
ROUSSELOTによる製造・販売

健康的なライフスタイルのためのコラーゲンペプチド

ホワイトペーパー

骨代謝へのコラーゲンペプチド
の有益な効果

2017年に公表された、骨の健康への加水分解コラーゲンの効果に関する先端科学のレビューにおいて、骨の健康を
サポートするペプタン（Peptan）の有益性に焦点が当てられました。Food Science and Nutrition誌のクリティカ
ルレビューで公表されたこのレビューにおいて、ペプタン（Peptan）コラーゲンペプチドを使用した体内研究および
機構研究が何度も言及されています。

2017年8月、栄養学の主任科学者であるDr. Janne Prawittのコメント
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多数の科学的証拠により、骨の強度および骨代謝をサ
ポートするコラーゲンペプチドの効果が示されていま
す。コラーゲンペプチドの生物活性特性は、骨芽細胞
への刺激および破骨細胞活性の抑制により、骨形成に
効果的であることが示されています。また、骨ミネラル
密度（BMD）およびカルシウム吸収における好ましい
効果も示されており、これは骨の強度に直接影響しま
すi、ii。

研究論文iiiの新しいレビューでは、骨組織へのコラーゲ
ンペプチドの効果を調査した科学レポートの結果が詳
細に分析されています。コラーゲンペプチド補給後にお
ける骨のサイズの増大やBMDの増加、および骨量減
少の緩和を示す結果を実証するため、成長、骨量減少、
および骨治癒モデルからの結果が収集されて詳細なレ
ビューが行われました。 

i  Wu, J.他、2004年、発育中ラットと成熟ラットにおける骨代謝に対するコラーゲンペプチドの経口投与の有効性評価、Journal Bone Miner.Metab.22 (6):547‒553. doi:10.1007/s00774-004-
0522-2

ii Kim, G. H.他、1998、カルシウム欠乏ラットにおける、魚皮ゼラチンペプチドと結合した牡蠣殻由来のカルシウム化合物の効果、J. Korean Fish.Soc.31(2):149‒159.
iii Daneault, A.他、2017年、骨代謝に対する加水分解コラーゲンの生物学的効果、Food Science and Nutritionのクリティカルレビュー、57:9、1922-1937

DR.JANNE PRAWITT
Dr. Janne PrawittはRousselotにおける栄養学の主任科学者
で、Rousselotのコラーゲンペプチドブランドである Peptan®をサポート
する栄養学および健康科学に関連した製品を担当しています。 
栄養学の科学者であるDr. Janne Prawittは、ドイツおよびフランスで学
術研究に10年を費やし、肥満や糖尿病などの代謝性疾患の発生機序を
調査していました。2013年にRousselotに入社したDr. Janne 
Prawittは主に、筋骨格の健康および皮膚生理学におけるコラーゲンペ
プチドの効果を理解し、世界市場に向けた関連製品を開発することに注
力しています。



機械的な力や外的障害に対する骨の耐性は、骨組織
の質と量の2つの要因によって決まります。これらの要
因はそれぞれ、ミネラル含有量とコラーゲンの骨組み
に関連しています。コラーゲンは骨の総タンパク量の
80%を占め、リン酸カルシウムを含む主要高分子を固
定させるための柔軟性を備えた足場を形成します。ミ
ネラル沈着量に直接関連しているコラーゲンは、骨格
の強度および柔軟性において必須の成分です。

健康な骨の場合、骨基質密度および骨組成が骨代謝回転と呼ばれ
るプロセスによって維持されています。老化した骨組織から新しい
骨組織への入れ替えは、骨形成細胞である骨芽細胞および骨吸収
を行う細胞である破骨細胞の活動によって一定に保たれます。この
プロセスでは、ホルモンおよび成長因子が破骨細胞の活性を調節し
て古い基質を除去すると共に、新しい骨の形成に必要なミネラルを
放出します。次の段階では骨芽幹細胞が増殖して骨芽細胞集団を
形成し、この骨芽細胞は成熟・活性細胞に分化します。この細胞は
コラーゲンの合成、および新しい骨を形成する基質の沈着とミネラ
ル化を行います。

このように最適に調整された均衡が崩れると、新しい骨の合成より
も基質分解の方が早くなるため、骨のミネラル密度が低下して、柔
軟性に欠けたもろい骨が形成されてしまいます。コラーゲンペプチド
は骨形成をサポートするために必要な構成要素を供給し、また骨吸
収を行う破骨細胞よりも骨形成を行う骨芽細胞の機能を積極的に
促進するメッセンジャーの働きをすることにより、健康な骨を維持す
るための今後の栄養摂取計画において重要な役割を担っています。

栄養補給の役割は、骨の健康をサポートするための予防対策として
周知されています。骨量がピークに達して減少し始めるのは30歳
で、コラーゲン合成と骨代謝回転も年齢と共に低下するため、骨格
機能が制限されることを防ぐまたは遅らせるための早期予防が重
要となります。コラーゲンやカルシウムなどの栄養補助食品は骨基
質の主要成分を供給して、骨の健康維持に積極的に働きかけるこ
とができます。

骨量減少モデル
コラーゲンペプチドの補給による骨量減少への効果に関する大多
数の研究では、体内モデルが使用されました。これは骨粗鬆症、言
い換えればエストロゲン欠乏の影響を受けた閉経後女性のホルモ
ン状態を模倣したモデルです。このようなモデルにおいて骨量減少
を防止するコラーゲンペプチドの効果が、多数の証拠によって示さ
れています。例えばGuillerminet他（2010年）は、生後3か月の卵
巣摘出（OVX）マウスに対するコラーゲンペプチドの投与によって、
骨ミネラル密度および骨強度が上昇したことを証明しました。骨吸
収マーカーCTX（カルボキシ末端コラーゲン架橋結合）の循環血
漿濃度は、骨形成マーカーBALP（骨アルカリホスファターゼ）より
も低く、コラーゲンが骨リモデリングに良い影響を与えることが示さ
れていますiv。

同グループによる2つ目の研究では、コラーゲンペプチドを3または6
か月間投与することで、同じ体内モデルにおける骨量減少の予防に
有意な効果がありましたv。生後3か月のマウスの骨量減少予防にお
いて、3か月間のコラーゲンペプチドの投与は、骨粗鬆症治療で臨床
的に使用されるエストロゲン修飾因子であるラロキシフェンと同様
の効果を示しました。

骨の健康に対するコラーゲンペプチド
の効果
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iv Guillerminet, F. 他、2010年、加水分解コ
ラーゲンが卵巣摘出マウスの骨代謝と生物的
パラメータを向上：試験管内および体内研
究、Bone、46: 827-834
v Guillerminet, F. 他、2012年、加水分解コ
ラーゲンが卵巣摘出C3H/HeNマウスの骨の
状態を向上し骨量減少を防
止。Osteoporosis International 
23(7):1909-1919

骨リモデリングのプロセス
破骨細胞

マクロファージ

骨芽細胞

休止期骨芽細胞 
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vi Adam, M.他、 1996年、閉経後骨粗鬆症、カルシトニンおよび高コラーゲンタンパク質食による治療、Cas Lek Cesk.135(3):74-78.
vii Hooshmand, S. 2013年、新規栄養補助食品であるカルシウムコラーゲンキレートによる骨改善特性の証拠、J. Food Nutr.Disord. 2:1. doi:10.4172/2324-9323.1000102
Viii  Elam, M. L.他、2014年、栄養補助食品であるカルシウムコラーゲンキレートが骨減少症の閉経後女性の骨量減少を軽減：無作為化対照試験、J. Med. Food. doi:0.1089/jmf.2014.0100
ix  Kim, H. K.他、2013年、ERK/MAPK経路を介したコラーゲンペプチドの骨形成活性がコラーゲン合成のブーストおよび骨粗鬆症の骨組織に対する治療効果を調整（後方散乱電子画像および微細構造解
析による）、Molecules、18(12):15474‒15489. doi:10.3390/molecules181215474. 

x  Kim, H. K.他、2014a年、加水分解コラーゲンがMG-63ヒト骨芽細胞においてMAPKシグナル経路を介して骨形成遺伝子の発現を増加、Food Funct. 5(3):573‒578. doi:10.1039/c3fo60509d
xi Daneault, A.他、2014年、加水分解コラーゲンが試験管内における骨芽細胞の分化およびその後の体内における骨の健康に寄与、Osteoarthritis and Cartilage 22: S131
xii Liu, J.L.他、2014年、牛由来のコラーゲンペプチド化合物がMC3T3-E1前骨芽細胞の増殖分化を促進、PLoS ONE 9 (6): e99920.
xiii Liu, J.L.他、2015年、牛由来のコラーゲンペプチドとクエン酸カルシウムの併用経口投与により卵巣摘出ラットにおける骨量減少を抑制、PLoS ONE 10 (8): e0135019.

臨床試験

コラーゲンペプチドに関するほとんどの臨床研究は、薬物やカルシ
ウムなどの骨の健康を促進する化合物との関連付けを行って実施
されています。骨からのカルシウム喪失を引き起こす疾患の治療に
使用される薬物であるカルシトニンの、単剤および高コラーゲンペ
プチド食との併用による臨床研究が実施され、閉経後女性における
骨代謝への効果が評価されました。この研究結果により、10 gのコ
ラーゲンペプチドの摂取とカルシトニンの筋肉内注射を1日1回行う
ことで、薬物の効果が増強および持続することが示されましたvi。
同様に別の研究でも、骨減少性の閉経後女性において、5 gのカル
シウム／コラーゲン／ビタミンDミックスの摂取により骨代謝回転
で吸収よりも形成を促進させることで、骨量が増加したと報告され
ていますvii viii。 

コラーゲンペプチドの骨への効果に関連する機序

コラーゲンペプチドに関する論文には、骨代謝への有益な効果の基
礎を成す機序を理解するための情報が記載されています。摂取さ
れたコラーゲンペプチドは消化管で消化され、 遊離アミノ酸および
ジペプチドやトリペプチドとして吸収され、その後血流によって標的
組織に運ばれます。Kim他ix、xは、コラーゲンペプチドが用量依存的
に、骨形成の最初の重要ステップである骨芽細胞の増殖をサポート
することを実証しました。また新しいデータでは、骨芽細胞の分化が
促進され細胞の生存期間が改善されていることが明確に示されて
いますxi。
Liu他xiiは牛由来のコラーゲンペプチドに関する研究を実施し、ミネ
ラル化骨基質形成の改善を報告しています。並行して、Guillerminet
他（2010年）は破骨細胞のバイオロジーを調べ、その活動が大幅に
抑制されたことを報告しています。同様に、Daneault他（2014年）
は、破骨細胞の抑制に関連するタンパク質であるOPGと、破骨細胞
の活性化を担うRANKL間の比率が高いことを記録しており、これは
コラーゲンペプチドによる破骨細胞の活動抑制効果を示しています。

ペプタン（Peptan）：作用機序
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骨代謝に対するペプタン（Peptan）の効果の概略図、Daneault, 
2015iii出典

コラーゲンとカルシウム
コラーゲンペプチドにより骨細胞に対して直接的な調整が行われる
だけでなく、カルシウムの吸収も高められることが示されていますxiii。
また様々な研究において、コラーゲンペプチドなどの食物タンパク
質がカルシウムと相乗的に働き、カルシウムの保持および骨代謝を
向上させることが示されています。  



Rousselotの本社：
Rousselot B.V.   Kanaaldijk Noord 20   5691 NM Son、オランダ
電話番号：+31 499 364 100   peptan@rousselot.com
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ROUSSELOTによる製造・販売

無断複写・転載を禁じます。本書のいかなる部分も、Rousselotから事前に文書による許諾を得ることなく、いかなる方法によっても決して複写、配布、翻訳、またはデータベースもしくは検索システムに
保管してはなりません。Rousselotのみが本書のすべての内容に対する著作権を有し、本書に記載されている弊社製品のすべての呼称および製品自体に対する知的所有権を有します。本書のいかな
る部分もRousselotの知的所有権の使用許可（明示的または黙示的）を成すものではありません。Rousselotから事前に文書による明示的な同意を得ることなく、製品の呼称、画像、写真、説明を複写
または使用することは許可されていません。Rousselotは、明示または黙示に関わらず、本情報の精度、信頼性、および完全性について名言または保証せず、直接的または間接的に関わらず、いかなる
情報に関しても法的責任を負わないものとします。本情報は、各自の判断および責任のもと使用されるものとします。本書のいかなる部分も、適正決定と試験の実施、および適用されるすべての法規制
への遵守と第三者の権利の保護に対する義務を免除しないものとします。本製品は、疾患の診断、治療、治癒、および予防を目的とするものではありません。本製品を医薬的治療、食品、またはフィットネ
スプログラムと併用する場合は、必ず医療提供者に相談してください。本書で推奨されているRousselot製品の使用およびクレームは、地域の最新の規制環境に適合されるものとします。本文は、食
品医薬品局によって評価されたものでありません。

結論

このレビューに記載されている研究が示すように、コラ
ーゲンペプチドは骨の健康に対する、今後の栄養摂取
計画の策定において期待を持てる成分です。コラーゲ
ンペプチドが骨形成細胞の刺激およびカルシウム吸収
の促進を含む、骨組織に有益な生物活性特性を持つこ
とが、多数の証拠によって示されています。 

これらの特性から、コラーゲンペプチドは骨の健康を
促進する今後の食事療法において、新しく革新的な候
補成分として期待されます。これらの結論を裏付ける
ため、更なる研究を行ってより大きな臨床的証拠を得
る必要がありますが、総じてコラーゲンペプチドは、骨

の健康に対する処方においてカルシウムおよびビタミ
ンDに付加価値を与えるため、一次予防に対して高ま
る需要に見合った成分と考えられます。

Daneault 2014年、Gullerminet 2012年、および
Guillerminet 2010年の研究で使用されたコラーゲン
ペプチドは、Rousselotが製造および販売を行ってい
るペプタン（Peptan）です。
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Rousselotについて。共に更に遠くへ。
Rousselotおよびペプタン（Peptan）はDarling Ingredients Inc.のブランドで
す。
Rousselotはゼラチンおよびコラーゲンペプチドの世界的なリーダー*です。
Rousselotの各種コラーゲンペプチドは、ペプタン（Peptan）ブランドとして販売
されています。弊社は世界中のお客様と連携して、最新の技術をもって製造され
た革新的かつ先進的な原料に関する提案をお届けします。弊社のお客様が、今日
の多くの要求を持つ消費者を刺激してワクワクさせられる、世界クラスの医薬製
品、食品、および栄養製品を開発して、目標を達成できるよう支援します。

*引用：Global Industry Analysts, Inc社、Gelatin a Global Strategic Businessレポート、2016
年11月

お近くのRousselotおよびペプタン（Peptan）販売の連絡先情報 


