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大麦の食物繊維とその機能

池上幸江＊

〔キーワード〕：大麦，β一グルカン，食物繊維

1．食物繊維とは

　食物繊維が人の健康にとって重要な成分である

ことが注目されるようになったのは，50年ほど前の

ことである．アフリカで医療活動に従事していたイ

ギリス人医師たちを中心に，アフリカとヨーロッパ

での疾病の違いは食物に起因すると考えた．食物中

の不消化な成分（一食物繊維）が重要であるという

仮説が提案されたが，とくに大腸がん発症率との関

係が注目された．1960年代の先進諸国では大腸がん

が最も発症率の高いがんであったが，アフリカやそ

の他の後進国では稀な疾患であった，大腸がん以外

のいわゆる成人病についても同様に食物繊維の不

足が重要な鍵になると考えられた．

　食物繊維は，人の消化管に存在する消化酵素では

消化されない食品成分である．食物繊維に該当する

成分は多糖類が中心であるが，多糖類ではないリグ

ニン（芳香族炭化水素重合体）も含まれる．これら

の成分はほとんど植物性食品に含まれる。動物性食

品ではかにや海老の甲羅の成分であるキチンが食

物繊維に該当する．

　食物繊維の働きの全体は図1にまとめた．消化管

内では消化されないので，消化管を通過する過程で

働くことになる．食物繊維はその種類によって水に

溶けるものと溶けないもの，水に溶けて粘性を持つ

もの，水を含んでかさが増すもの，さまざまな物質

を吸着するものなど，多様な性質によって効果を発

現する．口腔内では食物繊維の多い食事は一般に咀

囎に時間がかかり虫歯の予防などにつながる．胃や

小腸では食物の移動が遅くなり，またさまざまな食

品成分の消化や吸収が阻害される．その結果，血糖

値が急激に上がるのを抑制する．また，コレステ

ロールや脂質が吸収されるのを抑制するために，血

中コレステロールを低下させる作用がある．その結

果，糖尿病，高脂血症，心臓病，高血圧症などの予

ロ腔

消化管への影響 代謝などの変化 予防される慢性疾患

咀囑回数の増加 唾液分泌の増加 虫歯

コレステロール，中性脂質，胆汁酸の消化・吸収

の抑制・遅延などによる脂質代謝改善

高脂血症，虚血

性，心疾患，胆石

　　　　栄養素の消化・
小腸
　　　　吸収の抑制・遅延

血糖値上昇の抑制，インスリン分泌の抑制など

による糖代謝改善

糖尿病

食物のエネルギー低下 肥満

大腸

便容積の増加 便秘

腹圧，腸圧の低下 大腸憩室症
食物通過時間の短縮

腸内細菌叢の改善 大腸がん発がん物質の生成抑制，

胆汁酸代謝の変化

図1食物繊維の生理作用
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図2　目本人の食物繊維摂取量の変化

防に有効である．

　他方，大腸ではむしろ消化残渣の移動が早くなり，

食物を食べてから糞便として出てくるまでの時間

（食物通過時間という）を短くする．大腸では糞便

の原料となり，また腸内細菌の餌となるので人の健

康に都合のよい腸内細菌が増える．最近の研究では，

食物繊維による大腸内環境の改善は，大腸がんの予

防や免疫機能にも関係していることが示されてい
る．

　こうした食物繊維の性質と働きは，その種類に

よって異なっている．したがって，食物繊維は色々

な種類を摂取することが望ましく，また生理作用の

強い食物繊維を選ぶことも重要である．

2、食物繊維の定義と研究の今後
　現在，食物繊維の定義は国際的には一致していな

い．一般的には「植物性食品に含まれる難消化な成

分」を採用する場合が多い。わが国の目本食品標準

成分表では，rヒトの消化酵素で消化されない食品

中の難消化成分の総体」を採用し，食事摂取基準も

この定義に基づいて必要量を設定している．他方，

厚生労働省の栄養成分表示基準制度では，目本食品

標準成分表の定義に該当する成分とさらに分子量

の小さい成分（3糖類以上のオリゴ糖）も含んでい

る．目本では，植物性食品だけではなく動物性食品

にも適用されている．

　また，国際的には食物繊維を単にその生理的特徴

分を分解した後の残渣を求めるものである．

この定量法では測定できない成分もある．

ついてもAOACでは個別に測定する方法が提案さ

れている．とはいえ，定量法は定義と不可分の関係

にあり，今後の定義の行方によっては変更される可

能性もある．

　他方，食物繊維の作用に関しての研究では，とく

に免疫機能との関係が注目される．現在は動物実験

での研究が中心であるが，オリゴ糖でも同様の結果

が得られており，また人の免疫機能との関係も研究

されている．

　食物繊維の健康影響では最近疫学研究が進んで

いる．食物繊維の摂取量の多い人々では，糖尿病の

発症率，心臓病の発症率や死亡率が低いことが示さ

れている．また，食物繊維摂取量の多い人々は，血

中総コレステロールやLDL一コレステロールが低く

なることも示されている．

　しかし，食物繊維の歴史の始まりで提案された食

物繊維と大腸がんの関係については，最近の疫学研

究では否定的な結果が多い．しかし，ヨーロッパに

おける疫学研究では食物繊維摂取と大腸がん発症

と関係があるとする結果も出ており，今後の研究の

結果や相反する結果の理由についての解明が待た

れる。

（消化されにくい）だけで

はなく，血糖値や血中コレ

ステロールヘの作用，ある

いは大腸機能への影響など

を加えようとする動きが見

られる。また，わが国の栄

養成分表示基準と同様に，

多糖類のみならず3糖類以

上のオリゴ糖も含める動き

がある。

　食物繊維の定量は，現在

のわが国ではAOAC法と
なっているProsky法を採用

している。この方法の原理

はアミラーゼやプロテアー

ゼなどの消化酵素で食品成

　　　　　　　　　しかし，

　　　　　　　　これらに
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3．食物繊維の摂取と穀類

　食事摂取基準における栄養素やエネルギーの設

定は栄養素の必要量の確保と生活習慣病予防が目

的である．食物繊維は生活習慣病予防が重要な働き

である．図2は平成16年度国民健康・栄養調査の

結果とそれ以前については筆者が算出した目本人

の食物繊維摂取量の経年変化である．現在，最も不

足している栄養素（食品成分）は食物繊維である．

1目に必要な量のほぼ70％しか摂取されていない，

とくに若い年齢層での摂取量が低い．

　この図から見ると，1955年では1目当たり20g

以上摂取されていたが，その後急激に低下した．そ

の主たる理由は，穀類からの食物繊維摂取量の低下

である．穀類全体の摂取量が低下したことと，米の

精白度が上がったこと，大麦などの雑穀の摂取量が

減少したことによる．

　現在，先進諸国では精製しない穀類の摂取が広く

推奨されている．たとえば，米国の食事指針の最初

に「精白しない穀類を摂取する」があげられている．

未精白の穀類では食物繊維が摂取できる．

　現在のわが国の生活習慣病の広がりを考えると，

食物繊維摂取に対する具体的な提言が必要な時期

にきているのではないか．その際，欧米の食事指針

のように，穀類からの食物繊維摂取を図ることが必

要ではないかと考える．最近の疫学研究では，穀類

摂取や穀類からの食物繊維摂取は心臓病や糖尿病

の発症率と関係することも示されていることが，こ

0　　　50　　100　　150　　200　　250　　300　　350

　　　　　　（mg／dL）

図4　高脂血症女性に対する麦飯の効果

　　＊＝摂取前に比べて有意差あり

うした食事指針の背景となっている．

　通常米や小麦は外皮に食物繊維を多く含むため

に精白すると，食物繊維含量が大幅に低下する．し

たがって先進諸国では・全粒粉のパンの利用が一般、

的である．残念ながら，わが国の食生活指針や食事

バランスガイドでは穀類（とくに米）の摂取量を増

やすことは推奨しているが，精白については触れて

いない．

4、大麦食品の機能性

　大麦は，かってはわが国でも麦飯として広く利用

されていた．しかし1960年代以降は，麦飯は敬遠

されるようになってきたが，最近麦飯の健康効果が

見直されるようになってきている．大麦の健康効果

は他の穀類に比べて際立っている．

　これまでの研究によれば，血中コレステロールの

高い人が大麦を食べると，コレステロールは顕著に

下がる．たとえば図3と図4は筆者が行った実験で

あるが，血中コレステロールの高い平均年齢40歳

の男性20人と閉経後女性7人の結果である．いず

れも1目2食は5割の麦飯を，2週問食べてもらっ

た．その結果，血中コレステロールはいずれも約

10％下がった、とくに血中コレステロールの高い人

ほど低下が著しい。同じ実験を正常な5人について

4週間継続したが，まったく血中コレステローノレに

は変化がなかった．これは薬と食事との大きな違い

を示している．
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他方，大麦のみを空腹状態の人が食べると，精白米

やブドウ糖の場合に比べて血糖値が明らかに低く

なる．図5は正常な人，図6は糖尿病の人が大麦を

食べた時の血糖値の変化（食後血糖値）を示したも

のである．正常者では同時に測定したインスリンも

大麦では低くなる．

　適切な食事では，血中コレステロールや血糖値は

その人の適正なレベルヘと改善してくれる．薬では

適正量は医師の判断にゆだねられ，処方量を誤ると

必要以上に下がることもある．また，食事による改

善では血中コレステロールや血糖値のみならず，体

内の関連機能を正常にすることにもつながるが，薬

はターゲットとなる機能の範囲に改善が限定され
る．
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5．大麦の健康効果の理由

　大麦は食物繊維含量が高い．主要な穀類の食物繊

維含量を図7に示した．米や小麦では精白すると食

物繊維含量が大幅に低下する．その理由は食物繊維

が外皮（糠層）に多く，主に食用とする胚乳部には

食物繊維が少ないためである。他方，大麦では外皮

のみならず，胚乳部分にも食物繊維を含んでいる。

　すでに説明したように，水溶性の食物繊維ではコ

レステロールや血糖値の正常化に有効に働くもの

があり，また，大腸では善玉の腸内細菌を増やす効

果がある．他方，不溶性食物繊維は糞便量を増やす

効果がある。したがって食物繊維は水溶性と不溶性

いずれも摂取することが必要である．大麦は水溶性

と不溶性のいずれも含んでいるなど，他の穀類には

ない特徴を持っている．米粒麦や押し麦では精白米

　　　　　r＿D一一・唱一・一．＿．＿臼　ノ　　　　ロロロ　　　　　　　　　　　　　　ヘロロ
　　　！＊＊　＊＊　＊＊　　　　＊＊
　　！　　　　　十十　　十十　　　　　　　十

　　口，　　！＊＊
△　！

，／

爵

0　　　30　　　60　　　90　　　120

　　　　　時間（分）

180

図6　糖尿病疾患者におけるブドウ糖，

　　精白米，大麦負荷後の血糖値

　　　　　　　　　出所＝佐藤ら1990

の約20倍の食物繊維を含んでいる．

　大麦の水溶性食物繊維の一部はβ一グルカンとい

われる成分である．これまでの研究ではこのβ一グ

ルカンが最も血中コレステロール低下の効果が強

い。小麦や米には少ないが，オート麦も大麦と同様

にβ一グルカンを含んでいる．β一グルカンは水に溶

けると粘りがあることが，効果の理由と考えられて

いる．大麦の穀粒を染色してβ一グルカンの分布を

みると，胚乳部の細胞に多い．また，別の研究では，

大麦の胚乳部は細胞壁が厚いことも報告されてい

る．β一グルカンは胚乳部にとくに多く含まれている、

　こうした特徴によって，胚乳のデンプンの消化が

食物繊維で邪魔されることが有効性の理由ではな

いかと考えられる．その結果，デンプンの消化が

ゆっくりと行われて，血糖値が上がりにくくなる．

またβ一グルカンは胆汁酸の排泄を促進することも

確認している．胆汁酸はコレステロールから合成さ

れるので，体内のコレステロールを下げることにつ

ながる．

　実験動物を使った研究では，大麦のβ一グルカン

のみと同量の5一グルカンを含む大麦を摂取させた

場合では，大麦の方が血中コレステロールの低下効

果が高い．この結果は大麦では大麦中のデンプンの

消化性が低下することによって健康効果につなが
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　米国では大麦は主に飼料や醸造用として利用さ

れており，直接人の食料とすることはなかったが，

最近では大麦を使ったシリアルや蒸したものを

スープやサラダに利用するようになっている．

　残念ながら，わが国では特定保健用食品としてカ

ルシウムと葉酸を含む食品にのみ疾病リスク低減

表示を認めることになっており，米国のような大麦

に疾病リスク低減表示が認められるのは現状では

難しい．

図7　各種穀類の食物繊維含量

るという推測を裏付けるものである．あるいはβ一

グルカン以外の成分の関与を示しているのかもし

れない．

6．大麦に対する米国の
　　健康強調表示認可

　米国では食品における健康効果が科学的な根拠

が確立している場合に，それを食品に表示すること

を認めている．現在14項目が認められている．こ

れはわが国の特定保健用食品とは異なり，個別の食

品が審査されるわけではなく，国が決めた基準に合

致していれば表示ができるものである．国際的には，

健康強調表示の一種である疾病リスク低減表示と

いわれているものである．これまでは未精白の穀類，

緑黄色野菜，食塩含量の少ない食品，カルシウムの

多い食品など，ごく当たり前の食品が対象となって

いる。最近では大豆タンパク質やサイリウムなどの

特別な食物繊維なども認めている．この14項目の

中に，オごト麦食品が含まれていた．オート麦では

β一グルカン量が一定以上であれば・心臓病のリスク

を下げると表示ができていた．昨年5月，この中に

大麦が加えられた．これらの結果に基づいて，次の

様な表示が行える，

①大麦はコレステロールを下げることを助ける

②大麦の水溶性食物繊維である・β一グルカンを，飽

和脂肪やコレステロールの少ない食事に組み合わ

せることによって，心臓病のリスクを下げる

7．大麦研究の将来展望
　すでに図5と6に示したように，大麦では血中コ

レステロール低下以外にも血糖値改善の効果も確

認している．同様の研究が米国でも発表されている，

また，米国では大麦の摂取による高血圧の改善も報

告されている．こうした多様な大麦の効果は多くの

食物繊維に共通するものである．現在，大麦では確

認されていない作用も今後の検討課題である．とく

・に現在研究が十分ではない，大腸機能に対する作用

は必要な研究である．

　筆者らは現在，β一グルカン含量の多い大麦品種に

ついて動物や人での健康影響について研究を進め

ている．その結果，大麦のこれまでの血中コレステ

ロール低下作用を確認することができた．また，β一

グルカン含量の高いものでは血中コレステロール

低下作用が強いことも確認している．他方，最近，

メタボリックシンドロームが社会的な関心が高

まっているが，食事によるメタボリックシンドロー

ムの改善についての研究はまだ途に着いたばかり

であり，これからの研究課題である．筆者らは動物

実験によって，大麦がメタボリックシンドロームの

改善（体内脂肪組織の低下と脂肪細胞の縮小）に関

係することを明らかにした。ことによると，血中コ

レステロールの低下はメタボリックシンドローム

の改善の結果かもしれない．　　　　　　　　　’

81大麦の適正な摂取量の目安
　最近の目本人の1日当たり平均食物繊維摂取量は

13．9gである．平均の必要量（目標量）は19。Ogと

なり，必要量の70％しか摂取されていない．不足分

は5．1gである．現在の目本人の食生活では野菜や

果物の摂取にも問題がある．野菜・果物も食物繊維

の給源となっている．そこで，それらも考慮して，
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食物繊維確保の観点から大麦の適正な摂取量を算

出した．

　現在，野菜・果物の摂取も目標量には達していな

い．これらも改善しながら，それでも不足する食物

繊維量を大麦から摂取するとして，大麦の摂取量を

算出した．現在目本人の摂取している米に大麦を混

入すると，2割の麦飯となる。ただし，これは現在，

何ら生活習慣病の懸念がない人々が対象である．生

活習慣病に何らかの問題を持っ人では，さらに麦の

混入率を高めることによって改善効果が現れる．そ

の場合の大麦の割合は3～5割が望ましい．

　われわれは生活習慣病予防に対する大麦食品の

効果を広く知ってもらうために，2005年7，月に大麦

の加工に係わる企業が中心となって大麦食品推進

協議会を設立した．米国における大麦食品の健康効

果に対する認可は，われわれの今後の活動に確信を・

与えるものである．現在，シンポジウムや料理講習

会の開催，食品開発展への出展，インターネットで

のホームページ開設（httpl／／www．oh－mugi．com）

などの活動を行っている．今年もさらに新たな活動

に取り組んでいく予定である．多くの方々に大麦の

良さを広く知っていただくことを熱望している．

外国文献抄録

イネのYUCCA遺伝子の一つである郷丁／7Z〆T／阻γ躍ノ∠励7（α那7）の

水分の恒常性と地上部と地下部の比率の維持における必要性

Woo，　Y，M。，　H，J，Park，　M，　Su’udi，　J。1．　Yang，　J．J。　Park，

K．BackンY。M，Park　and　G。An2QO7．Constitutively　wilte（1

1，a　member　of　the　rice　YUCCA　gene　family，　is　required

for　maintaining　water　homeostasis　an（1an　apPropriate

root　to　shoot　ratio．　Plant　mol　Biol．　65；125‘136．

　水分の恒常性を維持することは植物の持つ基本的な機能

のひとつであり，水分は主に代謝や輸送に利用されるため，

植物体の生長にも直接影響する．水ストレス条件下では，

植物体は根と地上部の比率（root／shoot比）を増やすこと

で，体内水分の恒常性を維持している．根の生長に関して，

インドール酢酸（IAA）が重要な役割を果たしている．1飴

はさまざまな環境ストレスに応答し，細胞の分化や伸長を

制御する機能を持っていることが知られているが，その生

合成や輸送，他の植物ホルモンとの相互作用がどのように

調節されているかは，ほとんど明らかにされていない．生

合成に関しては，トリプトファン非依存性とトリプトファ

ン依存性の経路を持つことが提案されており，シロイヌナ

ズナとイネのYUCCA遺伝子ファミリーが，トリプトファン

依存性1飴生合成経路で機能していることが明らかにされ

ている，

　本論文では，トリプトファン依存1生経路で機能している

四CCAタンパク質のひとつをコードしている
0器ππα硯7肥7肋！（α2躍1）遺伝子の挿入変異体を用

いて，四CCA遺伝子の機能についての調査を行った．

　OsCOW1遺伝子にTos17およびT－Dmが挿入されたノック

アウトホモ変異体の表現型の特徴として，巻き葉，葉幅の

縮小，根と地上部の割合（rQQt／shQQt）の減少が見られた．

これらの表現型は，発芽後7～10目程度で現れ，成熟期ま

で維持された．

　発芽後90～100日後の植物体を用いて蒸散率と膨圧ポデ

シシャルを測定した結果，変異体の蒸散率は野生型の約

1／4になり，膨圧ポテンシャルも変異体の方が小さレ値に

なった。蒸散率の減少に伴った水吸収および水圧伝導率の

減少が原因となり，変異体の葉における水分含量の減少と

膨圧ポテンシャルの減少が起こったと考えられる．

　イネの生長にOsCOW1がどのように機能しているかを調

べるために，OsCOW1の発現パターンを調ぺた結果，転写産

物は発芽4目後の苗や受粉8目後の発達中の穀粒などの未

成熟器官で多くなり，成熟した器官ではほとんど検出され

なかった．　　　　　　　へ

　四㏄A酵素の基質であるトリプタミンの量を野生型と変

異体で比較したところ，地上部でも地下部でも，変異体で

野生型の2倍量のトリプタミンが測定された．

　1飴の生合成の場所を決定するために，Ogα2豚：5舐P融

合遺伝子と舷疏ρ：：泌P融合遺伝子をイネの葉肉細胞とタ

マネギの表皮細胞から単離したプロトプラストヘ同時形質

転換した結果，それぞれの蛍光像はほぼ重なり，細胞質中

の膜性ネットワークおよび核周囲の網状構造といった小胞

体の特徴が示された．

　以上のことから，OsCOWlを介した1組生合成はン1・胞体で

行われ，root／shoot比の維持つまり植物体内の水分の直常

性の維持に大きな影響を与えていることが示唆された．

（東京大学大学院農学生命科学研究科作物学研究室

　綱島沙織）
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