

窒素出納データの解釈を混乱させる”15）というも

のである．別の見方は，体重増加がないので，エ

ネルギー摂取量は高い身体活動量による需要と一

致しており，この試験はリシン 18�mg/kg/日の

摂取で十分であることを証明しているというもの

である 2）．現実的な身体活動量での試験は，発展

途上国の人々に最も関連性があると思われる．

5.1.4  小児でのタンパク質とエネル
ギーの相互作用

除脂肪組織成長のための能力が大きい小児で

は，タンパク質とエネルギーの相互作用は非常に

複雑なものとなる．まず第一に，身長増加の結果

としての内因性タンパク質貯留と成長 16参照）は，

ある程度までエネルギー摂取量とは関係なしに正

の窒素出納を可能とするし，エネルギー出納が負

の場合でも，体脂肪を動員することによって成

長のためのエネルギー需要を満たすことで正の窒

素出納を可能にする．第二に，体重増加分の構成

内容に広範囲な変動がみられる．このことは，除

脂肪組織に比べ脂肪組織を養うのに必要なエネル

ギー摂取量は 5倍であることからわかるように，

エネルギー/タンパク質摂取量と体重増加との関

係に顕著な影響を及ぼす 17）．このように，貯留

組織の組成が成長率に劇的な影響を及ぼすことが

ある．その例は，除脂肪組織の成長を制限してい

た亜鉛を与えた小児でエネルギー摂取量を変え

ずに成長率が顕著に上昇したときにみられた 18）．

追いつき成長中の体重増加率と貯留組織の組成と

の関係で，食事中のタンパク質 -エネルギー相互

作用の予測を形式化する試みがいろいろ行われ

てきた 19）が，様々な仮定を行わなければならず，

それによってとくに体重増加が急速な期間につい

ては，予測値と数式の実際的適用が制限される．

脂肪と除脂肪組織貯留のエネルギーコスト，食事

エネルギーの消化性と代謝性，タンパク質利用の

効率性についての数値を仮定する必要がある．そ

のため，急速な体重増加をしている期間に 2段階

のタンパク質摂取レベルを小児に与えたとき，エ

ネルギー消費には少し差があり，エネルギー摂取

量についての観察結果と体重増加予測はよく一致

したが，タンパク質摂取量では体重増加は予測さ

れないことをタンパク質利用効率の変動は意味し

ていた．

5.1.5  非タンパク質エネルギー基質の
タンパク質節約効果

タンパク質またはエネルギー摂取量のいずれか

が非常に低いレベルのとき，炭水化物のタンパク

質節約効果は脂質よりも大きく 20），エネルギー

摂取量が維持のため増えているときにも同様で

あると提言されている 21）．しかし最近の研究で，

維持の範囲では，脂質は炭水化物と同程度に有効

であるか，あるいはより有効であることが指摘さ

れている 22，23）．臨床でのほとんどの試験が，成人

と小児での中心静脈栄養法において，グルコース

と脂質は同程度の窒素節約効果を示しており，脂

質－グルコース食はグルコースだけよりも窒素を

節約し，中鎖トリグリセライドは窒素出納促進に

とくに有効であるとしている．また，小児では，

脂肪対炭水化物の比が 4：1という高エネルギー・

高脂肪食を与えることで，急速な体重増加と非常

に効率の高い窒素利用を保証するための高脂肪食

事療法が開発されている 22，23）．

食事中炭水化物のタンパク質節約効果は，イン

スリン分泌増加によって一部仲介され，その結果，

タンパク質分解，肝臓でのグルコース新生，腎臓

でのアンモニア産生が抑制される．食事中の脂質

も，腸–ランゲルハンス島軸（enteroinsular�axis）

やインクレチン（たとえば，食事中グルコースま

たは脂肪に反応して遊離されるグルコース依存性

のインスリン分泌促進ポリペプチド（GIP））を

通じて，またインスリン分泌に及ぼす循環血中の

遊離脂肪酸の影響を通じて，インスリン分泌に働
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く．食事中脂質のタンパク質節約効果は，肝臓で

の遊離脂肪酸の酸化によりNADH/NAD比が上

昇して分岐鎖ケト酸脱水素酵素を抑制することを

通じて，アミノ酸酸化の減少によるのかもしれな

い．

5.2 タンパク質：
エネルギー比率

1985年の報告 1）で，食事の質の評価指標として，

また個人と様々な集団で食事の妥当性を評価する

ための必要量の基準値の定義との関連で，タンパ

ク質：エネルギー比率が議論された．タンパク質：

エネルギー比率の使用は非常に有用である可能性

があるが，関与している問題が複雑なので，この

比の算定と使用の両方については注意を要する．

5.2.1  食事タンパク質の質の評価指標
としてのタンパク質：エネル
ギー比率

食物摂取量は主に，基礎代謝率と身体活動量の

関数であるエネルギー支出によって決められる．

しかし基礎代謝率は，年齢，性別，体重によって

変動し，身体活動量はライフスタイルと行動パ

ターンによって変動するので，食物摂取量とその

結果としてのタンパク質摂取量は，年齢，性別，

体重，職業，ライフスタイル，行動パターンによっ

て決定される．したがって，エネルギー必要量を

満たすために十分な食物を食べているときには，

エネルギーに対するタンパク質（または他の栄養

素）の比が適切であればタンパク質（または他の

栄養素）の必要量も満たされることになり，タン

パク質：エネルギー比率は食事の質の評価指標

となる．この考え方を最初に提唱したのは Platt，

Miller�&�Payne である 26）．利用可能，または正

味のタンパク質（すなわち，消化吸収率と生物価

について補正した総タンパク質）を代謝エネル

ギー（17�kJ または 4�kcal/g�タンパク質）に換算

し，食事中の総代謝エネルギーのパーセンテージ

（すなわち，食事の正味タンパク質カロリー％，

NDPcal�％）として表す．これは実験動物におけ

る成長を支えるための食餌の質について記述する

際には非常に有用であったが，ヒトの栄養につい

て用いる際には注意が必要である．つまり，タン

パク質必要量を供給するのに食事が適切であるか

をこれで評価する場合には，認識しておかなけれ

ばならない非常に困難な問題がいくつかある．

“利用可能タンパク質”，すなわちタンパク質の

正味の利用は，消化吸収率と生物価から算定され

る．生物価はアミノ酸スコアの関数であり，アミ

ノ酸スコアは必要量のアミノ酸パターンと比較し

たときのそのアミノ酸のパターンである（6章参

照）．幼児と小児では成人よりもアミノ酸必要量

が高いので，食事の生物価を評価するには年齢別

のアミノ酸評点パターンが必要である．消化吸収

率は年齢依存性ではないと仮定すると，食事また

はタンパク質の正味タンパク質利用率は，生物価

の変動に従い，年齢とともに変動する．そのため

アミノ酸含量（生物価）によって制限される食事

の場合，正味タンパク質利用率は成人よりも幼児

と小児のほうが低くなる．

食事のタンパク質：エネルギー比率算定をさら

に複雑にしているのは，食物の実際に利用可能な

エネルギー含量，すなわち食事エネルギーの真の

消化吸収率と代謝性を考慮することと関係があ

る．1985 年の報告によると，食物繊維がエネル

ギー消化吸収率に影響を及ぼし，中程度の含量で

も利用可能なエネルギーを 2～3％，菜食主義者

の食事ではそれに加えて 2～3％低下させた．そ

の結果，果物，野菜，全粒パンといった繊維を

“中程度の量”含んでいる食事の場合，5％のエネ

ルギー損失について補正するよう提案された．さ

らに，この補正では“…発展途上国の集団によっ

ては十分とは思われない”という指摘も行われ

た．それ以後，FAOはこの問題について，最近

の「食物エネルギー，分析方法，換算係数に関

する報告」で評価を行ってきた 27）．下部腸管に

おけるレジスタントスターチの発酵によるエネル

ギー損失は，代謝エネルギーの差を炭水化物に適
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用される一般的なAtwater 係数を使って算定す

るか，特定のAtwater 係数を使って求めること

ができる 28）．これら異なったアプローチにより，

やや異なった値が出されている（何種類かの食事

について総代謝エネルギーで 3％までの差）．そ

れに加えて，正味の代謝エネルギー（正味エネル

ギー）の算定は発酵による損失だけでなくタンパ

ク質の熱効果による損失も考慮に入れている．し

かし，エネルギー必要量と関連させて食物のエネ

ルギー含量を判定するにあたってこれらの問題を

検討した結果，FAOの結論は，タンパク質，脂

肪，利用可能な炭水化物と繊維については引き続

き一般的なAtwater 係数からエネルギーを算定

すべきであり，その算定結果と正味の代謝エネル

ギーの最良推定値との間に生じるかもしれない差

は小さい，というものであった 27）．したがって，

過剰タンパク質を含んでいない普通の食事につい

ては，ほとんどの場合補正は必要ではない．すな

わち，補正は通常 2.5％以下であり無視すること

ができる 29）．この分野については，とくにマメ

類でみられるような栄養阻害因子を含んでいる可

能性がある食事に関して，または利用可能な炭水

化物と繊維の見積もりが難しい場合，さらに研究

を行う必要があるのは確かである 30，31 など）．

困難な点の多くは，不足のリスクを評価する目

的で，必要量をタンパク質：エネルギー比率で算

定することであり，とくに食事のタンパク質：エ

ネルギー比率と比較可能な必要量の値を出すこと

に関係している．

5.2.2  必要量のタンパク質：エネル
ギー比率と食事の評価

エネルギー必要量は，年齢，性別，体格だけで

なく，ライフスタイルと関連する身体活動量に

よって変化する．それとは対照的にタンパク質必

要量については，これまでと同様にこの報告でも，

体格，性別（成人の場合），成人の年齢とは関係

なく決めている．そのため，体重，年齢，性別，

ライフスタイル（身体活動量）に基づき“状況特

異的”なタンパク質：エネルギー比率を必要量に

ついて算定する必要がある．

ある集団内での食事タンパク質不足のリスク評

価と基準タンパク質：エネルギー比率算定の方法

について，Beaton が考察を行っている 32，33）．彼

の考え方は“Dietary reference intakes : applica
tion in dietary assessment”34）という報告に盛り
込まれている．その考え方について最近見直しが

行われた 3）．完全な評価のためには，タンパク質

とエネルギーの必要量と摂取量の適正値，それに

これらの値についての個人内と個人間変動の性質

と程度に関する情報が必要である（表３，４参照）．
また，以下の項目がどの程度相関しているかにつ

いての情報も必要である：（a）エネルギーの摂取

量と必要量，（b）タンパク質の摂取量と必要量，

（c）エネルギーとタンパク質の必要量．摂取量と

必要量の両方について代表的分布になるようにこ

れらのデータを利用できると，分布曲線から不足

している集団の比率を算定するために確率的手法

を用いることができる．しかし，同じ集団内で摂

取量と必要量について代表的データがあるという

ことは普通ないので，重要な変数について合理的

な仮定を行うことができ，また個人や集団の「安

全」または「基準」タンパク質：エネルギー比率

を同定することができる手法を開発する必要があ

る．

5.2.3  基準タンパク質：エネルギー比
率の算定

まずはじめに，第 3章で考察したように，個人

と集団とで不足のリスクを評価するにあたって区

別する必要があり，集団の場合には個人の場合よ

りはるかに難しい．下記の考察のほとんどは，個

人における不足のリスクについての評価に関係す

るものである．安全または基準のタンパク質必要

量を算定するときと同様に，個人において不足の

リスクが低い摂取量についての安全または基準タ

ンパク質：エネルギー比率の確認にあたっては，

タンパク質摂取量と必要量との間に相関関係はな
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いと仮定している．すなわち代謝要求が食事タン

パク質摂取量に適応することがない，いい換えれ

ば，タンパク質の必要性によって食欲が亢進され

ることはない，ということである．さらに，食事

のタンパク質：エネルギー比率についての不足の

個人的リスクはその人のタンパク質とエネルギー

両方の必要量における変動に依存しているので，

“安全な”タンパク質：エネルギー比率の算定は

複雑である．ある集団について基準タンパク質：

エネルギー比率を求める最適な方法についても，

その可能性についてすら，はっきりとした合意は

得られていないので，実用主義的な手法が採用

される可能性がある．1985 年の報告 1）の付属書

9Aに，ある確率（たとえば 97.5％）のとき，算

定されたタンパク質：エネルギー比率の食事が無

作為に選抜した個人の実際のタンパク質必要量を

満たしているか超えているようにする基準タンパ

ク質：エネルギー比率の算定方法について記述が

あった．エネルギーとタンパク質の必要量が同様

に変動し，両者間に相関関係がなければ，成人に

ついての算定値はおよそ次のようになる：

基準タンパク質：
平均タンパク質必要量＋
3SD（エネルギーとして）

エネルギー比率�=　　　エネルギー必要量

幼児と小児の算定値は，分子のタンパク質値で

平均 +3SDと平均 +4SDの間の値に相当する．

ある集団の摂取量が十分であるか否かを判断す

るのに使われる基準タンパク質：エネルギー比率

の算定は，とくに複雑である．第 3章で考察した

ように，どの式もタンパク質とエネルギー必要量

の平均値と分散だけでなく，摂取量の平均値と分

表３◆	年齢別のタンパク質：エネルギー比率

年齢
（歳）

平均タンパク質：エネルギー比率 a 基準タンパク質：エネルギー比率 b

男 女 男 女
軽度
身体
活動
1.55

中度
身体
活動
1.75

重度
身体
活動
2.2

軽度
身体
活動
1.55

中度
身体
活動
1.75

重度
身体
活動
2.2

軽度
身体
活動
1.55

中度
身体
活動
1.75

重度
身体
活動
2.2

軽度
身体
活動
1.55

中度
身体
活動
1.75

重度
身体
活動
2.2

0.5 0.056 0.056 0.078 0.076
2.5 0.036 0.039 0.050 0.053
5.0 0.036 0.039 0.050 0.052
10 0.054 0.046 0.040 0.059 0.050 0.043 0.074 0.062 0.054 0.081 0.068 0.059
15 0.061 0.052 0.045 0.068 0.060 0.050 0.084 0.071 0.062 0.093 0.082 0.069

体重 70	kg の成人
18-29 0.068 0.060 0.048 0.068 0.069 0.055 0.094 0.083 0.067 0.108 0.096 0.076
30-59 0.071 0.063 0.050 0.071 0.074 0.059 0.098 0.087 0.069 0.117 0.103 0.082
＞60 0.085 0.075 0.060 0.085 0.082 0.065 0.117 0.104 0.083 0.128 0.113 0.090

体重 50	kg の成人
18-29 0.059 0.052 0.041 0.059 0.061 0.049 0.081 0.072 0.057 0.096 0.085 0.068
30-59 0.059 0.052 0.041 0.059 0.060 0.048 0.081 0.072 0.057 0.094 0.083 0.066
＞60 0.073 0.064 0.051 0.073 0.068 0.054 0.100 0.089 0.071 0.106 0.094 0.075

a 表４のタンパク質とエネルギー必要量の値から算出（タンパク質（g/kg）× 16.7）/エネルギー（kJ/kg）
b�個人の安全タンパク質：エネルギー比率は，変動係数を 12％としエネルギー必要量の標準偏差と付図の式に従って表 4のタンパク質・エネルギー
必要量の数値から計算された．タンパク質とエネルギー必要量の相関係数は 0.1 であり，タンパク質安全必要量は平均＋2SDである．これらの値は，
通常の計算と同じで，成人では比較基準タンパク質必要量の＋3SDであり，乳幼児と子供では＋3SD～＋4SDである．
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散の関数でもある．この分子にあるタンパク質必

要量は平均必要量 +�3SD から平均必要量 +�8SD

というずっと高い値までの範囲にわたっているの

で，この値を定めるために議論が展開される可能

性がある 3など）．しかし平均必要量 +�8SD という

後者の値を使った場合には，多くの集団で達成不

可能な基準タンパク質：エネルギー比率となる．

平均必要量 +�3SD という前者の値は，個人の摂

取量の基準タンパク質：エネルギー比率に近いが，

集団に適した真に安全な摂取量よりもおそらく低

く，この値で確認した不足は実際のリスクよりも

低くなる．そのため，このように求めた値で不十

分と判定された食事については，確かに不十分で

あると仮定することができる．このように求めた

値を使う場合には，十分であると判定された集団

の食事でも不十分である可能性があるということ

でもあり，不足のリスクを判定する際には慎重な

方法を採用することが必要であることが明らかで

ある．

1985年の報告 1）の付属書 1で，基準タンパク質：

エネルギー比率を算定する近似公式が示された．

表４に示すタンパク質とエネルギーの必要量を使
い，2段階の成人体重と 3段階の身体活動量の男

性と女性についての平均と基準のタンパク質：エ

ネルギー比率（必要量）を表３に例示する．算定
は，1985 年の報告 1）で示された方法によった．

基礎代謝率は，男性よりも女性のほうが低く

（kg あたり），成人では年齢とともに低下し，ど

の年齢でも体重が軽い成人より重い成人のほうが

低いと考えられている．この基礎代謝率によるエ

ネルギー必要量の変化の仕方から予測されるよう

に，平均と基準のタンパク質：エネルギー比率は

加齢に伴い高くなり，男性よりも女性のほうが高

く，どの年齢でも大柄な成人よりも小柄な成人で

高く，そして当然のことながら活動量が多い人よ

りも座っていることが多い人で高い．したがって，

タンパク質：エネルギー比率はエネルギー必要量

表４◆	年齢別のタンパク質必要量とエネルギー必要量 a

年齢（歳）
タンパク質必要量（g/kg･ 日） エネルギー必要量（kJ/kg）
男 女 男 女

平均 標準偏差 平均 標準偏差
軽度

身体活動
1.55

中度
身体活動
1.75

重度
身体活動
2.2

軽度
身体活動
1.55

中度
身体活動
1.75

重度
身体活動
2.2

0.5 1.12 0.10 1.12 0.10 335 340
2.5 0.75 0.09 0.76 0.09 348 334
5.0 0.69 0.08 0.71 0.09 315 305
10 0.75 0.08 0.74 0.09 233 275 315 210 248 285
15 0.71 0.08 0.69 0.08 195 230 265 170 193 230

体重 70	kg の成人
18-29 0.66 0.09 0.66 0.09 162 183 230 141 159 200
30-59 0.66 0.09 0.66 0.09 155 175 220 131 148 186
＞60 0.66 0.09 0.66 0.09 130 147 185 120 135 170

体重 50	kg の成人
18-29 0.66 0.09 0.66 0.09 187 212 266 159 180 226
30-59 0.66 0.09 0.66 0.09 188 212 266 162 183 230
＞60 0.66 0.09 0.66 0.09 152 172 216 144 163 205

a 参考文献 34 のエネルギー必要量
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が最低のとき，すなわち座っていることが多い高

齢の女性で最も高くなる．逆に，幼児と小児のエ

ネルギー必要量はタンパク質必要量との比較で成

人での値よりずっと高く，このことは必要量のタ

ンパク質：エネルギー比率が幼児と年少小児で最

低であることを意味している．したがって，基準

タンパク質：エネルギー比率は個人が食事により

供給すべき安全または“望ましい”タンパク質：

エネルギー比率であると仮定すると，体重 70�kg

で座っていることが多い高齢の女性は，ごく年少

の小児と比較して，エネルギーに対し 2倍以上の

タンパク質濃度の食物を必要とするということに

なる．その結果，母乳（大量に消費される低タン

パク質の食物）のような幼児のエネルギーとタン

パク質の必要量を両方満たすことができる食事だ

と，年長小児または成人のエネルギー必要量を

満たすことができるということになるが，エネル

ギー必要量を満たすのに必要な摂取レベルではタ

ンパク質必要量を満たすことができないと思われ

る．これらの考え方については，先進国と発展途

上国における食事摂取に関連させて 9.2 節でさら

に掘り下げる．

文　献
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タンパク質の質の評価は，アミノ酸と窒素につ

いて代謝要求を満たすための食物タンパク質源と

食事の能力を測定することを目的とする．食事タ

ンパク質の全体的な質の測定は，正しく測定され

るならば，タンパク質利用の全体的な効率を予測

することになるはずである．そうすれば，要求を

満たすことができるように，質の測定結果にした

がって安全または推奨摂取量を調整することが可

能である．

第 2章で考察したように，タンパク質の利用は

消化吸収率と生物価とから考察するのが一般的で

ある．消化吸収率は消化吸収後に有効利用できる

食事量の尺度であり，生物価は吸収されたアミノ
酸のプロファイルがどの程度必要量のそれに見

合っているのかの尺度である．全体的なタンパク

質利用，すなわち正味タンパク質利用効率（NPU）
は，消化吸収率と生物価の両方を反映したもので

ある．正味タンパク質利用効率は，タンパク質利

用に関する動物成長試験で広く使われており，食

事タンパク質含量の違いにより NPUstandardized や

NPUoperative と区別されている．これは，ヒトでの

試験でも，窒素出納と窒素摂取量の関係の勾配を

表すため用いられている．

タンパク質の質は，もちろんタンパク質の生物

学的有効性の尺度であり，食事から吸収され利用

されうる栄養素の比率についての用語である．生

物学的有効性は，消化吸収率，化学的完全性，代

謝障害がないことを含んでおり，とくに特定の食

品や食品加工法において重要なアミノ酸利用の面

から焦点があてられる．生物学的有効性の評価は，

いろいろ困難な面があるものの，ヒトで直接行う

ことが可能である．しかし，経済的にも時間的に

も，モデル動物の使用に利点があるのは明らかで

ある 1）．

タンパク質の質を評価するにあたっては，まだ

完全には解決されていない難しい点が多くあるこ

とをはじめに認識しておかなければならない．そ

れらは概念的なものと技術的なものとの両方で，

そのため本報告では一般的な条件でタンパク質の

質の評価について検討するにとどめ，現時点で懸

念されている分野に焦点をあて，低品質のタンパ

ク質が栄養状態を損ねる可能性がある状況を確認

するだけとする．

個別のタンパク質と食事中のタンパク質混合物

の質について，ヒトの栄養における利用率を正確

に予測できる絶対的な値を確立することは，概念

面で重要ではあるが難しい．その理由は，ヒトの

栄養のほとんどの状況で，タンパク質利用は食事

タンパク質源に関係なく非効率的であると思われ

るからである．このことは，窒素出納試験で測定

される良質タンパク質の成人の必要量が，不可避

窒素損失量（第 7章参照）の約 2倍であることか

らも明らかであり，これは正味のタンパク質利用

率が約 50％にすぎないことを示している．低栄

第6章
タンパク質の質の評価
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養からの追いつき成長時にみられる急速な成長と

いった特別な状況下においてのみ，見かけの正味

タンパク質利用率は動物成長試験で得られた値に

近くなる．その理由についてはよくわかっておら

ず，ヒトのタンパク質利用率にみられる適応とい

う性質を反映しているのかもしれないが 2），ヒト

の栄養においてタンパク質利用効率が全体として

低いことは以前から認識されていた．そのため実

際には，タンパク質の質の評価では絶対値ではな

く異なるタンパク質源の相対的利用率を推定する

ことを目的としてきた．

6.1 タンパク質消化吸収率
補正アミノ酸スコア
（PDCAAS）法による
タンパク質の質の推定

1985 年の報告 3）は，食事の安全摂取レベルま

たは基準タンパク質と比較して有効な摂取量を算

定するために，年齢による評点パターンと測定さ

れた消化吸収率を組み合わせて使用することを提

案した．評点パターンは，年齢別アミノ酸必要量

をタンパク質の安全摂取レベルで除して計算され

た．この方法は，タンパク質の質の評価に関する

FAO/WHO合同専門家協議会で正式採用され 4），

この協議会はラットの成長試験で求めているタン

パク質効率に代わる方法を検討するために召集さ

れた．このタンパク質効率比は 1種類または複数

の試験タンパク質でのラットの成長をタンパク

質摂取量の関数として評価するものであったが，

様々な理由から不満足であるという結論が出され

ていた．そのため，測定された消化吸収率とアミ

ノ酸組成に基づく方法，つまりタンパク質消化吸

収率補正アミノ酸スコア（PDCAAS）が示された．

これは，食事中の混合物（たとえば，小麦，ヒヨ

コ豆，ミルク）と個別タンパク質の食物源の両方

についてタンパク質の質を評価する手段として提

案された．

6.1.1 タンパク質の消化吸収率
吸収される食物タンパク質の割合を示す消化吸

収率は，食物と糞便中の窒素含量を測定すること

で決められる．“真の”消化吸収率は，糞便中窒

素がどの程度“内因性”であるかを考慮に入れる

が，それは無タンパク質食を与えたときの糞便中

窒素量として測定される．すなわち，次式から求

められる．

見かけのタンパク質（窒素）消化吸収率（％）

� ＝
（I－F）×100

I

真のタンパク質（窒素）消化吸収率（％）

� ＝
I－（F－FK）×100

I

I ＝窒素摂取量，F＝試験食摂取時の糞便中窒

素量

FK ＝無タンパク質食摂取時の糞便中窒素量

表 5にヒトでのタンパク質の消化吸収率を何
例か示す．以下で考察するように，糞便中消化吸

収率と回腸消化吸収率の相対的な生物学的意義と

実際的重要性が大きな問題となった．

6.1.2 生物価
アミノ酸プロファイルは吸収された食事中窒素

を利用することができる有効性を規定するものと

考えられており，それは通常生物価として定義さ

れる．すなわち，次式から求める．

見かけのタンパク質（窒素）生物価（％）

� ＝
（I－F－U）×100

I－F

真のタンパク質（窒素）生物価（％）=

� ＝
（I－F－FK）－（U－UK）×100

I－（F－FK）

U＝試験食摂取時の尿中窒素損失量，

UK ＝無タンパク質摂取時の尿中窒素損失量
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6.1.3 アミノ酸スコア
アミノ酸スコアは，安全摂取レベルのタンパク

質を与えたとき，吸収された食事中窒素が不可欠

アミノ酸の必要量を満たすことができる有効性を

規定する．これは，タンパク質中または食事中の

制限アミノ酸含量を必要量パターン中の含量と比

較することで得られる：

試験タンパク質１g中の当該

アミノ酸スコア＝
アミノ酸含有量�mg
必要量パターンにおける
当該アミノ酸量mg

したがって，PDCAAS= 消化吸収率×アミノ

酸スコアとなる．

生物価がアミノ酸プロファイルだけで規定され

るならば，PDCAAS から生物価が推定されるは

ずである．

6.2 タンパク質消化吸収率補正
アミノ酸スコア
（PDCAAS）法に関する
現時点での問題点

1991 年の報告 4）以降，PDCAAS 法に関して多

数の重要な技術的問題点が登場してきた．その

第一は，1973 年の報告 5）と同様に，1985 年 3）と

1991 年 4）の報告ではアミノ酸必要量を安全摂取

レベルで除して評点パターンを算定した．これは，

1973 年の報告では“アミノ酸必要量の推定上限

範囲をタンパク質必要量の推定上限範囲（安全レ

ベル）”に関連させたので，そうしたのである．

しかし，それ以降提案されてきた評点パターンは，

平均必要量を通常最もよく反映しているアミノ

酸必要量の値を基礎にしており 6，7など），Hegsted8）

が窒素出納データの回帰分析から出した値もそう

であった．本報告で集めた値も，平均値の最良の

推定値として選択されている．このような理由か

ら，評点パターンは平均タンパク質必要量で除し

たアミノ酸必要量の値を基礎としなければならな

表5◆	ヒトのタンパク質消化吸収率
タンパク質源 真の消化吸収率（％） タンパク質源 真の消化吸収率（％）

アメリカ食 96 オートミール 86
豆 78 えん麦　粉粒 72
ブラジル食 78 ピーナッツバター 95
中国食 96 落花生 94
穀類　粉 70 エンドウ豆　成熟 88
穀類　全粒 87 米　粒 75
綿実 90 精白米 88
鶏卵 97 大豆粉 86
穀類粉 99 単離大豆タンパク質 95
フィリピン食 88 ひまわり種粉 90
インド食　米＋豆 78 トリチケール（ライコムギ） 90
インド食　米 77 小麦粉　白 96
インド食　米＋ミルク 87 小麦グルテン 99
トウモロコシ 85 小麦　穀粒 77
トウモロコシ＋豆 78 小麦　精白 96
トウモロコシ＋豆＋ミルク 84 小麦　全粒 86
肉，魚 94
ミルク，チーズ 95
キビ 79
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い．

第二は消化吸収率の仮定値，とくに糞便中消化

吸収率を回腸消化吸収率に対してどの程度補正し

なければならないか，に関するものである．1991

年の報告 4）を準備する過程で，回腸消化吸収率

を用いることについて議論されたが，採用されな

かった：代わりに，ラットの試験で測定された糞

便中消化吸収率が適切な方法として提案された．

それ以降，真の回腸アミノ酸消化吸収率係数の使

用について支持が増えてきている 9-11）．ヒトにつ

いて利用可能なデータは現時点では限られてお

り，リシンの回腸消化吸収率と糞便中消化吸収率

との間の差は非常に小さいか，あるいはまったく

ないという場合もある 9）．しかしMoughan11）は

最近行った包括的検討で，これまでのヒトでの実

験観察結果は，ブタなど他の単胃動物での所見と

一致して，実際面で重要である回腸－糞便中消化

吸収率には差があると結論付けている．したがっ

て，糞便中消化吸収率は依然として総窒素消化吸

収率の適切な尺度といえるが，真のアミノ酸消化

吸収率である可能性は低く，回腸での測定のほう

が，アミノ酸消化吸収率と食事源，内在性由来の

両方の損失量についてより正確な尺度であると思

われる．補足的であるが未解決の点として，腸内

窒素と細菌アミノ酸の身体への再循環を考慮に入

れるという問題がある．これらの分野については，

さらに研究を重ねる必要がある 1）．

第三は，加工食品の製造中にタンパク質中のア

ミノ酸残基が化学的に変化を受けて，生物学的有

効性が低下することである．リシンは重要な例

であり，メイラード反応を受けて生物学的に利

用不可能なリシンとは区別して，食物中の“反

応性”リシンを特異的に定量する方法について

Moughan は記述している 11）．

第四の重要で意見が分かれる問題は，個別タ

ンパク質のアミノ酸スコアとそれから生じる

PDCAASの最大値を 1.0 あるいは 100％以上にし

ない，という問題である．すなわち，不可欠アミ

ノ酸がすべて基準評定パターンのそれよりも高い

濃度で存在するために実際上のアミノ酸スコア

算定値が 1.0 または 100％より高くなってしまっ

たときに，打ち切りにするかどうかの問題であ

る．食事によっては制限となるような重要な不可

欠アミノ酸の濃度が，大豆タンパク質より乳タン

パク質のほうが高くても，最大値で打ち切ること

によってこれら 2種類のタンパク質間の差が解消

てしまうことが議論されてきた 12）．食事混合物

のアミノ酸プロファイルを改善する能力は，乳タ

ンパク質のほうが大豆タンパク質より高いのであ

る．“タンパク質源の質的指数”といった名称で，

個々のタンパク質に１または 100％より大きいア

ミノ酸スコアを与えるとすれば，この改善能力を

表現できるのではないかという議論がある．

1991 年の報告 4）では，アミノ酸について打ち

切りを用いなかったが，PDCAAS 値については

適用した（文献４の表 11 参照）．事実，この問題

については相当の混乱があり，1991 年の報告で

は十分に考察も解決もされなかった．

PDCAAS 値は，消化吸収率と生物価という 2

つの要素によってタンパク質利用の全体的効率を

推測しなければならない．生物価は利用窒素量を

消化吸収可能窒素で割ったもので，アミノ酸スコ

アの関数である．この背景にあるのは次のような

考え方である：どのタンパク質の利用もまず，食

物中の利用可能な総アミノ酸窒素を規定する消化

吸収率によって制限を受け，生物価は吸収された

アミノ酸が代謝要求を満たす能力について記述す

るものである．吸収される窒素の量にかかわらず，

アミノ酸パターンが必要量に正確に合致してお

り，アミノ酸がすべて利用される，というのが最

上の達成可能状況なので，生物価が 1を超えるこ

とは絶対にない．このような関連で，PDCAAS

値は食事タンパク質摂取量を調整し必要量を満

たすのに用いられる．すなわち，どのような食

事についても，推奨摂取量＝タンパク質の安全
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摂取レベル/食事の PDCAAS 値となる．ここで，

PDCAAS 値＞ 1 が用いられることがあってはな

らない．それは，“高品質”の食事では，調整さ

れた摂取量が安全レベルより低くなるということ

を意味するからである．

現に，スコアは不可欠アミノ酸含量だけ（そし

て通常は実際にタンパク質の質を制限するのは幾

つかのアミノ酸だけである）から規定される一方

で，代謝要求は不可欠アミノ酸と可欠性窒素の両

方について規定される．そのため，不可欠アミノ

酸のいずれか，または全部が要求量を超えて存在

すると，吸収される混合物は均衡を欠き，可欠ア

ミノ酸によって制限される．可欠アミノ酸は，過

剰の不可欠アミノ酸の酸化によって供給されると

考えられている．不可欠アミノ酸から可欠アミノ

酸へのこのような転換が起きるのならば，吸収さ

れる窒素のすべてが要求量に正確に見合っている

吸収混合物の場合（基準パターン）と同様に利用

されることになる．このような考え方にたつと，

もし相互変換が不完全であったならば理論的に不

利である可能性があり，アミノ酸スコア＞ 1にす

ることの利点はないという結論になると考えられ

る．

これらの議論については，PDCAAS ＞ 1 のア

ミノ酸スコアを食物タンパク質源と食事の質の指

数として算定するにあたって，慎重に考慮する必

要がある．打ち切りを行わないアミノ酸スコア値

に基づいて食物タンパク質源の質の指数を決める

という議論は，不可欠アミノ酸が不足している

他のタンパク質にそれを多く含んでいるタンパク

質を補足するときの判断基準になることに利点が

あるということに基盤を置いている．アミノ酸組

成にもっぱら焦点を置いて議論が行われてきたの

で，このような質の指数が支持されるとしたら，

それはアミノ酸スコアとの関連だけで行われる

べきであろう．1991 年の報告ではこの点につい

て明らかにせず，アミノ酸スコアが＞ 1のときに

PDCAAS 値が消化吸収率より大きいタンパク質

を数種類リストにあげたが，これは誤りであった．

消化吸収率が 95％，アミノ酸スコアが 1.04 であ

る大豆濃縮物の PDCAAS値は 0.99 とされた．こ

の結果は，不可欠アミノ酸のわずかな過剰量で消

化吸収中の総窒素の損失を 5％補うことができる

ということを意味しているが，これが誤りである

のはほぼ間違いない．その結果，消化吸収率がま

ず制限要素であるという前提で，PDCAAS 値は

打ち切りを行ったアミノ酸スコア値から算定する

べきであるということに理論的になり，大豆濃縮

物の PDCAAS値は 0.95 で消化吸収率と同じにな

る．

もうひとつの間違いは，食事からのタンパク質

混合物についてのアミノ酸スコア算定に関連する

もので，とくに個々の構成成分の消化吸収率が変

動する場合である．このような場合，各構成タン

パク質のスコアを決めるのではなく，食事のアミ

ノ酸混合物の総アミノ酸プロファイルからアミノ

酸スコアを算定している．しかし消化吸収率がま

ず制限要素であるという原則に基づき，吸収され

た利用可能アミノ酸の組成とアミノ酸スコアは，

個別の食物タンパク質成分の相対的消化吸収率を

反映したものとなる．そのため，食物混合物のア

ミノ酸スコアは，消化可能アミノ酸含量の荷重平

均から算定されることになる．これは 1991 年の

報告（文献4の表10）とは対照的で，この報告では，

小麦，ヒヨコ豆，粉ミルクの混合物の PDCAAS

値算定の例をあげているが，消化吸収率を算定す

る前に，食事タンパク質 1�g あたりの加重アミノ

酸含量からスコアを算定していた．この計算間違

いによる誤差はこの場合については小さいが，食

事中の個別成分の消化吸収率に大きな差があれ

ば，誤差は有意となる．第 7章と第 8章で出す新

しい基準評定パターンを使った小麦，ヒヨコ豆，

ミルクの混合物についての正しい計算例を表 6
に示す．実際には食事タンパク質はリシン（ほと

んどの穀物タンパク質），含硫アミノ酸（豆タン

パク質），トリプトファン（トウモロコシ等，一

部の穀類），トレオニン（一部の穀類）によって
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制限を受ける可能性しかないので，スコアの算定

にあたっては，通常はこれら 4つのアミノ酸に基

づいたパターンを用いればよい．第 9章で考察す

るように，学童と青少年の評点パターンに小さな

変更がなされており，これらの年齢層に関しては

4～10 歳について出されたひとつの評点パターン

が採用されるだけである．

6.3 結論
タンパク質の質の評価に関するいくつかの側面

について，さらに考慮する必要がある．アミノ酸

組成の最新データと本報告で引用されている新し

い評点パターンに基づく食物タンパク質の消化吸

収率とアミノ酸スコアの完全リスト作成は，本報

告の範囲を超えているので，それを主題として新

たな技術報告が作成されるであろう．しかし，こ

こで考察し，表 6に示した原則は適用できる．し

たがって，PDCAAS 値で評価するタンパク質の

質は，消化可能タンパク質のアミノ酸組成と年齢

に適した評点パターンとの比較に基づいて，消化

吸収率の最良推定値とアミノ酸スコアから算定さ

れる．この PDCAAS 値を食事中混合物の摂取量

を調整して安全レベルを満たすようにするために

用いるとき，混合物のスコアが 1を超えてはなら

ないのは明らかである．個別タンパク質について，

打ち切りを行っていないアミノ酸スコア＞ 1に関

して，タンパク質の質の指標を決める場合がある

か否かについては，さらに評価が必要である．

最後に，1991 年の報告 4）以降，アミノ酸分析

方法とアミノ酸消化吸収率を算出する手法に大き

な進歩があり，そのときの報告で示されたデータ

ベースが拡大されている．食物エネルギー転換

係数に関する最近の技術報告書 13）には，食物中

のタンパク質とアミノ酸含量の分析と表し方に

ついての勧告が含まれており，とくに食物中の

アミノ酸測定に関してAssociation�of�Analytical�

Communities（AOAC）の公式な方法はないこと

から，可能な場合には必ず，タンパク質は個別ア

ミノ酸残基（各アミノ酸の分子量から水の分子量

表6◆	小麦，ヒヨコマメ，ミルク粉末混合物のPDCAASの算定 a

分析データ 混合物の消化量 b

重量 タンパク質 リシン
含硫
アミノ酸

スレオニン
トリプト
ファン

消化
吸収率

タンパク質 リシン
含硫

アミノ酸
トレオニン

トリプト
ファン

（g） （mg）

A B C D E F G
A×B×G/
100 ＝ P

P×C P×D P×E P×F

小麦 400 13 25 35 30 11 0.85 44 1105 1547 1326 486

ヒヨコマメ 100 22 70 25 42 13 0.8 18 1232 440 739 229

ミルク粉末 35 34 80 30 37 12 0.95 1 904 339 418 136

計 73 3241 2326 2483 851

アミノ酸：mg/g タンパク質（各アミノ酸の合計/総タンパク質量） 44 32 34 12

荷重平均消化吸収率：消化可能タンパク質の計/総タンパク質 0.85

年齢（歳） 基準パターン：mg/g タンパク質 c 混合物のアミノ酸スコア：アミノ酸/g
タンパク質/基準パターン

PDCAAS値
最低スコア ×
消化吸収率

リシン
含硫
アミノ酸

トレオニン
トリプト
ファン

リシン
含硫

アミノ酸
トレオニン

トリプト
ファン

幼児（0−5歳） 57 28 31 8.5 0.78 1.14 1.10 1.38

就学前児童（1−2歳） 52 26 27 7.4 0.85 1.22 1.26 1.58

後期児童と青年（4−18歳）d 48 23 25 6.5 0.93 1.38 1.36 1.80

成人（＞ 18歳） 45 22 23 6.0 0.99 1.45 1.48 1.94
a 参考文献４からのタンパク質，アミノ酸含量と消化吸収率の値
b 消化物としての計算されたタンパク質とアミノ酸
c 第９章からの基準パターン
d ２-10 歳グループに由来する評点パターンに基づく
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を減じたもの）と遊離アミノ酸の合計として測定

すべきである，と指摘されている．これを実施す

るには，共同研究と科学的合意が必要と思われる．

文　献
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成人のタンパク質必要量測定の考え方と方法

の歴史的発展については，Carpenter1-5）により，

健康な成人のタンパク質必要量推定のための窒

素出納試験に関する最近のメタ解析の中で Rand,�

Pellett と Young6）により，そしてMillward7）に

より詳細に検討されている．

第 2章で指摘したように，成人のタンパク質必

要量は，エネルギー出納が保たれている適切な体

組成において，かつ中程度の身体活動において，

窒素平衡（ゼロ窒素出納）をもたらす最小摂取量

と定義することができる．実際に，前回の報告 8）

と今回の報告の基礎となった窒素出納の研究は，

健康な成人についての試験であり，ここでいう健

康な成人はエネルギー出納が保たれているという

前提にあるが，それは体重維持と“適切な”体組

成に基づいた判断であって，それを保証する特別

な測定法はない．また，報告されている研究の大

部分は，試験タンパク質摂取量の変化に対して比

較的短い（通常 2週間）適応期間の後に実施され

た．1985 年の報告 8）やその他 9-14）で議論されて

いるように，窒素出納法には重大な欠点があるが，

依然として成人のタンパク質必要量測定のための

主要な方法である．その大きな理由は，これに代

わりうる方法としては，有効であることが検証さ

れ受け入れられているものがないからである．

Rand,�Pellett�&�Young6）が記述しているメタ解

析が本報告の基礎となっており，以下これを“当

メタ解析”と称する．この解析では，窒素出納に

関するデータを健康な人々における窒素摂取量の

関数として示した研究のみが取り入れられた．こ

のようにして選び出した論文について，試験の一

次目的はなんであるか，そして個人別データを含

んでいるかに基づいて検討を行った．それらを 3

つの主要な研究タイプ（“推定”，“検証”，“不可

避損失量”）に分類し，別々に解析した．

推定試験は，予想必要量に近い多くの異なる窒

素摂取量を調べることによってタンパク質必要量

を推定することを明確な目的としてデザインされ

た（27 件，被験者 411 人）．それらはさらに，３

段階以上の摂取量で検討した被験者の個人別出納

データを示した試験（一次推定試験，19 件，被

験者 235 人）と，グループ別のデータのみであっ

たり摂取量が異なる別個の被験者のデータを示し

た試験（二次推定試験）に分類される．検証試験は，

特定の 1または 2レベルの窒素摂取量での窒素出

納を測定することを目的としてデザインされ，推

定試験とは別に解析した．“不可避損失量”試験は，

被験者に非常に低い量で食事タンパク質を与えた

後の内因性または不可避窒素損失量について報告

した試験である．

7.1 既報の窒素出納試験の評価
7.1.1  皮膚とその他様々な経路からの

窒素損失の調整
窒素出納試験の大部分は，皮膚やその他の経路

からの窒素損失量（諸窒素損失量）を測定せずに

第7章
高齢者を含む成人と妊婦，
授乳婦のタンパク質必要量
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尿中と糞便中の損失量の測定結果を報告している

ので，当メタ解析ではそれらの損失量を考慮に

入れるべく調整された．前回の報告 8）では，成

人について皮膚その他の経路による損失として 8�

mg�N/kg/日という値を選択したが，この値を正

当とする理由を詳しくあげていなかった．ただし

それ以降 5�mg�N/kg/日またはそれ以下の値のほ

うがより適切ではないかという議論が行われてき

た12）．幼児15）と思春期前の小児での試験16，17）では，

皮膚や汗からの窒素損失量は 10�mg/kg/日また

はそれ以上で，窒素摂取レベルにより変動するこ

とが示唆されている 18）．体表面積は身体の大き

さにより異なり，それに伴い予想される皮膚経由

での窒素損失量も有意に変動するので，皮膚その

他様々な経路からの損失量を適切に推定するには

成人での測定値を用いるのがよい．健常成人での

皮膚（主に汗）と様々な経路からの窒素損失量に

関する細心の注意を払った試験 19）で，皮膚から

の窒素損失量は窒素摂取量により変動すること，

さらに付加的な他の経路（爪，毛髪，歯磨きなど）

による窒素損失量は，約 115�mg�N/日または 1.8�

mg�N/kg/日で，ある程度一定であることが示さ

れた．

当メタ解析では，皮膚と様々な経路からの損失

量に関する既発表の情報について検討した（表 7
参照）．皮膚からの窒素損失は主に尿素からなる

が，その値は熱帯や暑い季節に実施された試験で

のほうが，温帯地域や寒い気候のときに実施され

た試験よりも高いということが，異なる国や年内

の異なる時期に実施された試験から明らかとなっ

ている．また，温帯での試験では窒素摂取量と皮

膚からの窒素損失量との間に有意な線形関係が

あったが，熱帯での試験ではそれがみられなかっ

た．利用可能な試験の数は限られていたが，必

要量の範囲の窒素摂取で結果に一貫性があったの

で，皮膚およびその他の損失量は熱帯と温帯での

試験において一定で，それぞれ 11�mg�N/kg/日

と 4.8�mg�N/kg/日程度と推定される．当メタ解

析では，必要量を求めるための窒素出納試験で報

表7◆	健康な成人における皮膚およびその他の様々な窒素損失
皮膚およびその他の窒素損失

文献
熱帯 温帯
9.2 20
12.2 21

4.1 19
8.1 22
11.5 23

3.8 24
8.3 25 鶏卵食
10.3 混合食

5.6 26 低温
13.9 高温
14.5 27 冬

5.4 夏
5.2 28
6.5 29
4.4 30

11.0 5.00 平均
2.4 0.9 標準偏差
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告された結果を調整する目的において，これらの

値が用いられた．

7.1.2 窒素出納データの統計解析
表 8に一次解析に含めた試験を，図 12に個人
別窒素出納値を示す．成長がとまっている成人に

おいて十分な窒素が摂取されている場合に，皮膚

やその他の窒素損失量を補正しても，窒素出納は

ほぼ例外なく正となることはよく知られている．

習慣的摂取量に近いといえる摂取量で窒素出納が

このように正になることは，１つ以上の技術的問

題点が残されていることの反映であり，この問題

により窒素摂取量を高く見積る，または窒素損失

量を低く見積る結果となっているのであろう．そ

う考えなければ，組織中窒素濃度が上昇し続ける

か除脂肪体重が増加し続けることになってしま

う．摂取量が十分なときに出納がこのように高く

見積られるので，ある特定の正の窒素推定値を必

要摂取量の設定に用いることができるはずであ

る，という考え方もできる．しかし，窒素出納デー

タにおいて明らかなプラトー値はなく（図 12 参

照），またその結果，適切な正の値を確認する客

観的方法がないので，必要摂取量の尺度としては

今のところゼロ窒素出納を選ぶ以外に正当化でき

る方法が存在しない．

Rand,�Pellett�&�Young6）は個々人のタンパク質

必要量を推定する目的でデザインされた 19 件の

試験を確認した（表 8）．合計 235 人の被験者が

対象になっているが，3段階またはそれ以上の異

なる摂取量レベルで検討を行い各摂取量での個人

別出納値が得られている被験者だけを選び出し

た．図12に個人別窒素出納値の完全なデータセッ

トを示す．これをみると出納反応に大きな変動性

があることが明らかであり，一部の被験者は 50�

mg�N/kg/日という低レベルに近いタンパク質摂

取量で正の出納を示したのに対し，別の被験者群

では 150�mg�N/kg/日の摂取量で負の出納を示し

ている．

試験対象となった各個人の必要量に関する限

り，正確にゼロ出納となる摂取量レベルを供給す

る出納試験はまれであるので，個人別必要量の推

定では，試験で用いる摂取量レベル間で内挿を行

う．集団ベースでは，図 12 に示した結果は出納

が摂取量に伴い線形の変動をしていることを指摘
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図12◆	窒素摂取量と窒素出納の関係
窒素出納（mg�N/kg/日）
窒素摂取量（mg�N/kg/日）

The�American�Journal�of�Clinical�Nutrition の許諾により文献６から転載．
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している．Rand,�Pellett�&�Young6）が考察したよ

うに，摂取可能な全範囲にわたって窒素摂取量と

保留との生物学的関係が線形である可能性はかな

り低く，さらに摂取量 - 出納反応の関係を記述す

るのに数種類の異なるモデルが用いられ得るのだ

が，各個人についてデータ点は非常に少ないこと

を考慮すると 3-6 など），線形回帰以外のいずれかの

解析を正当化するのは難しい．そのため，各個人

の出納データについての線形回帰を用いることと

し，そこから勾配，切片，さらにそこからゼロ出

納の摂取量，すなわち推定必要量を推定した 48）．

また，各個人のデータ点の数は少ないので，適合

度についての解析は行わなかった．

7.2 タンパク質必要量の
人口分布と中央値決定

被験者 235 人の必要量レベルを眺めると，歪形

の分布を示しており，外れ値と思われる値が数個

存在している．より詳細に解析すると，必要量

は対数正規分布していることがわかる（図 13参
照）．必要量の中央値が 2つ算定された．すなわ

ち，235 人の被験者全員を均等に荷重して集団と

しての必要量を求めると 105�mg�N/kg/日（95％

信頼区間（CI）＝ 101，110）となり，元の 19 件

の試験から食事，性別，年齢について確認した

32 件のサブスタディのそれぞれの必要量の中央

値（各サブスタディで均等荷重）を求めると 102�

mg�N/kg/日（95％�CI ＝ 96，112）となった．上

記 2種類の方法による結果はこのように類似して

いたので，各個人の値に基づく方法を用いた．各

個人の必要量は対数正規分布を示すので，必要量

分布中央値の対数が対数値分布の推定平均値とな

る．

7.3 変動の推定と集団の摂取
基準

必要量すなわちゼロ出納のための窒素摂取量に

ついて，真の個人間変動を推定することは，集団

表8◆	健康な成人のタンパク質必要量を推定するために用いられた窒素出納試験
食事の種類

（A，動物，Mx，混合，V，野菜）と由来 被験者の数 性別（男，女） 気候 年齢
（Y, 若年，O，高齢） 文献

V：米，小麦 11 M＋ F 熱帯性 Y：25-39 31
Mx：牛，米 15 M 熱帯性 Y：19-21 32
A：	牛乳＋ V：トウモロコシ，豆 11 M 温暖　 Y：20s 33
Mx：牛乳，小麦，米 6 M＋ F 温暖　 Y：22-26 34
V：米，豆 9 M 熱帯性 Y：18-28 35
A：卵＋Ｖ：ルービン豆 14 M 熱帯性 Y：18-31 36
Mx：米，小麦，牛 12 F 熱帯性 Y：21-32 23
Mx：肉，小麦，ジャガイモ＋ 14 M＋ F 熱帯性 Y：21-26 37
　V：米，豆，ジャガイモ
Mx：混合 8 F 熱帯性 Y：18-27 38
A：魚＋V：大豆＋Mx：魚，大豆 20 M 温暖　 Y：19-28 39
V：大豆 8 M 温暖　 Y：18-26 40
Mx：混合 12 F 温暖　 Y：18-24 28
M：小麦，ヨーグルト 11 M 温暖　 Y：19-26 41
A：牛乳＋V：大豆 22 M 温暖　 Y：18-23 42
V：綿実 7 F 温暖　 Y：18-23 43
A：卵 13 M 熱帯性 Y：19-27 44
A：卵 14 M＋ F 温暖　 O：68-84 45
Mx：小麦，牛乳＋A：卵 15 M 温暖　 Y：20-31 46
A：卵＋V：大豆 15 M 温暖　 Y：20s 47
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の基準摂取量を導き出すための必須部分である．

上記のように，必要量中央値の算定は比較的簡単

であるが，その変動についての算定は，実際面で

も概念上でも，はるかに困難である．以下で考察

するように，窒素出納試験においてエネルギー平

衡がどこまで達成されているか，そして試験摂取

量への完全な適応が達成されたのかについて，不

確かな点が伴う．こうした不確実性は，結果に大

きな影響を及ぼしうる．しかし，これらの問題に

関する情報がないので，必要量の変動を推定する

ための現実的な方法を採用しなければならない．

入手可能な窒素出納データが含んでいる変動内

には以下が含まれている．すなわち，試験内と試

験間での実験手法や方法論の誤差，個人の日々の

変動，真の個人間変動（最終的に求めたい変動の

値），である．実際問題として，真の必要量の個

人間変動については，分布（正規性その他）もそ

の程度も，入手可能な情報から確実に確認するこ

とはできない．当メタ解析 6）では，まず５％を

外れ値として取り除いてから，すなわち上位と下

位の 2.5％ずつを除いてから，統計手法を採用し

た．その結果，225 の個人別必要量が残った．対

数変換データの試験間と試験内変動は，分散分析

による分散を分離することで区別した．その結

果，試験間の分散は 40％，試験内の分散は 60％

と分けられた．個人内分散を導くためには，同

一個人で推定必要量を反復して出す必要があり，

これらのデータセット内でこれが行われたのは 4

つの試験で 20 人の被験者にすぎず，おのおの 2

回検討が行われた．これらのデータの分散分析

（ANOVA）で，約 2/3 は個人内分散（一時的ま

たは実験誤差）であり，残りの 1/3 が真の個人間

分散を表していることが示された．したがって，

分散全体の約 20％が真の個人間分散であり，（対

数）必要量でいうと標準偏差 0.12 となる（exp

（4.65）＝ 105（mg/kg/日））．これに基づき，必

要量の人口分布の 97.5 パーセンタイル，すなわ

ち推奨量の推定値を対数中央値＋（1.96 × 0.12）

とすると，指数変換後に 133�mg�N/kg/日という

値が出された．歪みがあるため必要量自体につい

て意味のある標準偏差は算定できなかったが，推

定 16 パーセンタイルと 84 パーセンタイル間の差

の半分（正規分布で平均の一標準偏差内の個人を

含むと考えられる）は 12.5（対数）と算定され，

推奨量算定の目的での変動係数としては約 12％

となった．
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図13◆	タンパク質必要量の分布（Aはmg	N/kg/日，Bは log（mg	N/kg/日）
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7.4 基礎的代謝要求：
不可避窒素損失量

第 2章で考察したように，タンパク質必要量に

関する現在のモデルは，アミノ酸窒素の基礎的代

謝的要求量は不可避窒素損失量（エネルギーと栄

養素は十分量与えられているが，タンパク質摂取

量は非常に低いかゼロである被験者における尿中

と糞便中損失量）に相当すると仮定している．当

メタ解析では損失の程度を 2 つの方法で推定し

た．そのひとつは，不可避窒素損失量を推定する

ためにとくにデザインされた既発表研究（若年と

高齢の成人男女における別々の試験を含む）を分

析したもので（表 9），ゼロに近い摂取量で－ 47�
mg�N/kg/日という平均窒素出納が得られた．第

二は，必要量の値を推定するための様々な窒素摂

取量での出納試験の回帰式から，ゼロ窒素摂取

量に相当する平均切片を算定したものである．こ

の方法でも，－ 48�mg�N/kg/日という非常に近

い値が出された．表 9のデータは，年齢による差

異はみられないが，男性より女性のほうが低い値

を示した（男性－ 48.8�mg�N/kg/日，女性－ 35.4�

mg�N/kg/日，P＝ 0.005）．ただし，女性での試

験数ははるかに少ない．

２つの方法による不可避窒素損失量の推定値が

類似していることは，これらの値の信頼性が高い

ことを示す．この値から，食事タンパク質の基礎

的要求量は非常に低く，0.3�g/kg/日相当量であ

ることがわかる．さらにこの結果は，維持量以下

から維持量の範囲のタンパク質摂取において，窒

素出納と窒素摂取量との間の関係は著しく非線形

というわけではないことを示唆しており，線形回

帰による解析モデルに信頼性を付与する．

表9◆	健康な成人における不可避窒素損失量のデータのまとめ

性別 年齢 被験
者数 摂取量 尿 糞便 出納の

平均値
出納の
標準偏差 文献

mg	N/kg/日
M Y 15 14.8 44.8 20.2 −59.43 5.7 20
F Y 11 1.8 30.7 7.7 −41.4 6.1 49
M Y 13 1.8 30.9 8.8 −42.7 6.8 49
F Y 25 3 25.2 8.7 −35.7 4.1 50
M Y 13 0 38 14 −55.59 7.6 51
M Y 50 5 33.4 13.1 −52.5 5.3 52
M Y 9 2 33.3 12.7 −52 3.7 53
M Y 9 14.7 34 23 −53.3 6.4 54
M Y 83 11 37.2 8.8 −39.8 6 55
F O 11 10 24.4 9.8 −29 6.3 56
M Y 4 0 34.9 12.6 −58.5 4.2 57
M O 8 0 34.5 12.2 −51.5 11.2 58
M Y 8 6.7 36.2 16.1 −50.4 9.9 59
M Y 8 6 36.6 9 −44.4 3.2 60
M O 6 0.9 27.3 9.5 −40.32 3.4 30

男 12試験 −50.0 6.6
女性 3試験 性比較 P＝ 0.005 −35.4 5.6
若年 12試験 −48.8 6.0
高齢 3試験 年齢比較 P＝ 0.14 −40.3 7.7
全 15試験 −47.1 6.4
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7.5 当メタ解析で確認された
重要であると思われる
影響要因

Rand,�Pellett�&�Young6）により確認された試験

には，気候，性別，年齢，タンパク質源が異なる

多くの部分集団が含まれていたので，これらの要

因による変動の程度について検討することができ

た．しかし一貫性のあるサブセットのサイズが小

さいため，これらの要因間の相互作用を検討する

ことはできなかった．事実，ほとんどの試験では

単一レベルの要因を評価しただけであったので

（たとえば，単一の性別または年齢群），これらの

要因をコントロールした“対応のある”解析を

実施することはできなかった．その代わり，以下

の（i）と（ii）の統計的比較に，パラメトリック

法とノンパラメトリック法の両方を適用した：（i）

各部分集団に適合する個別データのすべて，（ii）

サブスタディの中央値（上述）．これら 2つの方

法が同様の結果を出した場合にのみ，差があると

した．このやり方では，データの解釈は保守的に

表10◆	健康な成人における窒素必要量の推定
データ源 要因 点の数 勾配の中央値 切片の中央値 a 必要量の中央値 a

個人 全 235 0.47 −48.1 104.6
95％	Cl （0.44，0.50） （−51，−45） （101，110）

気候 温暖 154 0.45 −45.3 102.8
熱帯性 81 0.50 −51.9 113.3

P 値 0.20 0.011 0.047
年齢 若年成人 221 0.48 −49.4 103.9

高齢者 14 0.31 −36.7 130.5
P 値 0.003 0.025 0.401

性別 男 181 0.46 −49.4 109.3
女 54 0.47 −43.1 91.4

P 値 0.47 0.20 ＜ 0.001
食事 動物性 64 0.46 −48.8 104.0

植物性 77 0.47 −49.4 106.7
混合 94 0.48 −46.6 104.2

P 値 0.62 0.81 0.62
一次サブスタディ 全 32 0.49 −47.1 101.5

95％	Cl （0.42，0.53） （−64，−53） （96，112）
気候 温暖 22 0.45 −43.0 100.8

熱帯性 10 0.52 −54.8 113.3
P 値 0.10 0.020 0.27

年齢 若年成人 30 0.50 −48.9 101.5
高齢者 2 0.31 −36.7 110.9

P 値 0.12 0.23 0.97
性別 男 24 0.50 −48.9 101.5

女 8 0.46 −42.0 101.8
P 値 0.45 0.27 0.62

食事 動物性 9 0.50 −48.1 100.5
植物性 11 0.50 −45.9 103.5
混合 12 0.48 −49.7 101.5

P 値 0.88 0.83 0.72
a�mg�窒素/kg/日.
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なりがちである．表 10に結果を示す．

7.5.1	食事のタンパク質源
分析を行った一次試験において，摂取した食事

タンパク質の由来は，動物（n ＝ 64），植物（n

＝ 77），混合（n＝ 94）であった．植物性と特徴

づけられた実験食のうちいくつかのものは，トウ

モロコシと豆 33），米と豆 35），良質の大豆 39，40，42，47）

といった，植物性タンパク質の補完的混合物を含

んでいた．個別解析とサブスタディ中央値のいず

れに関しても，上記 3種類の食事タンパク質群の

解析で，切片，勾配，必要量に差は認められなかっ

た．

7.5.2 気候
報告された試験の 1/3 は熱帯で実施され，これ

らの試験において必要量は高くなっていた．しか

し，個別データから導いた必要量はなんとか有意

といえる差であった（P＜ 0.047）が，サブスタディ

の解析で有意性は示されなかった．

7.5.3 年齢
非常に小さいサブサンプル（男性 7人と女性 7

人についての報告 1 件）で，高齢被験者に関す

るものが含まれていた 45）．これら 14 人の被験者

で，勾配（窒素利用効率）と切片（基礎的代謝的

要求量）は若年成人よりも有意に低かったが，必

要量中央値は 131�mg�N/kg/日で若年成人の 104�

mg�N/kg/日より高かったが有意な差ではなかっ

た．しかしサブスタディの中央値（n=2）の比較

では，高齢被験者と若年被験者の間で窒素保留効

率についても必要量についても有意な差はなかっ

た．さらに，高齢男女に関するこの 1件の報告で，

エネルギー摂取量は非常に低かった（基礎代謝率

の 1.33 倍）．

7.5.4 性別
女性 54 人と男性 181 人を比較したところ，女

性のほうが代謝的基礎要求量は低く，勾配（利用

効率）は同程度，必要量は高い有意性をもって低

かった：すなわち，男性では 109�mg�N/kg/日に

対して女性では91�mg�N/kg/日であった．しかし，

これら推定値の 95％�CI が近かったことは（女性

で 84.7，103.5，男性で 103.6，113.5），結果の解

釈に注意が必要であることを示唆する．とくに女

性 8人と男性 24 人からなるサブスタディの中央

値の解析では，ほぼ同じ値の必要量が示されてい

る．

7.6 これまでの報告や他の
情報との比較

前回の報告書 8）では，成人のタンパク質必要

量を出すのに，限られた数の短期および長期窒素

出納試験に頼っていた．これらの試験のいくつか

は必要量を同定する目的で，他のものは 1973 年

の報告で確認された推奨量（0.58�g/kg/日）をテ

ストする目的でデザインされていた．これらを総

合し，タンパク質の平均必要量は 0.6�g/kg/日で

あり，入手した短期出納試験のばらつき全体を検

討して変動係数は 12.5％と推定できると解釈され

た．その結果，タンパク質の推奨量は 0.75�g/kg/

日となった．この値は，平均必要量（0.6�g/kg/日）

＋ 2SD であり，標的母集団内のほとんどすべて

の被験者（97.5％）の必要を満たす．

7.6.1 食事のタンパク質源
1985 年の報告における成人の必要量は，入手

した出納試験のうち高品質のタンパク質を用いて

実施したものだけに基づいている．というのは，

最近のメタ解析に取り入れられた植物性タンパク

質を用いた試験のうち，その当時までに発表され

ていたものはほとんどなかったためである．さら

に，タンパク質必要量に及ぼすと思われる影響に

ついての考察で，植物をベースとする食事の一部

では，消化吸収率はタンパク質必要量を増加させ

ると思われる重要な要因として確認されたが，生

物価は主にアミノ酸スコアに関して考察された．

そのため，その報告書では年齢に伴いアミノ酸必

要量が顕著に低下すると仮定されたことから，成

人のアミノ酸必要量として確認された値から成人
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の評点パターンが出され，すべての通常の食事の

アミノ酸パターンを十分であると確認した．第 8

章で考察する成人のアミノ酸必要量の改定値がや

や高いこと，そして提案された評点パターンか

ら，この結論については再評価の必要があるとい

える．ただ，新しい評点パターンに基づき，穀物

タンパク質と比較的少量の豆類，脂肪種子の混合

物，または動物性タンパク質が，アミノ酸含量に

より制限となるということは起こりそうにない．

動物性タンパク質源と比較して個々の植物性

タンパク質の利用効率が低いことは，窒素また

は [13C] ロイシン出納の個別比較で報告されてい

るが（たとえば，小麦グルテンと牛肉 61），卵 62），

ミルク 63，64）の比較，米と卵の比較 53），ルーピン

豆と卵タンパク質の比較 36）），その差は同じタン

パク質を用いた別の試験の間でみられる差よりも

小さいことが多い 65参照）．実際に，タンパク質に

ついて生物価の差を，アミノ酸含量と化学価と関

連させて実験動物で証明することは容易であるの

に対して，ヒトでは非常に難しい．その理由は，

同じタンパク質を用いた試験の間で再現性がない

こと，また個別試験内で生物価の個人間変動が高

く 50％にも達することがあるからである 47）．た

とえば，ある経験豊かな施設で行われた出納試験

で見られた変動を分析した結果では 66），現実的

な被験者数で有意な差が示されるには，生物価で

50％以上の差がなければならないことが明らかと

なった．当メタ解析のなかでは，“検証”試験で

このような大きな試験間変動が明白であった．ヒ

トでのタンパク質利用は，生体の反応に影響を及

ぼすが短期窒素出納試験では捉えられない複雑な

外因性要因，それにアミノ酸含量等のタンパク質

固有の特性に依存することを，この結果は示して

いる．

7.6.2	高齢者のタンパク質必要量
高齢者のタンパク質栄養に関連してよく議論さ

れる問題にサルコペニアがあり，これは加齢によ

る骨格筋量の損失とその結果としての筋力低下で

ある 67参照）．実際には，サルコペニアを規定する

のは主にレジスタンス型の身体活動の低下であっ

て，なんらかの栄養素に関して確認されている証

拠はない．さらに，最近の詳細な出納試験や体組

成試験で，0.8�g/kg/日のタンパク質摂取のもと

での適切なレジスタンス運動プログラムは，サル

コペニアの改善と筋力の増強が可能であることが

示された 68）．この摂取量は 1985 年の推奨量に近

く，この集団での通常摂取量より低い．

自己選択による食事を摂っている高齢者の集団

において，タンパク質摂取量が下限レベル近くま

で変動することが弊害をもたらすか否かについ

て，2 つの重要な試験で検討された 69，70）が，い

ずれもそうした関係を証明することはできなかっ

た 12参照）．この結果から自由な活動下の高齢者は，

広範囲のタンパク質摂取量に適応できることが示

唆され，タンパク質が十分であることを示す生化

学的指標においても，また出納の測定結果におい

ても，摂取量を多くすることによる利点はないと

いえる．

前回の報告で 8），高齢者での 4件（当メタ解析

に含まれている 1件とその他 3件）の窒素出納試

験を再検討した．総合すると，4件の試験では一

貫性がなく，中年以上の成人と高齢者におけるタ

ンパク質の推奨量は 0.75�g/kg/日を下回るという

ことはないというのが，前回報告の結論であった．

2件の試験は，若年と高齢の被験者の両方におけ

る検討で，年齢によるタンパク質必要量の変化が

どの程度であるかという問題をとくに取り上げ

ている 71，72）．その結果，差は確認されず，これら

の試験デザインをもって信頼性のある必要量の値

を推測することはできなかった．推奨量（0.8�g/

kg）73）の妥当性をテストすることを目的とした 30

日の出納試験で，グループ全体としてゼロ窒素出

納が示されたが，この試験はエネルギー摂取量が

明らかに不十分であったであろう被験者が含まれ

る．このように，既発表試験のいずれも，高齢者

のタンパク質必要量は若年成人のタンパク質必要
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量とは異なるという，説得力のある証拠を提供し

ていない．

高齢者における窒素出納データの解釈は，より

若い被験者での試験と比べてとくに難しいが，そ

れは主に実験デザインの制約が多いことによる．

さらに，入手できる窒素出納データを，高齢者で

のタンパク質必要量が高くなるような方法で再分

析，または集計している例もある 74，75）．しかし，

入手可能なすべてのデータを厳密に再評価した結

果，体重 1�kg あたりのタンパク質必要量が年齢

により変化することはなく，またタンパク質必要

量が前回報告 8）で定義した推奨量よりも高いと

はっきりと証明している試験はない，という結論

が出された．

前回の報告では，「タンパク質利用の効率は高

齢者では低い，というのは異論のない事実であ

る」と記載された．その証拠を確認するのは難し

い．若年成人と比べて健常高齢者では食事中ロイ

シン 76）とフェニルアラニン 77）の初回通過での腹

部内臓への取り込みが明らかに高いという報告が

いくつかあるが，そのうちの 1件の試験 76）では，

これは体格指数（BMI）が著しく高い被験者にお

いてみられただけであり，これはトレーサーのキ

ネティクスに対する体組成の影響を示唆してい

る．別の [1-13C]ロイシン出納試験の結論は異なっ

ている．高齢と若年の男女のグループにおける代

謝的要求量，利用効率，見かけのタンパク質必要

量（代謝的要求量/利用効率）の測定結果として，

要求量は高齢男女とも低かったが，利用効率に違

いはなかったことが示された 67，78）．見かけの必要

量は体重と除脂肪体重ベースで高齢者では低く，

年齢と見かけのタンパク質必要量とは有意な逆相

関関係にあった．これらの試験は，エネルギー平

衡のとれた状態におけるタンパク質摂取への代謝

反応を示すが，それは非常に消化吸収が良いタン

パク質（ミルクベース）を頻繁に少量の食事とし

て与える特別な方法で被験者の普段のタンパク質

摂取量を与えるという臨床的条件に限られた情報

であり，代謝要求またはタンパク質利用効率にお

ける加齢に伴う生理的変化を実験室条件下で明ら

かにする必要がある．これらのデータは，加齢に

より生理学的タンパク質必要量は増加しない，と

いう窒素出納データから導き出した全体的結論に

信頼性を与えている．

しかし，タンパク質摂取量が制限要素となりう

るいかなる食事についても，タンパク質不足によ

るリスクが最も高い集団は活動の少ない高齢者で

あることに注意しなければならない（第 5 章参

照）．体重 1�kg あたりのタンパク質必要量は成人

になると加齢に伴い変化することはないと仮定す

ると，活動の少ない高齢者のエネルギー必要量は

低いので，必要量のタンパク質エネルギー比率は

若い年齢層よりも高くなる．その他多くの栄養素

の必要量についても同じことがいえるので，この

ことに対する最も適切な対応は，活動量の増加，

エネルギー消費，その結果としての食物摂取量の

増加を促すことであるのは明らかである．このよ

うにすることで，タンパク質と他の栄養素の必要

量が食事により供給される可能性が高くなる．感

染症，外傷，疾患といった要因は，食物摂取量を

低下させがちで，若い人より高齢者で発現するこ

とが多いため，とくに注意が必要なことは疑いな

い．

7.6.3 女性のタンパク質必要量
1981 年の協議 8）では，不可避窒素損失，短期

窒素出納試験の結果から，タンパク質の推奨量

の設定に際して，成人男女間を区別する確固と

した証拠はないという結論を出し，男女とも 0.75�

g/kg/日とした．一般に女性では男性と比べて脂

肪が多く除脂肪量が低いという体組成の性差に

より，女性のほうが基礎代謝率が低いので体重

1�kg あたりの必要量は低くなる，と当然予想さ

れる．Schofield の式によると，成人女性におけ

る基礎代謝率は年齢と体重の等しい男性より 7～

15％�低いので，これはメタ解析によってタンパ

ク質必要量は女性のほうが低いことが示されたの
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と一致している．しかし，データベースの全体的

変動，男女差は小さいと思われること，高く見積

もっても有害作用がないであろうこと考えると，

今後も成人男女についての値を同様にしておくの

が現実的には良いであろう．しかし，女性では男

性よりもエネルギー必要量が低いので，タンパク

質について性差がない必要量モデルを堅持するこ

とは，女性の必要量のタンパク質：エネルギー比

は男性より高くなることを認識しておく必要があ

る．その結果，タンパク質摂取量が少ないことに

よる影響を最も受けやすい集団である高齢者の場

合，女性のほうが男性より影響を受けやすいよう

にみえるが，この違いは見かけ上だけのものかも

しれない．

7.7 妊娠中のタンパク質必要量
母体と胎児の必要性を予期して，タンパク質代

謝の適応が起きるものと思われる 79）．妊娠中に

は，血漿中総α-アミノ窒素の減少，尿素合成率

の低下，分枝アミノ酸アミノ基転移率の低下，お

よび体重によって一定のタンパク質回転率，など

がみられる．これらの適応変化は，窒素の保存と

タンパク質合成の増加を目的としている．[13C] ロ

イシンまたは [15N] グリシンを用いて推定したタ

ンパク質合成は，妊娠の初期，中期，末期の各 3

カ月間（trimester）でそれぞれ 1％，15％，25％

（g�N/日）増加した 80）．体重との比較ではタンパ

ク質合成が変化していくということはなかった

が，除脂肪体重との比較では妊娠の進行に伴い有

意に増加した 81）．ロイシン代謝の速度論的解析

で，ロイシン炭素回転に有意な変化はみられな

かったが，ロイシン窒素回転率が低くなり，ロイ

シンのアミノ基転移率が低くなったことが指摘さ

れた 79）．妊娠の初期に尿素合成の有意な減少が

起き，妊娠中維持され，窒素蓄積を促進すること

が示された 82）．[15N2] 尿素トレーサー希釈法では，

妊娠の末期に健常女性と糖尿病の女性で尿素合

成が 30％低下していた 83）．妊婦にみられる血漿

中α-アミノ窒素濃度の低下は，尿素合成率の低

下によるものとされている．妊娠中の後半は，イ

ンスリン分泌が増加してインスリン抵抗性が発現

するが，胎児のタンパク質合成が顕著に増加する

時期でもある．相対的なインスリン抵抗性は，循

環血中グルコースを高レベルに保つことにつなが

り，それにより胎児コンパートメントでのタンパ

ク質合成のためアミノ酸を節約可能にしている．

1985 年の協議会 8）では，まず食事タンパク質

の胎児，胎盤，母体組織へ転換されるときの効率

を 70％として調整を施し，ほとんどすべての健

常女性の妊娠中のタンパク質増加量を補えるよう

に算定されたタンパク質増加量の 925�g，すなわ

ち平均増加量プラス 30％（出生時体重の 2SD），

についてタンパク質必要量を評価した．この結果，

付加タンパク質の推奨量は初期，中期，末期でそ

れぞれ 1.2，6.1，10.7�g/日となったが，妊娠早期

にはもっと多くのタンパク質が，ずっと後期には

やや少なくタンパク質が蓄積されるので，妊娠期

表11◆	妊娠期間の胎児と母体組織におけるタンパク質蓄積量

タンパク質蓄積量（g）
妊娠期間（週）

10 20 30 40
胎児 0.3 27 160 440
胎盤 2 16 60 100
羊水 0 0.5 2 3
子宮 24 55 102 166
乳房 9 36 72 81
血液 0 30 102 135
合計 35 165 498 925

a 値は切り上げてある．
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間中を通して非妊婦の所要量に平均 6�g/日を付

加するということになった．

本報告では，妊婦のタンパク質必要量を推定す

るのに2つの方法を採用した．そのひとつとして，

1985 年の報告 8）にあるように，要因加算法によ

り妊娠中のタンパク質（窒素）増加の要素を合計

し，付加必要量を満たすのに必要な食事タンパク

質の量を推定している．もうひとつの方法では，

食事タンパク質の必要量を，窒素出納試験から推

定することができる．

7.7.1 要因加算法
胎児と母体組織におけるタンパク質の蓄積につ

いて，まず理論的に算定した．タンパク質は大部

分胎児（42％）に蓄積されるが，子宮（17％），

血液（14％），胎盤（10％），乳房（8％）にも蓄

積される 84，85）．タンパク質は，妊娠中を通じて均

等に蓄積されるのではなく，主に妊娠後期に蓄積

される．Hytten�&�Chamberlain85）は，妊娠中の

体重増加（GWG）12.5�kg に伴いタンパク質 925�

g が蓄積される，と推定した（表 11）．タンパク
質蓄積は妊娠の初期，中期，末期でそれぞれ 36�g，

165�g，498�g と推定された．

次に，全身カリウム増加を測定することによ

り，間接的にタンパク質蓄積量を推定した．測定

は，妊婦で実施された多くの試験での全身放射能

計測による（表 12）．試験デザイン（横断型また
は期間縦断型），妊娠の段階，全身カウンターの

タイプは，試験により異なった．MacGillivray�&�

Buchanan86）は，妊娠早期の女性 8人と妊娠後期

の別の女性 16 人について検討した：同じ女性に

ついて繰り返し測定はしなかったので，全身カリ

ウムの増加について不確かである．また，標本サ

イズが 5 人の Emerson,�Poindexter�&�Kothari87）

が出した結果にも問題がある：被験者のうち 3

人で，体重増加 1�kg あたりのカリウム量は高

く，全身カリウム量は分娩後の期間に低下しな

かった．King,�Calloway�&�Margen88）の観察で

は，妊娠 26～40 週の増加率は 24�meq/週であっ

た．Pipe ら 89）は 312�meq のカリウム増加を認め

た．これより低い増加量として，妊娠前の値に対

して 36 週で 110�meq と 187�meq という観察もあ

る 90，91）．2.15�meq/g�N という胎児組織における

カリウム：窒素比に基づき，4件の期間縦断型試

験 87，89-91）から推定した総タンパク質蓄積量は 686�

g であった．しかし，タンパク質は妊娠期間中同

等に蓄積されるわけではない．栄養状態が良く，

表12◆	栄養の良い妊婦の全身カリウム量（TBK）の変化から推定された全身のタンパク質量の増加

被験者数 試験の区間
（妊娠週数） TBK測定値 TBK増加量

（meq）
TBK増加率
（meq/日）

増体重あたり
TBK増加
（meq/kg）

タンパク質
増加（ｇ） 文献

8 11.2-37.3 1952	meq 589 3.22 42.1 1712 86
16 横断的 2541	meq
10 26-40 24	meq/週 336 3.41 44.3 977 87

期間縦断的
5 20，24，28，32，35 2712	meq 480 3.43 86.5 1395 88

期間縦断的 3192	meq

27
10-14，
24-28，
36-38

2442	meq
2754	meq 312 1.78 30.0 907 89

期間縦断的
22 0-36 2397	meq 110 0.44 9.4 320 90

期間縦断的 2507	meq
34 0-36 2604	meq 187 0.79 12.8 544 91

期間縦断的 2770	meq
TBK：全身カリウム
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妊娠中の平均体重増加が 13.8�kg である女性で，

総タンパク質蓄積量（686�g）の分布は，妊娠前，

妊娠中，妊娠後に検討した分布により，中期で 1.9�

g/日，末期で 7.4�g/日であった 91）．興味深いこと

に，即発ガンマ線中性子活性化によって測定した

全身カリウム量と全身窒素量は妊娠前後で有意差

がなく，妊娠中にタンパク質の正味の増加はない

ことを示していた．母体の形態測定と妊娠の結果

に関するWHOの共同研究で，妊娠中の平均体重

増加は 12.0�kg であった 92）．タンパク質蓄積が妊

娠中の体重増加に比例しているならば，総タンパ

ク質蓄積量は 597�g となり，中期と末期でそれぞ

れ 1.6�g/日と 6.5�g/日が蓄積されることになる．

7.7.2 窒素出納
妊娠中の窒素出納試験ではタンパク質摂取量を

意図的に変えるような試験デザインとはならない

が，それらは Calloway によってまとめられてい

る 93）．合計 273 の代謝出納が測定されたが，そ

の大部分は妊娠 20 週かそれを越える女性での測

定であった．平均窒素保留は，20 週以降 1.8�g/

日で，20 週前は 1.3�g/日であった．これらの試

験で，尿と糞便以外によるその他の窒素損失量は

不明であったが，0.5�g/日と推定した．その他の

窒素損失量について補正をしてもしなくても，出

納試験から算定された窒素保留量は，理論的窒素

蓄積量よりかなり多かった（表 13）．結果とし
て，これらの試験から推定した窒素利用効率は非

常に低かった．妊娠 20 週以降の出納については

26％であったのに対し，妊娠していない女性では

47％であった（7.6 節）．

10 代の初産妊婦 10 人において妊娠期間の最後

100 日間に実施した窒素出納試験では，（負の勾

配を示した被験者 2人を除いた後），42％という

やや高い効率が得られた 87）．これは妊娠してい

ない成人での値（47％；7.6 節参照）に近い．し

たがって，妊娠中のタンパク質必要量の要因加算

には 42％を用いた．

7.7.3  妊娠中におけるタンパク質の推
奨摂取量

妊娠中に必要となる付加タンパク質摂取量は，

体重増加に関連した維持のコストと新たに蓄積さ

れるタンパク質から出した（表 14）．平均タンパ
ク質蓄積量は，体重が 13.8�kg 増加する標準の健

表13◆	妊娠期間中の窒素蓄積量

理論的窒素蓄積量（g/日） 窒素保留観察値（g/日） 諸窒素損失を補正した
窒素保留観察値（g/日）

0-10 週 0.10
10-20 週 0.29 1.20（n＝ 39） 0.70
20-30 週 0.77 1.75（n＝ 119） 1.25
30-40 週 0.98 1.85（n＝ 184） 1.35
Mean 0.53 1.60 1.10

aFrom�referencws�85,�94.

表14◆	妊娠中の付加的タンパク質摂取の推奨量

期間
（各３カ月）

中期の体重増加
（ｇ）

維持のための付
加的タンパク質
（g/日）

タンパク質蓄積
（g/日）

効率で補正した
タンパク質蓄積
（g/日）

付加的タンパク
質必要量（g/日）

付加推奨量
（g/日）

1 0.8 0.5 0.0 0.0 0.5 0.7
2 4.8 3.2 1.9 4.5 7.7 9.6
3 11.0 7.3 7.4 17.7 24.9 31.2

a（中期における体重増加量）×（成人の維持のための推定平均必要量（EAR）である 0.66�g/kg/日）
b タンパク質蓄積量を妊娠期間中のタンパク質利用効率である 42％を用いて補正したもの
c 推奨量は，平均必要量に推定変動係数の 12％の分を加味したもの
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常妊婦における全身カリウム（TBK）増加量か

ら推定された．タンパク質利用効率は 42％とし

た．維持コストは，中期の母体体重増加と成人維

持値である 0.66�g/kg/日に基づいて出した．推奨

量は，変動係数を 12％と仮定して，平均必要量

から出した．

・利用効率を 42％としたとき，妊娠による体重

増加 13.8�kg を支えるのに必要な付加タンパク

質量は，妊娠の前期，中期，および後期 3カ月

間でそれぞれ 1，9，31�g/日である．

・議論が分かれているが，非常に多量（タンパク

質：エネルギー比 34％；下記参照）のタンパ

ク質を含むサプリメントにより新生児の死亡率

が増加すると述べている文献があることを考慮

すると，妊娠中の摂取量の増加には，市販の高

タンパク質サプリメントではなく普通の食物で

摂ることを推奨する．

7.7.4 妊娠中の食事介入
Cochrane ラ イ ブ ラ リ ー 2001 の Pregnancy�

and�Childbirth�Database によれば，介入により

出生時体重が改善されたのは，タンパク質とエ

ネルギーのバランスの良い母体への補完のみで

あった 94）．この場合のバランスのとれた補完食

では，タンパク質としてのエネルギーは 25％以

下であった（最低値は定められていなかった）．

Cochrane レビューに含まれる 14 件の栄養補給を

行った試験で，母体体重のわずかな増加，出生時

体重のわずかだが有意な増加，出生時身長と頭囲

の有意でない増加が示された．全体として，在胎

期間に比べて胎児が小さいというリスクは 32％

低下し，母体体重は妊娠週あたり 21�g 増加し，

出生時体重は 32�g 増加した．ガンビアで最近行

われた試験では，1017�kcal とタンパク質 22�g を

供給するビスケットを妊娠 20～24 週から妊婦に

与えた 95）．乾期（出生時体重が +136�g，低体重

が 39％減少）と雨期（出生時体重が +201�g，低

体重が 42％減少）の両方で，出生時体重が顕著

に改善した．栄養補助によるこれらの利点は，補

充を受けない母親での食事評価の結果とも一貫

しており，タンパク質摂取量が最高（約 100�g/

日）であった母親で妊娠成績が最も良かった 96）．

しかし最近のレビュー 97）によると，ニューヨー

クで実施された試験 98）とインドで実施された試

験 99）で，高タンパク質追加（エネルギーの＞

34％を供給）について妊娠成績への有害作用が報

告された．ニューヨークでの試験での高タンパク

質補足（470�kcal，タンパク質 40�g/日）は，体

重増加には有意ではない小さな正の効果があり，

新生児死亡率は有意でない増加をもたらし，胎児

成長には影響はなかった．

7.7.5 双生児妊娠
2 胎児（双胎）の成長を支えている女性は単胎

の女性よりもタンパク質を多く必要する，とい

う想定には合理性がある．事実，Montreal�Diet�

Dispensary のデータ 100）によれば，双生児の妊

婦にこのDispensary の評価治療プログラムを適

用した結果，妊娠成績が改善され 101），低体重出

産が 24％減少し（P ＜ 0.05），超低体重出産が

50％減少した．栄養介入は早産も 30％減少させ

た．目標のタンパク質摂取量は 20 週から 50�g で

1000�kcal を付加した量とし，単胎妊婦の 2倍の

所要量とした．残念ながらこの試験では，双胎

妊婦が実際に摂取したタンパク質（またはエネル

ギー）量を測定しなかったが，増加体重は対照よ

り 2�kg 多かった．

7.7.6 低年齢妊娠
母親の妊娠前の体重と妊娠中の体重増加の両方

が新生児の出生時体重と相関することについて

は，十分に立証されている 101，102）．低年齢での妊

娠に伴う問題として，母親が自分自身の成長を終

えているか否かが関わってくる 103，104）．自分の成

長が終わっていない妊婦では，母親の成長と胎児

の成長が競合すると思われる 103，105，106）．

Montreal�Diet�Dispensary はまた，低年齢妊婦
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1203 人に対するプログラムの影響を対照 1203 人

と比較して調査した．このプログラムは，平均

出生時体重を有意に増加させ，低体重出生率を

39％低下させた（P＜ 0.001）．プログラムに参加

した低年齢女性の総タンパク質摂取量は，96�g/

日であった 107）．

15～19 歳の低年齢妊婦についての窒素出納

データ 87）により，妊娠時のタンパク質必要量は1.5�

g/kg/日であると示された．妊娠前の体重が 55�

kg で体重増加が平均の 12.5�kg の場合，出産時の

タンパク質摂取量は 101�g/日となり，この値は

Montreal�Diet�Dispensary のデータに基づく推定

量に非常に近い 107）．

7.8 授乳中のタンパク質必要量
授乳中のタンパク質必要量を出すのには，要因

加算法を用いた．母乳タンパク質の平均生産相当

量の算定には，分娩後 6カ月間は出生児に母乳だ

けを与え，その次の 6カ月間は一部母乳を与える

栄養状態良好な女性による母乳の平均生産率 108）

と，ヒト母乳中のタンパク質性と非タンパク質性

窒素の平均濃度 109）とともに用いた．ヒトの母乳

には非タンパク質性窒素が比較的高濃度に含まれ

ており，母乳中総窒素の約 20 ～ 27％を占め，そ

の多くは尿素として含まれている．これが単に，

尿から母乳へ尿素排出経路が分かれたことによる

のか，わざわざ分泌しているのかはわからないが，

尿素は代謝の最終生成物として大量に生成される

ので，尿から分岐した可能性のほうが高いと思わ

れる．したがって，以下の計算では，授乳婦での

窒素必要量増加はタンパク質性窒素を償うもので

なければならないが，非タンパク質性窒素につい

てはそうでないことを前提条件とした．タンパク

質性窒素をタンパク質相当量に変換するには，換

算係数 6.25 を用いた．

母乳タンパク質生産でのタンパク質利用効率は

わからない．母乳タンパク質生産の効率は，授乳

をしていない成人におけるタンパク質蓄積の場合

と同じとした（47％）．したがって，授乳中の付

加的食事タンパク質必要量は，母乳タンパク質相

当の可消化タンパク質量を効率 0.47 で割ったも

のとなる．タンパク質の推奨量は，12％の変動

係数に基づいて 1SD を算定し，これを用いて平

均＋ 1.96SD として求めた．表 15に示すように，
授乳をはじめてから 6カ月間におけるタンパク質

の付加推奨量は 19～20�g/日の範囲で，平均値は

19�g/日であったが，これは 6カ月以降は 12.5�g/

日に低下する．

表15◆	授乳中の付加的タンパク質必要量

分娩後
月数

母乳
摂取量
（g/日）a

母乳
摂取量
（g/日）b

タンパク質
濃度

（g/L）c
非タンパク
性窒素
（g/L）c

実際のタン
パク質の分
泌（g/日）

非タンパク質性窒
素の分泌（タンパ
ク質当量）（g/日）

必要量：（母乳タン
パク質合成の効率
を実際のタンパク
質に適用 d）（g/日）

推奨量e：
（g/日）

1 699 734 10.4 3.13 7.60 2.30 16.2 20.2
2 731 768 9.6 2.83 7.33 2.17 15.6 19.5
3 751 789 8.8 2.38 6.97 1.88 14.8 18.5
4 780 819 8.2 2.21 6.73 1.81 14.3 17.9
5 796 836 8.1 2.11 6.79 1.76 14.4 18.1
6 854 897 8.1 2.11 7.29 1.89 15.5 19.4
6-12 550 578 8.1 2.11 4.69 1.22 10.0 12.5

a 文献 109 より
b 体重測定法による母乳摂取量測定中の不感水分損失（５％）分を補正した摂取量
c タンパク質＝窒素× 6.25
d 母乳タンパク質合成の効率＝ 47�％
e 変動係数 12�％
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7.9 不確かな分野
これまでに得られた情報の解析による集団での

タンパク質の平均必要量と基準摂取量を確認する

にはいくつかの困難があるが，それらはすべて従

来のタンパク質必要量推定法の有用性について疑

問を呈するものである．

重要な問題のひとつは，窒素出納試験から出し

たタンパク質必要量では大きな変動がみられるこ

とである．この変動は，試験内でも試験間でもみ

られる．そのため，メタ解析 6）で真の個人間分

散として確認された約 12％の SD に相当する分

散は，分散全体の約 20％にすぎず，発表された

必要量の全範囲の上限は 1.1�g/kg/日に相当する．

現在ある情報では変動の様々な原因を突き止める

のに使うことができる方法は限られているが，こ

の分散の性質を理解することが集団での基準必要

量を出すのに重要であるのは明らかである．

窒素平衡の達成は，統御困難ないくつかの要因

に依存し，そのなかでもエネルギー出納はとくに

影響力が大きい．たとえば，エネルギー必要量を

低く見積ると，タンパク質必要量は高く見積られ

ることになり，その逆のこともいえる（第 5章参

照）．タンパク質とエネルギー摂取量を変動させ

た成人での窒素出納試験から得られたほとんどの

既発表データを解析した結果，エネルギー摂取量

と窒素出納との間の関係が指摘され，摂取量を 1�

kcal/kg/日多くすると約 1�mg�N/kg/日の増加で

あった 110）．推定エネルギー必要量が 45�kcal/kg/

日（すなわち，1.8 ×予測基礎代謝率）で活動量

が中程度の若い成人男性では，基礎代謝率とその

結果としてエネルギー必要量を推定するにあたっ

て± 10％，すなわち 4.5�kcal/kg/日の誤差が，窒

素出納では± 4.5�mg�N/kg/日の変動の原因とな

ると思われ，これは必要量では 9�mg/kg/日の変

動に相当する（窒素摂取量に対する窒素出納の回

帰直線の勾配を約 0.5 として）．窒素出納法によ

るタンパク質必要量推定のメタ解析で報告された

総変動が 27.5�mg�N/kg/日の標準偏差に相当する

か，または真の個人間分散推定値が約 12�mg�N/

kg/日の標準偏差に相当する場合，個人間変動の

＞ 80％はエネルギー平衡がとれていないことに

よるものと思われる．4.5�kcal/kg/日高く見積る

と，体重 70�kg の成人で 1週あたり 0.25 ～ 0.5�kg

体重を増加させることになると思われるが，これ

は短期試験では正常範囲内とみなされるものと思

われる．

エネルギー出納自体の程度に加えて，身体活動

量レベルに関係してエネルギー回転がタンパク質

代謝に作用し 111-113），その結果，食事窒素の利用

と体窒素出納に作用を及ぼすものと考えられる．

この作用は個人の身体条件と訓練状況に依存する

と思われ 114），どの実験においても窒素出納の状

態や，これについて調整が行われなかった実験内

と実験間の変動に影響を及ぼすものと思われる．

変動の第三の原因と考えられるのは，メタ解

析に含まれるほとんどの窒素出納試験の期間が

短かったこと（＜ 2週），そして試験で与えた維

持量以下の摂取レベルへの適応がおそらく不完

全であったことと関係がある．Rand,�Scrimshaw�

&�Young は長期出納試験の成績を自身で解析

した結果に基づいて，この可能性に反論を唱

えた 115，116）．彼らが得た結果は，Sukhatme�&�

Margen117）がそれ以前に提唱していた適応機序と

いう証拠に基づいて 1985 年の報告で考察された，

タンパク質摂取量が低い状態での長期出納とは対

照的であった．しかし，不完全適応は既発表の出

納試験でみられた非常に変動が大きい見かけの低

利用効率を説明するものであると考えられる．こ

こで指摘されているように，健常成人では保留

のための窒素利用効率は平均で 50％をやや下回

り，食事による差はない．これは明らかに，消化

吸収率と生物価だけがタンパク質の利用に影響を

及ぼすタンパク質利用モデルとは矛盾している．

Rand,�Pellet�&�Young6）は，個人の窒素平衡とそ

の結果として必要量を補間するのに線形回帰を選
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択することは，個人のデータ点の数が通常は限ら

れているので実際には必要なのであるが，生物学

的見地から最も実際的な対応とは思われない，と

指摘している．適応が不完全であるために，反応

曲線が擬似的に低くなり，その結果見かけのタン

パク質利用効率が低くなるのではないか，とい

う指摘は以前からなされていた 118）．したがって，

窒素排出の一部が代謝要求の適応要素に伴う損失

であるならば，従来のモデルにおけるように，す

べての摂取量で要求量が基礎レベルである（すな

わち切片）と仮定して算定したよりも，高いタン

パク質利用効率となるであろう．効率を食後利

用率として測定すると，このことは明らかであ

り 119），この場合には適応要素を考慮しているの

で，ミルクのタンパク質についてほぼ完全な利用

率を示す 63，64，67）．対照的に，Baker が指摘してい

るように 120），成長中の動物での試験で，ほぼゼ

ロから必要量の80～90％まで広範囲の摂取量で，

屠体タンパク質に含まれる単一不可欠アミノ酸保

留について線形反応が示されたが，利用効率は低

く（38～75％），アミノ酸によって異なっている．

ヒトでこれに相当する試験は実施されていない．

7.10 妊婦と授乳婦を含む
成人のタンパク質
必要量の要約

メタ解析 6）で指摘された必要量（必要量中央

値で，105�mg�N/kg/日またはタンパク質 0.66�g/

kg/日）は，健常成人について集団の平均必要量
の最良推定値として受け入れ可能である．真の

個人間変動についてはかなりの不確かさが残る

が，推奨量は必要量の集団分布の 97.5 パーセン
タイル，すなわち 133�mg�N/kg/日またはタンパ

ク質 0.83�g/kg/日と確認された．したがって，タ

ンパク質 0.83�g/kg/日は，健常成人集団のほとん

ど（97.5％）の必要量を満たすものと予測される．

必要量は対数正規分布で，したがって歪んでおり，

標準偏差を直接算定することはできなかった．し

かし 16 パーセンタイルと 84 パーセンタイル（正

規分布で，平均値の 1標準偏差内の個人を含むと

思われる）との差の半分として近似値を出し，見

かけの変動係数を約 12％とした．小児と成人の

タンパク質とアミノ酸の推奨量算定で，値につい

て直接実験で証拠を得ることができなかった場合

には，この値を算定に用いた（第 9章と第 10 章）．

この算定法による平均摂取量および推奨量は

1985 年�FAO/WHO/UNU報告 8）で提案されてい

る 0.6�g という値より約 10％高い．高齢者の食物

摂取について重大な疑問があるが，この集団につ

いて別の値を正当とする確固たる証拠は今のとこ

ろない．同様に，男性と女性で区別することにつ

いてもまだ正当化されていない．しかし妊婦につ

いては，妊娠の初期，中期，および末期の 3カ月

間でそれぞれ 1，9，31�g/日のタンパク質，また

はタンパク質 : エネルギー比 0.03，0.12，0.23 で

食物エネルギーを付加するよう勧告する．授乳婦

については，平均でタンパク質 19�g/日が必要で

あるが，6カ月後の必要量は12.5�g/日に低下する．

文　献
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1985 年 FAO/WHO/UNU 報告 1）における推

定必要量は，1973 年 FAO/WHO 報告 2）から直

接採用されたものであった．それらは，Irwin�&�

Hegsted4）が要約しているが，Rose3）による男性

での窒素出納試験，様々な研究者が女性で行っ

た同様の試験，およびHegsted5）が出納について

loge 摂取量の回帰により再解析した両方のセット

データを基礎としたものであった．第 4章で考察

したように，ここで出された値について 1985 年

以降懸念が表明されており，現在ではその値が確

実に低すぎたと誰もが認めている．1973/1985 年

の報告で定めた推定必要量は，得られた値のう

ちで最高値に基づいているが（各例，値は Rose

による）3），依然として低めであり，これらの試

験 6-8 など）を評価した人はすべて，様々な理由に

より不満足な値であると結論した．とくに Rose

が報告した試験についてはそうであった．すべ

ての試験で最も重大な問題は，諸損失分につい

て考慮されていなかったことであり，1973/1985

年の報告で選ばれた値は確かに低すぎた．Fuller�

&�Garlick7）と Millward8）は，諸損失分を含めて

実際的な値を算定し，より高い値を報告した 8）．

Rand�&�Young9）もリシン必要量に関して一連の

値を再解析した．これらの再計算によって出され

た高い値は，窒素出納試験の最良推定値である．

しかし，これら窒素出納試験による推定値は，

安定同位体試験での新たな推定値より低いことが

多い．第 4章で論じたように，安定同位体法は解

釈に幾つもの仮定を含んでおり，その相対的利点

についてまだ完全合意は得られていない．事前

に食事に適応させるこれらの試験では，ロジス

ティック面で実施が難しく多くの時間と労力を要

するので，限られた数の摂取量についてしか検討

することができない．そのため得られた推定値は

近似値であり，真の値を低く見積るというよりや

や高く見積っていると思われる．事前の食事適応

を行わなかった安定同位体法では摂取量が広範囲

にわたっていたが，これらの試験の結果解釈につ

いて懸念が表明された．何例かについて，小麦と

ミルクのタンパク質の相対利用率測定結果から，

リシン必要量を推定するのに安定同位体法が用い

られたが，これらの試験で得られた値はいくつか

の仮定に依存しており，慎重に解釈する必要があ

る．

安定同位体試験のうちで最も信頼性が高い方法

は，13C トレーサーを使って，通常の 1日に相当

する完全 24 時間測定を行うものであり，これに

ついては摂取量にある程度適応させた後に酸化率

を算定することで，信頼性が高い解釈が可能にな

る，というのが協議会の合意であった．これによっ

て，データベースはリシン，ロイシン，トレオニ

ンの [13C] ロイシン試験に限定されるので，それ

以外のすべての既発表試験は質の異なるデータ源

であり解釈に注意が必要であるとみなされ，その

上で勧告を行う最終値が出された．すべての方法

は，試験アミノ酸の段階的摂取量に対する生理学

第8章
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的反応に基づいている．試験アミノ酸の必要量レ

ベルを最も正確に決定するにはある範囲の摂取量

を用いる必要があるが，24 時間トレーサー出納

試験を実施するのはロジスティック面で困難なこ

とから，多くの場合，理想よりも少ない摂取量レ

ベルについてテストが行われることになる．

不可避酸化損失量，すなわち組織タンパク質の

パターンと不可避窒素損失量の程度に基づく必要

量パターンの理論的推定も発表されているが，第

4章で考察したように，この推定の理論的根拠に

ついて疑問が呈されており，この方法は一般に支

持されていない．しかしこの方法による推定値は，

不可避酸化損失量の程度を規定する律速アミノ酸

―おそらくメチオニン―の量について指針となる

ものと思われる．

最後に，これら新しい値については，完全に満

足のいく方法，すなわち，必要量を摂取させ，体重，

体組成，健康状態の測定を行う長期試験で検証さ

れているわけではないことを認識しておかなけれ

ばならない．事実，必要量パターンと十分な可欠

窒素を含む栄養学的に完全な実際の食物を使って

そのような試験をデザインするのは難しい．リシ

ンの場合のみ，一般的にリシンが制限として認め

られている小麦ベースの食事について，栄養的に

十分であるかについての試験が試みられている．

しかし，これらの試験は，ある摂取レベルが十分

であるかに関して有用な情報を提供するが，必要

摂取量を決定できるものではない．

8.1 不可欠アミノ酸の必要量
不可欠アミノ酸とは，ロイシン，イソロイシン，

バリン，リシン，トレオニン，トリプトファン，

メチオニン，フェニルアラニン，ヒスチジンであ

る．ヒスチジンは，これを含んでいない食事を与

えた人でヘモグロビン濃度に対して有害作用が認

められたことから 10），不可欠アミノ酸であると

みなされている．

8.1.1 リシン
リシンは穀類，とくに小麦における律速アミノ

酸であると考えられており，栄養学的に重要であ

るため，その必要量についての関心は非常に高

い．報告されている値を表 16に示す．協議会に
よるリシンの推定必要量（30�mg/kg/日）は，現

時点で最良の安定同位体データを得られる方法

と考えられている 24 時間指標アミノ酸法による

表16◆	異なった方法を用いて測定したリシン必要量
試験法 リシン必要量（mg/kg/日） 文献

窒素出納法 12 1-3
17 5，7-9

[13C] ロイシン酸化法
24時間段階的レベルのリシン摂取 29 11
24 時間段階的レベルのリシン摂取 -21日間適応 31 12
[13C] リシン酸化法
摂食状態のみ，段階的レベルのリシン摂取 ＞20　＜30 17
24 時間段階的レベルのリシン摂取 30 18，19
[13C] フェニルアラニン酸化法
摂食状態のみ，段階的レベルのリシン摂取 37

45
37
35

14，15，10，16

[13C] ロイシン酸化法
小麦からのロイシン貯留量（食後のタンパク質利用） 18-23 24，25
推奨量 30
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トレーサー試験から出されたものである 11，12）．し

かしこの方法による試験でも，そのうちの最新の

試験結果から，22�mg と 30�mg の中間値となる

可能性を排除できない．BMI が低いインド人で

腸寄生虫の治療をした後に通常の習慣的な食事

を与えた摂食状態の被験者において，30�mg/kg/

日または 45�mg/kg/日の両摂取条件でわずかに

正の [13C] ロイシン出納が維持された 13）．摂食状

態だけについて，事前に食事への適応を行わない

で実施した [13C] フェニルアラニンを用いた指標

アミノ酸酸化法による試験 10，14-16）では，概ね高

い値（35～45�mg/kg/日）が出されているが，そ

の理由は不明である．後者の試験のうち 2件 10，16）

は，同じトレーサーモデルを用いて男女間の比較

を行っている．また，摂食状態だけでの，または

24 時間にわたる [13C] リシン酸化試験では，20～

30�mg/kg/日という値となった 17-19）．

1973/1985 年 FAO/WHO報告のリシン必要量

は 800�mg/日で 3），これは 12�mg/kg/日と表され，

男性と女性で実施された多数の試験での最高値

である 20-22）．単独でもっとも広範囲な窒素出納試

験は若い女性で実施されたものであるが 21），こ

の試験でも摂取量は予測必要量より低い（＜ 13�

mg/kg/日）か高い（＞ 23�mg/kg/日）かのどち

らかである．曲線適合後の再計算で，適合モデル

と諸窒素損失量について選んだ値に基づいて 13�

mg/kg/日から 36�mg/kg/日までの値が示されて

いる 5，7-8）．この窒素出納試験の再解析による最

良推定値は，現在の諸窒素損失推定量を 5�mg/

kg/日として，約 17�mg/kg/日（95％�CI=14～27�

mg/kg/日）である 23）．

正常な成人における [13C] ロイシン出納試験の

結果から，リシン必要量を間接的に推定する方法

が報告されている．この方法では，小麦からのロ

イシン貯留量と小麦タンパク質の利用効率，す

なわち食後のタンパク質利用率を測定した．23�

mg/kg/日というもっとも確実な値は，2つのレ

ベルのタンパク質摂取量で少量の食事を繰り返し

与えるプロトコールによる評価からのもので，こ

の場合食後のタンパク質利用率はタンパク質利用

だけを反映しているはずである 24）．異なるモデ

ルに基づき，1回に大量を与えるプロトコールを

用いた食後のタンパク質利用率の算定からは，こ

れより少し低い 18�mg/kg/日という値が報告さ

れている．食後のタンパク質利用率は食事全体に

ついての利用の尺度であり，ロイシン出納はタン

パク質摂取のみならずエネルギー摂取にも影響を

受けるので，こちらのほうが確実性は低い 25）．

最後に，小麦ベースの食事を与えられた男子

大学生での 2 件の長期窒素出納試験結果は，17�

mg/kg/日と30�mg/kg/日の間の値を出している．

これらの試験で，0.94�g/kg/日 26）または 0.51～

0.73�g/kg/日のタンパク質を含む食事で 27），2 カ

月間以上 18�mg/kg/日または 20～30�mg/kg/日

のリシン摂取で，窒素出納，体重，健康状態が維

持された．それぞれの報告の著者等は，被験者は

エネルギー出納ゼロの状態であったと述べている

が，高いエネルギー摂取量が身体活動レベルを高

くし，これが結果に影響を及ぼしたのではないか，

表17◆	異なった方法を用いて測定したロイシン必要量
試験法 ロイシン必要量（mg/kg/日） 文献

窒素出納法 14 1，2，3
窒素出納法の再評価 26 5，7，8
[13C] ロイシン酸化法

24時間段階的レベルのロイシン摂取
40
37.3
39.6

31
28
29

摂食状態のみ，段階的レベルのロイシン摂取 20＜ 40 33
推奨量 39
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という懸念が表明された 9）．

8.1.2 ロイシン
ロイシンは組織と食物タンパク質にもっとも多

く含まれているアミノ酸であるが，タンパク質を

構成する機能以外の特異的需要については確認

されていない．報告されている必要量を表 17に
示す．協議会によるロイシンの推定必要量（39�

mg/kg/日）は，ロイシン必要量を 37�mg/kg/日�

および 40�mg/kg/日であることを示した 24 時間

[13C] ロイシン出納試験 28，29）から出されている．

これらの試験の限界は，与えたロイシンの最高試

験用量が 40�mg/kg/日で，必要量が 40�mg/kg/

日以上である可能性がある点であった．また反

対に，トレーサー（[13C] ロイシン）と食事によ

るロイシン摂取量は摂食状態と絶食状態との間に

分布していたため，これらの値は高く見積もられ

ているのではないかという議論もある．ただその

可能性を検討する試験デザインに問題は認められ

ず 30），それ以前に実施された 24 時間 [13C] ロイシ

ン出納試験でも，同様の値（≈ 40�mg/kg）31，32）が
示された．もっと前に実施された摂食状態のみで

の [13C] ロイシン酸化試験では，20～40�mg/kg/

日という値となった 33）．摂食状態での [13C] フェ

ニルアラニンを用いた指標アミノ酸酸化試験で

は 34），総分枝アミノ酸必要量から 47�mg/kg/日

と 55�mg/kg/日の間のロイシン必要量を出した．

これらの値は約 10％高く見積もられている可能

性はあるが 35），24 時間試験による値よりもまだ

高い．1973/1985 年�FAO/WHO報告でのロイシ

ン値は，1100�mg/日から出されたもので 3），14�

mg/kg/日と表された．Hegsted の回帰値に基づ

く再計算では，諸損失分を 5�mg/kg/日として，

約 26�mg/kg/日という値が出されている 5-7）．血

漿アミノ酸反応の解析からも，同様の値が示され

ている 33，36）．

8.1.3 イソロイシンとバリン
イソロイシンとバリンの必要量を算定できる

信頼性の高い直接トレーサー実験データはない

が，摂食状態のみでのバリン出納に関するマル

チレベル・トレーサー試験（直接アミノ酸酸化）

で，＞ 16�mg/kg/日というバリン必要量が示唆

された 37）．栄養状態良好なインド人被験者のバ

リン必要量に関する 24 時間指標酸化と出納試験

でも，17�mg/kg/日と 20�mg/kg/日の間の値が示

された 38）．報告された値を表 18に示す．摂食状
態で [13C] フェニルアラニンを用いた指標アミノ

表18◆	異なった方法を用いて測定したイソロイシンとバリン必要量
試験法 イソロイシンもしくはバリン必要量（mg/kg/日） 文献

窒素出納法
イソロイシン 10 1，2，3
バリン 10 1，2，3
窒素出納法の再評価
イソロイシン 18 5，7，8
バリン 14 5，7，8
[13C] バリン酸化法
摂食状態のみ，段階的レベルのリシン摂取 ＞ 16 37
24 時間段階的レベルの摂取 17-20 38
ロイシンからの算定（本文参照）
イソロイシン 20
バリン 26
推奨量
イソロイシン 20
バリン 26
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酸試験では 34-35），得られた結果から，さらに最初

の 10％高い見積もりを考慮に入れ，110�mg/kg/

日から 134�mg/kg/日の範囲の総分枝アミノ酸必

要量が出された．

1973/1985 年 FAO/WHO報告でのイソロイシ

ン値とバリン値は，700�mg/日と 800�mg/日とい

う値から 3），それぞれについて 10�mg/kg/日と表

された．Hegsted の回帰値に基づく再計算では，

諸窒素損失分を 5�mg/kg/日として，イソロイシ

ンについては約 18�mg/kg/日，バリンについて

は約 14�mg/kg/日という値が出されている 5，7，8）．

3 つの分枝アミノ酸の酸化異化経路は共通して

いるので，またそれらの維持必要量は主に基礎異

化率を反映しているので，協議会では体タンパク

質のアミノ酸組成に基づいて，ロイシンに対して

仮定されている比率よりイソロイシンとバリンの

必要量を推定した 39）．ロイシン必要量の値を 39�

mg/kg と仮定すると，この方法によりバリンに

ついては 26�mg/kg/日，イソロイシンについて

は 20�mg/kg/日という値となる．

8.1.4 トレオニン
トレオニンは，おそらく回腸から大腸へと失

われる単一成分としては最も量が多いと思われ

るが 43-45），含硫アミノ酸に次いで 2番目の栄養維

持に必要な律速アミノ酸であると指摘されてお

り 40-42），その必要量は，とくに栄養学的に重要で

ある．また，穀物タンパク質中に存在するトレオ

ニンは低濃度である．協議会によるトレオニンの

推定必要量は，2件の 24 時間 [13C] ロイシン出納

試験に由来しており，それぞれ 15�mg/kg/日と

いう値である 46，47）（表 19）．

摂食状態での [13C] フェニルアラニンを用いた

指標アミノ酸酸化法による試験では，トレオニン

必要量を 10～20�mg/kg/日としている 48）．他の

摂食状態での直接アミノ酸酸化トレーサー試験で

も，10�mg/kg/日と 20�mg/kg/日の間の値が必要

量として指摘された 49）．

1973/1985 年 FAO/WHO の値は，500�mg/日

という値から出され，7�mg/kg/日と表された．

Hegsted の回帰値は，約 16�mg/kg/日という値

を示している．

8.1.5 芳香族アミノ酸
芳香族アミノ酸であるフェニルアラニンとチロ

シンのうち，前者は栄養面で不可欠であるが，後

者はフェニルアラニン異化の代謝産物であるた

め，両アミノ酸の必要量の供給は十分なフェニル

アラニンがあるか否かに依存する．そのため，チ

ロシンを含んでいないもしくは非常に低量である

食事を与えてフェニルアラニンとチロシンの総必

要量を測定するか，またはチロシン摂取により

フェニルアラニンの見かけの必要量がどの程度低

下するかについて検討する試験が行われてきた．

表19◆	異なった方法を用いて測定したトレオニン必要量
試験法 トレオニン必要量（mg/kg/日） 文献

窒素出納法 7 1，2，3
窒素出納法の再評価 16 5，7，8
[13C] ロイシン酸化法

24時間段階的レベルの摂取 15
15

46
47

[13C] トレオニン酸化法
摂食状態のみ，段階的レベルの摂取 10-20 49
[13C] フェニルアラニン酸化法
摂食状態のみ，段階的レベルの摂取 19 48
推奨量 15
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芳香族アミノ酸の総必要量は 25�mg/kg/日と設

定されており，これは推定必要量の範囲の中間点

に近いが，推定値はすべてかなり不確実な値であ

る（表 20参照）．

1973/1985 年 FAO/WHO報告によるフェニル

アラニンとチロシンの値は，1100�mg/日という

値から出され 3），14�mg/kg/日と表された．この

値は，諸窒素損失分を 5�mg/kg/日として調整後

に，Hegsted の回帰方程式 5）を用いた既存デー

タの再評価から出された 7�mg/kg/日という値

より高い 7）．報告された値を表 20 に示す．しか

し，最も満足できる窒素出納試験は Tolbert�&�

Watts50）のものであることが示唆されており 8），

この試験では諸損失分を適切に付加し，13�mg/

kg/日から 25�mg/kg/日の範囲の値を報告した．

トレーサーによる芳香族アミノ酸の必要量推定

についての解釈は問題が多い，なぜならばトレー

サーの局在化という問題があるためである；完全

に信頼できる方法というものはない．これらト

レーサー試験の何件かで報告された値は他の方法

による値より高く，24 時間フェニルアラニン酸

化と [13C] フェニルアラニンを用いた出納法では

22～39�mg/kg/日 51，52），[13C] チロシンを用いた

24 時間チロシン出納測定では 19～36�mg/kg/日

であった 53）．

フェニルアラニン必要量に対するチロシンの節

約効果については，これについて評価した試験の

なかに Leverton ら 54）による初期の窒素出納試験

がある．この試験では，食事中に豊富な量のチロ

シンが含まれていた場合，フェニルアラニンにつ

いて 3.7�mg/kg/日という低い必要量が示された．

Hegsted5）によるこれらのデータの再評価では，

9�mg/kg/日に近い値が示唆された．これらのデー

タ，そして他のデータ 50，55）も，チロシン摂取に

よりフェニルアラニンの必要量が相当節約される

ことを示唆している．

同様に，チロシンが豊富に存在する条件で [13C]

フェニルアラニンを用いて測定されたアミノ酸酸

化の屈曲点解析 56）によって出された 9�mg/kg/

日というフェニルアラニン必要量も，チロシンに

よるフェニルアラニンの節約を示唆している．チ

ロシンによるフェニルアラニン節約の程度は，摂

食状態のみで [13C] リシンを用いた指標アミノ酸

酸化法によって直接測定された 57）．フェニルア

ラニン摂取量が 9�mg/kg/日のとき，リシン酸化

曲線における屈曲点からチロシン必要量は 6�mg/

kg/日であることが証明され，これは合わせて 15�

mg/kg/日という芳香族アミノ酸必要量を意味し

ているとされた．しかし，この試験で用いられ

た9�mg/kg/日というフェニルアラニン摂取量は，

それ以前の試験でチロシンが豊富に存在するとき

のフェニルアラニンの推定必要量に基づくもので

表20◆	異なった方法を用いて測定した芳香族アミノ酸（フェニルアラニンとチロシン）必要量

試験法 フェニルアラニンもしくはチロシン
（mg/kg/日） 文献

窒素出納法：チロシンを含まない 14 1，2，3
窒素出納法の再評価 9.1 7
窒素出納法：チロシンを含まない 25 50
[13C] フェニルアラニン酸化法
24時間単回摂取（チロシンを含まない） ＜ 39 51
24 時間単回摂取（チロシンを含まない） ＞ 22 52
24 時間段階的レベルの摂取（チロシンを含まない） ＜36　＞18.5 53
摂食状態における段階的レベルの摂取（高チロシン） 9.1 56
摂食状態における段階的レベルの摂取：6	mgチロシン 15 57
推奨量 25
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あり56），それより後に実施された同位体測定では，

合わせて 19～39�mg/kg/日の範囲の必要量が出

されたので 51-53，58，59），この数字は低い見積もりで

あると思われる．その場合，Roberts ら 57）の試

験でのフェニルアラニン摂取量は最適量以下であ

り，その結果チロシンの利用が制限され見かけの

芳香族アミノ酸必要量が低くなった可能性があ

る．

このようにかなり不確かな点はあるが，上記の

すべてを考慮に入れ，芳香族アミノ酸の総必要量

の最良推定値として，25�mg/kg/日を勧告する．

チロシンがフェニルアラニン摂取を節約する能力

について特定の値を設定することは現時点ではで

きない．

8.1.6 トリプトファン
タンパク質中のトリプトファン含量は一般に他

の多くのアミノ酸より低いが，セロトニンやニコ

チンアミドといった重要な代謝産物の前駆物質で

あるため栄養的に重要であり，後者（ニコチンア

ミド）の場合には，食事からのナイアシンに代わ

ることができるので，ニコチンアミドにビタミン

様の性質を与える．穀類，とくにトウモロコシ中

のトリプトファン含量は低く，いくつかの品種で

栄養的な制限アミノ酸であると思われる．トリプ

トファン必要量は4�mg/kg/日に設定されており，

これは様々な方法で出された値の平均で，それぞ

れこれに近い値となっている．検討した値を表
21に示す．

1973/1985 年 FAO/WHO報告によるトリプト

ファンの値は，250�mg/日という値から出され 3），

3.5�mg/kg/日と表された．この値は，Hegsted6）

が報告した回帰方程式が急勾配を示したため，諸

窒素損失分を 5�mg/kg/日として調整し，3.7�mg/

kg/日へと僅かに増加された 5，7，8）．トレーサー試

験の件数は限られているが，摂食状態での [13C]

フェニルアラニン指標アミノ酸酸化試験では，

トリプトファン必要量を 4.0�mg/kg/日としてい

る 59）．血漿アミノ酸反応曲線の検討で 3�mg/kg/

日と 5�mg/kg/日の間の必要量が示唆されたこと

も 60），この数字の裏付けとなっている．

8.1.7 含硫アミノ酸
全含硫アミノ酸（メチオニンとシステイン）の

うち，メチオニンは栄養的に不可欠であるが，シ

ステインは，メチオニン異化の代謝産物であるた

め両方のアミノ酸の必要量を供給するのに十分な

メチオニンがあるか否かに左右される．これらは

穀類と動物性タンパク質には同じぐらい豊富に含

まれているが，豆類のタンパク質にはわずかな量

しか含まれていないので，栄養面で重要である．

タンパク質中には他のアミノ酸ほど豊富に含まれ

ていないが，その相対的維持必要量はヒト成長の

必要量よりおそらく高いと思われるので，代謝面

で重要である．そのため，不可避窒素損失の速度

は，含硫アミノ酸の必要量を供給するために必

要な組織タンパク質の動員よって規定されると考

えられる 61）．その結果，以下で考察するように，

それらの不可避酸化損失の程度によりそれらの必

要量を予測することが可能になる．

検討した値を表 22 に示す．1973/1985 年
FAO/WHO報告によるメチオニンとシステイン

の必要量は，システインを含まない食事をもち

表21◆	異なった方法を用いて測定したトリプトファン必要量
試験法 トリプトファン必要量（mg/kg/日） 文献

窒素出納法 3.5 1，2，3
窒素出納法の再評価 3.7 5，7，8
[13C] フェニルアラニン酸化法
摂食状態，段階的レベルの摂取 4 59
推奨量 4
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いたメチオニンの窒素出納試験 3）から出された

1100�mg/日より，13�mg/kg/日と表された．し

かし，出納試験は一般的に満足のいくものではな

く，Hegsted の再解析で摂取量―出納回帰が非常

に急勾配であることが確認されたため，諸窒素損

失 5�mg/kg/日 5）の付加により必要量は 30�mg/

kg/日と劇的に増加した 7）．

トレーサー試験は完全に満足のいくものではな

いが，13�mg/kg/日に近い総含硫アミノ酸必要量

が，短期直接アミノ酸出納法 62），短期指標アミ

ノ酸酸化法 63），24 時間指標アミノ酸出納法 64，65）

によって示唆された．この値は，不可避酸化損失

から出された 13�mg/kg/日という推定値と同程

度である 61，66）．

Meakins,�Persaud�&�Jackson67）による試験結果

では，メチオニンとシステインをそれぞれ 6�mg/

kg/日と 4.8�mg/kg/日で供給する食事を 1週間与

えた若い女性では，非必須窒素を付加して窒素平

衡をもたらすことができたが，等窒素量のメチオ

ニン（10�mg/kg/日）ではそうならなかった．よっ

て，この摂取レベルでのメチオニンは制限要因で

はなく，非必須窒素の利用可能度が制限要因であ

ることが示された．

不可避酸化損失の算定と，その結果としての総

含硫アミノ酸必要量は，現在算定されている不可

避窒素損失（すなわち 47.7�mg/kg/日 23））の程度

と，そしてこの窒素損失を満たすべく動員される

組織タンパク質の含硫アミノ酸組成を考慮して再

評価された．メチオニンの代謝需要が，無タンパ

ク質食における不可避窒素損失を供給するための

正味の組織タンパク質分解速度を規定するのであ

れば，不可避窒素損失量に相当する組織タンパク

質のメチオニン含量は，メチオニンの代謝需要の

上限を示しているものと考えられる．

第一段階は，組織タンパク質の総含硫アミノ酸

含量を明確にすることである．これは，肝臓 68）

と筋肉のタンパク質の総含硫アミノ酸含量の平均

とした．後者の値は，ゲノムのデータベース 69）

で示されているヒト主要筋肉の筋原線維タンパク

質の加重平均でのメチオニン＋システイン含量と

表22◆	異なった方法を用いて測定した含硫アミノ酸必要量

試験法 メチオニンもしくはシステイン
必要量（mg/kg/日） 文献

窒素出納法：メチオニンのみ 13 1，2，3
窒素出納法の再評価：メチオニンのみ 30 57
[13C] メチオニン酸化法
摂食状態，単回摂取，システインを含まない 13 62
摂食状態，単回摂取，種々のレベルのシステイン 6-13 73
摂食状態，種々のレベルのメチオニンとシステイン 6-13 74
[13C] フェニルアラニン酸化法
摂食状態，段階的レベルの摂取，食事にシステインを含まない 13 63
[13C] ロイシン酸化法
24時間段階的レベルの摂取 15 64
24 時間段階的レベルの摂取 16 65
不可避的アミノ酸損失 13 8，61，66
推奨量（本文中の仮定を参照）
メチオニン 10.4
システイン 4.1
総含硫アミノ酸 15
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した．これに基づくと，47.7�mg/kg/日の不可避

窒素損失は，メチオニンとシステインのそれぞれ

の不可避酸化損失 10.4�mg/kg/日と 4.1�mg/kg/

日に相当する．

第二段階は，代謝需要をみたすための食事の利

用効率について適切な値を確認することである．

食事からのメチオニン必要量は，次の場合に食事

利用の非効率について補正した不可避酸化損失と

なる；不可避酸化損失が代謝需要に等しい場合，

すなわち，不可避窒素損失を生み出す組織タンパ

ク質の動員が 100％の効率でメチオニン需要供給

に関連している場合にのみである．したがって，

不可避酸化損失は需要の上限である．しかし，適

切な方法で測定したとき，高品質タンパク質はほ

ぼ 100％の効率で利用されており 70），そしてメチ

オニンの不可避酸化損失は上で論じた代謝需要よ

りも実際には大きいと思われるので，食事の非効

率により不可避酸化損失の値を上方調整する正当

な理由はほとんどないと思われる．

第三段階は，システインの需要を完全にメチオ

ニンの異化で供給可能か否かについて決定するこ

とである．これについては確かにはわかっていな

いが，メチオニンからシステイン，そしてタウリ

ンへと進む代謝は制御されており，機能的に重要

であると思われ，ビタミン B不足状況，幼児期，

アルコール消費，といったいくつかの状況で制限

されたり損なわれたりする 71）．さらに，システ

インの摂取がメチオニンの必要量を減少させる能

力について，相反する研究結果が出ている．含硫

アミノ酸としてシステインとメチオニンを 5：1

の比で含む食事による指標アミノ酸法を用いた研

究では，節約効果が証明されている 72）．しかし，
13C 直接アミノ酸酸化法を用いた他の 2件の研究

は，摂取比が 1に近くなるほど節約は起きないこ

とを示唆した 73，74）．普通の食事ではこの比になる

ことが多いと思われる．最後に，段階的システイ

ン摂取量（0，5，12�mg�/kg/日）での指標アミ

ノ酸出納法では，システインはメチオニン必要量

を節約する効果があるものと思われた．しかし，

この効果について正確に定量化することはできな

かった 75）．このため，システイン摂取量はメチ

オニン必要量を減らすことは完全にはできず，メ

チオニンとシステインについては別々に勧告をす

べきであるとすることが決まった．これらの議論

を受けて，メチオニンは定常状態ではシステイン

形成のための継続的な硫黄源として作用するが，

システインの需要を完全に供給することはできな

いという仮定に基づいて，含硫アミノ酸の総必要

量は算定されている．したがって，メチオニン +

システインの食事による必要量は不可避酸化損失

量（メチオニン +システイン），すなわちメチオ

ニン 10.4�mg/kg/日＋システイン 4.1�mg/kg/日

＝ 14.5�mg/kg/日，丸めて 15�mg/kg/日の総含硫

アミノ酸となる．この値は，指標アミノ酸出納法

によって得られた総含硫アミノ酸必要量の値に近

く，したがって総含硫アミノ酸必要量として提案

されている．

システインによるメチオニン必要量の節約効果

については不確かな点が多いことは明らかであ

り，今後の研究課題とすべきであることを指摘し

ておく．

8.1.8 ヒスチジン
成人におけるヒスチジンの生理的最小必要量は

Kopple�&�Swendseid76，77）の研究に基づいて出さ

れている．ヒスチジンが必須であるかに関して意

見は分かれていたが，1985 年の報告 1）で成人に

おける不可欠アミノ酸とされた．Rose ら 78，79）に

よる短期（6～8 日）試験は窒素平衡のためにヒ

スチジンが必要ではないことを示したが，もっと

長期の試験（～30 日）の結果でははっきりとし

なかった 76，80，81）．Kopple�&�Swendseid76）は，25

～36 日間ヒスチジンを含んでいない食事を与え

ると，健常成人と尿毒症患者で窒素出納が負にな

ることを見出した；しかしWixom ら 80）による

試験では，27 日間ヒスチジンを含んでいない非

経口栄養を与えた被験者 1人で，窒素出納は正の
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ままであった．Cho ら 81）の試験では，56 日間ヒ

スチジン欠乏食を摂った被験者で，窒素出納はほ

ぼゼロまたは正であった．しかしヒスチジンを食

事に加えると，窒素出納の正の値が急速により高

くなった．これまでのところ，健常成人において

ヒスチジンが不可欠であるか否かは未解決のまま

である．

ヒスチジンが不可欠であるか否かについて結論

を出すのが難しいのは，ヘモグロビンとカルノシ

ン中に大量のヒスチジン貯蔵が維持されているこ

とによるものと思われる．ヒスチジン欠乏食を長

期間摂っていると，ヘモグロビンの減少と血清鉄

の上昇がみられた 76，81）．これらのデータは，食事

による供給が限られると，ヘモグロビン分解から

のヒスチジン遊離により 75），またはヘモグロビ

ン合成の低下により 82），ヒスチジン貯蔵が維持

されることを示唆している．ヒスチジンはまた，

骨格筋に大量に存在するジペプチドであるカルノ

シン（アラニル -L- ヒスチジン）からも遊離さ

れるものと思われる 83）．ヒスチジン欠乏食を与

えたラット 84-87），ヒヨコ 88），若雄鶏 89），イヌ 90）

において，筋肉または嗅球におけるカルノシン濃

度が低下した．普通の成人の筋肉組織中における

遊離カルノシン濃度は約 20～180�mg/100�g であ

る 91）．したがって，ヒスチジン欠乏食を摂って

いる間，筋肉組織中のカルノシン量は，年長の小

児と成人では数週間窒素出納を維持できるだけの

ヒスチジンを理論的には供給できるはずである

が 83），幼児の場合には酵素カルノシナーゼの量

が限定されているのでそうはならない 92，93）．ヒス

チジンの酸化と分解の低下 84，94，95）も，ヒスチジ

ン欠乏食を摂っている間，身体が十分量のヒスチ

ジンを維持するための適応反応である可能性があ

る．最近の研究 96）で，これらの所見の多くが確

認され，48 日にわたるヒスチジン欠乏はアルブ

ミンとトランスフェリンを低下させ，全身のタン

パク質代謝回転を 24 ～ 28％低下させることが確

認された．成人では身体のヒスチジン貯蔵が枯渇

するまでの期間が長いので（＞ 56 日），ヒスチジ

ン必要量を実験的に規定することはまだできてい

ない．

以上に基づき，協議会は前の報告書 1）の，ヒ

スチジン必要量は 8�mg/kg/日と 12�mg/kg/日の

間と「思われる」76）という結論を支持し，10�mg/

kg/日という必要量を確認した．

8.2 可欠アミノ酸
供給を需要に合わせることについては第 2章で

考察したが，消化可能な食事タンパク質が効率的

に利用されるには，不可欠アミノ酸，可欠アミノ

酸，その他窒素含有化合物間の適切なバランスが

必要である．タンパク質の合成には，すべてのア

ミノ酸が適切に混合されている必要があるのは明

らかである．しかし，維持については，タンパク

質合成のための供給は主としてタンパク質分解か

ら供給されるアミノ酸の再利用によるので，他の

経路におけるアミノ酸の代謝消費がアミノ酸必要

量の大部分を占めることになり，したがってその

需要の多くは可欠アミノ酸である．そのため，食

事から可欠アミノ酸または“非特異的”で利用

可能な窒素源 1）を供給しなければならず，それ

によりそれらの合成のみならず，プリン，ピリミ

ジン，グルタチオン，クレアチンといった他の生

理学的に重要な窒素含有化合物の合成を可能にす

る．事実，必要量範囲の下限における不可欠アミ

ノ酸の摂取では，その有効利用は可欠アミノ酸ま

たは非必須窒素が十分量あるときにのみ可能であ

る．さらに，必要量を超えて過剰に不可欠アミノ

酸を摂取すると，不可欠アミノ酸を解毒するため

に可欠アミノ酸を消費することになり，食事窒素

の総必要量が増加する．たとえば，メチオニンの

食事摂取量を増やすと 5- オキソプロリン尿を増

すが，これはおそらく，メチオニンを効率的に代

謝処理するために，グリシン利用の競合的な需要

が増えるからである 67）．

身体における可欠アミノ酸形成速度は，総窒素

摂取量によって規定されているようである．総窒

素摂取量が低いと十分量の可欠アミノ酸が形成さ

れず，グリシンとグルタミンを十分量供給できな
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くなると考えられる 97）．十分な可欠アミノ酸を

生産する能力はまた，十分量の尿素窒素を有効に

回収できるかにも依存すると考えられる．

グリシンの体内での合成速度が律速であり 98），

急速に成長している新生児 99）またはグリシンの

代謝需要が増加している場合にはとくにそうであ

る 67，100-102）．窒素摂取量と可欠アミノ酸が少ない

とグリシン合成が低下し 102），食事窒素レベルが

十分であっても，グリシン摂取量が低下すると

L- オキソプロリンの尿中排出が増え，それはグ

リシンが十分であるか否かの指標となる 103）．

上記により，不可欠アミノ酸で供給される以外

に，すでに形成されているα-アミノ窒素源をヒ

トが必要とすることは明らかである．これは，通

常の食事を摂っている状況では，食物タンパク質

の消化を通して遊離される可欠または条件付不可

欠アミノ酸により満たされると思われる．しか

し，実験の条件では，グルタミン酸だけ，または

グルタミン酸 +グリシンが十分なα-アミノ窒素

源となるようである．十分量かつ適正比率の可欠

アミノ酸合成に必要な他の単純な窒素含有混合物

に比べて，これら 2つの供給源の有効性は，必要

となる代謝相互変換の程度によって規定されるだ

ろう．以下に，可欠アミノ酸の供給源となる，ク

エン酸 2アンモニウムと他の形態の窒素を含めた

窒素供給源の重要性の順位を示す 104）：

グルタミン酸とグリシン

クエン酸 2アンモニウムとグリシン

クエン酸 2アンモニウムとグルタミン酸

グリシンと尿素

クエン酸 2アンモニウム

尿素

8.3 成人のアミノ酸必要量の
要約

成人の不可欠アミノ酸必要量についてはいくつ

か不確かな点が残ったままであるが，現在の最良

推定値を，mg/kg/日とmg/g�protein（個別アミ

ノ酸必要量を総タンパク質必要量で割って算定し

た必要量パターン）として，表 23に示す．ヒス
チジン，含硫アミノ酸，トリプトファンを除く値

はすべて，前回報告の数字の約 2倍である．1日

の総窒素必要量は，不可欠アミノ酸の適切な摂取

レベルとバランス，それにα-アミノ窒素源とな

る十分な可欠アミノ酸を供給することによって効

表23◆	成人の不可欠アミノ酸必要量の要約

アミノ酸タンパク質 b
現在の推定量 1985	FAO/WHO/UNUa

mg/kg/日 mg/kg/日 mg/kg/日 mg/kg/日
ヒスチジン 10 15 8-12 15
イソロイシン 20 30 10 15
ロイシン 39 59 14 21
リシン 30 45 12 18
メチオニン＋システイン 15 22 13 20
　　　メチオニン 10 16 — —
　　　システイン 4 6 — —
フェニルアラニン＋チロシン 25 38 14 21
トレオニン 15 23 7 11
トリプトファン 4 6 3.5 5
バリン 26 39 10 15
総不可欠アミノ酸 184 277 93.5 141

a 文献 1 より
b 平均窒素必要量 105�mg 窒素 /kg/日（0.66�g タンパク質 /kg/日）として
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果的に満たされる．可欠アミノ酸について需要の

程度を測定する必要はあるが，グルタミン酸とグ

リシンは，最も有効な供給源であると思われる．

上で確認した不可欠アミノ酸の平均推定必要

量に基づき，また平均総タンパク質必要量を 0.66�

g/kg/日と仮定すると，不可欠アミノ酸と可欠ア

ミノ酸についてそれぞれ約 0.18�g/kg/日と 0.48�

g/kg/日の摂取，またはすでに形成されている

α-アミノ窒素（それぞれ 28�mg�N/kg/日と 78�

mg�N/kg/日）の摂取は，健常成人における体窒

素の恒常性を維持するのに十分であるはずであ

る．

8.4 不可欠アミノ酸の安全
摂取量

個別アミノ酸について必要量の変動性に関する

情報はない．したがって，アミノ酸必要量の個人

間変動係数は，総タンパク質と同じ 12％である

という仮定で算定された．これに基づくと，不可

欠アミノ酸の安全摂取レベルは表 23 の最初の欄

（カラム）に示されている平均必要量の値よりも

24％高くなる．

8.5 高齢者の不可欠アミノ酸
必要量

上述の現在受け入れられている方法に基づく

データは，高齢者の不可欠アミノ酸必要量につい

て別途の勧告をするには不十分である．窒素出納

とトレーサーに基づく方法の成績があっても，断

片的で相反している．したがって，高齢者におけ

る不可欠アミノ酸の必要量パターンは，おおむね

成人の場合と同じとすることが推奨される．

8.6 食物タンパク質と食事に
含まれるアミノ酸含量と
比較した必要量

これらの値の栄養学的な意味については第 10

章で十分に考察するが，主な食物タンパク質の

アミノ酸含量を，提案の必要量パターンとの比

較で，図 14に示す．また必要量パターンの値の
パーセンテージとして表した同様の値を，表 24
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図14◆	不可欠アミノ酸の必要量パターンと比較したその食物タンパク質および食事中の不可欠アミノ酸
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に示す．動物性タンパク質，豆類，根菜類，穀類

等に含まれている不可欠アミノ酸含量は，提案さ

れている総必要量の値，そして 2つの例外がある

が各個別アミノ酸についての値よりも，かなり高

いことが明らかである．2つの例外のひとつはリ

シンで，リシン含量はキャッサバイモとヤムイモ

では必要量の 90％以上，穀類では 57％と 86％の

間である．そのため，インドの食事（17 州の平

均値）ではリシンが必要量以下（87％）である．

リシン必要量について確実な値を出すには，不確

定要素があるのでこの分野についてもっと研究を

重ねる必要があるのは明らかである．二番目に不

足するのは，キャッサバイモで少ない分枝アミノ

酸である．しかし，その必要量はロイシンの必要

量に基づいており，安定同位体試験から出された

新しいロイシンの必要量は，再計算を行った窒素

出納試験による値よりかなり高い．したがって，

この分野についても，もっと研究を重ねる必要が

ある．

表24◆	食物タンパク質と食事中のアミノ酸の分布
必要パターンのパーセンテージ a

卵 牛肉 牛乳 大豆 ジャガ
イモ 米 トウモ

ロコシ 小麦 キャッ
サバ ヤム 英国食 b インド食 c

リシン 139 203 158 144 121 86 58 57 92 91 140 87
トリプトファン 293 213 417 217 240 224 117 217 192 213 211 293
トレオニン 223 202 191 191 167 153 157 127 115 157 177 143
含硫アミノ酸 225 182 164 114 131 176 132 203 124 125 174 182
分枝アミノ酸 168 144 151 136 120 146 177 122 79 116 143 132
総芳香族アミノ酸 301 275 271 281 243 305 314 306 135 265 311 317
a 食物のアミノ酸含量は文献 105 を参照
b 文献 106
c 文献 107

文　献
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第 2章で指摘したように，乳児と幼小児のタン

パク質必要量は，「エネルギーバランスが中等度

の身体活動状態にあるときに適切な体組成で窒素

平衡を保てる最小摂取量」に，「良好な健康状態

での組織蓄積に必要な量」を足し合わせたもの，

と定義することができる．ただし，これまでの報

告はすべて，母乳栄養児と成人について詳細に考

慮していたが，中間年齢層については内挿してい

た．実際，1985 年の報告 1）もそうであったように，

母乳摂取量について考慮した後に修正要因加算法

を採用した．生後 6カ月間，健康で栄養状態良好

な母親からの人乳は，乳児にとって最適なタンパ

ク質摂取量を供給できるとみなしている 2）．維持

量（120�mg 窒素 /kg）には，短期窒素出納のデー

タ範囲（80～118�mg 窒素 /kg/日）の最高値を切

り上げたものを用いた．

成長の日間変動のための 50％を平均窒素増分

にプラスし，利用効率を 70％と仮定して計算し

た成長に対する必要量を上述の維持量に加え，成

長時の平均必要量とした．成長と維持についての

変動係数（6 カ月齢での 16％が 2 歳では 12％に

低下）から導かれる変動係数を想定し，平均値＋

2SDを推奨量として算定した．

この要因加算法を正しいとする理由は，必要量

を健康な母親の母乳栄養児のタンパク質摂取量と

比較することによって導かれる．生後 3～4 カ月

齢の乳児についての平均タンパク質必要量（1.47�

g タンパク質 /kg/日）は，この年齢層における

母乳からの平均タンパク質摂取量（1.49�g タンパ

ク質 /kg/日）に非常に近かった．健康な母親の

母乳栄養児のタンパク質摂取量は，乳児が必要な

タンパク質を十分に供給できるものとの仮定で

は，平均必要量が平均摂取量に近似しているとい

うことが，要因加算算出という前提の妥当性を支

持しているものと考えられる．

1985 年の報告書を出した協議会のメンバーら

によって，上記は間違っており 3-5），1985 年の報

告ではタンパク質必要量が過剰見積りであった，

という議論が以前から行われてきた．第 3章で考

察したように，タンパク質必要量がタンパク質摂

取量と相関しないモデルに基づくと，平均必要量

と同じ平均摂取量を消費している集団では，その

半数がその必要量に満たない摂取量しか消費して

いないことになる．したがって，母乳栄養児の平

均タンパク質必要量が平均タンパク質摂取量に近

いと，母乳栄養児の 50％で摂取量が必要量より

少なく，欠乏していることになる．つまり，母乳

栄養児のほぼ全員がタンパク質必要量を満たして

いるならば，平均摂取量は範囲全体の上限である

必要量の値と同じ，すなわちタンパク質摂取量の

推奨量よりやや上で，平均必要量より 2SD 以上
高くなる，ということを標準の前提としている．

国際食事熱量協議部会（International�Dietary�

Energy�Consultancy�Group）が 1985 年の乳児と

第9章
乳児と幼小児のタンパク質と
アミノ酸の必要量
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幼児期のタンパク質必要量について見直しを委任

した報告書のなかで，Dewey らが，乳児のタン

パク質必要量に関する問題のすべてにつき包括的

に検討した 2）．そのなかでDewey らは，出生か

ら生後 6カ月まで母乳栄養児のタンパク質必要量

について要因加算推定で導かれた仮定と結果を再

検討し，母乳栄養児の必要量は 1985 年報告のそ

れよりも 10～25％低くすべきであると指摘した．

これを達成するのに，維持値を下げ（90�mg 窒素

/kg/日），日間変動をカバーするため，成長に必

要なタンパク質推奨量を 50％増やす代わりに成

長の変動係数を高くした．前提とした成長率は，

WHOが 1994 年に作成した母乳栄養児について

集めたデータセット 6）から導いた数字を使い，

成長のための食事タンパク質の利用効率はここで

も 70％とした．

Dewey と Beaton は，Beaton が開発した摂取

量観察結果を評価するための“確率法（probability�

approach）”をこれら新しい推定値の検討に用い

た 2参照）．全員が栄養十分であろうと想定された

アメリカの生後 3 カ月の健康な母乳栄養児のコ

ホート集団に関する摂取量データ（総窒素）に

基づいて，必要量の個別要因をモデル化した．必

要量を様々に見積もって�集団内で“不十分”と

判定される率（prevalence）を推定した．実際に

要因加算モデルを適用すると，集団内で不十分と

判定される率の推定値（8.1％）よりも幾分高い

予測値となった．このことから，維持のための値

をやや高く見積もったためか，食事タンパク質の

利用効率をやや低く見積もったためか，または両

方が組み合わさってか，いずれにしても母乳栄養

児については，モデルを使った推定ではやや高い

ことが示唆された．モデル作成にあたって母乳か

らの窒素摂取量について採用した値は総窒素であ

り，これは約 25％の非タンパク質性窒素を含ん

でいる．非タンパク質性窒素の全部について利用

可能なわけではないという前提により，母乳から

の有効窒素摂取量が低くなり，その結果，修正要

因加算による必要量に基づいたとしても，集団内

で不十分と判定される率が高い結果となったもの

と思われる．しかしながら，要因加算による値を

下方に修正する必要があるというわけではなく，

これらの値は幅のある年齢層や様々な授乳形態の

ためのものであり，また維持必要量と食事性窒素

の利用効率についは比較的控えめな推定に基づい

ているので，示された必要量は妥当であると思わ

れる．

本報告では，乳児初期と生後 6カ月から成人期

までのタンパク質必要量の推定値を，Dewey ら

の報告 2）に原則類似する要因加算モデルから導

いている．すなわち，最近報告されたタンパク質

蓄積率から成長に必要な値を出し，成長のために

必要な食事タンパク質の推定利用効率について調

整してから，これ以降で議論する内容に基づいて

求めた維持値に加え，平均必要量とした．そして，

維持と成長の予想変動率にしたがって調整し，分

布の 97.5 パーセンタイルに相当する値，すなわ

ち推奨量を決定した．生後 6カ月の必要量を推定

するため，要因加算モデルにおける仮定を母乳摂

取量と比較検討した．以下で議論するように，6

カ月齢以上について維持と成長の効率の値を選択

するにあたっては，第 8章で確認した成人の維持

表25◆	極低あるいは無タンパク質摂取の研究から推定された乳児と幼児の基礎窒素損失

研究 被験者数 窒素摂取量
（mg 窒素 /kg/日）

窒素平衡からの基礎損失量
（mg 窒素/kg/日） 引用文献

1 11 20 67 ± 7 7

2 6 0 58 ± 4 8

3 34 10 63 ± 15 9

合計 51

平均 63 ± 12
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値と同様に，離乳後に摂取される混合食の利用効

率が低い可能性を考慮に入れる．

9.1 タンパク質の維持必要量

9.1.1 実験情報の解釈
維持必要量を確認するのに役立つ，男女の数を

ほぼ同じにし，ヨーロッパ，アフリカ，中米，中

国の乳児と幼児で実施した 2種類の試験が報告さ

れている．57 人の被験者を対象とした 3件の試

験のデザインは，タンパク質摂取量を非常に低く

するかゼロにして基礎要求量の指標となる窒素損

失量を測定するものであった（表 25）．これらの
試験で示された平均値は，63 ± 12�mg 窒素 /kg/

日であった．その他 10 件の試験のデザインは，

タンパク質摂取量と窒素出納との関係を，維持値

の上と下で検討するものであった（表 26）．表
26 に示したように，タンパク質（窒素）レベル

を変化させて与えた幼小児の多レベル窒素出納試

験は，成人についてと同様（第 3章参照），すべ

て線形回帰法により解析した．個別データは以下

の線形モデルにあてはめた：

�窒素出納＝A＋ B×窒素摂取量

ここでAはゼロ摂取時の外挿窒素損失量，B（傾

き）は利用効率を表している．個別維持必要量は，

ゼロ窒素平衡となる摂取量であると推定される．

乳児と幼児の窒素出納試験についてのデータ

ベースが非常に少ないのは明らかで，乳児の多

レベル出納試験は 1 件しかない（Huang,�Lin�&�

Hsu7）による 9～17 カ月齢児での試験）．さらに，

Dewey ら 2）が指摘し，WHO�乳児成長について

の作業部会（Working�Group�on�Infant�Growth）6）

が報告しているように，この試験における乳児の

エネルギー摂取量（77�kcal/kg/日）はこの年齢

層の推奨量（＞ 100�kcal/kg/日）を下回っていも

のの，FAO/WHO/UNU16）による最近の推定値（1

～2歳の男児で 82.4�kcal/kg/日）の範囲内であっ

表26◆		維持タンパク質必要量と利用効率決定のための6カ月齢～12歳の幼小児での窒素出納試験の回帰分析

試験 食事 月年齢 被験者数 基礎損失量 a，b，c

（mg 窒素/kg/日） 傾き b，c 維持量 a，b，c

（mg 窒素/kg/日） 引用文献

1． 乳 34-62 カ月 6 35.4 0.52 76 10
2． 大豆 34-62 カ月 7 58.2 0.51 127 10
3． 混合食 8-10 歳 8 67.3 0.54 126 11

4． 混合食 12-14 歳 8
（合算値）d 61.43 0.573 107 12

5． 乳 9-17 カ月 31
（データ点）d 77.53 0.693 112 7

6． 卵 9-17 カ月 30
（データ点）d 81.63 0.713 116 7

7． 米と魚 18-26 カ月 7 53.6 0.52 102 13
8． 米と豆 22-29 カ月 5 98.1 0.68 149 14
9． 乳 17-31 カ月 10 52.0 0.70 66 15
10． 大豆 17-31 カ月 10 55.5 0.55 90 15
すべての個人別推定値（4-6 を除く 7 件） 53 57.5 0.56 108

全試験（10 件） 57.4 0.58 110

乳と卵を用いたすべての試験（4 件） 61.6 0.66 93
a 諸窒素損失には補正係数 6.5�mg 窒素/kg/日を用いた．
b 個々の被験者についての多様な条件でのデータではない．
c 値はメディアン（中央値）
d 回帰推定
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た．生後 6カ月におけるタンパク質必要量の要因

加算推定には，ミルクと卵についての 4件の試験

での値を用いた．それより年長の乳児，幼小児，

思春期（6カ月から 18 歳）におけるタンパク質

必要量の要因加算推定には，10 件全試験のデー

タを用いた．

基礎損失量の平均値は 2種類の試験間で類似し

ており，63�mg 窒素 /kg/日と 57�mg 窒素 /kg/日

であった（表 25 と 26）．窒素の維持量は 66�mg

から 149�mg で，これはタンパク質 0.42�g/kg/日

から 0.93�g/kg/日に相当する．混合食または植物

性タンパク質源で得られた値と比較したとき，後

者のタンパク質源の質，とくに消化吸収率が低い

ことから予想されるように，動物性タンパク質（卵

とミルク）を与えた幼児では維持必要量が低い（93�

mg 窒素 /kg/日またはタンパク質 0.58�g/kg/日）．

つまり，これらの実験値は，乳児と年少幼児の維

持値は 1985 年の報告 1）で決めた値の 120�mg 窒

素 /kg/日よりも低いことを示している．

乳児と年少幼児にとって適切な維持の値を選択

するにあたって，この年齢層の維持要求量が成人

とは異なるのか否かという疑問が提起される可

能性がある．成人の値，すなわち 105�mg 窒素 /

kg/日（第 5章参照）は，報告されている各試験

の平均値，一次試験（19 件）での 67～148�mg 窒

素 /kg/日と二次試験（8件）での 73～153�mg 窒

素 /kg/日，の全範囲を含むデータセットから出

した．そのため，動物性タンパク質を使った試験

での値はこの範囲の下のほうに位置するものの，

表 26 に示した乳児と幼児の維持値の全範囲（66

～149�mg 窒素 /kg/日）は成人の範囲と近い．基

礎損失値は成人で観察された値（47�mg 窒素 /

kg/日）よりもやや高いが，表 25 で報告してい

る乳児または幼児での試験は，成人での試験の多

くと比べて，やや短期間の低タンパク質食条件で

行われた．そのため，乳児の維持量が成人のそれ

と異なるのかをはっきりと決めるのは難しい．

生後 6カ月間の乳児におけるタンパク質利用効

率を確定するに際して窒素出納データの解釈を難

しくしている要因の１つとして，糞便中への窒素

排出がどの程度変動するのか，そしてどの程度が

食事中窒素ではなく内因性窒素なのか，などがあ

げられる．Foman,�DeMaeyer�&�Owen9）は 4～6

カ月齢の乳児の窒素出納データとして，窒素摂取

で増加する糞便中窒素損失量を含めると 0.49 と

いう値になるが，尿中窒素の変化に基づいた場合

には，はるかに高い効率（0.91）となることを示

した．ほとんどの試験で，糞便中窒素は摂取量に

よる変動をほとんど示さず，摂取量に対して平

均 15％である 17，18）．新生児での 1件の試験 19）に

おいて，0.8�g/kg/日から 3�g/kg/日の範囲のタ

ンパク質摂取量で尿中窒素は変化を示さず，母

乳の見かけの生物価は 100％に近かった．これ

は，Waterlow�&�Wills が数年前に低栄養状態か

ら回復中の乳児について報告したのと同様であっ

た 20）．この試験では糞便中窒素を測定しなかっ

たが，著者ら 20）は糞便経由で摂取量の 23％が失

われたと仮定し，全体の効率を 0.77 と報告した．

表 26 で，動物性タンパク質を使った 4件の試験

は 0.66 という傾きを示している．

表 25 と 26 の実験報告についてDewey ら 2）が

広範にレビューした．そして，年齢の範囲，試験

技術，食事に関してデータが非常に限定されてい

るため，必ずしも明確な維持量の選択はできない

ものの，90�mg 窒素 /kg/日（0.56�g タンパク質 /

kg/日）という値を選択した．表 25（63�mg）と

表 26（57.4�mg －全試験の平均）の平均値である

60.2�mg 窒素 /kg/日の基礎要求量と，動物性タ

ンパク質を使った 4件の試験で示された傾き 0.66

の利用効率により，上記と類似の値，91.2�mg 窒

素 /kg/日，すなわち 0.57g タンパク質 /kg/日が

求められる．ミルクと卵を使った 4件の試験につ

いて表26で示された値は93�mg窒素/kg/日（0.58�

g タンパク質 /kg/日）で，この値を生後 6 カ月

までの乳児について選択した．10 件すべての試

験で示された値，110�mg 窒素 /kg/日（0.69�g タ
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ンパク質 /kg/日）は成人の維持量である 105�mg

窒素 /kg/日（0.66�g タンパク質 /kg/日）に近い

ので，生後 6カ月以上の年齢については後者の値

を維持量として選択した．維持値が年齢によって

変化するはずであるとする自明の根拠はなく，乳

児期の急速に成長している間は，基礎要求を満た

すのに食事からの利用が効率的であると思われ

る．過去には，乳児期と成人期の中間年齢におけ

る必要量を内挿していた．本報告では，必要量モ

デルの変化は生後 6カ月の時点で起きており，こ

れは離乳時の混合食の摂取と関連する食事形態の

大きな変化と一致している．

9.1.2 維持量の変動性
情報不足と，同じ個人で繰り返し行っている試

験はないという理由から，幼小児の維持必要量の

変動性について，またそれが成人と異なっている

かどうかを判断することはできない．成人では

0.12 という変動係数が導かれているので（第 7章

参照），この値を乳児と幼小児にも適用可能と仮

定した．

9.2 タンパク質蓄積
乳児と 6カ月 -18 歳の幼小児のタンパク質蓄積

率の新しい推定値が出され，また全身タンパク質

のアミノ酸組成に関する情報も拡大したことか

ら，成長段階の総タンパク質と不可欠アミノ酸必

要量の要因加算推定値を改善することが可能とな

る．一日の平均タンパク質蓄積率は，Butte ら 21）

と Ellis ら 22）が報告している全身カリウムの測定

から導き出すことができる．

9.2.1 乳児と年少幼児，0～2歳
Butte ら 21）は縦断的研究で，出生時から 2 年

間 76 人を追跡し，0.5，3，6，9，12，18，24 カ

月で測定を行った．少なくとも5データ点を含み，

かつ 18 または 24 カ月での 1 データ点を含む 71

人でそれぞれの総タンパク質データを，個別の二

次方程式にあてはめた：

総タンパク質＝ A＋ B年齢＋ C年齢 2（平均
R 2 ＝ 0.99，0.94 未満となる R 2 はなかった）

方程式の導関数（微分）は，各小児の 1日あた

りのタンパク質蓄積量である：

タンパク質蓄積量＝ B＋ 2C年齢

個別体重データを対数曲線にあてはめた：

ln（体重）＝ A＋ B�ln（年齢）（平均 R 2 ＝ 0.99，

0.95 未満となる R 2 はなかった）

各個人について，これら 2つの方程式の比から，

体重 1�kg，1 日あたりのタンパク質蓄積量を推定

した．各個人の 1カ月の値を算定し，平均値と標

準偏差を表 27にまとめた．

9.2.2 4～18歳の幼小児/青少年
表 28に示す幼小児/青少年（4～18 歳）のタン

パク質の蓄積に必要な量は，Ellis ら 22）による試

験に基づいて出した．これらデータは横断的なた

め，単一の曲線を全体のデータセットに男女別に

あてはめた．女児の 10 歳と 13 歳のデータを除外

し，各年齢層の中間年齢を用いてあてはめた．タ

ンパク質データ（年間コホート平均）は男女別に

単一の三次曲線にあてはめた：

男児：

タンパク質（kg）＝5.46－1.285 年齢

� ＋0.166 年齢 2－0.00433 年齢 3（R 2 ＝ 0.992），

女児：

タンパク質（kg）＝ 3.91 － 0.925 年齢

� ＋0.139�年齢 2－0.00433 年齢 3（R 2＝0.993）．

曲線を微分して，タンパク質蓄積率を推定した：

男児：

タンパク質蓄積量（kg/年）

� ＝－ 1.285 ＋ 0.332 年齢－ 0.0130 年齢 2，

女児：
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タンパク質蓄積量（kg/年）

� ＝－ 0.925 ＋ 0.279 年齢－ 0.0128 年齢 2．

体重データを男女別に三次曲線にあてはめた：

男児：タンパク質（kg）

� ＝ 54.2 － 15.0 年齢＋ 1.89 年齢 2 － 0.0557 年齢 3

� （R 2 ＝ 0.991），

女児：タンパク質（kg）

�＝ 25.3 － 4.47 年齢＋ 0.730 年齢 2 － 0.0198 年齢 3

� （R 2 ＝ 0.972）．

これら 2つの関数の比（1日の値を出すように

調整）により，表 28に示すような体重 1�kg あ

たりのタンパク質蓄積量を推定する．

2つのデータセットを統合するためには，デー

タセット間の年齢についての内挿が必要であっ

た．いかなるあてはめ方法でも，範囲の端では確

実性が低くなるような部分，とくにここでは急成

長前に成長速度が低下するような場合に内挿が必

要になる．また，2つのデータセットでは異なる

アプローチ，すなわち縦断的研究 21）か横断的研

究22）かの違いがあった．この隔たりを埋めるのに，

二次元モデルを用い，18 カ月齢，2，4，5，6 歳

のデータを用いて，2，3，4，5 歳の蓄積に必要

な量を推定した．表 29に 6 カ月齢から 18 歳ま
での年齢範囲におけるタンパク質の最終的な推定

表27◆	乳児のタンパク質蓄積 a

月齢
（月）

総タンパク質量
（g）

総タンパク質蓄積量
（g/日） 体重（kg） 体重 kg あたりタンパク質蓄積量

（g/kg/日）

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

1 486.35 60.51 2.44 0.48 4.49 0.46 0.548 0.113
2 559.49 63.22 2.37 0.45 5.55 0.49 0.428 0.078
3 630.33 68.43 2.29 0.42 6.28 0.53 0.366 0.061
4 698.90 75.12 2.22 0.39 6.86 0.56 0.323 0.050
5 765.18 82.50 2.14 0.36 7.34 0.60 0.292 0.041
6 829.18 90.06 2.07 0.33 7.76 0.63 0.266 0.035
7 890.90 97.48 1.99 0.31 8.14 0.67 0.245 0.029
8 950.33 104.59 1.92 0.28 8.48 0.70 0.226 0.025
9 1007.47 111.27 1.84 0.26 8.79 0.73 0.209 0.022
10 1062.34 117.47 1.77 0.25 9.08 0.76 0.194 0.020
11 1114.92 123.18 1.69 0.24 9.35 0.79 0.181 0.019
12 1165.21 128.41 1.62 0.24 9.60 0.82 0.168 0.019
13 1213.23 133.21 1.54 0.24 9.84 0.85 0.157 0.020
14 1258.96 137.63 1.47 0.25 10.07 0.88 0.146 0.022
15 1302.40 141.75 1.39 0.26 10.28 0.91 0.135 0.023
16 1343.56 145.66 1.32 0.28 10.49 0.93 0.126 0.025
17 1382.44 149.47 1.24 0.30 10.69 0.96 0.116 0.027
18 1419.03 153.32 1.17 0.33 10.88 0.99 0.108 0.030
19 1453.34 157.32 1.09 0.36 11.06 1.01 0.099 0.032
20 1485.37 161.65 1.02 0.38 11.24 1.04 0.091 0.034
21 1515.11 166.45 0.94 0.42 11.41 1.06 0.083 0.037
22 1542.57 171.89 0.87 0.45 11.57 1.09 0.075 0.039
23 1567.75 178.11 0.79 0.48 11.73 1.11 0.068 0.041
24 1590.64 185.28 0.72 0.51 11.89 1.14 0.061 0.044
a 出版社の許可を得て引用文献 21 より転載．
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蓄積量を示しているが，男女間で蓄積量の差は小

さい．男女差の有意性に関しては，1カ月齢では

蓄積量は男児のほうが高く，24 カ月齢では女児

のほうが高い（約 1年で交差する）という安定し

た傾向があり，有意な傾向のようだが，月々のデー

タで男女差を検討しても差はみられなかった．し

たがって，平均値も各年齢について決定した．

9.2.3 タンパク質蓄積量の変動
Dewey ら 2）は，乳児の成長に関する個人間お

よび個人内変動について母乳栄養児の成長に関す

るプールしたデータセットを検討し，入手可能

なエビデンスのレビューを行った．1カ月間の成

長増加の変動係数は，1～2 カ月齢での 26％から

11～12 カ月での 93％までの範囲で，3 カ月間の

体重増加の変動係数は最初の 1年間は 24％から

46％で変動した．成長の個人間変動は短期間より

長期間のほうがより正確な測定となることが，こ

のデータセットから示唆されたので，3カ月間の

値のほうが正確な推定であると考えられた．必要

量を求める要因加算モデル内での様々な前提をテ

ストするのに用いられた母乳栄養児 104 人のコ

ホートについて Dewey ら 2）が報告しており，3

カ月齢時点で 2カ月間の体重増加の変動は 24.7％

であった．1985 年の報告 1）では，3.5～6.5 カ月齢

の男児で Fomon が毎月測定した結果から，変動

係数を 37％としていた．

乳児におけるタンパク質蓄積率の変動を推定

するのに本報告では，乳児と年少幼児に関する

Butte ら 21）のデータから導く方法を採用した．

このデータは縦断的に集積したものであり，特定

の年齢におけるタンパク質蓄積量の標準偏差を算

定できる（表 27）．表 27 に示したタンパク質蓄

積率は，現時点での最良推定値である．タンパク

質増加の変動係数は平均 24％で，成長率が鈍化

するにつれて最高値に達する．

年長幼児については，Ellis ら 22）の横断的デー

タから適当な情報は得られないので，特定の年齢

について総体重増加速度の標準偏差を推定するの

には，Tanner23）が解析した縦断的データを用い

た．これは，体重増加速度の標準偏差を，体重に

占めるタンパク質の重量割合に応じて 22），変換

表28◆	幼小児/青少年のタンパク質蓄積量 a

年齢
（歳）

男 女
体重

（kg）
総タンパク質量
（kg）

タンパク質蓄積量
（mg/kg/日）

体重
（kg）

総タンパク質量
（kg）

タンパク質蓄積量
（mg/kg/日）

4 20.9 2.7 0 17.8 2.2 0
5 19.5 2.6 0.007 18.7 2.2 0.022
6 20.2 2.8 0.032 20.5 2.5 0.039
7 22.7 3.1 0.048 23.0 2.8 0.048
8 26.6 3.6 0.055 26.1 3.3 0.051
9 31.6 4.2 0.056 29.7 3.8 0.050
10 37.4 4.9 0.054 33.8 4.3 0.047
11 43.6 5.6 0.050 38.1 4.9 0.043
12 49.9 6.4 0.045 42.5 5.5 0.037
13 56.0 7.3 0.041 47.0 6.1 0.031
14 61.5 8.1 0.036 51.4 6.6 0.025
15 66.1 8.9 0.032 55.6 7.0 0.018
16 69.4 9.6 0.027 59.5 7.3 0.012
17 71.2 10.3 0.023 63.0 7.5 0.005
18 71.1 10.8 0.018 65.8 7.5 0

a 出版社の許可を得て引用文献 22 より転載．
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する方法である 23）．この方法は，異なる時点で

の異なる集団での測定であるということ，また縦

断的測定と横断的測定の混合という限界はあった

ものの，2つのデータセットからの成長速度の値

が類似しており，この方法でも有効であろう．表
29に，2件の研究から得たデータを結合させて
算定した男児と女児のタンパク質蓄積率を，上で

議論した平均値と標準偏差と併せて示す．

9.2.4 以前の推定値と比較した成長率
表 30に，生後 1年間の成長に関しての新しい

値と，Fomon24）と Dewey ら 2）が報告した以前の

値を比較して示す．

表 29◆	乳幼小児/青少年のタンパク質蓄積量 a

年齢（歳）
タンパク質蓄積量（g/kg/日）

女 男 男女 標準偏差
0.50 0.266 0.266 0.266 0.035
1.00 0.168 0.168 0.168 0.031
1.50 0.108 0.108 0.108 0.029
2.00 0.076 0.073 0.075 0.026
3.00 0.044 0.034 0.039 0.022
4.00 0.026 0.013 0.020 0.019
5.00 0.022 0.009 0.016 0.017
6.00 0.038 0.032 0.035 0.016
7.00 0.048 0.048 0.048 0.016
8.00 0.051 0.055 0.053 0.016
9.00 0.050 0.056 0.053 0.017
10.00 0.047 0.054 0.051 0.017
11.00 0.043 0.050 0.047 0.018
12.00 0.037 0.045 0.041 0.018
13.00 0.031 0.041 0.036 0.018
14.00 0.025 0.036 0.031 0.017
15.00 0.018 0.032 0.025 0.015
16.00 0.012 0.027 0.020 0.012
17.00 0.005 0.023 0.014 0.008
18.00 0.000 0.018 0.009 0.005

a 出典：引用文献 21 および 22

表30◆	生後 1年間のタンパク質蓄積量：新しい値と以前の値の比較

月齢（月）
体タンパク質増加量（g/kg/日）

Dewey ら 19962） Fomon の推定値 24） 現在の推定値 a

0-1 1.00 0.93
1-2 0.69 0.70 0.486
2-3 0.44 0.50 0.399
3-4 0.35 0.34 0.348
4-5 0.20 0.27 0.311
5-6 0.25 0.26 0.283
6-9 0.20 0.23 0.237
9-12 0.15 0.18 0.188

a 表 27 に示した値の中間値



131

第9章
乳児と幼小児のタンパク質と
アミノ酸の必要量

263-01278

この表から，新しい値は 3カ月齢まではわずか

に低く，それ以後はわずかに高いことがわかる．

9.3 タンパク質必要量の
要因加算推定

上記のように，要因加算法というのは，維持量

に成長のためのの食事必要量（蓄積量/利用効率）

を加えた必要量の平均，さらにその平均必要量に

SDの 1.96 倍（維持と成長についての SD値の二

乗平均平方根として 1SD を算定）を加えて出さ

れる推奨量の算定に関するものである．上記 9.1

に要約した実験的証拠から，＜ 6 カ月齢の乳児

における維持必要量は 93�mg 窒素/kg/日（0.58�g

タンパク質/kg/日），成長のための食事利用効率

は 0.66（66％）であることが示された．これらの

値は表 26 に示した動物性タンパク質を使った窒

素出納試験でのそれぞれ切片/傾き比と傾きの値

に相当する．蓄積率は表 27 に，平均必要量と推

奨量の要因加算算出結果は表 31に示す．

9.3.1  母乳栄養児のタンパク質摂取量
との比較

Beaton�&�Chery3）が示した議論とDewey ら 2）

が広く考察した議論に基づけば，要因加算モデル

が正しいならば，この方法は母乳からのタンパク

質摂取量と合致する値を＜ 6カ月齢の母乳栄養児

について予測できるはずである．すなわち，摂取

すべき推奨量は平均摂取量の観察値よりわずかに

低く，タンパク質不足となる母乳栄養児の集団の

なかでの率は低く算定されるはずである（2.5％

またはそれ以下）．

しかし，非タンパク質性窒素画分があるため，

母乳からの真のタンパク質摂取量を推定すること

は困難である．人乳中の総窒素は，約 75％のタ

ンパク質性窒素と非タンパク質性窒素からなる．

アミノ酸やその他の窒素化合物で構成される非タ

ンパク質性窒素のうち 50％を尿素が占める．人

乳中の非タンパク質性窒素の割合は他のほとんど

の哺乳類と比べて大きく，予測必要量と母乳摂取

量とを比較した窒素利用の範囲について完全には

解明されていないので，タンパク質として摂取さ

れる母乳中窒素の量について判断しなければなら

ない．利用される窒素は，遊離アミノ酸または小

ペプチドの形で，尿素窒素の一部として含まれ

ていると思われる．報告されている値の範囲は

10％から 43％である 25-28）．母乳栄養児のタンパ

ク質摂取量を，粗タンパク質（窒素量の 6.38 倍，

ミルクについて適切な変換係数）または粗タンパ

ク質の 75％として見積もった真のタンパク質量

として表 32に示す．このとき利用可能な摂取量
は，粗タンパク質摂取量と真のタンパク質摂取

量との中間の値となる．＜ 6カ月齢の幼児につい

て要因加算モデルで算定した平均必要量と推奨量

（上で考察）も示しているので，利用可能摂取量

と比較可能である．表 32 の最後の列は，推奨量

が摂取量と正確に合致するためには，どのくらい

の非タンパク質性窒素分画が利用される必要があ

るのかを示している．

表31◆	6 カ月齢以下の乳児のタンパク質摂取の推奨量

月齢（月）
維持必要量 a 成長必要量 b 平均必要量 推奨量 c（＋ 1.96SD） 1985年報告

（gタンパク質/kg 体重/日）
1 0.58 0.83 1.41 1.77 2.25
2 0.58 0.65 1.23 1.50 1.82
3 0.58 0.55 1.13 1.36 1.47
4 0.58 0.49 1.07 1.24 1.34
6 0.58 0.40 0.98 1.14 1.30

a 維持値 0.58（卵と乳で行われた出納試験の結果より：表 26 参照）に成長に必要な量を加えて算出．
b 利用効率の 66％（卵と乳で行われた出納試験の結果より：表 26 参照）で調整した蓄積量（表 27）から算出した成長のための食事必要量．
c 成長必要量（利用効率 66％で補正，表 27）と維持量（0.58 の 12％）の SD値の平均平方根の 1.96 倍を平均必要量に加えた値．



132
263-01278

要因加算モデル（表 32）では，すべての年齢

における“粗”母乳タンパク質摂取量に近く，そ

れより低い推奨量が推定されている．実際には，

第 3章で概説した集団のなかで不十分となる率に

関する算定結果に基づくと＊1，3，4，6 カ月齢の

必要量は 13～15％の乳児が欠乏となる．Beaton�

&�Chery の論によると 3），この結果は表 32 の推

奨量が幾分高すぎることを意味するものと思われ

る．しかし，タンパク質摂取量と必要量がある程

度相関しているならば，欠乏のリスクは上記の値

より低く算定されるであろう．表 32 に示した要

因加算モデルによって算定した 6カ月齢までの乳

児のタンパク質必要量は，健康で栄養十分な母親

からの母乳は生後 6カ月間乳児のタンパク質必要

量をまかなうことが可能であるという仮定と一致

する．

9.3.2  粉ミルク栄養児のタンパク質推
定必要量の意味するもの

タンパク質必要量の推定は，乳児用粉ミルク処

方のガイドとなりうる．しかし，人乳と乳児用粉

ミルク処方との間における食事タンパク質の消化

吸収率，生物学的利用率，利用効率の差について

認識しておかなければならない．乳児用粉ミルク

処方のための栄養素必要量の評価に関する 1998

年の Life�Sciences�Research�Office（LSRO）専

門委員会は，最低 1.7�g/100�kcal のタンパク質を

含むものとするよう勧告した 29）．LSRO 専門委

員会はミルクベースの処方からの真のタンパク質

1.7�g/100�kcal の最低摂取量は十分であると考え

たが，最小かそれに近いレベルのタンパク質を供

給する新処方の効果を証明するには，臨床試験を

行うべきであるとの見解を示した．事実，最近の

乳児へのミルク投与試験の多くは，乳児用粉ミル

ク処方中のタンパク質濃度を通常より低くして試

験を行っている．1.9～2.2�g/100�kcal のタンパク

質レベルでの実験的処方を使用したとき，母乳栄

養と混合栄養（母乳と粉ミルク処方）を与えた 6

カ月齢の乳児で示されたタンパク質代謝指標に差

はなかった 30）．

Raiha ら 31）は最近，出生時から 4 カ月齢まで

1.8�g/100�kcal の乳清調整乳児用粉ミルク処方を

検討し，母乳栄養とタンパク質：エネルギー比率

が 2.2�g/100�kcal の標準粉ミルクとの比較で，同

様の体重増加と身長増加または BMI がみられた

ことを報告した．Fomon ら 32）の試験では，8日

齢から 27 日齢までの乳児に 1.56�g/100�kcal の

処方を与え，84 日齢から 111 日齢にかけて 1.25�

g/100�kcal まで徐々に減らしていった．体重増加

と血清アルブミンは 2.1�g/100�kcal の対照群と有

表32◆		乳児タンパク質必要量の要因加算による値とそれが異なる授乳段階の母乳栄養児らにとって意味する
もの a

注：	表 32－専門家協議会による計算（データと方法は表 26と 27に示した）

月齢 体重 総窒素摂取量 粗タンパク質摂取量
（窒素 ×6.38）

乳タンパク質
摂取量 b 推奨量 非タンパク質態窒素の

利用効率 d

（月） （kg） （mg/日） （g/kg/日） （g/kg/日） ％
1 4.76 1723 2.31 1.73 1.77 9
2 5.62 1486 1.69 1.27 1.50 56
3 6.29 1444 1.46 1.10 1.36 73
4 6.78 1408 1.32 0.99 1.24 75
6 7.54 1486 1.26 0.94 1.14 64

a 文献 2，表 1および８から改変したデータ
b 乳タンパク質摂取量＝ 75％粗タンパク質量
c 表 31 より
d 計算方法：（推奨量－乳タンパク質摂取量）÷（粗タンパク質摂取量－乳タンパク質摂取量）

＊1：�摂取量が必要量よりも小さくなるヒトの出現率は，
式Φ（−（MR-MI）/SD）で表現される摂取量と必
要量の平均値から算出される．ここでのΦは正規分
布であり，SD＝√（SI2 ＋ SR2）である．
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意差はなかったが，身長増加は有意に小さかった．

タンパク質摂取量は 1.85�g/kg/日から 1.18�g/kg/

日に低下し，不十分と判定された．別の試験で

Fomon ら 33）は 1.7�g/100�kcal の処方をテストし，

身長増加についてタンパク質摂取量は十分である

という結論を出したが，2.2～2.5�g/100�kcal を与

えた対照群よりもエネルギー摂取量と，その結果

として体重増加が高かったことで，この結論につ

いて混乱が生じた．タンパク質：エネルギー比率

が不十分であることにより，ミルク摂取量が刺激

されたのかもしれない；ただ，タンパク質：エネ

ルギー比率とは無関係の未知の要因によりエネル

ギー摂取量が高くなったのではないか，と著者ら

は述べている．一般に，タンパク質：エネルギー

比率が 1.7～1.8�g/100�kcal のミルクベース処方

は，満期分娩の乳児は十分かつ安全であると思わ

れる．タンパク質摂取量の観察結果は，表 31 に

示したタンパク質推定必要量を上回っている．す

なわち，3カ月齢乳児でのこれらの試験で観察さ

れたタンパク質摂取量は，92�kcal/kg/日で 1.76�

kg/日 31），99�kcal/kg/日では 1.65�g/kg/日であっ

た 30）．処方組成中のタンパク質含量は人乳とち

がって一定であるので，タンパク質必要量が最高

である生後最初の 1カ月を含め，必ず乳児のタン

パク質必要量を満たすように処方されるべきなの

で，観察されたタンパク質摂取量は最初の 1カ月

を過ぎるとタンパク質必要量を上回り，その量は

増していく．ただやはり，粉ミルク栄養乳児のタ

ンパク質必要量を満たすように，乳児用粉ミルク

の処方は，人乳と処方との間における食事タンパ

ク質の消化吸収率，生物学的利用率，利用効率に

おける差を補うものでなくてはならない．

9.3.3  6カ月齢から18歳の幼小児/青少
年の平均タンパク質必要量と推
奨量

思春期前の男女の成長率は近似しており，男女

について一緒に推定必要量を算出することが可能

であるが，思春期にはおそらく男女別に推定する

ほうが適切ではないかと考えられる．表 26 に示

した解析では，6カ月齢から 18 歳までの全被験

者の維持値として 109.8�mg 窒素 /kg/日（0.69�g

タンパク質 /kg/日）が導かれた．この値は，成

人での試験から得たはるかに大きいデータセット

から出した 0.66�g タンパク質 /kg/日というタン

パク質の維持値に非常に近い（第7章）．そのため，

表33	a ◆	離乳後と10歳までの幼児のタンパク質摂取の推奨量
月齢（月） 維持必要量 a 成長必要量 b 平均必要量 推奨量 c（＋ 1.96SD） 1985年報告

（gタンパク質/kg 体重/日）
0.5 0.66 0.46 1.12 1.31 1.75
1 0.66 0.29 0.95 1.14 1.57
1.5 0.66 0.19 0.85 1.03 1.26
2 0.66 0.13 0.79 0.97 1.17
3 0.66 0.07 0.73 0.90 1.13
4 0.66 0.03 0.69 0.86 1.09
5 0.66 0.06 0.69 0.85 1.06
6 0.66 0.04 0.72 0.89 1.02
7 0.66 0.08 0.74 0.91 1.01
8 0.66 0.09 0.75 0.92 1.01
9 0.66 0.09 0.75 0.92 1.01
10 0.66 0.09 0.75 0.91 0.99

a 表 26 に示した摂取量に対する窒素出納の回帰分析から導いた．
b 表 29 より利用効率の 58�％で調整し，表 26 の回帰分析から導いた．
c�維持値の SDは変動係数 12�％に基づく．成長の SDは表 29/0.58（利用効率）における蓄積量の SDから計算した．維持と成長の SDの計算は本文
に記載した．
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ここでの 6カ月齢から 18 歳の幼小児/青少年につ

いての算定についても，維持値は 0.66 とした．

蓄積に必要な量（表 29）と成長のための利用

効率 0.58（表 26 参照）から，6カ月齢から 18 歳

までの平均タンパク質必要量は以下のように推定

される：

平均タンパク質必要量＝維持量＋蓄積量/効率

必要量は正規分布をとるとの前提であり，推奨

量（集団の 97.5％が必要量を超える）は平均値＋

1.96 標準偏差と推定される．幼小児/青少年での

維持値変動に関するデータはないので，協議会は

成人での値である 12％を用いることにした（第 7

章）．異なる年齢でのタンパク質蓄積率と標準偏

差を表 29 に示す．平均蓄積量（成長データ）と

同様に，成長の標準偏差を利用効率について調整

した（上記のとおり 0.58）．

乳児と幼小児のタンパク質必要量を男女合わせ

て表 33（a）に，思春期のタンパク質必要量を
男女別に表 33（b）に示す．どちらについても，
差をはっきり確認できるように 1985 年の報告 1）

の推奨量も示した．新しい値は多くの年齢につい

て以前の推定値と大きくは異ならないが一様に低

く，生後 2年まではとくに低い．必要量は 2歳ま

では極めて急速に低下するが，それ以後は成人で

の値に向かって非常にゆっくりと低下する．

9.4 乳児から18歳までの
アミノ酸必要量

9.4.1 6カ月齢までの乳児
1985 年の報告 1）で，粉ミルクと母乳両方の

含量比較により，また Holt�&�Snyderman34）と

Fomon�&�Filer35）が得た実験的証拠により，乳児

のアミノ酸必要量が検討された．その結果，母乳

の組成が必要量推定に適切であると判断された．

Dewey ら 2）は低く見積もりすぎないよう（むし

ろ上に見積もる），維持と成長についての要因加

表33	b ◆	思春期の男児と女児のタンパク質摂取推奨量
年齢（歳） 維持必要量 成長必要量 平均必要量 推奨量（＋ 1.96SD） 1985年報告

（gタンパク質/kg 体重/日）
女児
11 0.66 0.07 0.73 0.90 1.00
12 0.66 0.06 0.72 1.89 0.98
13 0.66 0.05 0.71 1.88 0.98
14 0.66 0.04 0.70 0.87 0.94
15 0.66 0.03 0.69 0.85 0.90
16 0.66 0.02 0.68 0.84 0.87
17 0.66 0.01 0.67 0.83 0.83
18 0.66 0.00 0.66 0.82 1.80
男児
11 0.66 0.09 0.75 0.91 0.99
12 0.66 0.08 0.74 0.90 0.98
13 0.66 0.07 0.73 0.90 1.00
14 0.66 0.06 0.72 0.89 0.97
15 0.66 0.06 0.72 0.88 0.96
16 0.66 0.05 0.71 0.87 0.92
17 0.66 0.04 0.70 0.86 0.90
18 0.66 0.03 0.69 0.85 0.86

a 表 33a に計算方法や注釈を記載
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算算出に基づいた乳児の値を再検討した．それに

より，母乳（800�ml 摂取）は 0～1 カ月齢では不

可欠アミノ酸を平均 45％，1～3 カ月齢では平均

61％過剰に供給していることが示された．このこ

とに加え，健康で栄養状態良好な母親からの母乳

摂取は生後 6カ月間のタンパク質必要量を満たす

と考えられることから，アミノ酸の母乳中含量を

この年齢層におけるアミノ酸必要量の最良推定値

として推奨した 1985 年の報告を，協議会は支持

した．しかし，この摂取量は実際の要求量より

も多いことについて認識しておく必要がある．表
34に混合人乳タンパク質のアミノ酸組成を，表
35にその組成値から算出した母乳栄養児のアミ
ノ酸摂取量を示す．これらの値は，母乳中タンパ

ク質のアミノ酸含量から，総窒素の 75％をタン

パク質として（表 32 に示したように）算出した．

乳の非タンパク質態窒素成分は遊離アミノ酸をい

くらか含んでいるので，表 35 に示す摂取量は総

表34◆	混合人乳タンパク質のアミノ酸組成 a

アミノ酸 平均値（mgアミノ酸/g総タンパク質） 標準偏差
リシン 69 9
トレオニン 44 6
メチオニン 16 3
ロイシン 96 12
イソロイシン 55 8
バリン 55 8
フェニルアラニン 42 14
トリプトファン 17 3
ヒスチジン 21 5
チロシン 52 8
アルギニン 23 3
プロリン 80 11
システイン 17 3
グリシン 23 3
グルタミン酸＋グルタミン 178 19
アスパラギン酸＋アスパラギン 90 11
アラニン 38 5
セリン 50 7

a 文献 36-38 から平均値と標準偏差を求めた．

表35◆	完全母乳栄養児の不可欠アミノ酸摂取量
母乳タンパク質の平均アミノ酸含量（mg/g）a，b

His
21

Ile
55

Leu
96

Lys
69

SAA
33

AAA
94

Thr
44

Trp
17

Val
55

月齢（月） アミノ酸摂取量（mg/kg/日）c

1 36 95 165 119 57 162 76 29 95
2 26 69 121 87 42 118 55 21 69
3 23 60 105 75 36 102 48 19 60
4 21 54 95 68 33 93 44 17 54
6 20 52 90 65 31 88 41 16 52

a 表 34 からの値
b�His，ヒスチジン；Ile，イソロイシン；Lys，リシン；SAA，含硫アミノ酸；AA，芳香族アミノ酸；Thr，トレオニン；Trp，トリプトファン；
Val，バリン．
c 表 32（75�％粗タンパク質含量）のタンパク質含量値に平均アミノ酸含量（mg/g タンパク質）を掛けて求めた．
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摂取量をわずかに低く見積もっている．

9.4.2 年長乳児と幼小児
1985 年の報告 1）では，年長乳児と幼小児につ

いて，未就学児と学童のアミノ酸必要量を確定し

たものの，入手できた情報は限定的で満足できる

ものではないとのコメントが補足されていた．そ

れに続く FAO/WHOによるタンパク質の質の評

価に関する報告で，これらの値についてさらに検

討を加えた 39）．そこでは，学童の値 40-44）には欠

陥があったが（文献 45 参照），未就学児につい

て 46）は，より満足のいく値を確定することがで

きるまでの暫定的な値として，すべての年齢につ

いてのタンパク質消化吸収率で補正したアミノ酸

スコア法での評点パターンの値を採用した．しか

し，これら未就学児の値については解釈が難しい．

それらはピアレビューを受けておらず，また出典

についての情報が不完全な報告から引用している

からである．とくに，リシンなどについては詳細

が限定的にしか示されておらず，この年齢の幼小

児について予想される数倍の窒素増加率となって

おり（文献 45 参照），値は全体として未就学児と

いうより 3～6カ月齢の乳児に必要な量に近い．

確実な値はないので，Dewey ら 2）が勧める要

因加算による方法を採用した．成人と幼小児につ

いて実施した，総分枝アミノ酸必要量の安定同位

体を使った試験 47，48），すなわち指標アミノ酸酸化

法（第 7章参照）によって，この要因加算による

方法を採用する妥当性が確認できる．成人におけ

る総分枝アミノ酸について得られた推定値は 144�

mg/kg/日で，これは維持値である．Mager ら 48）

が試験した 6～10 歳の小児における成長につい

ての部分は約 10�mg/kg/日と算定され，その結

表36◆	乳児，幼小児，思春期（男女合算）のアミノ酸必要量
His Ile Leu Lys SAA AAA Thr Trp Val

組織アミノ酸パターン a 27 35 75 73 35 73 42 12 49
維持アミノ酸パターン b 15 30 59 45 22 38 23 6 39

アミノ酸必要量（g/kg/日）に対するタンパク質必要量（mg/kg/日）d

年齢（歳） 維持量 成長量 c

0.5 0.66 0.46 22 36 73 64 31 59 34 9.5 49
1-2 0.66 0.20 15 27 54 45 22 40 23 6.4 36
3-10 0.66 0.07 12 23 44 35 18 30 18 4.8 29
11-14 0.66 0.04 12 22 44 35 17 30 18 4.8 29
15-18 0.66 0 11 21 42 33 16 28 17 4.5 28
＞ 18 10 20 39 30 15 25 15 4.0 26

評点パターン（mg/kg タンパク質必要量）e

0.5 20 32 66 57 28 52 31 8.5 43
1-2 18 31 63 52 26 46 27 7.4 42
3-10 16 31 61 48 24 41 25 6.6 40
11-14 16 30 60 48 23 41 25 6.5 40
15-18 16 30 60 47 23 40 24 6.3 40
＞ 18 15 30 59 45 22 38 23 6.0 39

His，ヒスチジン；Ile，イソロイシン；Lys，リシン；SAA，含硫アミノ酸；AA，芳香族アミノ酸；Thr，トレオニン；Trp，トリプトファン；
Val，バリン．
a 全身タンパク質のアミノ酸組成 37）

b 成人の維持パターン（第 8章参照）
c 58�％のタンパク質有効率で補正した各年齢層での成長の平均値を表 32 と 33 より計算した．
d 維持（維持タンパク質量×成人評点パターン）と成長（食事タンパク質の利用効率 58％で調整した組織蓄積量×組織パターン）のための食事必要
量中に含まれるのアミノ酸の合計
e 各年齢層におけるアミノ酸必要量/タンパク質必要量
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果，幼小児における総分枝アミノ酸必要量の要因

加算推定値は 144 ＋ 10 ＝ 154�mg/kg/日となり，

実験的に決定した総分枝アミノ酸の値である 147�

mg/kg/日と有意差はなかった．

アミノ酸必要量を推定するには，タンパク質必

要量についての維持と成長の部分とを合わせる要

因加算による方法を用いるが，以下の前提がある：

（a）乳児と幼小児の維持アミノ酸必要量パターン

は成人と同じである，（b）成長についてのアミ

ノ酸必要量のパターンは，全身のアミノ酸組成に

より得られる．これに基づき，表 36に維持に必
要なアミノ酸の合計として計算されるアミノ酸必

要量を示す．すなわち，「維持タンパク質必要量

（g/kg/日）×成人の評点パターン（mg/g タンパ

ク質）」と，「蓄積効率 0.58（表 26 から）×推定ヒ

ト組織パターン（mg/g タンパク質）について調

整した成長（すなわち，g/kg/日で表される組織

蓄積率）」との合計である．評点パターンは，各

不可欠アミノ酸の必要量を，特定の年齢層のタン

パク質必要量で割って示す．

未就学児（1～2 歳）の新しい要因加算による

値をこの年齢集団の以前の値と比較した結果を表
37に示す．タンパク質の質の評価に関する 1991
年の報告 39）では，その時点で満足できる成人の

値が確定できなかったため，未就学児の値をすべ

ての年齢の評点パターンとして採用した．比較の

結果，この年齢層についての 1985 年報告の値に

対して新しい値は平均 73％（リシンについては

表37◆	未就学児の要因加算必要量の以前の値との比較
Ile Leu Lys SAA AAA Thr Trp Val

アミノ酸必要量（mg/kg/日）
1985年報告 1）の未就学児（2歳） 31 73 64 27 69 37 13 38
新しい値，1-2 歳 27 54 45 22 40 23 6.4 36
新/旧比 0.87 0.74 0.70 0.81 0.58 0.62 0.49 0.95
必要量パターン（mg/g タンパク質）
1985年報告 1）の未就学児 28 66 58 25 63 34 11 35
新しい値，1-2 歳 31 63 52 26 46 27 7.4 42
新/旧比 1.11 0.95 0.90 1.04 0.73 0.79 0.67 1.20

70％）であった．しかし，この年齢の小児の新し

い評点パターンは 1985 年の評点パターンに近く，

以前の値の平均 94％である（リシンについては

91％）．その理由は，新しい値は 1985 年の報告で

用いられた推奨量ではなく，アミノ酸必要量を

平均タンパク質必要量で割った値に基づく評点パ

ターンを用いているからである．さらに，この年

齢層の新しいタンパク質必要量は，1985 年の報

告 1）の数字に近い．

2 歳以降，成人期に達するまで必要量にもパ

ターンにもそれ以上の変化はほとんどない．要す

るに，2歳より年長の小児と思春期については，

この年齢層の必要量に成長が寄与する程度は小さ

いので，評点パターンは成人のものとわずかしか

異なっていない．そのため，学童と思春期のタン

パク質の質を判定するにあたっては，3～10 歳の

年齢層について出したひとつのパターンだけを用

いるほうがより実際的であると思われる．新しい

評点パターンが食事タンパク質の質の評価に関し

てどのような意味をもつかについては，第 6章で

議論した．
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小児の体重不足は，身長に見合った体重と年

齢に見合った身長を用いて分類することができ

る．身長に見合った体重の標準値より 2�SD 以上

低いものをるいそう（wasting）といい，年齢に

見合った身長が標準値より 2�SD 以上低いものを

発育阻害（stunting）という 1-4）．これら 2 種類

の不足は同じ小児でみられることがよくあるが，

これらの発症過程は異なっており，統計的に独立

している．るいそうに至る急性で重度の栄養失調

は幼児の死亡率に大きく寄与しており 5，6），2 歳

のときにるいそうと判断される率がピークに達す

る．この時期は，離乳食の時期，下痢性疾患が多

発する時期と一致している 7）．発育阻害の自然経

過はいろいろであるが，典型的な経過は生後 3カ

月以内に直線的成長の鈍化が始まり，2ないし 3

年継続する 1）．United�States�National�Center�for�

Health�Statistics の基準では，発展途上国の未就

学児の 60％が，るいそうである 8）．2 歳のときに

るいそうと判断される率が最も高くなり，罹患率

（morbidity）と死亡率（mortality）も高くなる 9）．

前の報告 10）で述べているように，るいそうと

発育阻害は主に環境要因によるものであり，感染

症の影響と栄養不足が結合したものである．これ

ら有害な影響を排除することで，身長に見合った

体重と年齢に見合った身長の両方の追いつき成長

が可能となる．しかし，発育阻害児の身長の完全

な追いつき成長が年齢に関係なく達成可能である

か 1，11-13），また成人期前に起きると思われる身長

不足の回復の程度が国により差があるのはなぜ

か 1，3）について，完全には解明されていない．

体重不足の小児では，成長阻害に関与している

要素が除去されると，追いつき成長の速度と程度

は，不足の性質と，供給されるか入手可能な食物

のエネルギー密度，タンパク質と他の栄養素の含

量にしたがって変動する 14-16）．1985 年の報告 10）

で考察したように，追いつき成長のためのエネル

ギーとタンパク質必要量は，ある程度詳しく評価

されており 17-19），さらに Dewey ら 20）が総説し

ている．臨床的には，るいそう児に対して，低タ

ンパク質維持食と関連する治療による初期管理を

行い 21，22），その後の体重の追いつきは非常に速く，

その子が摂取可能な栄養素量によってだけ制限を

受ける．他の点では栄養的に完全な人工乳では，

エネルギー密度が律速となる．したがって，重度

の栄養失調であるるいそう児は非常に食欲旺盛と

なり，要求に応じてエネルギー密度が高い人工乳

を供給すると，正常速度の 20 倍という非常に高

い体重増加速度を達成することがある．その結果，

身長に見合った適切な体重を速やかに回復するこ

とが可能となる 1，16，23）．しかし，このような追い

つき成長速度は，現実の社会における食事供給で

は達成することが容易ではなく 24），1 日の平均成

長速度の 8倍までの追いつき成長速度がガンビア

で報告されている 25）．

第10章
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10.1 るいそう児での急速な
体重増加のための
タンパク質必要量

体重増加のための必要量を要因加算法により算

定することは比較的簡単であるが，体重増加とそ

の組成（除脂肪または脂肪組織），タンパク質と

エネルギー維持値の程度，食事タンパク質とエ

ネルギーの利用効率，正味タンパク質利用効率

と脂肪の蓄積効率について仮定する必要がある．

Golden26）は，追いつき成長中の組成の観点から，

体重増加速度について体重増加とその組成の関数

としてエネルギー必要量，タンパク質必要量，タ

ンパク質エネルギー比率（PE比率）の式を導き，

これらの予測を公式化しようと試みた．実際には

このような予測手段は，とくに体重増加のための

エネルギー必要量を予測するには有用であるが，

タンパク質の予測値は，とくに急速に体重が増加

している間は，非常に不正確である．それは，予

測式はタンパク質利用効率について単一の固定値

（たとえば 70％）に依存しているが，現実には，

タンパク質利用効率の値は広範囲にわたっている

からである．小児で急速に体重が増加している間

は，増加体重の速度と組成に大きなばらつきがあ

るという科学的な証拠がある．そのことは生物価

または消化吸収率の関数ではない窒素利用の変動

が大きいことを示唆している．この変動の一部は，

除脂肪組織の増加による栄養素の制限（たとえば

亜鉛による）に関係しているが，それほどよくは

わかっていない他の要素も関与している．理由は

なんであれ，観察される成長速度が予測した結果

に合致すると仮定することはできない．

急速な体重増加についての試験 27）で，栄養失

調であった幼児に 2 レベルのタンパク質摂取量

（3.1�g/kg/日と 4.6�g/kg/日）と少し異なるエネ

ルギー摂取量（165�kcal/kg/日と 154�kcal/kg/日）

で食事を与えた．成長速度はそれぞれ 16�g/kg/

日と 12�g/kg/日であった：すなわち体重増加は

エネルギー摂取量から予測した値に近かったが，

タンパク質摂取量や食事 PE比率から予測した値

とは一致していなかった．後者の場合，タンパク

質摂取量が高くなると体重増加速度が高くなると

いう予測であったはずである．タンパク質利用効

率は仮定した値とは合致せず，PE比率が高くな

るにしたがって低下した．

単一の高エネルギー人工乳を満腹するまで与え

られた栄養失調の小児で急速に体重が増加してい

る間のエネルギー出納を慎重に検討した試験で，

Spady ら 17）は体重増加速度が 20�g/kg/日以上も

変動したことを報告した．エネルギー貯留量（摂

取量から支出を引いた量）の平均値は体重増加 1�

g あたり 3.3�kcal で，これはタンパク質 14％（5.67�

kcal/g 総エネルギー）と脂肪 27％（9.36�kcal/g

総エネルギー）に相当し，個別の値は 1.2�kcal/g

から 5.7�kcal/g の範囲であった．この結果は，除

脂肪組織が体重増加の約 100％と 50％の間で変動

したことを示している．同じ施設で同じような小

児のリハビリテーション中における筋肉量に関す

る直接試験で，体重増加への寄与に大きなばらつ

き（10～82％）があることが確認された 18）．

表 38に，栄養失調のるいそう児でみられた反
応に基づき，タンパク質とエネルギー摂取量の関

数として，追いつき成長中の栄養失調児の体重増

加速度の例を示す 17）．算定にあたっては，成長

速度に対する代謝可能エネルギー摂取量の回帰直

線の切片値から，維持（ゼロ成長）エネルギー必

要量を 85�kcal/g と仮定した．

体組成について 2 つの値が示されている．そ

れらは正味成長コスト 1�g あたり 3.3�kcal と 5.1�

kcal，すなわちタンパク質 14％，脂肪 27％に相

当する平均値と，タンパク質 9.6％，脂肪 50％の

高脂肪値である．平均値のほうには，9カ月齢か

ら 2歳の正常幼児について報告されている正常な

体組成，すなわちタンパク質 18％と脂肪 20％よ

りも脂肪がやや多く含まれている 30）．したがっ

て，2種類の結果で示された成長のための総エネ

ルギー必要量は，体重増加 1�g あたり 4.1�kcal と
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6.0�kcal である．これら 2種類の値は，維持エネ

ルギー，貯留エネルギー，タンパク質と脂肪貯留

の代謝コスト，貯留されない過剰な食事タンパク

質に基づいている．エネルギー摂取量が一定の場

合，体重増加率は後者のほうが遅い．タンパク質

必要量算定に用いる要因加算法は，第 9章で考察

した正常小児で用いたものである．維持タンパク

質必要量の安全レベルは，乳児と 6カ月齢以上の

小児について第 9 章で確認した維持値（0.66�g/

kg/日）から，12％の変動係数にしたがって安全

摂取量に調整し（すなわち 0.82�g/kg/日），貯留

のための食事タンパク質利用効率を 70％と仮定

し，成長のための食事タンパク質利用は追いつき

成長中高いと仮定して，算定される．この算定方

法だと，食事タンパク質の利用効率がもっと高い

場合には，実際のタンパク質蓄積効率を低く見積

もることになるかもしれない．しかしいずれにし

ても，タンパク質利用効率と成長の代謝コストの

実際の効率については不確かな点が多く 28），栄

養失調児においてはとくにそうである 19）．

表 38 の推定に関して，注目すべき点が数個あ

る．蓄積した組織の組成は，そのエネルギー密度，

成長のための食事エネルギー必要量，その結果と

して一定の食物エネルギー量で達成可能な体重増

加に影響を及ぼす．2例のエネルギー密度は，体

重増加 1�g あたり食事エネルギー 4.1�kcal と 5.99�

kcal となり，これを 1985 年の報告で引用された

丸め値 5�kcal/g と比較することができる．これ

らの例のうち最も高い成長速度の場合には，脂肪

充足のレベルによって，正常な小児と比べて 88

～125％の付加エネルギーを必要とする．その結

果，標準食（通常約 12％エネルギーの PE比率）

では，12�g/kg/日という急速な追いつき成長を達

成することはできるが 27），エネルギー密度を油

または砂糖によって高くしなければ，摂取量が嵩

により制限される可能性がある 21，23，27）．成長に必

要な分を超える食事タンパク質によって食欲が鈍

化して，標準高タンパク食を多く摂取することが

できなくなることもある 19，31）．しかし，身長に見

合った適正な体重が回復されると通常摂取量はお

のずから制限されるようになるが，エネルギー密

度が高い食物により，過剰エネルギー摂取とその

結果，過剰脂肪蓄積が発現する可能性は高い．

表38◆	異なる体重増加速度における追いつき成長のためのタンパク質とエネルギーの必要量
体重増加の典型的組成 脂肪蓄積速度が速い場合 b

正味の成長のコスト
（kcal/g）c 3.29 5.12

成長の全コスト
（kcal/g）d 4.10 5.99

食事からの必要量
増加速度
（g/kg/日）

タンパク質 e

（g/kg/日）
エネルギー f

（kcal/kg/日）
タンパク質/

エネルギー（％）
タンパク質 e

（g/kg/日）
エネルギー f

（kcal/kg/日）
タンパク質/

エネルギー（％）
1 1.02 89 4.6 1.0 91 4.2
2 1.22 93 5.2 1.1 97 4.5
5 1.82 105 6.9 1.5 115 5.2
10 2.82 126 8.9 2.2 145 6.0
20 4.82 167 11.5 3.6 205 6.9

a 無脂肪組織：脂肪組織 73：27．タンパク質 14％と脂肪 27％に相当．
b 無脂肪組織：脂肪組織 50：50．タンパク質 9.6％と脂肪 50％に相当．
c 5.65�kcal/g タンパク質と 9.25�kcal/g 脂質に基づく．
d 脂質とタンパク質の蓄積の代謝効率をそれぞれ 90％と 73％ 28，29）に補正した正味のコスト，それに，利用されない付加的なタンパク質の代謝エネ
ルギーをプラス．
e 蓄積組織の 14％のタンパク質を利用効率 70％で補正し，それに維持のための推奨量 1.24 × 0.66�g/kg/日＝ 0.82�をプラス（第 11 章参照）．
f 維持エネルギー量 85�kcal/g（維持のタンパク質エネルギーを含む）＋全エネルギーコスト 4.10�kcal/g 体重増加．
g 蓄積組織の 9.7％のタンパク質を，利用効率 70％で補正し，それに，維持のための推奨量 1.24 × 0.66�g/kg/日＝ 0.82；1.27 × 0.58�g/kg/日＝ 0.737�
をプラス（第 11 章参照）．
h 全エネルギーコストが 5.99�kcal/g 体重増加である以外は脚注“f”と同じ．



144
263-01278

普通の小児でのタンパク質利用効率は，58％と

仮定されていたのに対し，急速回復中の小児につ

いては 70％という高い値が仮定された．このよ

うな高い体重増加速度を達成するために必要な摂

取量のタンパク質含量は，相対的に除脂肪組織の

正味蓄積速度が非常に高い場合を除いて，標準人

工乳よりかなり低いのが普通である．

実際に，脂肪と除脂肪組織の相対的貯留量は，

回復の間一定ではない．そのため，ある摂取量で

の体重増加は，除脂肪組織蓄積量が高いため，は

じめは予想したより速く，その後脂肪蓄積量の

割合が高くなると遅くなることがある．たとえ

ば，すでに報告されているように 27），高タンパ

ク標準人工乳（PE比率＝ 12％エネルギー）を与

えた栄養失調児では，当初エネルギーを制限し

た 99�kcal/kg/日とタンパク質 3.0�g/kg/日の摂取

で 7�g/日の体重増加，155�kcal/kg/日とタンパク

質 4.6�g/kg/日の摂取で 12�g/kg/日の体重増加で

あった．この結果は，最初は除脂肪組織の増加が

多く，体重増加のエネルギー相当量は約 2�kcal/g

で，その後脂肪の相対的蓄積量が増加すると 5.9�

kcal/g に増加することを意味している．

表 38 に示した PE 比率は，そこに示した成長

速度と組織組成についての例であり，タンパク質

必要量とエネルギー必要量における個人間変動を

考慮に入れて出した安全または基準 PE比率とは

異なる（第 5章参照）．

10.2 るいそう児における
身長の追いつき

るいそう児では，身長に見合った体重の追いつ

きは速いが，年齢に見合った身長の追いつき速度

はずっと遅く，身長不足が回復されるには，はる

かに長い時間がかかると思われる 1-3）．事実，る

いそうと発育阻害の両方がある場合，適切な食事

を与えれば身長に見合った体重は急速に回復する

が，身長の増加速度がピークに達するのは身長に

見合った体重が回復した後である．身長追いつき

のためのタンパク質必要量に関しては 2つ重要な

問題がある．

ひとつは，正常な成長を超えた付加的組織蓄積

のための食事供給である．このゆっくりとした追

いつき段階のための必要量が年齢に見合った身長

の追いつき速度に依存することは明らかである．

しかし，いずれにしても必要量は多くなく，表

38 に示した低いほうの体重増加速度に関連した

量である．1985 年の報告 10）と 6 カ月で回復した

2歳の発育阻害児についてDewey ら 2）が報告し

ている例は，わずかに 2�g/kg/日の成長速度を示

しており，そのために余分に供給する必要がある

のは，PE比率が 5％エネルギー以下の比較的低

タンパク質食を 8～10�kcal/kg である．このエネ

ルギー量は身体活動とエネルギー消費量の変動に

伴う摂取量の正常な変動内であると思われ，微量

栄養素とミネラルについて栄養的に十分である食

事では，この必要量をかなり超えるタンパク質摂

取量が供給される．

タンパク質必要量に関する第二の，そしておそ

らくもっと重要な問題は，身長の伸びのための最

適な調節刺激または同化の推進力を与えるのに必

要な食事タンパク質濃度に関係している．実際に，

身長の正常な成長のための栄養的な調節と必要量

については依然としてよくわかっておらず，発育

阻害において特定の栄養素がどのような役割を果

たしているのかについても同様である．そのひと

つの理由は，タンパク質，亜鉛，カリウムなど，

関係していると思われる栄養素がすべて不足を確

認するのが難しい，ということであり，Golden32）

はそれらをタイプ 2の栄養素と定義している．し

かし，食事タンパク質が骨の長さの成長のために

重要な同化の推進力を与えるとする明らかな実験

的証拠が，動物試験 33，34）で得られている．

高タンパク食物を付加した数件の介入試験で身

長の伸びが増加したことにより，食事タンパク質

がヒトの直線的な成長のために重要であることが

示唆された35-38）．タンパク質の特異性については，
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ヒトでの身長の成長試験で結論を得なければなら

ないが，動物試験において基礎必要量を超える摂

取量 33），IGF-1（インスリン様成長因子）35，36，39）を

介する食事にタンパク質を補給した研究結果は，

骨の長さの成長に対するタンパク質の特異的な刺

激作用を示唆している．残念ながら，食事タンパ

ク質の作用の定量化につながる証拠はほとんど得

られていない．Kabir ら 35，36）は標準食の PE比率

を 7.5％エネルギーから 15％エネルギーに上げる

ことによって 2～4歳の小児における成長を速め，

またFjeld,�Schoeller�&�Brown23）は，11％エネル

ギーの PE比率で 8％エネルギーより速い身長の

成長を報告している．Malcolm38）は，小児の食

事の PE比率を 4.3％エネルギーから 8.4％エネル

ギーに上げることにより，すなわち，その食事は

タンパク質ではなくエネルギーを制限した食事で

あるが，この食事により身長の成長を著明に刺激

した．このことは，身長の成長の加速に伴い脂肪

過多症が低下したことによって判断している．

総合すると，これらの試験は，十分な追いつき

成長または正常な直線的な成長のための食事タン

パク質必要量は，第 8章と表 38 で考察した要因

加算法により求めた維持必要量や組織蓄積のため

の必要量よりも大きいことが強く示唆されてい

る．しかし，他の栄養素を管理した用量反応試験

や介入試験は行われておらず，食事中の最適タン

パク質レベルを確認することはできない．またそ

のレベルが，他の栄養素を適切なレベルで供給す

る混合食や，約 10％の消化吸収可能な PE 比率

を含んでいる肉を使わない西洋式菜食によって得

られる摂取量よりも高いのかを決定することもで

きない 40，41）．

文　献
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栄養と感染症は相互に相乗的に作用する 1）．繰

り返し感染症にかかると，体窒素を損失させ栄養

状態を悪化させる；その結果栄養失調となり，そ

のことによりまた感染症への感受性が高くなる．

小児では，健康の重要な指標である身長の成長と

体重増加が恵まれない地域で低い 2-5）．後に発育

阻害につながる成長速度の低下は，生産性低下や

機能障害を含む長期的作用と関連している 6）．こ

の成長速度の低下の理由は，様々な要因によって

引き起こされており，貧しい食事と劣悪な環境の

相互作用 7），そしてとくに細菌性感染症と寄生虫

の体内侵入の結果を反映していると思われる 8）．

感染症は通常，個人の代謝と臨床に一連の変化

をもたらす．代謝亢進，負の窒素出納，糖新生増

加，脂肪酸化増加を含む代謝パターンは，ホルモ

ン，サイトカイン，その他の炎症仲介物質によっ

て調整されており 9），食物摂取の低下によって悪

影響を受けることが多い．臨床兆候としては，発

熱，そして感染部位により，咳，下痢といった症

状があり，栄養状態の変化や症状によって悪化す

る．内臓は感染症にかかることが多いので，代謝

過程での内因性タンパク質の利用性については，

除脂肪量の主要蓄積部位は筋肉である．民族性や

事前の栄養状態により異なる集団における体骨格

筋の総量は変動し 11，12），創傷後の負の窒素出納反

応は，筋肉の栄養状態が栄養失調の人より良好な

人のほうで高い傾向がみられる13-15）．除脂肪組織，

広くは筋肉量の有意な減少は，免疫反応を弱め，

身体活動を低下させる．食事にタンパク質を加え

ることで，免疫反応や回復反応のためのアミノ酸

必要量の一部を満たすことになると思われる．

この章では，1日のタンパク質とアミノ酸必要

量に対する感染症の影響について説明する．タン

パク質の栄養状態に対する感染症の影響について

は，Scrimshaw ら 14）が様々な病原体と栄養素に

ついて広範囲にわたって総説している．

11.1 感染症に対するタンパク
質とアミノ酸反応の
パターン

創傷や感染症は，身体からの窒素損失を増加

させる．細菌性またはウイルス性感染症に対す

る特異的反応について，窒素出納の観点から，

Powanda�&�Beisel によって総説されている 16）．

細菌，リケッチア，ウイルスといった様々な微生

物による感染症に対する成人の異化反応は，これ

ら微生物への暴露中または明らかな感染中に代謝

出納試験により前向きに評価された．重度の症例

では，抗生物質により感染症を治療した．全例で

窒素損失があり，損失量は被験者が発熱していた

日数に比例しており 16）（表 39），腸チフスなどの
細菌性感染症で最も重篤であった．被験者の摂食

量は疾患により低下したが，同量の食事を与えた

健常対照被験者は，感染症によって誘発された窒

素損失のうち食事量制限によるものは約 1/3 でし

かないことが示された 17）．したがって，この結

果は食事へのタンパク質補足により，観察された

第11章
タンパク質とアミノ酸の
必要量に対する感染症の影響
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負の窒素出納の一部を直接減らすことが可能であ

ることを示している．このデータで特筆すべき特

徴は，負の窒素出納が発熱の持続期間によって決

まり，発熱性反応がはじまるまで負の窒素出納は

みられなかったことである．しかし，発熱が消失

した後も負の窒素出納は持続した．試験でとりあ

げられた最も軽度のウイルス性発熱（サシチョウ

バエ熱；発熱性反応は 37.7℃（100℉）と軽度で

3日続いただけであった）の場合，正常量の食事

タンパク質とエネルギーを与えた被験者が負の窒

素出納から回復するのに 10～11 日かかった 16）．

一般に，身体からの窒素損失量が増加する異化反

応が起きるとき，Wilmore9）は感染症に対する異

化反応のパターンを，以下の観察結果として要約

した：

・窒素損失は主に尿素として尿経由で増加する

が，発熱と発汗により，大量の窒素が汗経由で

失われる 14）．

・用量反応性がみられ，感染症（発熱について）

が重度になるほど窒素損失量は多くなる．

・同様の創傷を受けた後，栄養状態良好な人のほ

うが不良な人よりも，窒素損失量が多い．

・反応は一定ではなく，経時的で，ピークまで増

えていき，その後は徐々に平衡状態に戻る．

感染者ではその他の反応が発現することもあ

る．異化反応の特徴は，窒素損失と筋肉からのア

ミノ酸窒素の流出である．筋肉から遊離される主

なアミノ酸は，アラニンとグルタミンである 18，19）

が，遊離される量は筋肉タンパク質に含まれてい

る量よりも多い．したがって，筋肉で必須アミノ

酸からの窒素を使って，これらアミノ酸のデノボ

合成が行われ，骨格筋タンパク質の損失が増大す

る．この現象は重度または長期感染症で顕著であ

り，筋肉がやせてくる．筋肉からのアミノ酸窒素

の流出によって，肝臓における糖新生の必要性が

満たされる；アラニンからグルコースへの転換は

窒素残留物を生じ，それが排出される．グルタミ

ンは，腸上皮細胞やリンパ球，マクロファージな

どの免疫細胞にとって好ましい燃料である．グル

タミンは腎臓でアンモニアを供給し，それがろ過

された水素イオンと結合してアンモニウムイオン

を生成し，それが排出される．

血漿と骨格筋でもアミノ酸の減少がみられる．

一般に，血漿中アミノ酸の大部分は，発熱が始

まる前の 22），感染症の早い段階に減少する 20，21）．

血漿中グルタミンも減少する 23）．重症疾患では，

血漿中のロイシン，リシン，トレオニン，ヒスチ

ジン，グルタミン濃度の低下がみられている 24）．

逆に，血漿中のフェニルアラニンとトリプトファ

ン濃度の上昇がみられている 21，24-26）．感染症に

反応して肝臓で生産される急性期タンパク質は，

フェニルアラニンとトリプトファンを高濃度に含

んでおり，血漿中のフェニルアラニン濃度の上昇

と肝臓への取り込みの増加がこの過程を誘発して

いるものと思われる．血漿中アミノ酸濃度のこの

ような変化は，感染症が消失するまで続く傾向が

あり，肝臓による急性期タンパク質合成がサイト

カイン刺激によって増加することによる同化反応

と関連している 27，28）．筋肉内のタンパク質とアミ

ノ酸濃度の変化も顕著である．総遊離アミノ酸と

グルタミンの濃度は，菌血症に関連する重症疾患

では，半分以下に低下することがみられている．

逆に，分枝アミノ酸と芳香族アミノ酸の濃度は，

表39◆	感染症の重症度と窒素損失
感染症 窒素損失（g） 平均発熱期間（日）

重症腸チフス 186 25
中等度腸チフス 87 15
野兎病 52 6
Q熱 40 5
サシチョウバエ熱 16 3
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重症疾患時に上昇した 25）．

結核は，世界的に，そしてとくに恵まれない

人々における主要な感染症である．結核による推

定死亡者数は，毎年 3～4 百万人である 29）．一般

に，結核におけるタンパク質動態は，他の感染症

に対する反応に似ている；しかし，結核患者（診

断されたが，治療は受けていない）の研究では，

BMI を適合させた対照被験者と比べて，結核患

者では食事に反応して筋肉の合成速度低下がみら

れた30）．食事に反応してみられるこの同化阻害が，

これらの患者でみられた体重低下亢進の原因の一

つかもしれない．唾液や痰を過剰に出すことも，

タンパク質損失の一因と考えられる 31）．るいそ

うと関連する別の慢性疾患である類鼻疽患者で

は，タンパク質回転が非感染被験者と比べてほぼ

40％増加した；しかし，結核とは対照的に，正味

の異化速度に有意な変化はみられず，食事に反応

してみられる同化阻害も観察されなかった 32）．

11.2 HIV/AIDSの意味する
もの

ヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染と後天性免

疫不全症候群（AIDS）で発現するるいそうは，

多くの要因により，脂肪と除脂肪組織を損失させ

る．体重の変化は通常，二次感染の開始によっ

てより顕著となるが，その前に現れることもあ

る 33）．このことは，一次HIV 感染だけでなく日

和見感染も体重減少の原因となることを示唆して

いる．したがって，日和見感染はタンパク質動態

を相乗的に変えるので，HIV 感染による体重減

少は症状が現れていないHIV 陽性者で評価する

必要がある．HIV 感染者の一次的な病理学的変

化は CD4�T リンパ球の減少で，それが免疫不全

を誘発し，多様な臨床症状を発現させる．除脂肪

組織の損失は，HIV 感染者における体カリウム

の総量に関する研究で示されたように 34），生存

時間に関連している．体重減少の原因は負のエネ

ルギー出納と関係しており，エネルギー支出量の

増加よりむしろエネルギー摂取量の減少と結びつ

いている 35，36）．エネルギー摂取量の減少は，おそ

らく栄養素の吸収不良と関連しているのではない

かと思われる．体重減少，とくに除脂肪組織損失

のもうひとつの理由は，正味のタンパク質異化反

応であり，これは十分量のタンパク質を摂取して

もみられる．HIV 陽性者のうちで不良転帰のリ

スクが高いのは，食事摂取量が低い者であると思

われる 37）．

HIV 感染者の体重減少は一時的なものである

傾向があり 36），二次感染に関連した体重減少期

間の間に安定期がある．失われる体重の約 60％

は除脂肪組織である 38）．この除脂肪組織損失は

生存に関わってくるので，栄養療法の目的は除脂

肪量を回復させるものでなければならない．単に

タンパク質を供給するだけではこの過程を助ける

ことにはならないと思わる．これに関しては，タ

ンパク質（乳清）だけよりも，持久性の運動を加

えると筋肉量，体力，生活の質（QOL）の指標

を向上させるのに有益であることが示されてい

る 39）．

哺乳類の組織に高濃度で存在するグルタチオン

は，細胞保護に関連する多様な機能を数多く有し

ている 40，41）．HIV 感染者では，血漿と他の体液

中のグルタチオン濃度が低い 42，43）．HIV 感染者

の生存と CD4 細胞中のグルタチオン不足との間

には強い関連性があるので 44），このことは臨床

的に意味がある 44）．HIV 感染者におけるグルタ

チオン不足の一因は，合成速度（赤血球のグルタ

チオン合成によって測定される）の低下である．

この低下したグルタチオン合成速度はシステイン

を補うことで約 25％増加させることができる 45）．

グルタチオン合成が十分であるかを測定する別

の研究では，症状が現れていないHIV感染者は，

低用量のアセトアミノフェンを与えられるとグル

タチオン合成速度を上げることができないこと

が示された 46）．HIV 陽性者でグルタチオン濃度

が低いのは，この分子が抗酸化性なので需要が高

くなることによるのかもしれない；しかし，HIV
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陽性者でグルタチオン除去が増加するとは思われ

ない 42）．むしろ合成能力が低下することに原因

があり，合成前駆物質の供給が不十分であること

と関係があるのではないかと思われる．HIV 感

染者ではシステインの細胞内濃度が低いことが報

告されており 47，48），システインを補うことで赤血

球のグルタチオン合成速度が増加した 45）．この

ことは，食事タンパク質の摂取量が十分である場

合でもグルタチオン不足が起きる主な原因は，シ

ステインの不足であることを指摘している．

HIV 感染者における制限アミノ酸は，アミノ

酸注入後，対照者との比較で最低の血漿中濃度を

示すものであるとするのは理にかなっている 49）．

この考え方に基づいて測定した結果，HIV 感染

者に短時間アミノ酸を注入後，トレオニン，バリ

ン，リシン，メチオニンの血漿中濃度が低いまま

であった．しかし，アミノ酸反応のパターンは，

体の大きさに対する注入アミノ酸の量（この場合

には注入量は一定であった），注入経路，事前の

食事内容，アミノ酸混合物中の個々のアミノ酸比

率，被験者のホルモン環境による影響は少なくと

も受けるものと思われる．たとえばインスリン濃

度は，HIV陽性者のほうが高くなった 49）．しかし，

この研究は，HIV 感染者の必要量で制限アミノ

酸を確認しようとした唯一の試みである．

11.3 感染症における
タンパク質推奨量に
ついての提言

感染症では，栄養素とタンパク質の必要量増加

を満たすことで，完璧な治療戦略となるわけでは

ない．感染症について一般的にいえることとして

は，適切な治療を行う必要があり，栄養は治療の

補助的手段である．重度の感染症については，抗

生物質で適切に治療する必要がある．また付随し

て発熱が発現すると栄養素の需要が高くなり，こ

れについても対処しなければならない．

一般的に，急性感染症で推奨量が高くなるのは，

長期の減少を補うためであり，それは回復期全体

に及ぶ．感染症に伴う食欲不振によりタンパク質

摂取量を付加することはできず，感染中にタンパ

ク質を強引に与えても逆効果である．結核等の慢

性疾患では，疾患と治療の期間を長引かせている

毎日の損失量を補うことである．

集団レベルでもっと大きい問題は，持続的な免

疫活性化と腸吸収能力低下が存在する可能性があ

る環境での個人の状況である．そのような状況で

は，はっきりした臨床症状としては現れないが，

タンパク質の要求量が増大する 50）．現在世界中

で広く蔓延しているHIV 感染や結核といった長

期感染症での推奨量についても考慮する必要があ

る．

長期感染症の観点から，動態データに基づくこ

れらの状況下での窒素損失に関する解析結果を表
40に示す．3 カ国における結核，HIV 感染，類
鼻疽の 3疾患について 30，32，35），タンパク質動態の

指標としてロイシン動態を用いる同じ方法で研究

し比較した．2件の研究で除脂肪量が正常になっ

た酸化データが示されたので，体重に対してこれ

らのデータを再計算し，すべての研究を比較可能

となった．これらは短期試験で，食事を与えない

状態と与えた状態で 4時間測定をしたが，食事を

与えない期間と与えた期間のロイシン出納値は，

両期間における摂取と酸化の差として算定するこ

とができ，各例で 12 時間に外挿した．食事を与

えない状態と与えた状態での 12 時間の出納を加

えて，24 時間の値を出し，24 時間のロイシン出

納を（食事のロイシン含量と約 8％の体タンパク

質に基づいて）窒素値に転換した．このようにし

て求めた窒素出納は，必要量が増加することを表

していた．この再計算に基づくと，慢性細菌性疾

患患者では窒素損失量が増加したが，症状が現

れていないHIV 感染者では増加しなかった．結

核患者では，この研究の対照者より約 45�mg�N/

kg/日，出納が負であった．提言にこれらのデー

タを使うため，対照群と感染群の両方において，
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外挿で同じ系統誤差があったと仮定した．その結

果，対照群と感染群との窒素出納の差は，各疾患

における余分な窒素損失量を表しており，これを

各研究での窒素摂取量に対するパーセンテージと

して表し，増加した必要量を満たす推奨量を求め

ることができる．この方法で，窒素摂取量に対す

る窒素損失量を算定した結果，結核患者の窒素必

要量は対照者より約 25％高かった（表 40）．この

解析結果によれば，HIV 感染者は窒素平衡の状

態にあり対照者と差はなく，タンパク質摂取量を

高くする必要は事実上なかったと思われる．しか

し，両群ともエネルギー摂取量は 156�kJ/kg/日，

窒素摂取量は 200�mg/kg/日で，タンパク質の安

全摂取量 0.83�g/kg/日の窒素量（133�mgN/kg/

日）より約 50％高かった．結核群とHIV 群の重

要な差は，結核群では研究時に全員が臨床的に疾

患状態であり，多くの患者で発熱と咳がみられた

ことであった．さらに，結核患者のほとんどが診

断を受けただけで，治療はまだ始まっていなかっ

た．別の慢性細菌性疾患である類鼻疽では，上に

詳細を記述したのと同じ計算方法で，窒素損失量

は約 15％増加した．この群で損失量が低かった

のは，病状が比較的均一ではなかったこと，研究

の日には軽度の発熱があったが，研究の 2週間前

まで抗生物質の投与を受けていたことによると思

われる．また，結核患者よりエネルギー摂取量が

高かった（表 40）．

これらのデータを総合すると，慢性細菌性疾患

ではタンパク質の推奨量は約 25％程度で，一方，

症状が現れていないHIV感染者では，エネルギー

摂取量が十分であれば，タンパク質の安全レベル

である 0.83�g/kg/日より約 50％高い窒素摂取量

で窒素平衡が達成される．るいそう状態でのタン

パク質補給は，身体活動を奨励し，同時に十分量

のエネルギーを摂取することが最も効果的であ

る．

付加するタンパク質推奨量の概算値を求めるも

うひとつの方法は，窒素出納により，感染症の期

間の窒素損失量を測定することである．この方法

は，比較的急性で限定された細菌性疾患で用いら

れてきた31，50）．タンパク質の付加損失量が平均0.6�

g/kg/日で，このタンパク質を補給するためには

消耗期間の 2～ 3倍の期間が必要であり，回復期

には食事に付加したタンパク質が利用可能である

と仮定すると，タンパク質の増加した必要量を満

たすためには 0.2～0.3�g/kg/日が必要となる．こ

れは，タンパク質必要量は小児期と成長期，そし

て高齢者では変動するので，その人の年齢による

が，正常の必要量の約20～30％に相当する．下痢，

赤痢，腸チフス熱のときのようにタンパク質損失

量が多くなれば，損失量を補うのにさらに多くの

タンパク質が必要となる．下痢や赤痢におけるタ

ンパク質損失量を 0.9�g/kg/日と仮定すると，回

復期を 2～3 週間として，付加するタンパク質推

奨量は 0.2～0.3�g/kg/日となる 31，50）．しかし疾患

の期間が何カ月またはそれ以上の慢性疾患では，

表40◆	急性細菌性感染症と慢性細菌性感染症におけるタンパク質必要量
状態 付加するタンパク質推奨量（％タンパク質必要量）
未治療結核 25
一部治療した類鼻疽 15
症状が現れていないHIV 感染 50
腸内寄生虫 10
急性細菌性感染（回復期） 20
急性下痢（回復期） 30
敗血症 30

結核，類鼻疽，HIV感染，腸内寄生虫 30，32，35，53）のデータは，本文中の計算に基づく．症状が現れていないHIV感染者は，タンパク質の安全摂取量
より約 50％多い窒素摂取量で窒素平衡の状態であった．急性細菌性感染と急性下痢のデータは Scrimshawら 14）のデータ．必要量は回復期を通して
追加の損失を戻すものとして計算された．敗血症のデータは Ishibashi ら 51）のデータ．
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窒素損失量を完全に毎日供給することが重要であ

る．回復期と補充過程では必要量は高いままであ

ると思われるが，利用効率の変化が回復期まで続

く可能性が非常に高い．

敗血症や外傷性障害のようなもっと重症の疾患

で経験するタンパク質損失はもっと劇的で，これ

らの患者の代謝プロファイルの変化と関連して

いる可能性がある．血行動態が安定している重

症疾患患者について慎重に実施した研究で，エ

ネルギー摂取量は同じまま，タンパク質摂取量

を 30％増やして 1.2�g/kg/日とすると，タンパク

質損失量または負のタンパク質出納は半分に低下

し，約 1�g/kg/日となった 51）．

腸に寄生虫がいる低栄養の人のリシン必要量を

確認する目的でとくに立案された研究は 1組しか

ない 12，52，53）．その研究で，スラム街に住んでいる

長期低栄養の人は清潔な環境に住む高い社会経済

的階層の栄養良好な対照者と比べて，リシン必要

量が約 50％高いことがわかった．治療が効果を

あげた後，被験者は通常のリシン摂取量でアミノ

酸出納が均衡状態となったので，リシン必要量が

高かったのは多くの場合，腸に寄生虫がいたこと

によるものと思われる．

まとめると，感染症時におけるアミノ酸推奨量

を提案するのに十分なデータは集まっていない．

臨床転帰に基づく数件の研究で，特定のアミノ酸

を食事に補給することで臨床的有益性が得られる

ことが示されているが，用量反応試験が行われて

おらず，定性的にしか使用できない．アミノ酸の

過剰補給（全タンパク質補給を行う，または行わ

ない）にも問題があることを認識することが重要

である．ラットでは，アミノ酸の過剰補給（とく

にトレオニン，メチオニン，分枝アミノ酸）によ

りマラリア感染症の重症度が高くなる 54）．また，

低タンパク質食を摂取している正常な女性で食事

にメチオニンを補給する研究では，5-L- オキソ

プロリンの排出が増加することが示された 55）の

で，食事へのメチオニン補給によりグリシンの必

要性は確かに高くなると思われる．

文　献
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本報告で推奨されたタンパク質とアミノ酸必要

量は，両方とも前回の報告と比べると，かなり変

更されている．タンパク質については，成人の値

はわずかに異なる（10％高い）だけであるが，幼

児と小児の推奨値は，1歳の小児では 1.57�g/kg/

日から 1.14�g/kg/日へ，10 歳の小児では 0.99�g/

kg/日から 0.91�g/kg/日へと，かなり低下した．

これらの変更は，幼児と年少小児の必要量の要因

加算法に母乳摂取量のもつ意味を再評価した結果

である．したがって，このモデルは維持量と現時

点で最良のタンパク質貯留量の要求を満たすタン

パク質摂取量の予測値である．そして母乳摂取量

から予測される必要量に近いがそれよりも高いタ

ンパク質摂取量を予測した値である．これらは，

母乳からのタンパク質摂取量は不足するリスクは

最小であると仮定している．

アミノ酸について，主な変化は成人の推奨値が

高くなったこと，そして幼児と小児の必要量を算

定するのに要因加算法を用いたことである．この

方法では，成人のパターンに近いと考えられる維

持値と貯留組織のアミノ酸組成についての現時点

における最良推定値とを組み合わせることによっ

て，必要量パターンを出した．1985年の報告では，

未就学児から成人まで年齢とともに必要量の値が

顕著に低下した．しかし，幼児と小児の必要量を

算定するのに要因加算法を用いると，この年齢に

関連した変化はずっと小さくなる．リシン，トレ

オニン，トリプトファンについて未就学児の値は

以前の値の 40％～60％であるが，成人では値は

ずっと高く，とくにリシンとトレオニンについて

は 2.7 倍である．しかし，未就学児の評点パター

ンは以前の値に近く，リシン，トレオニン，トリ

プトファンについては以前の値の 63％～85％で

ある．これは，算定にあたって，タンパク質の推

奨量必要量ではなく平均値を用いたためである．

まとめると，これらの変化は，以前は十分である

と判定されたと思われる食事が生物価について不

足している可能性があるということを意味してい

る．穀物ベースの食事でのリシン不足がこれにあ

てはまると思われる．幼児と小児については，新

しい値を用いることにより，タンパク質について

以前はわずかに不十分であると判定されていた食

事が，今は十分であると判定されうる．

幼児にとって適切な値を確認するのに，健康な

母親の母乳からのタンパク質摂取量は幼児にとっ

て理想的な摂取量であるという暗黙の仮定により

母乳摂取量を使用していることで，新しい値は

ある程度信頼できるものとなっている．さらに，

Dewey ら 1）が広く検討しているように，母乳か

らのタンパク質摂取量が十分であるとの仮定を支

持する実験的証拠がある．処方箋的な見方をする

と，選択された最終的方法は母乳摂取量よりやや

高い必要量を予測しているという事実は，新しい

値に安全性の幅があることを示唆しているものと

思われる．しかし離乳後の幼児と小児について維

持需要が高くなければならないと推測する理由は
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なく，成長需要量は普通低くなるが，一方で需要

を満たす食事利用効率は混合食では低いと思われ

る．

第 6章で考察したように，特定の食物の必要量

を摂取量に適合させる場合に，アミノ酸スコアに

ついて消化吸収率と生物価の両方を考慮する必要

がある．そのためほとんどの食物と食事について，

摂取量は提案される必要量の値より通常は高くな

ければならない．さらに，第 10 章で考察したよ

うに，疾患や成長障害期間の後の追いつき成長に

関連した付加的必要量について，とくに考慮が必

要である．本報告で採用した要因加算法は，この

ような不測の場合とか成長における日々の変動性

を考慮に入れた余分な推奨量について付加的要素

を含んでいない．しかし，それは 1985 年の報告

で採用された方法の特徴であった．このような背

景で，小児における実際の必要量と成長率につい

てわかっていることにより新しい値を検討するの

は有用である．

12.1 十分な成長速度に
関連する小児の
タンパク質摂取量

1985 年の協議前には，前回の 1973 年の報告で

の勧告が低すぎたという大きな懸念があり，伝

統的な食事を摂っている幼児と小児のタンパク

質摂取量に関連させて成長を調査するよう，主

要国際研究計画（a�major� international�research�

programme）に委託された．その情報は主に

Food�and�Nutrition�Bulletin の増刊号 2，3）に 2 件

公表され，1985 年の報告 4）で見直しが行われた．

1985 年の報告の時点で利用可能であった限られ

た長期出納データについて，見直しが行われた（表
41参照）．これらの試験は，代表として選び出し
た国々の貧しい人々が普通に食べている食物で，

摂取量を一定にして行った．未就学児における試

験結果を，消化吸収可能タンパク質（digestible�

protein� intake）の摂取量を新しい推奨量と比較

させる方法で，表 41 に示す．試験対象の小児は

全員貧しく，栄養失調や発育阻害を経験している

ことが多かった．さらに，試験中軽度の発熱性ま

たは無発熱性疾患（afebrile）にかかっている小

児が多く，試験中一部の小児で予想された体重増

加速度が得られなかったのはそのためではないか

と思われる．この試験の食事の消化吸収率は，ミ

ルクと卵ベースの食事で記録された値より低かっ

た．1985 年の報告で論じたように，このような

長期出納の数字についての解釈は困難であるが，

それは年齢範囲が異なることによるところが大き

い．しかし体重増加は概ね満足できる結果であり，

窒素増加は予測よりもずっと大きいことが多かっ

た．試験の食事は代表的なものであり，摂取量の

尺度とみなすことができるものと思われる．

表 41 に示した摂取量は，第 9章で要因加算モ

表41◆	未就学児の長期間の窒素出納試験の結果 a

年齢 タンパク質源 消化吸収可能タンパク質摂取量 b

（g/kg）
必要量 c

（g/kg）
8-12 カ月齢 d 米：魚　70：30 1.35 1.20
22-40 カ月齢 e 豆＋トウモロコシ：その他の植物性　95：5 1.07 0.93
29-46 カ月齢 f 豆＋トウモロコシ＋その他の植物性：動物性食品

82：18
1.46 0.89

2-5 歳 g 小麦または米＋植物性 1.39 0.89
ａFAO/WHO/UNU�Table�354）
ｂ牛乳の消化吸収率で補正した
ｃ推奨量（表 33�a から外挿した概数）
ｄTontisirin,�Amanera�&�Valyasevi5）
ｅTorun�&�Viteri6）
ｆTorun�&�Viteri7）
ｇBegum�et�al8）
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デルによって出した良質タンパク質の推奨量より

明らかに高い．したがって，これらの食事は，家

庭で食されることが多い食事の代表的なものであ

り，推奨量と比較して安全域をもっているので，

安心である．

もう 1件重要な試験は，栄養失調の小児を回復

させるにあたって唯一のタンパク質源として雑種

トウモロコシ（su2：o2�）が栄養的に十分である

かを評価する目的で設定された 90 日の成長試験

である 9）．この品種は普通のトウモロコシと比べ

てアミノ酸プロファイルが顕著に改善されたもの

で，リシンが 50％，トリプトファンが 78％高い．

13～29 月齢の発育阻害児における身長と体重の

成長速度を，同じ条件の小児に調製粉乳を与えて

比較した．エネルギー摂取量は 110�kcal/kg で，

90 日の試験期間中，タンパク質と脂肪摂取量の

100％（そしてエネルギーの 90％）がトウモロコ

シにより供給された．この試験はタンパク質源と

してトウモロコシが十分であるかのみに焦点をあ

てていたので，ビタミンとミネラルについては完

全サプリメント（complete�supplement）を与えた．

2種類の食事の間で，身長の成長，年齢に応じた

身長増加，体重増加，皮脂厚合計に差はなかった．

エネルギー（85％）とタンパク質（80％）の消

化吸収率にて補正後の利用可能なタンパク質エネ

ルギー比率は 0.08（8％エネルギー）で，1.88�g/

kg/日の消化吸収可能タンパク質が供給された．

リシンとトリプトファンは，新しい評点パターン

の 52�mg/g タンパク質と 7.4�mg/g タンパク質に

比べてタンパク質 1�g あたり 43�mg と 9.1�mg で

あった．リシンが律速であるならば，この食事の

タンパク質消化吸収率補正アミノ酸スコアは約

0.66（0.80 × 43/52）となる．普通の 1 ～ 2 歳児

におけるタンパク質の推奨量は 1.1�g/kg/日なの

で，サプリメントを加えていないこのトウモロコ

シ食の場合にタンパク質の推奨量は 1.5�g/kg/日

（1.1/0.7）で，これは実際の摂取量の 80％である．

この食事が普通のものでないのは明らかである；

実際には，豆と他の野菜で食事を補完して適切な

微量栄養素が含まれるようになり，アミノ酸プロ

ファイルを改善すると思われる．しかし試験では，

穀物ベースの食事が推定平均必要量（EAR）と

比較して，推奨量で正常な成長に十分なタンパク

質の供給が可能であることを示している．

上記の試験は，十分な成長を可能にする摂取量

は新しい必要量の値より大きいと思われるとして

いるが，必要量に近いもっと低い摂取量で十分で

あるという意味ではない．事実，必要量に近いもっ

と低い摂取量での長期出納試験は行われていな

い．しかし，これらの食事が必要量に関連して実

際に十分であるかについてのさらなる情報は，表
42に示す試験をさらに詳細に検討することで得
られる 5）．

これは，普通の離乳食が十分であるかについて

検討したタイでの 4カ月の試験で，8～12 月齢で

表42◆	基準データと新しい必要量の値と比べた伝統的なタイ離乳食のタンパク質摂取量と成長

年齢
観察データ 基準/予測値 a

体重 体重増加 消化吸収可能
タンパク質摂取量 b

タンパク質
増加量 c 生物価 体重 タンパク質

蓄積量
タンパク質
推奨量 d

（月） （kg）（g/kg/日） （gタンパク質/kg/日） （gタンパク質/kg/日）
10-11 8.29 1.5 1.33 0.58 0.77 9.22 0.188 1.14
11-12 8.61 1.2 1.29 0.48 0.51 9.48 0.175 1.13
12-13 8.68 1.0 1.27 0.39 0.45 9.72 0.163 1.11
13-14 8.98 1.1 1.19 0.24 0.35 9.96 0.152 1.09

ａ第 11 章を参照
ｂ真の消化吸収率＝ 0.74
ｃ窒素出納× 6.25
ｄ推奨量
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それまで栄養失調であったタイの幼児に，米，魚，

野菜ベースで，エネルギー摂取量の 10％を脂肪

で供給する食事を与えた．最初は 99�kcal/kg を

与え，4カ月後には 93�kcal/kg に落とした．窒素

出納データは約 75％の消化吸収率を示したので，

1.6～1.8�g/kg/日のタンパク質摂取量で予想必要

量（推奨量）より 20～30％高い消化吸収可能タ

ンパク質（digestible�protein）が供給された．そ

の結果，Butte ら 10）が検討を行った基準コホー

トよりやや高い成長速度が得られ，窒素出納デー

タから判定して，初期タンパク質貯留速度はこの

年齢の幼児の基準速度よりかなり高かった．表

42 のデータは，これら幼児が最初ある程度の追

いつき成長または体組成の変化を示したことを指

摘している．そのことは，この期間にタンパク質

貯留速度が基準速度に近い値まで顕著に低下した

ことから判定される．しかし，成長速度が低下せ

ず尿中窒素排出が増加したので，生物価（利用窒

素/吸収窒素としての窒素出納データから算定）

が最初の 0.77 から 4 カ月後に 0.35 に低下したこ

とは明らかである．この結果は，この試験の終了

時の消化吸収可能タンパク質の摂取量がまだ必要

量より多かったことをしてき示唆している．

12.2 集団の摂取量と新しい
必要量

上で示したように，成人の集団について成人の

評点パターンが改定され，リシンの値が大きく

なったということは，リシンが制限因子である穀

物ベースの食事は，以前は生物価が十分であると

判定されたかもしれないが，今は不十分であると

判定される可能性がある．これは，本報告で提

案されているリシンの評点パターンと比較して

Young�&�Pellett11）が彼らのアミノ酸摂取量の解

析に基づいて達した結論であった．しかし，成人

のタンパク質とアミノ酸摂取量が十分であるかを

判定するには，食事のタンパク質濃度とアミノ酸

パターンについてだけでなく，総摂取量について

も理解する必要がある．タンパク質摂取量と質の

評価を問題にする前に，食物摂取量がエネルギー

表43◆	さまざまな年齢における先進国と発展途上国の代表的な食事の利用可能なタンパク質
食事

インドの平均的食事 イギリスの菜食 イギリスの雑食
タンパク質エネルギー比率 a 0.111 0.127 0.142
消化吸収率 b 0.80 0.81 0.89
リシン含量（mg/g	タンパク質）c 39 53.8 62.9

年齢（歳） リシン評点パターン d

（mg/g	タンパク質） 利用可能なタンパク質 e

0.5 57 0.061 0.096 0.126
1-2 52 0.066 0.102 0.126
3-10 48 0.072 0.102 0.126
11-14 48 0.072 0.102 0.126
15-18 47 0.073 0.102 0.126

19-29 45 0.077 0.102 0.126
30-59 45 0.077 0.102 0.126
>60 45 0.077 0.102 0.126

a インドの食事はFAO食糧需給表 1961-1992（参考文献 14），イギリスの食事（参考文献 13）
b イギリスの食事において，食事全体の消化吸収率は動物性タンパク質源と植物性タンパク質源をそれぞれ 95％と 85％と見積もった（参考文献 15）．
インドの食事は植物性タンパク質源とみなした．

c 参考文献 15
d 第 9 章参照
e タンパク質エネルギー比率×消化吸収率×リシンスコア（タンパク質エネルギー比率で調整したタンパク質消化吸収率補正アミノ酸スコア）
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の必要性を満たしていなければならないのは当然

のことであるが，ライフスタイル，身体活動量，

その結果としてエネルギー必要量にはばらつきが

あるので，エネルギー出納において集団グループ

間で摂取レベルが相当変動する可能性がある．そ

のため，身体活動量が多い個人に十分なタンパク

質とアミノ酸を供給する食事パターンでは，座っ

ていることが多いライフスタイルに伴い摂取量が

低くなるとタンパク質が不足することがある．こ

の原則を認識したうえで，新しい必要量の値が意

味するところを評価するひとつの方法は，必要量

の基準推定タンパク質エネルギー比率と，最近報

告された 12）タンパク質の質について補正した摂

取量のタンパク質エネルギー比率との比較であ

る．それにより，様々なグループの変動するエネ

ルギー必要量とその結果としての食物摂取量がタ

ンパク質摂取量に及ぼす影響を，少なくとも理論

上は考慮することができる．これらのことは，様々

な食事について，エネルギー必要量は満たされて

いると仮定している．

実際には，タンパク質必要量に関して 3章で論

議したように，集団内個人の推奨量は必要量分

布の 97.5 パーセンタイル（すなわち平均＋ 1.96�

SD）と定義することができるが，ある集団につ

いて“安全”であると考えられる単一の基準値
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図15◆		先進国と発展途上国の代表的な食事の利用可能な（タンパク質消化吸収率補正，アミノ酸スコア調整）
タンパク質エネルギー比率と比較した男性と女性の基準タンパク質エネルギー比率
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表44◆	さまざまな年齢と身体活動レベルにおける先進国と発展途上国の代表的な食事での欠乏発現率
インドの平均的食事

男性 女性
年齢（歳） 軽度身体活動 中等度身体活動 重度身体活動 軽度身体活動 中等度身体活動 重度身体活動
0.5 0.34 0.32
2.5 0 0
5.0 0 0.01
10.0 0.09 0.02 0.01 0.19 0.05 0.01
15.0 0.19 0.05 0.01 0.41 0.17 0.04

体重 70	kg の成人
18-29 0.28 0.13 0.02 0.54 0.38 0.06
30-59 0.35 0.17 0.03 0.68 0.44 0.11
＞ 60 0.69 0.45 0.11 0.82 0.62 0.21

体重 50	kg の成人
18-29 0.10 0.04 0.00 0.31 0.14 0.02
30-59 0.10 0.04 0.00 0.27 0.12 0.02
＞ 60 0.39 0.19 0.03 0.49 0.27 0.05

イギリスの菜食
男性 女性

年齢（歳） 軽度身体活動 中等度身体活動 重度身体活動 軽度身体活動 中等度身体活動 重度身体活動
0.5 0.01 0.01
2.5 0 0
5 0 0
10 0 0 0 0.01 0 0
15 0.01 0 0 0.04 0.01 0

体重 70	kg の成人
18-29 0.03 0.01 0 0.10 0.04 0
30-59 0.04 0.01 0 0.17 0.07 0.01
＞ 60 0.18 0.07 0.01 0.30 0.14 0.02

体重 50	kg の成人
18-29 0.01 0 0 0.04 0.01 0
30-59 0.01 0 0 0.03 0.01 0
＞ 60 0.05 0.02 0 0.08 0.03 0

イギリスの雑食
男性 女性

年齢（歳） 軽度身体活動 中等度身体活動 重度身体活動 軽度身体活動 中等度身体活動 重度身体活動
0.5 0 0
2.5 0 0
5 0 0
10 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0

体重 70	kg の成人
18-29 0 0 0 0.02 0 0
　30-59 0 0 0 0.03 0.01 0
＞ 60 0.01 0.01 0 0.07 0.02 0

体重 50	kg の成人
18-29 0 0 0 0 0 0
　30-59 0 0 0 0 0 0
＞ 60 0 0 0 0.01 0 0

a Φ（－（MR－MI）/SD）から，第３章で述べたように計算した．
　ここで，Φは正規分布，MRとMI は表 42 と表 43 に示した平均必要量と摂取量，SD＝（SI�2 ＋ SR�2）は，摂取量と必要量が関係ないと仮定している．
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については，必要量と摂取量の相対 SD 値の関

数として変動するので，算定することはできな

い．実際に，集団内の変動が必要量の変動より

大きければ，その集団の推奨量は平均必要量＋

SD 値の 3～4 倍に相当すると思われる．高齢者

に関する United�Kingdom�National�Dietary�and�

Nutrition�Survey で，エネルギー摂取量測定結

果が 1.3 ×基礎代謝量以上であった被験者におけ

る体重 1�kg あたりタンパク質摂取量の SDは約

22％（Millward，未発表情報），すなわちタンパ

ク質必要量について仮定されている 12％という

SDの約 2倍であった．この結果は，集団の“安全”

なタンパク質摂取量が平均必要量＋ 4�SD である

ことを示しているものと思われる．

基準タンパク質エネルギー比率の算定は，エネ

ルギー必要量の変動も考慮する必要があるため，

より複雑となる．第 5章で論議したように，2.5％

未満の不足発現率での個人における摂取量の基準

タンパク質エネルギー比率は，タンパク質の平均

必要量＋ 3�SD に基づくタンパク質エネルギー比

率に近い．さらに，集団の摂取量の安全基準タン
パク質エネルギー比率はこれよりも高い．最近論

議されたように 12），集団内の不足発現率を確認

する目的での個人の安全タンパク質エネルギー比

率の使用は不足を低く見積もっているので，その

値で不十分であると判定された食事では確かに不

足していると考えられる．その値を用いると，ぎ

りぎりで十分であると判定された集団の食事も不

十分である可能性があるということになる．した

がって，不足のリスクを判定するにあたっては慎

重を期する必要がある．

タンパク質とエネルギー必要量の年齢による変

化の比較と必要量のタンパク質エネルギー比率算

定から（第 5章参照），基準タンパク質エネルギー

比率が年齢とともに高くなり，男性より女性で高

く，どの年齢の成人でも大きい人より小さい人で

高く，身体活動量とともに低下することは明らか

である．これは，体重 70�kg の座りがちな生活を

している高齢の女性は，ごく低年齢の小児の必要

量よりも，エネルギーに対して 2倍以上のタンパ

ク質濃度の食物を必要とする，ということを意味

している．その結果，幼児のエネルギーとタンパ

ク質必要量の両方を満たすことができる食事は，

年長小児や成人のエネルギー必要量を満たすこと

ができるということになるが，エネルギー必要量

を満たすのに必要な摂取レベルではタンパク質の

必要量を満たすことができないことがある．

発展途上国の食事に関連してこれら必要量の値

が意味するところを詳細に解析することは本報告

の範囲を超えているが，現在の目的については，

表 43に示す 3種類の食事を評価することにより
指針を得ることができる．その 3種類とは，イギ

リスの雑食と菜食 13），それに発展途上国におけ

る穀物ベースで低肉食の典型であるインドの平均

的食事 14）の値である．年齢によるリシン評点パ

ターンと消化吸収率の仮定値にしたがい，利用可

能タンパク質をタンパク質消化吸収率補正アミノ

酸スコア値で修正して示す．

2つの比較を行った．まず図 15に，ある集団
グループの 1 個人の基準タンパク質エネルギー

比率と，3種類の代表的食事のタンパク質の質に

ついて補正したタンパク質エネルギー比率とを示

す．次に，必要量の平均タンパク質エネルギー比

率に基づいて（第 5章参照），これら 3種類の食

事のそれぞれを消費している集団について，性別，

年齢，活動レベルによる集団での不足（摂取量＜

必要量）の推定発現率を，第 3 章で論議した原

則にしたがって算定し表 44に示す．食事は普通
16％の変動係数で分布しており，必要量のタンパ

ク質エネルギー比率の変動係数は 12％であると

仮定した．

図 15 をみた結果，そして表 44 の実際の不足発

現率との比較で，3種類の食事のいずれも全集団

で十分とは思われない．タンパク質不足（すなわ

ち，食事のタンパク質エネルギー比率が基準タン
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パク質エネルギー比率以下である）は，高齢で座

りがちの生活をしている女性で発現する可能性が

最も高く，活動量が中程度である年少小児で発

現する可能性が最も低い．幼児の望ましいタンパ

ク質エネルギー比率にほぼ適合していると仮定す

ることができる母乳のタンパク質エネルギー比率

0.06（6％エネルギー）が成人の食事の半分だと

しても，これは通常考えられているのとは反対で

ある．しかし，幼児と非常に年少の小児について

は，食事のエネルギー密度が十分で，食事の嵩に

より摂取量が制限されることはなく，エネルギー

必要量が満たされないことはない，と仮定しなけ

ればならない．これは 5歳については正しいかも

しれないが，6月齢では正しくないと思われる．

小児と青少年のうちで，最も不足しやすい年齢層

は妊娠が始まる 15 歳の青少年女子である．body�

mass�ratio の予測式が体重のばらつきを正確に

反映していると仮定して，体が小さいほど体重 1�

kg あたりエネルギー摂取量を増やすことによっ

てリスクを低下させることは明らかである．した

がって，イギリスの雑食では，体の大きな座りが

ちの生活をしている高齢女性で，利用可能なタン

パク質摂取量がわずかに不足する．またイギリス

の菜食では，軽い，または中程度の身体活動量に

適した摂取量では体の大きな高齢男性で，そして

体が大きく座りがちの生活をしているか活動量が

中程度であるすべての成人女性，または体が小さ

く高齢で座りがちの生活をしている女性で，利用

可能なタンパク質摂取量が不足する．

平均的なインドの食事は明らかに，幼児と青少

年・成人集団の大部分で高い不足率となる．必要

量を満たすのに十分なタンパク質を摂取できるの

は，体が小さくて身体活動量が高い人だけである

と思われる．

12.3 発展途上国における
食事で明らかに不足で
あることの意味

本報告で採用されているタンパク質とアミノ酸

必要量の出し方に関連する定義とデータ解析に基

づき，不足のリスクに関するこの解析で，確かに

重要な問題が確認された．さらに，その問題は発

展途上国に典型的な食事について最も顕著である

が，また先進国の典型的な菜食，そして範囲は限

定されるが，典型的な雑食を摂っているいくつか

の集団でも確認されている．先進国と，とくに発

展途上国におけるこれらの集団では，量的にも質

的にも（消化吸収率とリシン必要量）タンパク質

摂取量が不適切である．別途論議しているように，

この点についての算定は，結果の詳細に影響を及

ぼす可能性がある数多くの仮定に基づいて行われ

ている 12）．表 44 のリスク発現率は食事摂取量に

関する非常に限定されたデータに基づいて，摂取

量の分布とばらつきに関して仮定をして算定され

ている．しかし，これらリスクの推定が合理的で

あり，先進国の多くで高いタンパク質不足リスク

が確認されているという前提で，2つの方法のう

ちいずれかの選択が可能である．

ひとつは，豆のような高品質タンパク質を不足

のリスクがある集団に十分に供給できるようにす

る必要性を考慮することによって，リスク管理を

追求する方法である．この方法に沿っての戦略

は，リシンの必要量は低く見積もられており，リ

シン摂取量は不十分であるとする意見に基づき，

Young,�Scrimshaw�&�Pellet16）がすでに示してい

る．新しいリシン必要量の採用により，インドの

食事で利用可能なタンパク質の算定結果は成人で

13％低下した（図 16参照）．

第 7章で論議したように，リシン必要量の新し

い値は，すべてのアミノ酸と同様に不確かであり，

選択された 30�mg/kg という値より高い値も低い

値も両方報告されている．窒素出納試験のメタ解

析でも，動物タンパク質源と植物タンパク質源と

の間で利用における差を確認することはできな

かった（第 7章参照）．さらに，小麦タンパク質

食に基づく 2件の長期窒素出納試験で，17�mg/

kg/日 17）または 20�mg/kg/日と 30�mg/kg/日の
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間 18）のリシン摂取量で体重と健康状態が維持さ

れることが示された．この分野は重要で，さらに

研究が必要であるのは明らかである．しかし，成

人のタンパク質エネルギー比率 0.88（88％エネル

ギー）に基づいて，すなわち消化吸収率について

の補正を仮定するだけで，インドの食事について

不足の発現率を算定すると，最も活動的な年齢層

を除くすべての集団で依然としてかなり不足して

はいるが，成人女性については表 45に示したよ
うに，不足の発現率が低下する．発展途上国にお

ける混合食について消化吸収率は 50～80％の値

と報告されており，80％とした消化吸収率はかな

り高く見積もっているといえるので，確実にその

ようにいえる．また第 2章と第 6章で論議したよ

うに，消化吸収率についてのわれわれの現在の理

解について懸念を生じさせる重要な考慮すべき事

柄がある．とくに，下部腸管（大腸）でアミノ酸

と窒素が有意に代謝される程度と，それが真の消

化吸収率を測定するわれわれの能力をどのように

制限するかについて，われわれの理解は不十分で

ある．この分野について，さらに研究が必要であ

る．

基準タンパク質必要量と不足リスクの算定に用

いられる前提に，重要で異論の多い問題が関わっ

ている．タンパク質必要量と基準タンパク質エネ

ルギー比率を出すにあたって，タンパク質摂取量

と必要量は関係ないと仮定している．食事タンパ

ク質の推奨量を決定する伝統的方法のすべてにつ

いて，これは基本となる前提である．第 2章で論

議したように，いずれの形式の適応がどの程度働

くかについてはわかっていないものの，適応の役

割について提案がなされ 19，20），その意味について

考察された（第 7章参照）．

適応の意味合いのうちには，タンパク質必要量

で個人間変動とみなされているものの一部は短期

出納試験で維持以下の摂取量への適応が不十分で

あることによる可能性，そして真の必要量は報告

された範囲の下端近くに位置する可能性が含まれ

る．このことも，タンパク質源が何であっても見

かけの利用が非効率的であることの一因であると

思われる（第 7章参照）．

本報告で用いられているタンパク質必要量モデ

ルに適応を組み入れると，リスク管理と公衆衛生
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図16◆	年齢で調整したインドの食事中の利用可能なタンパク質に対するリシン制限と消化吸収率の影響
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上の栄養政策の展開に関して困難な問題を提起す

ることになるのは明らかである．安全な食事につ

いての助言を行うということに関しては，現在の

方法から逸脱する利点はほとんどない．タンパク

質含有食物の低摂取が安全であるとする勧告を行

うにあたっては，重要な多くの微量栄養素とミネ

ラルが食事タンパク質に含まれているので，確か

に注意が必要であり，窒素平衡の達成と維持のた

めの最小限より高いタンパク質摂取量が，一般的

な健康と慢性疾患のリスクを低下させるのに有益

であると思われる（第 13 章参照）．

必要量の値を診断目的，すなわち不足の発現率

を確認することを目的としたリスク評価に使用す

るということに関しては，解析によって偽りの正

を示す数と偽りの負を示す数の間で受け入れ可能

な割合を見つけようとすることがやはり重要であ

る．上に述べた解析は非常に大きいリスクを示し

ている；解析が正しければ，リスクはきわめて重

大な意味をもっている．本当の問題が存在する可

能性を見過ごしたくないので，一般に栄養状態が

良いと考えられているイギリスの集団においても

この方法ではかなりのリスクが指摘されているこ

とから 12），このリスクの程度に関する評価結果

は高く見積もられている可能性が指摘されてき

た．しかし適応モデルは，その他の点では栄養的

に十分でエネルギー需要を満たしている食事への

完全な適応後に，窒素平衡と適切な除脂肪量を維

持することができないという点で，不足について

の考察に関係しているだけである．この状態の集

団が，具体的には免疫機能，骨の健康，身長の伸

び，その他の機能といった，タンパク質に関係が

ある健康について最適な状態であるか否かについ

ては別の問題であり，それ自体検討が必要な重要

事項である．

もうひとつとくに重要な前提は，ある期間にお

ける食欲と食物摂取はエネルギー支出レベルに

よって決定され，それがエネルギー平衡を維持す

るためのエネルギー摂取量に影響を与えるという

ことである．しかし，食事タンパク質がわずかに

不足している場合には，そのことがタンパク質摂

取を刺激する可能性について考慮しなければなら

ない．これは追いつき成長の間にみられる食欲増

進に似ている．タンパク質の必要量を満たすこと

が摂取を刺激するのであれば，そのことは重要な

意味合いをもっており，熟慮と検討が必要である．

たとえば，比較的座っていることが多いライフス

タイルの高齢者，または他のそれに近い生活をし

ている集団において，タンパク質摂取量が常に必

要量以下であるならば，タンパク質摂取量を増や

すなんらかの刺激が代謝需要を超えるエネルギー

摂取量と結びつき，正のエネルギー出納と脂肪過

多，それに伴うリスクが高くなる傾向がみられる

ことになる．

政策立案にとって基礎となる前提が非常に重要

であるので，習慣的に摂取しているタンパク質摂

表45◆	リシンが制限ではないと考えられるインドの食事を摂取した成人女性の欠乏と判断される率 a

年齢（歳） 軽度身体活動 中等度身体活動 重度身体活動
成人女性（70	kg）

18-29 0.28 0.13 0.02
30-59 0.41 0.21 0.03
＞ 60 0.59 0.35 0.07

成人女性（50	kg）
18-29 0.12 0.05 0.01
30-59 0.11 0.04 0.00
＞ 60 0.24 0.11 0.01

a 表 44 から計算した
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取量で健康が達成できる過程と機序について引き

続き研究が必要なことは明らかであり重要であ

る．窒素出納または適切な除脂肪量の維持は，タ

ンパク質に関連する健康について，これまでと

同様に主要な尺度でなければならないが，これら

の点で食事が十分であるかの評価は，適応の機序

についての理解を深めなければできないと思われ

る．

文　献
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食事と集団の栄養評価は，食事が十分であるか，

栄養摂取量が低いか不十分であることによって起

きるであろう有害作用に関係して行われることが

非常に多い．しかし，先進国の一定割合の集団に

おいては，多くの栄養素が通常の食事に豊富に含

まれているというだけでなく，食事を補うサプリ

メントとして摂取されているので，総摂取量は必

要量や推奨摂取量をはるかに上回ることがある．

このことはとくに，タンパク質とアミノ酸につい

てあてはまる．先進国で混合食を摂っている集団

の平均タンパク質摂取量は推奨摂取量をかなり上

回っているのが普通であり，とくに肉食の集団で

はそれが著しい．それに加え，薬局，食料品店，

インターネットによる栄養製品の販売業者を通じ

て，一般の人がタンパク質とアミノ酸サプリメン

トを簡単に入手できる状況である．タンパク質サ

プリメントは最も広く使われているエルゴジェ

ニック・エイド（訳者注：運動能力向上栄養補助

食品）であり，単一アミノ酸は幅広い理由で使わ

れているが，その多くは確かな科学的根拠が乏し

いか，ない．タンパク質摂取量が推奨摂取量を上

回る可能性によって生じてくる問題がいくつかあ

る．

そのひとつは，有害である可能性である．個別

のアミノ酸を非常に大量に摂取することによる毒

性の可能性については本報告の範囲外であるが，

いくつかの既発表文献で検討されている 1-6）．前

回の報告では必要量を上回るタンパク質摂取量の

問題については検討しなかったが，数カ国の報告

で懸念が表明されている．イギリスでは，高摂取

量についての指導という意味で，有害である可能

性がある作用を数種類特定し，成人の場合，基準

食事量（すなわち 1.5�g/kg）の 2倍以上のタンパ

ク質摂取は避けるのが賢明であるという結論を出

した 7）．それ以降，普通の食事を摂っていて身体

活動量が高い人はこの摂取量を簡単に超えてしま

うこと，またボディビルを行っている男性が摂っ

ていることが多いタンパク質増強食では大幅に上

回るタンパク質レベルを摂取していることが指摘

されてきた 8）ことについては，以下で議論する．

このような理由から，有害である可能性がある作

用を適切に特定することがとくに重要である．

第二の問題は，推奨必要量を上回るタンパク質

摂取は健康にとって良い，つまり最適タンパク質

摂取量は本報告で出している推奨摂取量より高

い，という可能性である．したがってこの章では，

タンパク質摂取量と長期健康の関係を，多くの特

定の疾患状態と関連させて検討し，また有害作用

なしに摂取することが可能な最大タンパク質レベ

ルを特定可能であるかについて検討することであ

る．

13.1 腎機能
腎疾患患者では，タンパク質摂取量が高いと

腎機能を悪化させる，という明らかな証拠があ

る 8-12）．しかし，健常被験者で加齢とともに発現

第13章
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する糸球体ろ過率の低下を 13），食事タンパク質

を減らすことによって軽減可能であるという指摘

には，根拠はなさそうである．この考え方は，低

タンパク質食が慢性腎不全の発現を遅らせること

を示したラットでの試験から生まれた 9，10）．しか

し，そのメカニズムがヒトで働くことはないと思

われる．ヒトでの腎機能低下は，ラットで起きる

ような糸球体硬化によってというより 14），硬化

していないネフロンによるろ過の低下によって起

きるからである．食事タンパク質摂取量が広範囲

にわたる被験者集団では，糸球体ろ過率はタンパ

ク質摂取量と関連していたが，腎疾患を示すアル

ブミン排出について関連性はみられなかった 15）．

この所見は，長期のタンパク質摂取は糸球体ろ過

率の決定要因であることを示しているが，腎機能

悪化におけるタンパク質摂取の役割を指摘するも

のではない．Walser14）は，症候性腎不全は加齢

によって起きる糸球体ろ過率の生理的低下が原因

ではなく，症状が発現するのは，加齢によって低

下する程度を大きく超えて糸球体ろ過率が低下し

た場合だからである，と論じた．さらに，タンパ

ク質の制限は糸球体ろ過率を低下させるが，この

ことは，加齢による糸球体ろ過率の低下は年齢が

進むことによるタンパク質摂取量低下の自然な結

果であることを示しており，腎機能の悪化とは無

関係である 16）．Walser が結論を出しているよう

に 14），腎機能を理由とするタンパク質の制限は，

糖尿病，高血圧，または多嚢胞性腎疾患によって

腎不全を発現する可能性がある被験者においての

み行うのが正しく，また賢明である．

13.2 骨の健康
タンパク質摂取量と骨の健康との関係は，これ

まで考えられていたよりも複雑であると思われ

る．つまり，タンパク質がカルシウム出納に及ぼ

す負の作用の可能性は，食事全体の酸塩基平衡の

関数である．それに加えて，タンパク質は骨基質

に対して直接同化作用を及ぼすようである．タン

パク質含量が高い食事は尿中カルシウム排出を増

加させる可能性があり 17-20），タンパク質摂取量を

2倍にすると尿中カルシウムは 50％増加する 19）

ことについては，十分に立証されている．骨の無

機質出納は酸塩基平衡に対する感受性が非常に高

く，含硫アミノ酸であるメチオニンとシステイン

の酸化によってもたらされる酸負荷を中和する必

要性への反応として，カルシウムが骨から動員さ

れる可能性がある 21）．このことにより，骨吸収

の増加はタンパク質摂取量が増加した結果起きる

ことが示された 20，21）．

そして，この過程が骨のカルシウムを減少させ

ることにつながるか否かという，賛否両論がある

問題が提起される 19，22，23）．タンパク質摂取量が高

いと普通はカルシウム摂取量が高くなるので，タ

ンパク質摂取量が低いこと自体が骨の損失につな

がるようなことが起きるとは考えられない，と

Heaney24，25）は指摘した．しかし，腎臓からの正

味の酸排出量は，カルシウム排出量を予測するこ

と，そして食事によるカリウム摂取は主に弱有機

酸塩としてなのでアルカリ化作用があり 26），食

事中タンパク質のカリウムに対する比から予測可

能であることが，いまや明らかになっている．し

たがって女性では，内因性非炭酸の摂取量が低い

（すなわち，タンパク質摂取量は低いがカリウム

摂取量は高い）と，骨の健康の評価指標を改善す

るという結果が出た 27，28）．このことは，食事によ

る主要カリウム源である果物と野菜が骨の健康に

有益な影響を及ぼす 29，30）ことの説明になるもの

と思われる．このことはまた，クエン酸リンゴ酸

カルシウムのサプリメントが他のカルシウム塩よ

りも骨の健康にとって有効であることの説明にも

なっているものと思われる 31）．

腎臓からの正味の酸排出量を低くすることの重

要性として，食事タンパク質の強力な酸化の影

響が食事カリウム摂取によるアルカリ化作用に

よって相殺されると，タンパク質はインスリン様

成長因子 -1（IGF-1）仲介による同化作用を通じ

て，骨に対して独立して有益な作用を発揮するこ

とができる．そのような有益作用は動物試験で骨
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の長さの成長率に対してはっきりと示されてお

り 32，33），小児においてタンパク質付加が身長の成

長に対して有益な作用があることの説明になるの

ではないかと思われる 34）．一方その後の試験で，

高齢者の集団において，タンパク質サプリメント

は股関節骨折をしたばかりの患者で血清中 IGF-1

レベルを上昇させ，近位大腿骨の損失を軽減させ

ることが示された 35）．骨のタンパク質プールの

程度と重要性から，骨に対するタンパク質の正の

作用は当然である．IGF-1 仲介による作用は別と

して，コラーゲンの 25％を占めるグリシンの合

成が制限されるという証拠が多くあげられてお

り 36），コラーゲンとその他の重要な代謝需要と

の間でグリシンについて競合が起こり，骨コラー

ゲンの代謝回転中の再利用を妨げているのではな

いかと思われる．まだわかっていないのは，基質

に作用するこれら IGF-1 仲介同化作用と，タン

パク質由来，酸刺激，尿中カルシウム損失増加に

対する副甲状腺ホルモン仲介反応との間の関係で

あるが，タンパク質由来の酸を中和するのに十分

なアルカリが食事に含まれていないと，正味のカ

ルシウム損失が起き，骨基質に対する食事タンパ

ク質の同化刺激は骨の無機質密度を維持するのに

有効ではなくなってしまう 37）．これらのことを

まとめると，バランスのとれた食事の一部として

の食事タンパク質は，おそらく勧告されている摂

取量を超える食事中レベルで，骨にとって最も有

益であると思われる．

13.3 腎結石
高タンパク質食がもたらす可能性のある第二の

結果というのは，文献で広く考察されてきている

が，腎結石の発現率上昇である．腎結石は非常に

発現率が高い疾患で，ある時点ではアメリカ合衆

国の人口の 12％が罹患していると推定された 38）．

尿中にはカルシウムとシュウ酸塩が高濃度に含ま

れており，それらは腎結石で最も多い種類であ

るシュウ酸カルシウム結石として腎臓に蓄積する

可能性がある．初期の試験で，食事中の動物性タ

ンパク質増加は尿中カルシウムとシュウ酸塩を増

加させ，結石を生成するリスクを 250％増加させ

ることが示された 39，40）．さらに，食事中カルシウ

ムと他の栄養素が腎結石のリスクに及ぼす作用に

関する前向き試験で，カルシウムの摂取量が高い

ほど結石生成のリスクを低下させ，動物性タン

パク質の摂取量が高いほどリスクを上昇させる

ことが示された 41，42）．その後の前向き試験では，

Nurses�Health�Study�II 43）で 96,245 人，14 年後

の追跡試験 44）で 45,619 人，と非常に多くの女性

を被験者とした．これらの試験で，カルシウム摂

取は結石生成に対して負の作用を有することが確

認されたが，動物性タンパク質の摂取については，

作用ははっきりせず有意でない 43），または男性

だけで有意であり正の関連性がある 44），という

結果であった．しかし介入試験では，高カルシウ

ム尿症患者がタンパク質摂取量を 38％減らすと，

結石生成で改善がみられることが示された 45）．

別の試験 46）では，特発性カルシウム結石症患者

と健常対照被験者に普通のタンパク質食（肉と魚

から約 80�g/日）を 5日間与え，その後高タンパ

ク質食（肉と魚から約 185�g/日）をさらに 5 日

間与えた．対照被験者でのシュウ酸塩排出率は有

意な変化を示さなかったが，特発性カルシウム結

石症患者，とくに“軽度の代謝性高シュウ酸塩

尿”であると分類された患者では，シュウ酸塩排

出が増加した．尿中シュウ酸塩はシュウ酸カルシ

ウム結石の生成を亢進する物質であると考えられ

ており 47），このことは動物性タンパク質が多い

食事は感受性が高い被験者で腎結石の生成を亢進

するという証拠である，と考えることができる．

突発性高カルシウム尿症の男性 120 人で最近実施

された 5年間の臨床試験では，カルシウム量は普

通であるが動物性タンパク質（52�g/日）と塩（50�

mmol/日）を制限した食事と，カルシウム含量が

低い食事の 2 種類について比較した 48）．動物性

タンパク質を制限した食事を摂った男性における

結石の発現率は，低カルシウム食の男性の半分で

あった．しかしこの結果は，結石の生成率が食事

と関連していることについては確認しているが，

2つの食事の間で総タンパク質（1.2�g/kg/日）に
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差は設けずにカルシウム量を変えたのであるか

ら，タンパク質摂取の役割は明確になっていない．

さらに，動物性タンパク質は含硫アミノ酸含量が

高いので酸性尿をもたらすことが多いと考えられ

てきたが 49，50），主に動物性，または主に植物性の

タンパク質を含有する食事を比較した結果，シュ

ウ酸カルシウム沈殿性の尺度であるTiselius のリ

スク指数で差は示されなかった 51）．

結論として，高動物性タンパク質摂取は，とく

に特発性カルシウム結石症患者と分類される被験

者において腎結石のリスクを増加させる可能性が

あることが何件かの試験で指摘されているが，タ

ンパク質摂取量に非常に大きな差（＞ 185�g/日

と 80�g/日の比較）をつけて実施する試験を行わ

ないと食事の作用は明らかにならないので，はっ

きりした結論を導き出すことはできない．さらに，

動物性と植物性のタンパク質の間に差があるか否

かについては，まだ明らかになっていない．実際

のところ，穀類と多くの植物性タンパク質（豆を

除く）の含硫アミノ酸の含量は，肉や乳製品と変

わらない．確かに，非常に多くの被験者登録を行っ

た前向き試験で，動物性タンパク質摂取量と結石

発現率との間に明らかな関係は示されなかった．

しかし，現時点で不確かな点を考慮して，リスク

がある患者での腎結石のリスクを最小にするた

め，食事による供給は，安全レベル（0.83�g/kg/

日）以上であるが過剰ではない量とし（すなわち

1.4�g/kg/日未満），植物性タンパク質から行うの

が理想的である．

13.4 心臓血管疾患
タンパク質摂取量と心臓血管疾患との間には複

雑な関係があり，まだ十分には解明されていな

い．動物性タンパク質の摂取は，植物性タンパク

質をとくにコレステロールを含んでいない精製食

の一部として与えた場合と比べて，高コレステ

ロール血症と動脈硬化を誘発することが多いと指

摘する一連の実験的試験がげっ歯類で行われてい

る 52）．しかしこの作用はブタとかヒトといった

他の動物種ではみられず 53），まだ説得力がある

メカニズムは確認されていない．さらに，ヒトで

の試験から，タンパク質の比率が高い食事は心臓

にとって有益であるという証拠が蓄積されてきて

いる 54，55）．年齢 34～59 歳の女性 80,082 人の追跡

を14年間行ったNurses�Health�Studyからのデー

タを解析した結果，タンパク質摂取量と虚血性心

疾患の発現率との間である程度の逆相関関係が示

された 56）．さらに，この関係は動物性と植物性

タンパク質の両方についてみられた．

しかし，タンパク質による心臓血管疾患の保護

作用が因果関係といえるものであるか否かについ

ては意見がまだ分かれており，説得力のある機序

は提案されていない．しかし，最も強い関連性

が示されているのは，血圧上昇に対するタンパク

質摂取の保護作用である．血圧上昇は冠状動脈性

心疾患と脳卒中の主要なリスク要因であり，元々

環境要因との関係が深い．具体的には，食事中の

ナトリウムとアルコール摂取量が直接作用を及ぼ

し，カリウム摂取は逆の作用を及ぼす．タンパク

質摂取量と血圧との間に逆の関係があることは，

各国から報告されている 57，58 など）．数人の研究者

が，タンパク質摂取量と血圧との間に逆の関係が

あることを示す証拠を集積している．Obarzanek,�

Valletri�&�Cutler54）は，タンパク質摂取量の増加

は血圧を低下させることを示したアメリカ人とイ

ギリス人の成人に関する 9件の横断調査をあげて

いる．アメリカでの試験 1件は，植物性タンパク

質について同じ関係を示しており，中国と日本で

の 3件の試験は動物性タンパク質について同じ関

係を示している．それより後にこの問題に関して

発表された文献について Elliott59）が検討を行い，

18 カ国で実施された 25 件の横断的解析報告をあ

げた．その多くは少なくともひとつの解析で有意

な逆相関を認めたが，認めていない報告も何件か

あった．とくに，NHANES�III 試験では関係は認

められなかったが，タンパク質摂取による年齢関

連性血圧上昇の減弱が示された 60）．ごく最近，9

件の集団ベース試験に関する完全メタ解析の結果
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が報告され，食事タンパク質摂取量と血圧との間

で説得力のある横断的な逆相関が認められた 61）．

しかし，食事タンパク質またはその変化と血圧の

変化または高血圧の発現率との関係に関する縦断

試験で，結論は得られていない 59，60）．

Elliott59）は，これらの試験の多くは食事と血圧

の問題を検討することを目的としてデザインされ

たものではなく，デザインと解析方法が大きく異

なるので，過剰解釈をしないよう注意している．

ひとつとくに問題をあげると，エネルギー摂取量

について対照を欠いていることで，それが偏りの

重要な原因となっている可能性がある．高血圧は

過体重と関連しており，過体重の人はエネルギー

摂取量を実際より低く報告する傾向があるので，

低タンパク質摂取量と血圧との間で誤って逆相関

という結果が出ることがある．

タンパク質補給やタンパク質制限を行うとか，

菜食製品の代わりに肉を与える試験の結果は変動

し一貫していないが，大豆タンパク質を使った介

入試験は概して肯定的で有益な作用を示してい

る．

全体として，タンパク質の摂取は血圧にとって

有害ではないと考えられ，横断的集団での試験で

は明らかにタンパク質摂取量を増やすことにより

有益であると示されている．しかし食事との関連

性は調整を行っていない栄養素が高い相関性を

もっているため複雑化する可能性があるので，あ

る程度の注意が必要といえるであろう．この問題

の難しさの一因は，いくつか仮説が唱えられてい

るものの，食事タンパク質が血圧に影響を及ぼす

根本的機序についてほとんどわかっていないこと

にある．動物モデルでは，食事タンパク質の摂取

が腎濃縮能力を増強し，短期的には腎血漿流量，

糸球体ろ過率，ナトリウム排出を増加させ，長期

的には腎臓の大きさ，腎血漿流量，糸球体ろ過率

を増加させる可能性があることが指摘された．個

別アミノ酸は，たとえば L- アルギニンは一酸化

窒素の合成に影響を及ぼすことにより，システイ

ンは一酸化窒素の回転と代謝に影響を及ぼすこと

により，代謝作用を仲介する物質であると考えら

れてきた．大豆タンパク質の作用は，大豆からの

イソフラボンが内皮に対して及ぼす影響に関連し

ていると思われるが，最近の試験で，イソフラボ

ンは大豆を補給せず単独の場合は，血圧に対して

作用を及ぼさないと報告されている．これまで取

り上げられていないが可能性のある機序は，食事

タンパク質のホモシステイン低下作用を通じての

ものである．メチオニンはホモシステインの前駆

物質であり，タンパク質摂取量とその結果として

メチオニン摂取量の増加はホモシステイン濃度を

上昇させるように思われるが，タンパク質摂取量

はホモシステイン濃度と逆相関しているようであ

る 62）．しかし，硫化経路を経由するホモシステ

インの処理には適応が起きるので，メチオニン摂

取に伴い能力は上昇すると仮定すると，タンパク

質摂取量とホモシステイン濃度との逆相関はまっ

たく予期せぬものというわけではない．

この分野については，因果関係を確認し，もし

因果関係があるのならば，作用は植物性または動

物性のタンパク質によるものであるかを検討する

目的で，さらに研究を行う必要があるのは確かで

ある

13.5 癌
癌の発現率が環境により左右されることは明ら

かであり，悪性腫瘍の発現と成長において食事が

もっている役割については高い関心が寄せられて

きたが，食事の影響について絶対的に確認する

ことは非常に困難であることがわかっている．さ

らに，特定の食物，食物源，そしてエネルギー基

質，微量栄養素が特定の癌に対して及ぼす役割に

ついて検討する目的で，多くの大規模試験が実施

されてきたが，食事タンパク質について特異的に

検討する試験はほとんど行われていない．そのた

め，肉，酪農食品，卵，魚といった主要なタンパ

ク質含有食品群について検討した試験から，タン
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パク質が影響を及ぼす可能性があるかを推量しな

ければならない．最近の大規模試験で，赤肉と加

工肉の摂取量が高いと結腸直腸癌の発現率が高く

なり 63，64），肉と酪農製品の摂取は胃癌の発現率に

影響を及ぼさず 65），野菜と果物の摂取は乳癌の

リスクを低下させる 66）ことが示された．しかし，

これらの試験の解釈にあたっては，いろいろな影

響が複雑に絡み合っている可能性があるので，注

意が必要である．たとえば，Cancer�Prevention�

Study�II�nutrition�cohort における肉摂取につい

ての試験 64）で，赤肉と加工肉の高摂取が結腸癌

の高リスクと関連していることが認められた．こ

の試験で，年齢とエネルギー摂取量については調

整をしたが，BMI，喫煙，その他の共変量につい

ては調整を行わなかった．

疾患との関連性を確認できる可能性が最も高い

のは，検討対象の変数を除いて試験群が非常に適

合している場合である．肉または魚の摂取量を検

討対象の変数とし，同じような健康なライフスタ

イルをおくっている集団群から全被験者を登録し

た菜食主義者の試験がその例であった．菜食主

義者（肉や魚を食べない 27,808 人について調査）

と同様の（健康な）ライフスタイルをおくってい

る非菜食主義者（48,364 人について調査）で多く

発現する疾患による死亡率に関する 5件の前向き

試験で得られたデータを集めて解析した結果，確

認された唯一の差は，菜食主義者で虚血性心疾患

による死亡率が非菜食主義者より 24％低いこと

だけで，これは血中コレステロール濃度が菜食主

義者のほうが低いためであると思われる 67）．重

要なのは，これら健常成人のコホート（cohort）で，

心臓血管疾患，胃癌，結腸直腸癌，肺癌，乳癌，

前立腺癌，その他すべてを合わせた原因による死

亡率において，菜食主義者と非菜食主義者との間

で有意差はなかったことである．

タンパク質それ自体については，Nurses�

Health�Study に参加した女性 88,647 人におい

て，乳癌による死亡率に関連させて検討が行われ

た 68）．タンパク質摂取量は循環血中のインスリ

ン様成長因子 -1（GFI-1）レベルの上昇と関連し

ており，GFI-1 はまたNurses�Health�Study に参

加した閉経前の女性における乳癌のリスクと著し

い関係を示すことが報告されていることから 69），

食事タンパク質が乳癌の相対的リスクに影響を及

ぼすことが予測される．しかし，ベーコン，ソー

セージ以外の加工肉については高リスクと関連し

ていることが示されたが，総タンパク質，動物性

タンパク質，または植物性タンパク質の作用は認

められなかった．Iowa�Women’s�Health�Study

に参加した女性 29,017 人における前向き試験で

は，癌死亡率と動物性または植物性タンパク質と

の間に有意な関連性がないことが示された 70）．

これまで得られた証拠は全体として，総タンパ

ク質摂取量は癌発現率に対してほとんど作用を及

ぼさないが，赤肉や加工肉のような特異的な食品

は植物タンパク質源と比べるとリスクを増加させ

ると指摘している．しかし，食事中のタンパク質

含量が高いと，乳癌患者の女性における生存が改

善することが報告されている 71）．

13.6 食事タンパク質摂取量に
上限はあるか？

上記のように，先進国のほとんどの人は推奨量

よりかなり多いタンパク質を摂取している．高レ

ベルの身体活動量の要求量を満たすのに必要なエ

ネルギー摂取を肉ベースの食事で摂っていると

か，若い男性が筋肉組織を増やそうとして使うこ

とが多いサプリメントでタンパク質を摂取してい

る場合にはとくにそうである．標準的な摂取量は，

食物からは 3.0�g/kg まで 72），そしてサプリメン

トからによる付加分として 1�g/kg である．これ

は，体重 80�kg の男性が基礎代謝率の 2倍（すな

わち 3,800�kcal/日）の消費を満たすエネルギー

を摂取すると，320�g/日に相当する．この結果は，

食事全体のタンパク質エネルギー比率が 34％で

あることを意味している 72参照）．これは，食事タ

ンパク質摂取量が窒素出納に及ぼす影響につい
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て，タンパク質摂取量を 2カ月間 200～300�g/日

に増加して検討した試験 73）での数字に近い．こ

れを実践することにより，相当の窒素保留が報告

されることは多いが，筋肉量増加という点で無

効であることはほぼ確実である 73，74）．筋肉量やタ

ンパク質濃度の測定で変化は確認されず 75），体

窒素の見かけの増加は，おそらく測定されない

窒素損失源があるために，このような非常に高

い摂取量のときに窒素出納法でアーチファクト

（artifact）が生じたことを示している 71，76）．

このように高い摂取量の安全性について，（少

なくとも現在わかっている範囲では）体系的検討

は行われていないが，このような食習慣は広く実

践されており，有害作用は捕らえにくく，長期に

わたっており，報告はされない，と仮定する必要

がある．最も広く引用されている潜在的な問題は

腎機能と腎損傷に関するものであるが，すでに考

察したように，この点は別にして健康である人に

ついてこのように主張できるだけの精査に耐える

証拠は得られていない．同様に，骨無機質出納に

対する有害作用は，体力がある運動選手での骨無

機質高含量に関する多くの報告から判断し，筋力

トレーニングにおける重量負荷運動の正の影響に

より，十分すぎるぐらい相殺することができると

思われる．

このように，健常者がタンパク質を代謝する能

力の上限や，そのレベルを超えることによる症状

を確認するのに有用な情報は少ない．代謝可能な

タンパク質の最大量を確認することを試みたある

試験では，健常被験者と腎不全患者で，食事中タ

ンパク質の割合増加に反応して起きる最大尿素合

成率を検討した 77）．この試験で，食事のタンパ

ク質含量を増やすと，尿素合成が増加するが，そ

れはあるレベルまでである，という所見が得られ

た．摂取量がこのレベル以上になると，食事窒素

の過剰分が排除されてしまうまで，尿素合成率は

長期間高いレベルでそのまま維持された．このよ

うに高い尿素合成率は，肝臓と腎臓が処理するこ

とができる最大窒素摂取率を表していると思われ

る．しかし，得られた値は約 230�g/日のタンパ

ク質摂取量に相当し，上記で考察した摂取量の範

囲内であり，いかなる有害作用とも関連していな

かった．アミノ酸酸化と尿素合成には適応という

性質があり（第 2章参照），Rudman らの試験 77）

では被験者を試験前に食事に適応させていなかっ

たので，確認された摂取量では真の最大値が低く

見積もられていたものと思われる．

食事タンパク質の上限についての追加の証拠

は，過去の記録と人類学の研究から入手すること

ができ，非常に高いタンパク質摂取量は有害であ

る可能性があるという証拠があげられている．古

い文献の解析で，Speth�&�Spilmann78）は食事エ

ネルギーの約 45％以上をタンパク質で摂取する

と，3 日以内に悪心と下痢が発現し 2，3 週間以

内に死亡するという観察結果を得たが，この状態

は“rabbit�starvation”と呼ばれている．ラビッ

トの肉は脂肪含量が非常に低いので，エネルギー

必要量を満たすのに十分なだけラビットの肉を摂

取すると，タンパク質摂取量が非常に高くなっ

た 79）．PE比が非常に高い食事の作用については，

もっぱら肉食の北極探険家 2人を厳密に 1年間追

跡して，実験的に検討した 79-82）．2 人はこの期間

中健康で元気であったが，1人が脂肪のない肉だ

けを食べたところ（エネルギーの約 60％をタン

パク質で摂取），“rabbit�starvation”の症状がす

ぐに発現した．食事の脂肪含量を元に戻したとこ

ろ（エネルギーの 15～25％をタンパク質で摂取），

これらの症状は速やかに正常化した．この結果

は，今の狩猟採集民も含めた狩猟採集集団の食事

習慣に関する考古学的証拠の分析結果と一致し，

ヒトは主に肉を食べていても食事エネルギーの約

40％を超えるタンパク質摂取は避けることが指摘

された 83，84）．

生後間もなくは，タンパク質を処理する代謝能

力があまり発達していないのは確かである．アミ

ノ酸は胎児代謝，新生児，とくに早産新生児にお
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いて基質の主要部分を構成していると考えられて

いるが，非常に高いタンパク質摂取量は有害であ

る可能性があるという明白な証拠がある．ある試

験で，早産児 304 人に 3.0～3.6�g/kg/日または 6.0

～7.2�g/kg/日の牛乳タンパク質を含む食事を与

えた 85）．これらの摂取量は，母乳栄養の新生児

におけるミルク・タンパク質摂取量の 1.5～1.8 倍

と 3.0～3.6 倍である 86）．タンパク質摂取量が高い

ほうが低タンパク質群よりも，発熱，嗜眠，食欲

不振が多く，また血漿中タンパク質濃度が高く，

浮腫が少なかった．3歳と，さらに 6歳の時点で，

小児の追跡調査として身体テストと心理テストを

行った結果 87，88），高タンパク質食を与え，出生時

体重が最低であった小児では，斜視の発現率が高

く，IQ スコアが低いことがわかった．また，重

度の低栄養でクワシオコール（kwashiorkor）に

特徴的な病理所見を示している小児は，入院時に

誤って高タンパク質食を与えられることがよくあ

るが，それに耐えることができず，関連する死亡

率は高い．

13.7 結論
タンパク質摂取量と健康との間の関係について

現在わかっていることでは，長期的健康のための

最適摂取量について明確な勧告を出すにも，安全

な上限を定めるのにも不十分である．妊娠中，混

合タンパク質やエネルギーサプリメントとしてで

はなく，タンパク質自体のサプリメントは，出生

時の体重を低下させることが報告されている 89）．

幼児と年少幼児では，もともと摂っていた食事が

タンパク質と他の重要な栄養素について栄養的に

貧弱である場合には，タンパク質を追加すること

で身長の成長を改善することができるが，他の点

では栄養的に完全な食事については，タンパク質

を追加することにより利益が得られるという証拠

は得られていない．成人では，多因子疾患につい

て危険性と利点が複雑であり，明確な結論を出す

ための証拠が十分ではない．われわれが現在用い

ているタンパク質とエネルギー必要量のモデルで

は，座っていることが多い高齢者がタンパク質不

足によるリスクが最も高くなると考えられ（第 5

章参照），それに高齢者にとっては，食事タンパ

ク質が骨に対して有益な作用を及ぼすという所見

によって，この特定の人口群に対してタンパク質

密度が高い食物を供給するよう注意する必要があ

ることを指摘している．

成人での安全な上限について，推奨量の 2倍の

摂取は以前に安全な上限であると確認されている

が，身体活動量が多く，平均的な混合食を摂っ

ており，それ以外は健康なライフスタイルをお

くっていると考えられる個人の摂取量に一致する

ので，安全である可能性が高い，とかなり自信

をもっていうことができる．食物のタンパク質

含量に上限があることも明らかであり，“rabbit�

starvation”の悪心と下痢については本人が確認

可能であるが，その正確な限度については確認さ

れていない．推奨摂取量の 3～4 倍を比較的長い

期間にわたって摂取していても，これらの症状を

示さない（と推定される）人は多い；有害である

という証拠はとくにないが，このような摂取量に

リスクがないという確証もない．運動能力や体格

に対する有益性はないので，このような摂取量は

避けるのが賢明であると思われる 90）．

タンパク質は最も満腹効果が高い主要栄養素で

あるので，タンパク質サプリメントを摂ると，行

動と長期的健康の両方にとって必須であるでんぷ

ん質が多い食品が最適摂取量に達せず，タンパク

質由来の酸性負荷を緩衝するための果物や野菜か

らのアルカリが不十分となって，骨に有害な作用

が及ぶことがある．高タンパク質食は，とくに通

常運動をしていない人やエネルギー摂取量が不足

している人において，運動によるアミノ酸酸化を

増やし，高摂取量を減らすと運動と運度の間の期

間における負の窒素出納と除脂肪量損失のリスク

を高くする 91）．適切な体組成と機能を維持する

ための最小タンパク質摂取量は，通常の混合食を

摂取している健康なライフスタイルの人の摂取量

よりおそらくはるかに低く，タンパク質摂取量と

健康全体との関係に関して，われわれの理解を改
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める必要がある．この分野はとくに重要で，今後

研究が必要である．

文　献
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この章では，第 2～4 章で考察した原則に基づ

き，第 7～9 章で算定したタンパク質とアミノ酸

の必要量について要約する．

14.1 必要量の算定
食事の違いによる補正の算定については，第 6

章に記述してある．

14.1.1 個人と集団の安全摂取量
タンパク質必要量は，集団の平均値（または中

央値）および分散として算定した．

個人については，“個人の安全摂取量”は個人

における必要量分布の 97.5 パーセンタイル値，

すなわち平均値＋ 1.96�SD と定義されてきた．し

たがって，この摂取量の人では，不足（摂取量＜

必要量）のリスクは非常に低い（＜ 2.5％）．

集団については，“集団の安全摂取量”を平均

必要量の単純な函数として定義することはできな

い．なぜなら，不足のリスクは個人の必要量と摂

取量の両方の分布により影響を受けるからであ

る．多くの場合，この値は個人の安全摂取量より

大きく，摂取量の SDが必要量の SDより大きい

通常の場合には，集団の安全摂取量は必要量＋摂

取量の 1.96�SD よりやや大きい値となる．

14.1.2 算定値の精度
これまでの報告と同様に，第 7～9 章に示した

算定値は，実際的な使用という観点からすれば精

度が高過ぎ，見かけの精度であるので，本章のま

とめで報告する値は有効数字 2桁に丸めてある．

14.1.3 年齢の範囲
第 5章のようにタンパク質必要量をエネルギー

必要量と関連付けている場合を除き，成人の年齢

範囲は，たいていの場合 18 歳から高齢者までで

ある．小児については，成人よりやや狭い年齢区

分を適用した．それでも，その区分内の小児の体

重は非常に広い範囲にわたっている．たとえば 3

～ 5 歳の男児の正常と認めうる体重の範囲は 12�

kg（3 歳，5 パーセンタイル）から 23�kg（5 歳，

95パーセンタイル）にわたっている．したがって，

より高い精度が必要な場合には，第 9章のさらに

詳細な表を用いるのがよい．

14.1.4 体重との関係
タンパク質の必要量は，それぞれの身長（成人）

または年齢（小児）において正常と認めうる体重

の人々の体重 1�kg あたりの量として算定される．

体重がこの範囲内にある 1人あたりの必要量は，

用いる目的に応じて，実際の体重か，あるいはそ

れぞれの表にあげられているような身長または年

齢に対する体重の中央値で正規化された体重に基

づいて決められる．しかし小児については，年齢

に見合った正常と認めうる体重の範囲（10～90

パーセンタイル）が非常に広いので，後者の方法

で必要量を算定すると，この範囲の両極端にある

第14章
必要量のまとめ
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小児ではかなり低く見積もられるか，あるいは高

く見積もられることになろう．

14.1.5 食事特性に対する補正
タンパク質の質に対する補正は，消化吸収率と

アミノ酸スコア（第 6章参照）を考慮に入れたタ

ンパク質消化吸収率補正アミノ酸スコアを用いて

行う必要がある．前回の報告と同様に，必要量と

食事摂取量間の比較を行う場合，必要量の値につ

いてより，むしろ食事について補正を行うほうが

よい．その理由は，たとえば一家族のなかでその

構成メンバーがそれぞれ違った食事を摂っている

ような場合，家族単位で摂取量と必要量の間の全

体的な比較を容易に行うことができるからであ

る．しかし，必要量の値を調整して補正するとい

う従来からのやり方のほうが便利な状況もある．

14.2 成人のタンパク質必要量
体重別の成人男女のタンパク質必要量を表 46

に示す．すべての年齢層の成人男女で，体重 1�

kg あたりのタンパク質必要量は，体重が正常と

認めうる範囲内であれば同じであると考えられ

る．安全な摂取量と考えられる値は，タンパク質

消化吸収率補正アミノ酸スコア値 1.0 のタンパク

質については 1日あたり 0.83�g/kg である．安全

な上限は確認されていないが，安全量の 2倍の摂

取がリスクにつながるという可能性は低い．しか

し，安全摂取量の 3～4 倍という非常に高い摂取

表46◆	成人男女のタンパク質推奨量 a

体重（kg） タンパク質推奨量（g/kg/日）b

40 33
45 37
50 42
55 46
60 50
65 54
70 58
75 62
80 66

a18 歳以上のすべての年齢層
b タンパク質消化吸収率補正アミノ酸スコア値 1.0 のタンパク質 0.83�g/kg/日

表47◆	幼児・小児・思春期の男女のタンパク質推奨摂取量

年齢（歳）

男児 女児

体重 a（kg）
タンパク質
推奨摂取量 b

（g/kg/日）

タンパク質
推奨摂取量
（g/日）

体重 a（kg）
タンパク質
推奨摂取量 b

（g/kg/日）

タンパク質
推奨摂取量
（g/日）

0.5 7.8 1.31 10.2 7.2 1.31 9.4
1 10.2 1.14 11.6 9.5 1.14 10.8
1.5 11.5 1.03 11.8 10.8 1.03 11.1
2 12.3 0.97 11.9 11.8 0.97 11.4
3 14.6 0.90 13.1 14.1 0.90 12.7
4-6 19.7 0.87 17.1 18.6 0.87 16.2
7-10 28.1 0.92 25.9 28.5 0.92 26.2
11-14 45.0 0.90 40.5 46.1 0.89 41.0
15-18 66.5 0.87 57.9 56.4 0.84 47.4

a WHO標準値 1）

b 表 33�a と 33�b より
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量の人は，その摂取量が許容上限に近く，リスク

フリーと想定することはできないので，注意すべ

きである．

14.3 幼児，小児，青少年の
タンパク質必要量

幼児，小児，青少年の男女におけるタンパク質

必要量を表 47に示す．この年齢層におけるタン
パク質必要量の算定は 2 段階で行うことが勧め

られる．すなわち，まず年齢区分に応じた体重 1�

kg あたりの必要量を求め，ついでこれに実際の

体重またはその年齢の体重中央値 1）をかけて総

必要量を求める．

表 47 の体重は，実際の体重がわからないとき

に用いるようにガイドラインとして示したもので

ある．各年齢区分とも正常と認めうる範囲内の体

重にはほぼ 2倍の変動がある．実際の体重がわか

らない小児についてもっと詳細に必要量を算定し

たければ，WHOが作成している表 1）から実際の

年齢に対する体重中央値を求め，それを用いるの

がよい．

年齢に応じたタンパク質の質の補正は下記（14．

7 節）に示したように行う．

14.4 妊婦と授乳婦の
タンパク質必要量

妊娠と授乳のための付加タンパク質必要量を，

タンパク質および食物の 1日あたり付加摂取量と

して，適切なタンパク質・エネルギー比（PE比）

と併せて表 48に示す．前回の報告では，妊娠中
はずっと一定量のタンパク質を付加することを勧

めていた．その後に行われた体組成測定で，妊娠

早期には妊婦への蓄積が認められていないので，

妊娠中各 3半期毎に増量するのがよい．付加する

表48◆	妊娠時と授乳時のタンパク質付加必要量
推奨摂取量（g/日） 付加エネルギー必要量（kJ/日） タンパク質 : エネルギー比

妊娠３半期
１ 1 375 0.04
２ 10 1200 0.11
３ 31 1950 0.23
授乳

初期の 6カ月 19 2800 0.11
6 カ月後 13 1925 0.11

表49◆	成人のアミノ酸必要量 a

mg/kg/日 mg/g タンパク質
ヒスチジン 10 15
イソロイシン 20 30
ロイシン 39 59
リシン 30 45
メチオニン 10 16
システイン 4 6
メチオニン＋システイン 15 22
フェニルアラニン＋チロシン 25 38
トレオニン 15 23
トリプトファン 4 6
バリン 26 39
a 表 23 より
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タンパク質は，サプリメントではなく正常の食事

で多く摂るべきである．

14.5 成人のアミノ酸必要量と
評点パターン

表 49にアミノ酸必要量を，1日あたりmg/kg
体重と，アミノ酸とタンパク質の平均必要量（1

日あたり 0.66�g/kg）から算定した必要量のパター

ン（mg/g�タンパク質）で示す．

14.6 幼児，小児，青少年の
アミノ酸必要量と評点
パターン

幼児と小児のアミノ酸必要量は，維持と成長に

必要な食事量に基づき，要因加算法により算定さ

れた．維持必要量のパターンは成人の場合と同じ

であり，成長のための必要量は全身のタンパク質

について報告されている組成をもった組織を貯留

するための量とする．栄養学的に重要なアミノ酸

については，必要量（1日あたりmg/kg）と必要

量のパターン（mg/g�タンパク質，アミノ酸とタ

ンパク質の平均必要量から算定）の両方について，

表 50に値を示す．

14.7 食事のタンパク質の
質に対する補正

特定の食事の摂取量を必要量に見合うように計

算するとき，あるいは食事の適切さについて評価

するときには，利用可能なタンパク質量を見積も

るために，タンパク質の質を下記のように調整す

表50◆	幼児・小児・思春期のアミノ酸必要量 a

年齢
（歳）

リシン 含硫アミノ酸 トレオニン トリプト
ファン リシン 含硫アミノ酸 トレオニン トリプト

ファン
（mg/kg/日） （mg/kg/日）

0.5 64 31 34 9.5 57 28 31 8.5
1-2 45 22 23 6.4 52 26 27 7.4
3-10 35 18 18 4.8 48 24 25 6.6
11-14 35 17 18 4.8 48 23 25 6.5
15-18 33 16 17 4.5 47 23 24 6.3
＞ 18 30 15 15 4.0 45 22 23 6.0

a 表 36 より

る必要がある :

・食事中の総タンパク質含量＝総窒素量× 6.25

・食事中の利用可能なタンパク質＝総タンパク質

量×タンパク質消化吸収率補正アミノ酸スコア

値（消化吸収率ファクター×アミノ酸スコア）．

・消化吸収率ファクターは真の消化吸収率の現時

点における最良推定値である（例えば第 6章の

表 5）．

・アミノ酸スコアは，各年齢層における適切な基

準パターンに対する％として計算される可消化

食事タンパク質のアミノ酸パターンから算定さ

れる（表 28 と 42 参照）．

このようにして補正された食事の値は，必要量

としてまたは利用可能タンパク質摂取量として用

いられる．

14.8 食物のタンパク質濃度と
必要量のタンパク質・
エネルギー比

タンパク質・エネルギー比として求めたタンパ

ク質必要量を年齢，体重，性別，身体活動量の函

数として表すことにより，必要な食物中タンパク

質濃度をライフスタイル，体の大きさ，年齢，性

別の函数として求めることができる．それにより

求められた基準タンパク質・エネルギー比は，2.5

歳幼児の 0.048 から，体の大きな座りがちの生活

をしている高齢女性の0.128までの範囲にある（第

5章の表 4 参照）．したがって，タンパク質が少
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ないと考えられるどんな食事についても，最もリ

スクが高い人口群は高齢者，とくに座っているこ

とが多い女性である．このことは，高齢者で算定

されたタンパク質必要量は若い成人の場合と変わ

らないので，高齢者の身体活動が活発でない限り，

高齢者はタンパク質エネルギー密度のより高い食

物を必要とすることを意味する．

文　献
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本報告で進歩した点は，主に前回報告 1）の時

点で整理された窒素出納試験の分析を，より徹底

的に行ったこと，タンパク質とアミノ酸の利用と

出納についての新たな安定同位体試験の利点や，

幼児期と小児期における体組成についてのより詳

しい情報があったこと，不足リスクの統計学的推

定がより理解されるようになったこと，さらにそ

の結果として，個人と集団の安全摂取量の定義が

できたことである．しかし，多くの疑問について

は未解決のままであり，人体が食物中の食事タン

パク質とどのように相互作用するのか理解する必

要がある．すなわち適切で満足な成長，発達，体

重維持，そして長期的な健康全般や，生涯を通

じた健康状態に関連させた，人体のタンパク質と

アミノ酸のシステム生物学が必要である．現在の

知識基盤において不足していることが認識されれ

ば，より広い科学界，学界による将来の研究と調

査が必要な分野を確認するのに役立つ．この重要

な領域における専門家による協議と勧告は，学界

内，そして研究費支援団体，国際機関，二国間援

助で大きな重要性をもっている．

今後の研究に関する以下の提言は，準備作業部

会，協議会，その後本文書の準備中に確認され検

討された課題と事項に基づいている．そのいくつ

かは 1985 年の報告 1）ですでに提言されているが，

まだ解決されていない問題なので，今回繰り返し

述べる．しかし今回の協議会が認めたように，優

先順位のない研究課題の“希望リスト”を作成す

るだけでは十分でない．研究資源はますます限ら

れてきており，研究の必要性についてあまりに間

口を広げて概略を説明したり，今回の検討のなか

で提起された事項に関係する考えられる限りすべ

ての課題を含めることは無益であると，専門家は

認識している．

協議会は，以下のように述べるとき，優先順位

を判定する必要があることを認めている：「われ

われの依頼について力が分散しないように，勧告

に優先順位をつける必要がある」研究の優先順位

を決めるにあたって，いろいろな手法の組み合わ

せを必要とするものがほとんどなので，必要とさ

れる学問分野とか施設に関連させて課題を分類す

ることは行わなかった．しかし，規制官庁がタン

パク質の質の評価についてもっと広範囲な検討を

必要としていることについては，独立して記載し

た．

気候，性別，年齢，タンパク質源の間の関係と

相互作用の程度についてもっと情報を与えてくれ

る窒素出納データがさらに得られれば非常に有用

であるが，1985 年にMunro2）が結論づけている

ように，「ゼロ出納による（成人の）安全なタン

パク質摂取レベルの測定は…目的を達成してお

り，この手法により必要量について今後大きく改

定されることはないと思われる」ことは明らかで

ある．タンパク質摂取量の変動に対する代謝反応，

とくに現在勧告されているより低い摂取量で必要

量が満たされるようにする適応機序の可能性と範

第15章
研究の必要性
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囲について，ずっと多くの情報が必要であること

は明らかである．本報告で検討したように，健康

な成人が変動するタンパク質摂取量に明らかな反

応を示すことについての説明がどのようなもので

あれ，食事タンパク質が十分であることを示す主

要基準としての見かけの窒素平衡の有用性につい

て，重要な問題を提起しているのは間違いない．

短期実験における窒素平衡の達成に依存しない

で，タンパク質必要量を決定するための新しい手

法と基準を探す研究という明らかに重要な仕事が

残っている．その仕事の最終的な目的は，適切な

体組成の達成と維持を可能にするだけでなく，長

期的に健康と満足のいく状態をもたらすようなタ

ンパク質摂取量を確認することである．

15.1 将来の研究についての
提言

１．�タンパク質必要量はこれまで他に方法がない

ため，窒素出納試験から算出していたが，デー

タは広く分散しており，この手法の多くの

側面についてよくわかっていない．この方法

では，ある大きい数字（排出量）を別の大き

い数字（摂取量）から差し引くことによって

必要量を算出するので，成人や小児のタンパ

ク質必要量を決定するには感度が不十分であ

る．体水分中に尿素の大きなプールがあると

いうことは，窒素の出入りにおける変化が十

分に明らかになる前にかなりの遅れがあるこ

とを意味している．健康に影響があると思わ

れる小さな変化を検出できるだけの高い感度

をもった，体タンパク質の恒常性とバランス

を評価する技術が緊急に必要であり，そのた

めの研究を実施すべきである．さらに，もっ

と正確に必要量を決定し，タンパク質の利用

を最適化するため，“維持”と“タンパク質

蓄積効率”を規定する過程についてもっと理

解することが必要である．

２．�ヒトの栄養と代謝に関する動物モデルの開発

には，高い優先順位を与えなければならない．

農業で使われている単胃哺乳動物において，

タンパク質とアミノ酸必要量についての理解

が進んでいる．被験者に長期に食事を与える

試験はその性質上，必要とされる精度水準で

実施することは難しいが，動物での試験では

長い試験期間にわたってより効率的に管理す

ることが可能である．動物での試験では，ヒ

トの必要量について直接的証拠をもたらすこ

とはできず，とくに若い動物の多くではヒト

と違い成長が必要量に支配的な影響を及ぼす

が，動物試験は，実験手法の開発と機序の検

討を可能にし，ヒト試験における誤差の原因

を最小にするために有用である．

３．�本報告で適応の問題が取り上げられたが，ヒ

トがタンパク質摂取量の変動に対して，とく

に低タンパク質摂取量に対して適応していく

能力については，まだほとんどわかっていな

い．個人と集団の両方についてタンパク質不

足の真の影響を評価できるように，ヒトの適

応能力についてもっと理解することが必要で

ある．この分野について，さらに検討が必要

である．現在勧告されているよりも低い摂取

量で，適応過程が窒素平衡達成を可能にする

だけでなく，習慣的摂取量に対する必要量の

適応反応は，摂取量と必要量との間である程

度の相関関係を生じると思われる．ある集団

内における個人の安全摂取量と不足のリスク

の算定にとってこのことがなにを意味するの

かについて探求が必要である．また，見かけ

のタンパク質必要量における個人間変動は，

どの程度習慣的タンパク質摂取量および窒素

出納試験中の不完全な適応を反映しているの

であろうか？

４．�ここで報告されている非常に限られた分析に

基づくと，座りがちで，多くの発展途上国で

典型的といえる食事を摂っている高齢者のよ

うに，比較的エネルギー必要量が低く，した

がって食物摂取量も低く，タンパク質の安全
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摂取量を満たしていない集団の比率はかなり

高い．このような集団が，先進国での典型的

な食事を摂取すれば，まったくリスクがない

というわけではない．これまで用いられてき

た必要量モデルは，総タンパク質摂取量が低

くリシンが制限されているので，これらの

人々は体タンパク質量を維持することができ

ないことを示唆している．タンパク質および

リシンのような栄養学的制限アミノ酸の両方

がここで決定された安全摂取量以下のとき，

窒素平衡を達成できるかどうか，そして体組

成と機能に悪影響があるかどうかについて，

研究する必要がある．

５．�現在の成人タンパク質安全摂取レベルの2倍

以上を摂取することは，“健康”で身体活動

が多いライフスタイルをおくっている被験者

ではよくあることである．同時に，血圧を下

げ，虚血性心疾患のリスクを減らし，―少な

くとも混合食の内で―骨の健康を改善すると

いったように，安全レベルを超えるタンパク

質摂取について明らかに有益な作用に関する

情報が新たに出てきている．その関連性に因

果関係があるか，どのような機序であるか，

どのような用量反応を示すかについて，緊

急に確認する必要があるのは間違いない．こ

のことは，食物由来ペプチドの意味について

新たに生じてきている問題と関係する．つま

り，ある種の動物タンパク質に由来する特定

のペプチドは，血圧調整剤として，抗潰瘍剤

として，または食欲調整において，機能的に

重要であると思われる．このことから，食物

タンパク質はアミノ酸含量以外の理由でも評

価する必要があるのではないかという重要な

問題が提起される．今後の研究では，適切な

体組成を達成し維持することができるだけで

なく，現在，多くの人々に影響を及ぼしてい

る特定の多因子疾患のリスクを減らすという

点で，長期的に健康と満足のいく状態を可能

にする摂取量として，タンパク質必要量を規

定するようにしなければならない．これらの

分野の多くでわれわれの理解は十分ではない

が，これらの問題が現実面で重要であること

は確かである．

６．�安全摂取推奨量を上回る食事タンパク質を摂

取することで，エネルギー支出レベルの低い

集団においてどの程度体重の管理を改善でき

るか，について研究を行う必要がある．これ

を支持する証拠が集まってきているが，関与

する機序についてさらに情報が必要である．

７．�新しい必要量の不足リスクについての第12

章での解析は，年齢，性別，体の大きさ，ラ

イフスタイルといった，エネルギー必要量に

ついて変動する部分集団だけを考慮して，集

団ベースで行われている．とりわけ個人と集

団の必要量に関する難しい問題を明らかに

するため特定の集団に対する推奨値の適用

と，そして非常に多いと思われる“異常な状

況”での個人と集団の必要量の開発について，

もっと詳細な作業を実施しなければならない

のは明らかである．

８．�本報告では，タンパク質とアミノ酸の必要量

を考えるにあたって，食事タンパク質やアミ

ノ酸利用の効率に顕著な影響を及ぼす可能性

がある他の食事中の栄養素についてはほとん

考慮されていない．影響を及ぼす要素には，

本報告である程度考察したエネルギーと微量

栄養素の摂取が含まれる．現在は肥満につい

ての懸念があり，また他方で不十分な微量栄

養素という現状あるため，タンパク質の栄養

と代謝について理解している専門家がこれら

他の重要分野の専門家と共同で研究を行い，

より複雑な相互作用を研究しなければならな

い．たとえば，イギリスの重要な人口群のい

くつかで，ビタミン B欠乏状況がよく起き

るという合理的な証拠がある．このことは，

タンパク質必要量にとってなんらかの意味を
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もっているのか？　他の栄養素の摂取量がわ

ずか，または不十分であると，どのような量

的影響があるのか？　今後の研究課題とし

て，他の栄養素がわずかであるという状況に

よって，食事タンパク質の効率的利用がどの

程度重大な制約を受けるのかを探求していく

べきである．その結果には，機能的評価指標

と中間代謝活性の指標，とくに可欠アミノ酸

の合成に関連するもの，を含める必要がある．

９．�妊婦については，十分な出生時体重のみに基

づく要因加算法により，タンパク質増加必要

量が求められてきた．それは，非常に限られ

た情報から得られており，短期的にも長期的

にも新生児の健康という面には関係していな

い．妊婦は，推奨値よりはるかに低いエネル

ギーとタンパク質しか摂っていないことが多

いようである．妊娠中の栄養摂取や胎児の最

適な発育と慢性疾患の長期的リスクとの間の

関連性について現在大きな関心が寄せられて

いる状況から，タンパク質必要量が不確かで

あるのは確かに問題である．これは，妊娠中

にタンパク質を追加すると子に有害である可

能性があるという証拠がタンパク質付加試験

で出ているので，いっそう重要である．これ

までには明らかにされていない必要量の調整

を生じるのか？　もし生じるとすれば，出生

前後に母親と子供にどのような影響があるの

か？　これらの疑問は，科学的に，また公衆

衛生上，大きな重要性をもっている．食事タ

ンパク質や個別アミノ酸が，短期的そして長

期的に，エピジェネティックな変化を含めた

遺伝子発現をどのように修飾するのかについ

て，プログラミングと環境要因へのその後の

反応の総合的な観点から，もっと研究を行っ

ていく必要がある．

10．�幼児と小児について，協議会はタンパク質必

要量を前回報告よりも低くした．これは，母

乳摂取のもつ意味についてのより論理的な検

討と低タンパク質処方による幼児成長に関す

る最近の実験的証拠を反映した結果である．

しかし，要因加算法を策定する際に採用され

た要素の検証には，さらなる研究が必要なこ

とは明らかである．推定量は現場で検証され

る必要がある．その際可能な限り，習慣的摂

取量と，成長，感染症に対する抵抗性，身体

と精神の発達といった明瞭な機能との間の関

連性を検討すべくデザインされた計画により

実施される必要がある．

11．�前回の報告では，タンパク質とエネルギーの

食事必要量と，個人の発育または地域社会に

おける種々のタンパク質エネルギー栄養失調

症の発現率との関係について焦点をあてた．

クワシオコ－ル症候群の病因が主にタンパク

質不足を反映したものとはいえないことにつ

いては一般的に合意されており，タンパク質

とエネルギー摂取量との間の不均衡が発育阻

害の一因である可能性はある．正味のタンパ

ク質蓄積を抑制し身長の伸びの低下（低身長）

をもたらす食事と環境要因について，そして

正味の蓄積を抑制して筋肉量を減らす，また

はエネルギーを除脂肪組織よりも脂肪組織に

選択的に分配させる食事と環境要因につい

て，さらなる研究を行うべきである．身長の

伸びに必要なタンパク質必要量は，体重増加

のための必要量より大きいのか？�これらの

制限の短期的にも長期的にも健康を損ねるこ

とになる代謝や機能への影響を，研究により

明確にすべきである．摂取不足に関連するコ

スト関数を定量化するために，そのようなタ

ンパク質のわずかな不足をみつける客観的な

生化学的または生理学的指標が必要である．

そうすれば，タンパク質不足状態の発現率を

もっと明確にすることができる，

12．�多くの地域社会に広くみられる条件下での，

感染症への抵抗性と感染症からの回復のため

の必要量についての知識は乏しく，とくに発
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展途上国では現在HIV が流行していること

もあり，今後の研究の優先的課題とすべきで

ある．

13．�改訂したアミノ酸必要量は，安定同位体トレー

サー法の導入を大きく反映した数字である．

これについての理解は進んだが，決して完全

とはいえない．とくにリシンについては，本

報告で確認した成人の新しい維持必要量を，

既発表のいくつかの文献で十分であるとみな

されているかなり低い摂取量と調整する必要

がある．今のところ，幼児，小児，青少年で

同位体法はほとんど用いられておらず，現在

の必要量算出に使用された要因加算法の妥当

性をテストするため，同位体法を用いてアミ

ノ酸必要量の研究を行う必要がある．

14．�第 6 章で考察したように，総可欠：不可欠ア

ミノ酸の比率については比較的検討が進んで

いないが，食事タンパク質が必要量を満たす

程度について，重要な影響を及ぼす可能性が

ある．とくに，可欠アミノ酸合成の上限，必

要性が合成能力を超える状況，および，この

能力が特定の微量栄養素に影響される程度に

ついて，研究を行うべきである．また，ヒト

が正常な発達をするために重要な期間や，疾

患ストレスが存在する時期における，条件付

不可欠アミノ酸供給の相対的重要性を検討す

る必要がある．

15．�微量栄養素の補充が，人生の早い時期にプロ

グラミングにより制約されている代謝経路の

能力を高める可能性があるか否かについての

検討を行うべきである．

15.2 規制に関する課題
本報告では，1991 年の FAO 技術報告 3）に示

されたタンパク質の質の評価のタンパク質消化吸

収率補正アミノ酸スコア法を支持したが，算定方

法においていくつか小さな修正を行った．さらに

考慮が必要ないくつかの事項が認められた．これ

らの事項には，タンパク質の消化吸収率，とくに

食事と関連した糞便中窒素の由来に関する新しい

情報により，食物と食事について仮定されている

消化吸収率を再評価しなければならないことが含

まれている．100 を超えるタンパク質の質の評価

値の考え方が，特定のタンパク質源について，タ

ンパク質の質の指標として提案されている．これ

らの事項は，とくに食品と原料業界での規制に関

して重要である．それらは本報告の範囲外である

が，解決のために，至急，新たに別途専門家によ

る検討を実施する必要がある．

文　献
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世界保健機構（WHO）は以下の方々の，背景

報告書の執筆や最終報告書の準備を含む多大な

貢献に深く感謝する：Professor�Peter�Garlick,�

Director�of�Surgical�Research,�Department�of�

Surgery,�Stony�Brook�University,�Stony�Brook,�

USA;�Professor�Joe�Millward,�Director,�Center�for�

Nutrition�and�Food�Safety,�School�for�Biomedical�

and�Life�Sciences,�University�of�Surrey,�Guilford,�

England;� Professor�Anura�V.�Kurpad,�Dean,�

Population�Health�Research�Institute,�St�John’s�

Medical�College,�Bangalore,�India.�

報告書の準備全般と完成にあたって，調整

役となり，技術支援をいただいた，Dr�Sultana�

Khanum,�Department� of�Nutrition� for�Health�

and�Development,�WHO,�Geneva　と，報告書

の完成に尽力された他の事務局メンバー，すな

わち，Dr�Prakash�Shetty,�Chief,�Nutrition�Plan-

ning�Assessment�and�Evaluation�Service,�Food�

and�Nutrition�Division,�FAO,�Rome,� Italy;�Dr�

Graeme�Clugston,� Director,� Department� of�

Nutrition� for�Health� and�Development,�WHO,�

Geneva;�Dr�Ian�Darnton�Hill,�Technical�Advisor,�

Visiting�Associate�Professor,�Institute�of�Human�

Nutrition,� Columbia�University,� New�York,�

NY,�USA;�Dr�Robert�Weisell,�Nutrition�Officer,�

Nutrition�Planning�Assessment�and�Evaluation�

Service,� Food� and�Nutrition�Division,� FAO,�

Rome,�Italy　にも特別に感謝する．

協議会はまた，Professor�John�C.�Waterlow,�

retired�Chair,�Department�of�Human�Nutrition,�

London� School� of� Hygiene� and� Tropical�

Medicine,�London,�England� の貢献に対し，深

謝申し上げる．背景報告書の他の執筆者に

も，深く感謝する：Professor�Vernon�Young,�

Laboratory� of� Human�Nutrition,� School� of�

Science,�Massachusetts� Institute�of�Technology,�

Cambridge,�MA,�USA;�Professor�William�Rand,�

Department�of�Family�Medicine�and�Community�

Health,�Tufts�University� School� of�Medicine,�

Boston,�MA,�USA;�Professor�Benjamin�Torun,�

Scientist�Emeritus,�Institute�of�Central�America�

and�Panama,�Guatemala�City,�Guatemala;�Dr�

Ghulam�Sarwar�Gilani,�Senior�Research�Scientist,�

Health� Products� and� Food� Branch,� Health�

Canada,�Ottawa,�Canada;�Professor�Daniel�Tome,�

Paris-Grignon�National�Agricultural� Institute,�

Group� for� Research� and� Study� of� Human�

Biology�and�Nutrition,�Paris,�France;�Professor�

Paul� Pencharz,�Division� of�Gastroenterology�

and� Nutrition,� University� of� Toronto,� The�

Hospital�for�Sick�Children,�Toronto,�Canada;�and�

Professor�Nancy�F.�Butte,�Children’s�Nutrition�

Research�Center,�Department� of� Pediatrics,�

Baylor�College�of�Medicine,�Houston,�TX,�USA.

また，協議会に対し，以下の方々より貴重

な貢献をいただいた：Professor�Alan�Jackson,�

Institute� of�Human�Nutrition,�University� of�

Southampton,� Southampton�General�Hospital,�

謝辞
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Southampton,�England;�Professor�Kyochi�Kishi,�

Nutrition�Physiology,�Department�of�Nutrition,�

School� of�Medicine,�University� of�Tokushima,�

Tokushima,� Japan;� Professor� Jaime�Amaya-

Farfan,� Department� of� Food� and�Nutrition�

Planning,�Faculty�of�Food�Engineering,�Campinas�

State�University,� Sao�Paulo,�Brazil;� Professor�

Bernard�Beaufrere,�Head�Department�of�Human�

Nutrition,�National� Institute� for�Agricultural�

Research,�Clermont-Ferrand,�France;�Dr� Isabel�

Z.� Cabrera,� Supervising� Science� Research�

Centre,�Nutritional�Biochemistry�Division,�Food�

and�Nutrition�Research� Institute,�Department�

of� Science� and�Technology,�Metro�Manila,�

Philippines;�and�Dr�Rodah�Morezio�Zulu,�Senior�

Scientific�Officer,�National�Institute�for�Scientific�

and� Industrial� Research,� Food�Technology�

Research�Unit,�Lusaka,�Zambia.

協議会は編集作業を担当した Mrs�Angela�

Haden に特別に感謝申し上げる．
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個人の食事の基準タンパク質
エネルギー比率の算出
個人の食事の基準タンパク質エネルギー比率

は，1985 年の報告書 1）から引用した．Lorstad3）

の論拠と手法に基づく Beaton�&�Swiss2）の式か

ら導いた次の式により，任意の確率でタンパク質

エネルギー比率の推定値が算出される．その推定

値は，無作為に抽出された個人のエネルギー必要

量を満たす十分な食事が摂取されている条件で，

計算されたタンパク質エネルギー比率の食事が，

実際のタンパク質必要量を満たすか超えることを

保証する．

ここで，

Ra は，集団内の個人がある割合（α）で，タ

ンパク質エネルギー比率が十分確保されているこ

とが期待されるタンパク質エネルギー比率要求量

の値．（αを変化させることにより，無作為の個

人において，十分か不十分かの確率が変化する）；

Zαは，分布の割合αを与える標準化正規偏差

（例えば，Z0.025 ＝ 1.96）;

E は，特定の集団内の個人の平均エネルギー必

要量（年齢，体重，活動量等によって決定される）;

P は，特定の集団内の個人の平均タンパク質必

要量のエネルギー換算量 ;

SE は，エネルギー必要量の標準偏差 ;

SP は，タンパク質必要量の標準偏差 ;

r は，特定の集団内の個人の，エネルギーとタ

ンパク必要量の相関係数．

注：式は便宜上二つに分けて示した．

分布パラメータの推定
ある母集団の代表標本の必要量を示すデータが

得られたとき，その分布パラメータを推定するこ

とにより，分布を特定し，その特徴づけを行う必

要がある．データ数が多い場合は，特定の分布の

形式を選択し，パラメータを推定することができ

る 4）．しかし，概して十分なデータは存在せず，

必要量の分布について２つの見方が必要となる：

分布の中央点あるいは中間点の推定と個体間変動

の推定である．必要量分布の中央点と変動を推定

する際には，分布の形にとくに注意をする必要が

ある．正規分布変数（平均値と標準偏差）へ要約

する一般的な統計学的手法では，対象の変数が歪

度（左右対称でない）や尖度（尖っているあるい

は平らな－正規分布と比較し，その尾部が過小と

なったり過大となったりする）の影響を受ける場

合は，とくに誤認する恐れがある 5）．

必要量分布の中央あるいは中間は，第一に重要

付録
統計学的手法

および
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である．中央値は母集団を半分に分割するレベル

と定義され，母集団における割合を推定するため

に実用性が高い．分布が正規分布に従うと仮定で

きる場合は，算出が簡単で強力な統計解析を行う

準備となるため，算術平均あるいは平均値を中央

値の推定値として使用することができる．これは，

歪度と尖度の影響が大きいタンパク質必要量につ

いては当てはまらず，中央値を個人の必要量の基

準中央値として使用すべきである．しかし，比較

的多量のデータがある場合は，データの対数変換

を行うことにより正規分布を得，一般的なパラ

メータ推定手法を適用することができる．

回帰
回帰は，ひとつの連続（結果あるいは従属）変

数，たとえばエネルギー支出量や窒素出納と，も

うひとつあるいは複数の他の変数（独立，連続で

も二値でも），たとえば年齢や体重との間の関係

を調査するために用いられる一般的な解析手法で

ある．一般的な数学式（モデル，例えば直線関係：

y＝ a＋ bx）を仮定し，回帰手法により最もデー

タに適合するそのモデルにおける係数（aとｂの

値）と，モデルがそのデータにどの程度適合する

かの指標（R2 と当てはめの標準偏差）と，係数

がどの程度正確であるかの指標（aとｂの標準偏

差）が推定される．このように回帰分析には３つ

の目的がある：（i）相関性の記述と係数の推定；（ii）�

全般的なモデルのデータへの適合性の評価；（iii）�

個々の二変量について，それぞれの指標が結果変

数に統計学的に有意に相関するかどうかの評価．

このプロセスは必然的に反復され，検討してい

る変数の様々なサブセットの適合が行われる．最

初のモデルが選択され，当てはめが行われ，次に，

データによく適合し，実験のなかで良く現象を表

しているか，あるいは適合しないかが判断される．

それから，説明変数が除外できる場合はより単純

な，あるいは，全変数が説明できない場合はより

複雑な別のモデルが検討される．十分なモデルが

みつかると，その適合係数は，平均値や従属変数

のあるレベルにおける期待値の推定に用いられ，

係数の変動は最終的な予測の誤差の推定に用いら

れる．最適なモデルを探索するためのツールは存

在するが，好ましくは，現象に対しての生物学的

な洞察と，複雑な計算を行うために使用されるコ

ンピュータプログラムの結果に対する統計学的な

洞察の両方により検討が進められるべきである．

頻繁に用いられる自動化された手法のひとつはス

テップワイズ回帰であり，自動的に類似のモデル

のクラスが探索されるが，これは線形モデルの探

索に限られる．回帰分析の手法とその応用につい

ては文献 5，6）を，より技術的な考察については文

献 7）を参照のこと．実際には多くの統計プログ

ラムが使用されている（SPSS と SAS の２つは，

より完全で広く使用されているプログラムの代表

である）．

回帰分析に不可欠な要素は：モデル（特有の数

学式の形態－以下の例を参照）の選択；モデルと

データを最も適合させる特有の係数を見出すこと

（ここで“最も”適合とは，通常，平方差を最小

化すると言う意味でデータに最も近接するモデル

と定義される），および，モデルが不適切にみえ

る領域や個別データをチェックするため，全体の

適合と個々の係数の要約統計量と残差（各データ

ポイントにおける予測値とデータの差）により，

その適合がどの程度良いか検討することである．

とくにデータの極端な領域において，注意深く残

差の検討を行うことは，モデルが全領域にわたっ

て一様に適合するかどうか確認するために不可欠

である．

数学モデル
データを表す数学式の選択は回帰分析の鍵であ

り，そのいくつかがこの報告書で使用されている：

線形モデル
このモデルは，結果と独立変数との関係を直線

で表し，通常，既定のモデルであり，モデル解析

の出発点となる
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y ＝ A＋ Bx＋ Cz ＋…

ここで，Aは切片（ｘやｚなどがすべてゼロ

のときのｙの値）で，B,�C,�などは結果と個々の

独立変数の相関を要約する．

十分な線形モデルがみつからない場合は，非線

形モデルを検討しなければならない．それには，

無数の種類の非線形関係があり，一般に認められ

る既定のモデルがないということと，当てはめの

方法は非常に複雑で，注意深い実行と解釈が求め

られるという２つの問題がある．

次に良く使用される非線形モデルのいくつかを

示す：

一般ロジスティックモデル
このモデルはシグモイド関係を表す

y＝A＋（D－A）/�{�1 ＋ exp（－ B（x－ C））}

ここで，Aは上側漸近線，Dは下側漸近線，C

は曲線の中心を，Bは漸近線の間の曲線の移動速

度を示す．

単分子モデル
このモデルは漸近線が上側１つの指数関係を示

す．

y＝A－ exp�{ － B（x－ C）}

ここで，Aは上側漸近線，Cは曲線の中心，B

は曲線の立上り速度を示す．

二相性線形モデル
このモデルは，ある屈曲点までは直線的に増加

し，その後別の線形変化するものを表す．

窒素出納＝A＋ Bx�x が屈曲点以下の場合，

　　　　　�C＋ Dx�ｘが屈曲点を超える場合

ここで，Bと Cは２つの“相”の傾きであり，

屈曲点は（A－ C）/（B－ D）．

これらのモデルはそれぞれ，より多くの従属変

数を組み込んで拡張することができる．

回帰分析結果の出力
どんな回帰プログラムの出力にも４つの一般領

域が含まれる：

係数とその標準誤差の推定

これらは通常一般式：

y＝ B0 ＋ B1�x1 ＋ B2�x2 ＋ B3�x3 ＋…

において，Bs と Bs の標準誤差として表される．

データとモデルの全体的な適合性の推定
推定値あるいは適合の標準偏差：従属変数の単

位で表され，独立変数により説明される変動を考

慮した際にデータに存在する変動の大きさの推定

値であり，本質的には残差の標準偏差である．

R2（決定係数）：で表され，従属変数の変動の

うち，独立変数の算入により除外される割合，あ

るいは百分率の推定値．

モデルとデータのサブセットの適合性
の推定
Cook の距離，スチューデント化範囲，てこ比点：

これらは個々のポイントの影響の指標であり，よ

り厳密な検討が必要な特定領域のデータを，集中

的に調査する際に有用である．残差とそれが個々

の変数にどのように関わっているか，注意深く検

討することを基本戦略とすべきである．

独立変数間の相互作用の推定
相関係数推定値の相互作用：説明変数の冗長性

を推定し，最終的なモデル精度の推定確度を上げ

るために使用される．

共線性の診断：独立変数間の相互関係による適

合性の問題があるかどうかの指標となる．これら

の問題の検出は，共線性診断の検査により補助さ

れる．

回帰分析の仮定
回帰分析には多くの公式な仮定があるが，その

使用にあたってとくに重要なものは以下の通り：

・データが検討対象の現象を表していること（こ

れが，初期のデータ集積とふるい分けが非常に

重要な理由である）．

・モデルが生物学的に妥当であること．統計学的
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回帰手法は，データに適合するが，現象そのも

のの適合ではないことを，また，その結果は記

述的であり，因果関係を表していないことに留

意する必要がある．基本的には，モデルの形式

の選択は，厳密な統計学的判断でなく，生物学

的考察に基づくべきである．

・潜在する誤差が正規分布すること．理論的に，

回帰分析は直線性，定分散や変数の独立性を仮

定するが，最も重要な仮定は，誤差が正規分布

に従うということである．この仮定により，最

小二乗法の使用が正当となり，強力な統計学的

解析手法の利用が可能となる．ノンパラメト

リック回帰分析手法も存在するが，正規分布は

一般に広く存在することと，その検出力によ

り，モデル構築の基本的な仮定となった．しか

しこれは仮定であるため，残差の分布の非正規

性が大きな問題とならないことを確認すべきで

ある．これは非線形モデルを使用する場合はと

くに重要である．

分散分析
分散分析（ANOVA）は一般的な統計学的手法

であり，データのサブグループ（性別など）の結

果変数の平均値が異なるかどうかを検討する際，

第一に用いられる．通常，別々のサブグループの

平均値が等しいという仮説の検定として用いら

れ，単純なスチューデントの t検定を一般化した

もの（t検定は分散分析の特殊なケースのひとつ）

である．データセット中のそれぞれのデータポイ

ントの値を，（すべてのデータの）全平均と，サ

ブグループの平均と総平均の差，および個々のポ

イントとサブグループの平均の差（誤差と呼ばれ

ることが多い）の和として表されると考え，分析

が行われる．この分解は，特定のサブグループに

おける任意のデータポイント yについて，以下

のように表される：

y＝全平均�＋（サブグループの平均－全平均）�

＋（y－サブグループの平均）

この式を全データにわたって合計することによ

り，データの総変動が，サブグループ間の変動と

サブグループ内の変動に分解される．サブグルー

プの平均が，サブグループ内の変動と比較し，十

分に異なるかどうかを決定し，サブグループが統

計学的に異なることを明らかにするための統計学

的検定方法が存在する．この協議会において，分

散分析はタンパク質必要量のデータの変動を分割

し，主要な目的である個人間の変動を抽出するた

めに用いられた．分散分析は，誤差が正規分布す

るという仮定に基づいている．分散分析は，サブ

グループ間の比較には（仮説からのわずかな逸脱

には敏感でない）堅牢な手法であるが，変動の要

素の推定にはそうでなく，歪度と極端な外れ値に

敏感である．そのため，タンパク質必要量を対数

変換し補整した後に解析を行った．

文　献
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