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Abstract

Male Wistar rats were fed for２１days on diets containing９％ resistant starch as either high-amylose

starch（HAS）or heat-moisture-treated starch（HMTS）. Control group was fed diet added with corn-

starch equal to the amount of HAS added. The concentration of acetic acid in the cecal content of rats

fed HAS was higher than control values, but HAS did not noticeably affect the n-butyric acid level in the

cecal content. The propionic acid concentration was lower than that of control groups. Concentrations

of acetic, propionic and n-butyric acid in the cecal content of rats fed HMTS were higher than control

values. Concentrations of propionic and n-butyric acid in the cecal content of rats fed HMTS were

higher than HAS value. The apparent viscosities of the control diet and those containing HAS or HMTS

supplements were２０．２P,０．４８P and０．２５P, respectively. The viscosity of the diets added with HAS or

HMTS were thus significantly lower than the control diet. The low viscosity of HAS or HMTS en-

hanced cecal fermentation. The serum cholesterol levels of rats fed on diets added with HAS or HMTS

were７４．６mg/dl and６３．６mg/dl, respectively, significantly lower than the９６．９mg/dl of the control

group. The triglyceride levels in livers of the control, HAS and HMTS groups were６６．８mg,５７．７mg

and４７．４mg, respectively, per１g liver. The triglyceride level in liver of rats fed HAS was not signifi-

cantly lower than in the controls, whereas the level in the liver of rats fed HMTS was significantly lower
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�．緒言

従来，デンプンはヒトの消化酵素でほぼ完

全に消化されると考えられてきたが，健康な

ヒトにおいても小腸での消化を免れ，大腸に

まで達するデンプンがあることが明らかと

なった１，２）。こうしたデンプンやその分解物は

難消化性デンプン（Resistant Starch；以下 RS）

と定義されている３）。

RSは物理的・化学的性質から，RS１から

RS４の４つに分類４）される。RS１は全粒穀類

や精製度の低い穀類のように，一部リグニン

化した穀粒外皮のために物理的にアミラーゼ

による加水分解を受けがたいデンプンであ

る。RS２は生の芋類や未熟バナナのデンプ

ンのように，デンプン粒が結晶構造をとるた

めに α―アミラーゼによってほとんど加水分

解されないデンプンである。RS３は調理さ

れて糊化したデンプンが冷却されることに

よって再結晶化し，α―アミラーゼによる分

解を受けにくくなる老化デンプンを指す。RS

４は食品添加物や洗濯糊に利用されている化

学的に合成された化工デンプンであり，エチ

ル化やエステル化など化学的に修飾されてい

るためにアミラーゼに対する抵抗性を有して

いる。

デンプンの RS含量はアミロース含量の増

加に伴って増加する。アミロース含量７０％の

ハイアミロースデンプン（High-Amylose

Starch；HAS）は，市販品として入手しやす

いために多くの実験で RS源として利用され

ている。HASは α―アミラーゼによる分解に

強い抵抗性を有し，RS２に分類される。ま

た，HASに湿熱処理を加えて調製された湿

熱 処 理 デ ン プ ン（Heat-Moisture-Treated

Starch；HMTS）は湿熱処理によって，HAS

の α―アミラーゼ抵抗性を高めたものである。

Prosky法で測定した HASおよび HMTSの食

物繊維（Dietary Fiber；DF）含量は，それぞ

れ２０．８２％，６１．７７％となり５，６），HMTSの DF

含量は HASの３倍にまで高まっている。し

かし奥村は DF含量として６％に調製した

HASあるいは HMTS添加飼料をラットに摂

取させたが，HMTSは HASと比べて糞量の

増加効果が低く，RSの摂取効果は Prosky法

で測定した DF含量から期待できるほどでは

なかった５）。HASと HMTSの RS含量をブタ

膵臓由来パンクレアチンに抵抗性のデンプン

量として評価すると，HASでは３１．５％，HMTS

では４１．７％であり６），Prosky法による DF含

量ほどの差はなかった。これらの結果より，

HMTSは Prosky法に用いる耐熱性 α―アミ

ラーゼには強い抵抗性を示すものの，パンク

レアチンによる分解は受けやすいことが示唆

され，HASや HMTSの RS含量はパンクレ

アチンに抵抗性のデンプン量として評価する

方が適切であると考えられた。

RSは大腸においてよい発酵基質となり，酢

酸，プロピオン酸，n―酪酸を産生するが，摂

取する RSの種類によってこれらの産生量が

異なり，発酵パターンに違いがあることが示

されている７）。RSの摂取は，肝臓や血中のコ

レステロールやトリグリセリドを低下させる

といった報告８，９）が多い。コレステロール低下

作用については RSの腸内発酵性と関連性が

あると考えられており，RSが盲腸内で発酵

than in controls. Due to its high concentration of propionic acid in the cecal content, HMTS is consid-

ered to contribute more to hepatic triglyceride reduction than HAS. These results suggest that, compared

with HAS, HMTS may be more fermented to produce more effective propionate and n-butyrate acid for

the body than HAS.



（伊藤敬恵，山中なつみ，小川宣子，柘植治人，早川享志）
湿熱処理ハイアミロースデンプンの摂取が腸内発酵ならびに脂質代謝に及ぼす影響

― ―１２３

を受けることによって生成される短鎖脂肪

酸，とくにプロピオン酸がコレステロールの

合成を阻害することが指摘１０）されている。一

方，トリグリセリドについてもプロピオン酸

が脂肪酸生合成を抑制する知見がある１１）。

よって RSの発酵パターンの違いが肝臓およ

び血中のコレステロールやトリグリセリドの

低下作用に影響するのではないかと考えられ

る。

そこで本研究では，HASと HASに湿熱処

理を加えた HMTSの摂取による盲腸内発酵

パターンの違いを明らかにするとともに，こ

の発酵性の違いが肝臓や血中のコレステロー

ルとトリグリセリドの低下作用に影響するか

どうかについて明らかにすることを目的とし

た。さらに肝臓や血中のトリグリセリド量に

ついては，脂肪酸合成酵素（Fatty Acid Syn-

thase；FAS）の活性がかかわると考え，FAS

活性についても測定した。

また，盲腸内発酵性には発酵基質の物性が

影響すると考えられる。山中らはアルギン酸

を添加し粘度を高めた飼料をラットに与え，

飼料の粘度の増加に伴って盲腸内容物の粘度

も高くなり，盲腸内発酵速度が抑制されるこ

とを報告している１２）。そこで HASあるいは

HMTSを添加した飼料の粘度を測定し，盲

腸内発酵性との関連についても調べることと

した。

�．方法

１．飼料組成

飼料組成を表１に示した。HASおよび

HMTSは日本食品化工株式会社より提供さ

れたものを用いた。梶浦は，ブタ膵臓由来パ

ンクレアチン抵抗性のデンプン量として評価

した RS量で６％の HASあるいは HMTSを

含む飼料をラットに摂取させ，体内の脂質低

下効果を検討したが，対照群と比較し有意な

差はみられなかった１３）。そこで，本研究では

RS量が９％となるように HMTSあるいは

HASを添加した飼料を用いた。HAS添加飼

料は AIN―７６精製飼料の α―コーンスターチと

スクロースの一部を HAS２８．６％に置き換え

て調製した。HMTS添加飼料については，

AIN―７６精製飼料の α―コーンスターチおよび

スクロースの一部を HMTS２１．６％で置き換

え，デンプン量が HASと同量になるよう α―

コーンスターチを添加し調製した。HAS添

加飼料ならびに HMTS添加飼料では，DFに

よる影響を除くためセルロースパウダーをス

クロースに置換した。

対照飼料は，AIN―７６精製飼料の α―コーン

Ingredients AIN―７６ Control HAS HMTS

Casein ２０．０ ２０．０ ２０．０ ２０．０
DL-Methionine ０．３ ０．３ ０．３ ０．３
Sucrose ５０．０ ３６．４ ４１．４ ４１．４
α-Corn starch １５．０ ２８．６ ― ７．０
Cellulose powder ５．０ ５．０ ― ―
HAS ― ― ２８．６ ―
HMTS ― ― ― ２１．６
Soybean oil ５．０ ５．０ ５．０ ５．０
AIN―７６mineral mixture ３．５ ３．５ ３．５ ３．５
AIN―７６vitamin mixture １．０ １．０ １．０ １．０
Choline bitartrate ０．２ ０．２ ０．２ ０．２

表１ 飼料組成 （g／１００g）
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スターチを HAS添加飼料の HASと同じ

２８．６％とし，スクロースで調整した。

カゼイン，セルロースパウダー，AIN―７６

ミネラル混合および AIN―７６ビタミン混合は

オリエンタル酵母工業株式会社製，その他の

ものはすべてナカライテスク株式会社製のも

のを用いた。

２．実験動物および飼育条件

実験動物は，５週齢のWistar/ST系雄ラッ

トを日本エスエルシー株式会社から購入し

た。

ラット（２１匹）は５連の個別ケージ内で，

温度２３±１℃，明暗１２時間サイクル（明期 A.

M.６：００～P.M.６：００）の環境で飼育を行っ

た。実験環境に慣らすために表１に示した

AIN―７６精製飼料を用いて５日間予備飼育を

行った。予備飼育終了後，各群（n＝７）の

平均体重が等しくなるように群分けを行っ

た。対照飼料と HAS添加飼料，HMTS添加

飼料を２８日間自由摂取させ，それぞれ対照群，

HAS群，HMTS群とした。各群ともに飼料，

飲料水（水道水）は自由摂取とした。

３．測定項目および方法

（１）解剖

ラットは本飼育開始２８日後の AM９：３０か

らペントバルビタールナトリウム系麻酔薬

（ソムノぺンチル�，シェリング・ブラウ

アニマルヘルス社）を腹腔内に投与し麻酔を

かけ，開腹後腹部大動脈より採血した。次に，

肝臓を採取し，重量を測定後，一部を FAS

活性測定に供し，残りは脂質の分析に用いる

まで－２０℃にて凍結保存した。また，盲腸内

容物が漏れないように盲腸の出入口部分を絹

製縫合糸で縛った後，盲腸を採取した。盲腸

内容物は短鎖脂肪酸の分析に供した。採取し

た血液は，常温で１時間放置後，２，０００×

g，４℃にて２０分間遠心分離し血清を得た。

（２）盲腸内容物の短鎖脂肪酸含量

盲腸内容物の短鎖脂肪酸含量は Rémésyと

Demigneの方法１４）に従って測定した。解剖時

に採取した盲腸内容物１gに内部標準として

４０mMのクロトン酸２５０µlを加え，HITACHI

HG３０型ホモジナイザーにて均一になるまで

ホモジナイズした後，２，０００×g，０℃にて１５

分間遠心分離した。得られた上清１mlをロー

タリーエバポレーターにより濃縮乾固し，分

析まで－２０℃にて保存した。測定時に純水１００

µlで溶解し，分析直前に３０％リン酸溶液３３µl

を加え，メンブランフィルターにてろ過後ガ

スクロマトグラフィーによる分析に供した。

標準物質として，それぞれ４０mMの酢酸，プ

ロピオン酸，n―酪酸の混合液に内部標準とし

て４０mMクロトン酸を加えたものを同様に分

析に供した。ガスクロマトグラフは GC―１４A

（島津製作所製）を用い，表２に示した条件

で測定を行った。標準物質のピーク面積から

酢酸，プロピオン酸，n―酪酸についてクロト

ン酸に対する比感度を求め，試料中の各ピー

ク面積より短鎖脂肪酸量を換算し求めた。酢

酸，プロピオン酸，n―酪酸量はそれぞれ盲腸

内容物１gあたりおよび盲腸全体あたりとし

て求めた。

Column

Column Temp.

Injector Temp.

Carrier Gas

Make up Gas

Detector

Injection Mode

Split Ratio

CBP２０-M２５-０２５ ２５m×０．２５mm

φdf０．２µm, Fused silica

１００℃→２℃/min→１２０℃（１０min）
２００
Ｎ２６０ml/min

Ｎ２２５ml/min

FID

Split

１：５０

表２ 短鎖脂肪酸の分析条件
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（３）飼料の粘度

各飼料に重量の４倍量の水を加えてペース

ト状にし，TV―２０形粘度計（㈱トキメック）

を用い，回転数５rpm，３７℃におけるみかけ

の粘度を測定した。

（４）肝臓および血清中のコレステロール量

肝臓中のコレステロールは Zak-Henly法１５）

を用いて測定した。肝臓約１gを精秤し，ク

ロロホルム・メタノール（２：１，v/v）混

合液１０mlを加え，ホモジナイザー（HITACHI

HG３０型）でホモジナイズした。さらにクロ

ロホルム・メタノール混合液１０mlを用いて

共洗いした。両抽出液を一晩冷暗所に放置し，

ひだおり濾紙（ADVANTEC No.５B）にて濾

過後，５０mlに定容し，分析まで－２０℃で保

存した。肝臓のクロロホルム・メタノール抽

出液０．８mlを採取し，６０℃の振とう型イン

キュベーターでクロロホルム・メタノール臭

が無くなるまで加温し溶媒を除去した後，酢

酸３mlを加え良く混合し，さらに発色試薬

２mlを静かに加え，積層後，静かに２回混

合した。３７℃で１５分間放置し，５００nmにお

ける吸光度を測定し，肝臓１gあたりのコレ

ステロール量を算出した。

血清中のコレステロールは，コレステロー

ル E―テストワコー（コレステロールオキシ

ダーゼ・DOS法，和光純薬工業株式会社製）

を用い比色法により測定し，血清中の濃度を

算出した。

（５）肝臓および血清中のトリグリセリド量

肝臓中のトリグリセリドは先の肝臓のクロ

ロホルム・メタノール抽出液について，トリ

グリセライド―テストワコー（アセチルアセ

トン法，和光純薬工業株式会社製）を用い比

色法により測定し，肝臓１gあたりの量を算

出した。

血清中のトリグリセリドは，トリグリセラ

イド E―テストワコー（GPO・DAOS法，和

光純薬工業株式会社製）を用い比色法により

測定し，血清中の濃度を算出した。

（６）FAS活性

脂肪酸の生合成においては，アセチル CoA

とマロニル CoAから FASによって最終的に

パルミチン酸にまで合成され，このとき，補

酵素としてニコチンアミドアデニンジヌクレ

オチドリン酸還元型（Nicotinamide Adenine

Dinucleotide Phosphate Reduced Form；

NADPH）が消費される。そこで，各群のラッ

トの肝臓から調製した粗酵素液を用いてこの

反応を行った後の NADPH減少量を吸光度に

よって測定し FASの活性を求めた。

粗酵素液は Burtonらの方法１６）に準じて以下

のように抽出した。解剖時に採取した肝臓を

０．２５Mスクロース溶液で脱血させ，肝臓約

４gを精秤し，１．５倍量の０．１Mリン酸カリウ

ムバッファー（pH７．０，１mM EDTAおよび

１mM ２―メルカプトエタノールを含む）を

加え，Potter型テフロンホモジナイザーにて

均一になるまでホモジナイズし，そのホモジ

ネートを１，０００×g，４℃で１５分間遠心分離し

た。さらにその上清を１００，０００×g，４℃で４５

分間超遠心分離して得られた上清を粗酵素液

とした。

FAS活性は Hsuらの方法１７），Kumerらの方

法１８）および Careyらの方法１９）を参考に以下に

示した方法によって測定を行った。３０℃に温

度調節した吸光度計のセルの中に，リン酸

バッファー（終濃度１００mM），メルカプトエ

タノール（終濃度５mM），EDTA（終濃度１

mM），アセチル CoA（終濃度０．５mM），マロ

ニル CoA（終濃度０．３３mM）を加え５分間プ

レインキュベートの後，粗酵素液を加えて反

応を開始し，NADPHの吸収波長３４０nmにお
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図１ 盲腸内容物１�あたりの短鎖脂肪酸量

対照群 HAS群 HMTS 群
・値は各群７匹の平均値±標準誤差で示した。
・同じアルファベットを持たない各群間において有意差（p＜０．０５）があることを示す。

図２ 盲腸内容物中の短鎖脂肪酸量

対照群 HAS群 HMTS 群
・値は各群７匹の平均値±標準誤差で示した。
・同じアルファベットを持たない各群間において有意差（p＜０．０５）があることを示す。
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ける１分当たりの吸光度の変化から NADPH

減少量を算出し，肝臓１gあたりの FAS活

性を求めた。

（７）統計処理

測定結果について，飼料の粘度は３回の測

定結果の平均値±標準誤差，その他の測定結

果は１群７匹の平均値±標準誤差で示した。

各測定項目の結果については DuncanのMul-

tiple Range Testにより有意性を検定し p＜

０．０５を有意とした。

�．結果

１．短鎖脂肪酸量

盲腸内容物中の短鎖脂肪酸量の測定結果を

図１，２に示した。

盲腸内容物１gあたりの酢酸量は，対照群

に比べ HAS群および HMTS群では両群とも

に有意に増加していた。n―酪酸量については，

対照群と比べ HAS群では有意な変化はみら

れなかったが，HMTS群では有意に増加し

ていた。プロピオン酸量は対照群に対し，HAS

群では有意に減少していた。一方 HMTS群

では対照群と比べ有意に増加していた。

酢酸，n―酪酸，プロピオン酸を合わせた総

短鎖脂肪酸量でみると，対照群に対し，HAS

群，HMTS群ともに有意に増加し，さらに，

HMTS群では HAS群と比べても有意に増加

していた。

盲腸内容物全体でみると，酢酸量は対照群

に比べて，HAS群と HMTS群ともに有意に

増加していた。さらに，HAS群と HMTS群

を比較すると，HAS群では HMTS群に比べ

て有意に増加していた。プロピオン酸量にお

いては，対照群に対し，HAS群では増加は

みられなかったが，HMTS群では有意に増

加していた。n―酪酸量においては，対照群に

対し，HAS群では有意ではないが増加がみ

られ，HMTS群では有意に増加していた。総

短鎖脂肪酸量は，対照群に比べ，HAS群お

よび HMTS群の両群ともに有意に増加し，さ

らに HAS群は HMTS群と比較しても有意に

増加していた。

２．飼料の粘度

飼料の粘度の測定結果を表３に示した。対

照飼料の粘度は２０．２Pであったのに対し，

HAS添加飼料の粘度は０．４８P，HMTSの粘度

は０．２５Pとなり，対照飼料に比べ HAS添加

飼料ならびに HMTS添加飼料ともに有意に

粘度が低いことが分かった。

３．肝臓および血清中のコレステロール量

肝臓および血清中コレステロール量の測定

粘度（P）

対照飼料
HAS添加飼料
HMTS添加飼料

２０．２±０．７ａ

０．４８±０．０４ｂ

０．２５±０．０２ｂ

表３ 飼料の粘度

・回転数５rpm，３７℃におけるみかけの粘度を測定した。
・値は各飼料の３回の測定の平均±標準誤差で示した。
・同じアルファベットを持たない各群間において有意差
（p＜０．０１）があることを示す。

対照群 HAS群 HMTS群

肝臓中のコレステロール量（mg/g Liver） ６．７１±０．４５ ６．９９±０．３７ ７．０７±０．４３

血清中のコレステロール濃度（mg/dl） ９６．９±１０．４ａ ７４．６±３．６ｂ ６３．６±５．６ｂ

表４ 肝臓および血清中のコレステロール量

・値は各群７匹の平均値±標準誤差で示した。
・同じアルファベットを持たない各群間において有意差（p＜０．０５）があることを示す。
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結果を表４に示した。肝臓中のコレステロー

ル量については各群間で有意な差は見られな

かった。一方，血清中のコレステロール濃度

については，対照群が９６．９mg/dlであったの

に対して HAS群では７４．６mg/dl，HMTS群で

は６３．６mg/dlとなり，HAS群と HMTS群の

間に有意な差は見られなかったが，対照群に

比べ，両群ともに有意に低下していた。

４．肝臓および血清中のトリグリセリド量

肝臓および血清中のトリグリセリド量の測

定結果を表５に示した。肝臓中のトリグリセ

リド量は，肝臓１gあたり対照群が６６．８mg

であったのと比較し，HAS群では５７．７mgと

なり有意な低下は見られなかったが，HMTS

群では４７．４mgとなり有意に低下していた。

一方，血清中のトリグリセリド濃度は各群間

については有意な差は見られなかった。

５．肝臓における FAS活性

肝臓における FAS活性を表５に示した。肝

臓における FAS活性は，肝臓１gあたり対

照群が１５．４mmol/hr/gであったのに対し，HAS

群 で は１１．８mmol/hr/g，HMTS群 で は１２．１

mmol/hr/gとなり両群ともに有意に低下して

いた。

�．考察

HAS群の盲腸内容物１gあたりの短鎖脂肪

酸量は，対照群と比較して酢酸量は有意に増

加したが，n―酪酸は減少傾向にあり，プロピ

オン酸は有意に低下していた。しかし HAS

群の盲腸内容物全体での短鎖脂肪酸量は対照

群と比較し n―酪酸は増加傾向にあり，プロ

ピオン酸は対照群とほぼ同量であった。HAS

群の盲腸内容物１gあたりと盲腸内容物全体

の短鎖脂肪酸量のパターンが異なったのは，

HASの摂取により盲腸内容物重量は対照群

の３．４倍に増加しており，HAS群の盲腸内容

物量が多いために短鎖脂肪酸が希釈され，盲

腸内容物１gあたりの短鎖脂肪酸量が低く

なったためと考えられる。

一方，HMTS群の盲腸内容物１gあたりの

短鎖脂肪酸量について，酢酸量は HAS群と

同様に対照群と比べて有意に増加し，プロピ

オン酸および n―酪酸量については，対照群

ならびに HAS群に比べて有意に増加してい

た。また，HMTS群の盲腸内容物全体の短

鎖脂肪酸量は，対照群と比較し，酢酸量，プ

ロピオン酸量，n―酪酸量，総短鎖脂肪酸量が

有意に増加していた。HAS群と比較すると，

酢酸量および総短鎖脂肪酸量は有意に低かっ

たが，プロピオン酸および n―酪酸量は HMTS

群の方が HAS群に比べて有意に高かった。

摂取する RSの種類によって盲腸内発酵の

パターンに違いがあることが示されている７）

が，HASと HASに湿熱処理を加えた HMTS

においても盲腸内発酵の発酵パターンは異な

ることが明らかになった。HASはプロピオ

ン酸ならびに n―酪酸の増加には寄与しない

対照群 HAS群 HMTS群

肝臓中のトリグリセリド量（mg/g Liver） ６６．８±４．６ａ ５７．７±４．１ａｂ ４７．４±３．９ｂ

肝臓における FAS活性（mmol/hr/g） １５．４±０．６９２ａ １１．８±０．６０３ｂ １２．１±０．７６５ｂ

血清中のトリグリセリド含量（mg/dl） ６４．５±７．５ ６７．５±１４．４ ５５．８±７．８

表５ 肝臓および血清中のトリグリセリド量ならびに FAS活性

・値は各群７匹の平均値±標準誤差で示した。
・同じアルファベットを持たない各群間において有意差（p＜０．０５）があることを示す。
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のに対し，HMTSはプロピオン酸ならびに n―

酪酸の供給源になることが示された。

HASと HMTSが腸内発酵を受けやすい要

因の一つとしてこれらの粘度が低いことが考

えられた。対照飼料のみかけの粘度が２０．２P

であったのに対し，HAS添加飼料と HMTS

添加飼料のみかけの粘度はそれぞれ０．４８

P，０．２５Pとなり対照飼料と比べて有意に粘

度が低かった。対照飼料に用いた α―コーン

スターチは糊化していることから水を加える

ことによって容易に吸水し，膨潤することに

より粘りがでるが，HASと HMTSは糊化さ

れていないため水を吸水しにくく，粘りが出

なかったために飼料の粘度が低かったと考え

られる。これより HASあるいは HMTSは，

腸内においても，水を吸収せず，粘りが出な

いために盲腸内容物の粘度も上昇せず，腸内

細菌による発酵を受けやすかったと推測でき

た。

HASと HMTSの発酵パターンの違いが肝

臓中や血中のコレステロールおよびトリグリ

セリド量に影響があるか検討を行った結果，

肝臓中のコレステロール量については，HAS

や HMTSの摂取による影響はなかったが，血

清中のコレステロール濃度は HASならびに

HMTSの摂取によりいずれも有意に低下し

ていた。コレステロールの生合成については，

短鎖脂肪酸との関連が示されており，とくに

プロピオン酸がコレステロールの合成を阻害

することが指摘１０）されている。また，原らは，

プロピオン酸は単独ではなく，複数の短鎖脂

肪酸が小腸や肝臓でのコレステロールの生合

成を低下させ，その結果，血中のコレステロー

ル濃度が低下するメカニズムを提案してい

る２０，２１）。本実験の結果において，HAS群では

プロピオン酸増加は認められなかったが，プ

ロピオン酸増加が認められた HMTS群と同

様に血清中のコレステロール濃度が低下して

いた。このことから，プロピオン酸のみでは

なく，複数の短鎖脂肪酸がコレステロールの

生合成を低下させ，血清中のコレステロール

濃度を低下させたと推測できた。また，HMTS

や HASの摂取により糞中へのコレステロー

ルの排泄が高まるといった他の要因も血中コ

レステロール濃度の低下に関与しているので

はないかと考えられた。

RSは血中や肝臓中のトリグリセリド含量

を低下させる２２）ことが報告されているが，今

回の結果では，血清中のトリグリセリド濃度

は，HMTS群で若干低値を示したものの，HAS

や HMTS摂取による有意な低下は見られな

かった。しかし，肝臓中トリグリセリド量に

ついては，HASの摂取によって有意ではな

いが低下が見られ，HMTSの摂取では有意

な低下が見られた。肝臓において脂肪酸合成

に関与する FAS活性は，HASならびに

HMTSの摂取によりともに有意に低下して

いた。FAS活性が低下していたにもかかわ

らず，HAS群では対照群と比較し，肝臓中

のトリグリセリド量が有意には低下していな

かったことから，HMTS群における肝臓中

のトリグリセリド量の低下効果は FAS活性

低下以外に腸内発酵パターンの違いも大きく

関与しているのではないかと考えられた。プ

ロピオン酸は酢酸の脂肪酸への取り込みを阻

害する１１）といった報告があり，プロピオン酸

は脂肪酸の生合成を阻害すると考えられてい

る。このことから，肝臓中のトリグリセリド

量については，FAS活性と盲腸内発酵にお

けるプロピオン酸の産生が関与しており，

FAS活性のみが低下していた HAS群では肝

臓中のトリグリセリド量に低下傾向がみら

れ，FAS活性が低下するとともにプロピオ

ン酸の産生が HAS群に比べて有意に高まっ

ていた HMTS群では肝臓中のトリグリセリ

ド量が有意に低下したのではないかと考えら
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れる。

以上のことより HMTSは，HASを原料と

する RSであるが，その発酵パターンは HAS

と異なり，プロピオン酸や n―酪酸を多く産

生する RSであることを明らかにした。プロ

ピオン酸の産生が多いことは，HMTS摂取

に伴う肝臓中のトリグリセリド量の低下に関

与していることが推定された。また，n―酪酸

については，結腸上皮細胞の主要なエネル

ギー源である一方，未分化の細胞の分化促進，

腫瘍細胞の増殖抑制を介して細胞レベルで大

腸環境保全に役立っていることが指摘されて

いる２３）。よって HMTSは HASよりも生体に

有効なプロピオン酸，n―酪酸を多く産生する

RS源であることが示唆された。
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