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報 文

ヒトにおける呼気水素ガス試験による発酵分解評価の有効性と

それに基づく各種食物繊維素材のエネルギー評価の試み
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several dietary fiber materials based on the fermentability 
from breath hydrogen excretion in healthy human subjects
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  In order to evaluate the available energy of dietary fiber materials, the fermentability was estimated from breath hydrogen 

excretion for 8 h after ingestion of 5g of dietary fiber materials in healthy human subjects. Fructo-oligosaccharide, of which 

available energy has been 2kcal/g, was used as a positive control, because it is not digested and is completely fermented by 

intestinal microbes. The following results were obtained based on the variable fermentability of each dietary fiber material. 

1) Polydextrose, indigestible dextrin, partially hydrolyzed guar gum, lowered molecular alginate-Na and glucomannan 

were estimated as 1 kcal/g.

 2) Nondigestible starch, which was resistant for the fermentation by intestinal microbes, was estimated as Okcal/g. 

3) Cellulose, which is a water-insoluble dietary fiber, was slowly fermented and was estimated as l kcal/g. 

These results demonstrate that the method using breath hydrogen analysis is available to estimate the fermentability of 

dietary fiber in human gastrointestinal tract. However, it was not enough to collect expiratory gas of every 30 min period for 

8 h after ingestion of dietary fiber materials. The fermentation of each dietary fiber material did not have been finished yet 

till 8 h after ingestion. Therefore, if the breath is collected for longer periods, the fermentability might increase and the 

available energy would be changed from the values as mention above. Another study with longer periods of breath collection 

will be needed.
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　食物繊維は消化 されないが,腸 内細菌 によって発酵

分解 を受 けて短鎖脂肪酸,炭 酸ガス,水 素 ガス,メ タ

ンガスな どに代謝 され,一 部 は菌体成分 として利用 さ

れる1,2)。生成 された短鎖脂肪酸 は大腸か ら吸収 され

て肝臓や筋 肉な どの組織 において酸化 され,エ ネルギ

ーを産生する。 このため,有 効エ ネルギー量 はOkcal/g

ではな く,0～2kcal/9の 範囲 にあると考 えられる。 し

か しなが ら,食 物繊維 を含めた難消化性糖 質のエネル

ギー評価法は確立 されておらず,こ の分野における海

外の研究は極めて乏 しい。

　わが国の健康増進法 に基づ く栄養表示制度で は食物

繊維のエネルギー量を暫定的に4kca1/9と して用いてい

た3)。 このため,低 エ ネルギー食品等の創製 ・設計 を

困難 にすると共 に,食 品業界 に困惑 をもたらしていた。

1〒851-2195長 崎 県 西 彼 杵 郡 長 与 町 ま な び 野1-1-1(Nagayo
,Nagasaki851-2195,Japan)
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そこで,日 本食物繊維学会に食物繊維エネルギー評価

検討委員会を設置 し,平 成13年度から平成14年度にわ

たって食物繊維エネルギー評価法を検討 し,そ の考え

方に基づいて食物繊維素材メーカーの提出資料および

関連文献等を根拠 として暫定的に各種食物繊維素材の

エネルギー評価を試みた。その最終報告は日本食物繊

維研究会誌に掲載されている4)。

　本研究の 目的は,食 物繊維のエネルギー値 を評価 す

るために必要 な発酵分解性を,わ が国において商品化

されている主な食物繊維素材 について実験 的に明 らか

にし,そ れに基づいてエネルギー評価 を試みるこ とで

ある。このため,本 研究では ヒ トに各種食物繊維素材

を摂取 させ,呼 気 に排 出される水素 ガス排出量か ら各

食物繊維素材の発酵分解性 を検討 し,そ れに基づいて

エネルギー評価 を試みた。

実 験 材 料 お よ び 方 法

1.被 験者の属性

　被験者は,本 研究の目的,実 験内容,試 験物質摂取

による下痢誘発や異常な胃腸症状の発生等について十

分説明し,実 験への協力を承諾した消化器疾患および

呼吸器疾患 をもたない健常成人女性25名 を対象とし

た。

これらの被験者の中から,あ る種の食物繊維素材を

摂取する被験者を無作為に抽出し,1人 について3-6種

類の試験物質負荷試験に参画させた。被験者の属性は

表1の とお りである。

2.試 験物質

呼気水素ガス排出が難消化性糖質の消化性や摂取量

に対応することを確認する実験においては,非 消化性

のフラク トオリゴ糖 非消化性二糖のラクチュロース
,

部分消化性二糖の トレハロースを用いた。対照 として

吸収性糖質であるグルコースを用いた。

　食物繊維素材 としては,加 工食品素材としてすでに

市販 されているポ リデキス トロース,難 消化性デキス

トリン,グ アーガム分解物,低 分子化 アルギン酸,難

消化性 デンプ ン(湿 熱処理ハ イア ミロースデ ンプン) ,

セル ロース・ グルコマ ンナ ンを用 いた。対照 として,

その消化性や発酵 性が明 らかにされているフラク トオ

リゴ糖 を用いた5)。 いずれ も粉末または粒子状 で,試

験物 質の入手先は表2の 通 りである。

3.試 験 物 質 摂 取 量 お よび 調 製 方 法

　摂取 した試験物質量が多いほど呼気水素 ガス排出量

が多 くなるので,実 験計画上では摂取量 をで きるだけ

多 くした方が都合が よい。 しか し,食 物繊維 は難消化

性 オリゴ糖や糖 アルコール と異な り,多 糖であるため

に水溶液 にすると膨潤 して容量が極めて大 きくなると

共 に粘性が増加 し6),摂 取が 困難 になる ものが多 い。

このため,本 研究 においては,各 種食物繊維素材 の摂

取量は59を 原則 とした。対照 としたフラク トオリゴ糖

摂取量 も5gと した。

　呼気水素ガス排 出が難消化性糖質の消化性や摂取量

に対応することを確認す る実験 に用 いた フラク トオ リ

ゴ糖(20g),ラ クチュロース(10g ,20g),ト レハ ロー

ス(109,209),お よびグルコースは ,各 々の摂取量 を

実験前 日に水溶液(約100mL)に して冷蔵庫 に保存

し,冷 たい状態(5～8℃)で 摂取 させた。

オ リゴ糖や糖 アル コールは水 に溶けやす く,ま たあ

る程度甘味 を持 っているので被験者 は比較的摂取 しや

す い。 しか しなが ら,食 物繊維素材 は甘味 を持 たない

ので,そ の水溶液あるいは縣濁液 を単独で摂取 させ る

ことは被験者に苦痛 を与え,実 際極めて摂取 しに くい。

そ こで,試 験物 質(59)の 溶解性や物性 を考慮 して ,

即席醤油 スープ(わ かめスープ,理 研 ビタ ミン,東 京)

またはポタージュ(と ろとろポタージュ,Ajinomoto,

東京)な ど味が付 いた もの に溶解あるいは縣濁 して摂

取 させた。ポリデキス トロース,難 消化性 デキス トリ

ン,グ アーガム分解物 は即席醤油スープで調製 し
,低

分子化アルギ ン酸ナ トリウム,難 消化性 デンプン,セ

ルロースはポ タージュで調製 した。低分子化アルギ ン

酸 ナ トリウムは食物繊維 の実質量 を59と す るために

7.49を 用いた。即席醤油 スープお よびポ タージュのい

ずれ も具を完全に除去 し,そ れぞれの食物繊維 素材 を

加えて沸騰水約140mLに 溶解 または縣濁 し,こ れをス

テ ンレス こ し器(約500〓mメ ッシュ)で ろ過 した。

ただ し,グ ルコマ ンナ ン(5g)の みは,ブラ ックコー

ヒー(ネ スレ ・ジャパ ン,東 京)約120mLに 砂糖8gを

Table 1. Characteristics of the subjects

Values are expressed as mean•}S .D. (n=25, female).
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Table 2. Test substances employed

HMT-HAGS: Heat-Moisture Treatment, High Amylose Corn Starch

加えて,1晩 冷蔵庫内でゲル化 して調製 した。使用 し

たポ タージュ,即 席醤油 スープ,お よび砂糖89を 加え

たブラ ックコーヒー摂取 による呼気水素ガス排 出が認

め られない ことを予め確認 した後,試 験物質の調製 に

使用 した。

4.試 験 物 質 の摂 取 方 法7)

　採血,呼 気採取,試 験食の摂取などの実験プロ トコ

ールは図1に 示 した通 りである。

被験者 は実験前 日午後8時 までに夕食 を終 え,そ の

後はお茶や水などの飲料摂取 のみに制限 し,実 験当 日,

朝食抜 きで研究室 に来させ,血 圧などを測定 して体調

をチェ ックし,異 常のない者について空腹時における

採血な らびに呼気 を採取 した。採血および呼気採取後,

調製 した試験物質含有 スープまたはポタージュを直 ち

に摂取 させ,摂 取後30分 ごとに3時 間まで採血 な らび

に呼気採取 を行 った。3時 間以後8時 間 までは呼気採取

のみを行った。

　試験物 質摂取後か ら採血終了(摂 取後3時 間)ま で

何 も食べ ない よう指導 した。3時 間後,空 腹 をいやす

ために水素 ガスを産生 しない試験食(易 消化性 クッキ

ー ,清 涼飲料(250mL),計350kcal)を 摂取 させ た。

オリゴ糖負荷実験 も同様 に行 った。試験物質負荷実験

1-2週 間後,次 の試験物質の負荷実験 を同様 に実施 し

た。

5.採 血 な らび に呼 気 採 取

　採血 は上腕静脈か ら糖 質摂取前,摂 取後30分,60分,

90分,120分,150分,180分 に計7回 行 った。

　呼気 は口腔内 を洗浄後,安 静状態で逆流防止弁付 き

の特殊 なコレクシ ョンバ ッグ(約750ml,テ ラメ ック

ス,京 都)を 用 い,死 腔量(肺 胞外にあ り換気 に直接

関与 しない空気量)約150mlを 除いた終末呼気750ml

を捕 集 し,糖 質摂取 前,摂 取 後30分,60分,90分,

120分,150分,180分,210分,240分,270分,300分,

330分,360分,390分,420分,450分,480分 のスケジ

ュールで計17回 採取 した。

6.測 定 お よび調 査項 目

1)血 糖値の測定

　血清ブ ドウ糖濃度はグルコースオキシダーゼを用い

るKunstら の方法 に準 じて測定 した8)。

2)血 清 インスリンの測定

　 血清 インス リン濃度は,モ ルモ ッ トインスリン抗血

清 を用いた酵 素免疫法 キッ ト((株)森 永生科学研 究

所,横 浜市)を 用いて測定 した9)。

3)呼 気水素ガスの測定

　 呼気の水素 ガス濃度 はBreath　Analyzer　 TGA-2000

(テラメ ックス,京 都)を 用いて測定 した2)。

7.統 計処 理

　 血糖値の経時的変化ならびに呼気水素 ガス排出量の

経時的変化 にお ける差 の検定は,対 照 に対す るpaired

student's t-testにより行い,5%未 満を有意水準 とした。

8.研 究倫 理 審 査 等

　 本研究は,県 立長崎シーボル ト大学研究倫理審査委

員会の承認を得て実施 した。なお,被 験者は公募 によ

って集め,試 験の趣 旨,リ スク,問 題点などを十分 に

説明 し,被 験者 として実験 に参画することに賛同 した

者については同意書 を取 って実施 した。
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Fig 1. Experimental protocol to evaluate bioavailability of orally ingested dietary fiber

実験結果

1.被 験 者 の 状 況

　本実験の被験者 は,全 員が水素ガス産生者であ り,

メタンガス産生者 はいなかった。 また ,試 験物質摂取

による副作用 および実験 を中止する必要のあるような

症状の発症はなかった。

2.難 消化 性 オ リゴ糖 摂取 時の 呼気水素 ガ ス排 出,

血糖 な らび に血清 インス リン動態 の検 討

　難消化性 オリゴ糖 であるフラク トオリゴ糖 は消化酵

素で消化 されず,大 腸 において腸内細菌 を介 して完全

に資化 されることが明 らかにされている10),11)。消化 さ

れないオリゴ糖 を摂取 しても血糖値 は上昇せず,血 清

インス リンも上昇 しない12)。 呼気水素 ガス排 出量 は

大腸 に送 り込 まれる未消化のオリゴ糖量 に対応 して増

加す るので,血 糖やインス リンの変化 とは逆の動 きを

示す ことが考 えられる。 また,フ ラク トオリゴ糖 は腸

内細菌 によって完全 に発酵分解 され,そ のままでは糞

便へ排泄 されないので,そ のエ ネルギー換算係数 は

2kcal/9と されている5)。

図2は フラク トオ リゴ糖209を ヒ トに摂取 させた と

きの血糖値,血 清 インス リン濃度お よび呼気水素ガス

排出の経 時的変化 をブ ドウ糖409摂 取 させ た ときのそ

れらと比較 した ものである。'血糖値 は,グ ルコース摂

取では30分 後 にピー・ク(128mg/100mL)を 示 したが ,

フラク トオリゴ糖摂取では全 く上昇 しなか った(図2-

A)。 血清 インスリン濃度 もブ ドウ糖摂取 に よく反応

して摂取30後 にピーク(S100pg/mL)を 示 し,150分

後 には空腹時 レベルに戻った。これに対 し,フ ラク ト

オリゴ糖摂取では血清 インス リン濃度は血糖値 と同様

に全 く変化 しなかった(2-B)。 一方 ,血 糖値お よび血

清 インスリン濃度 とは対照的 に,呼 気水素 ガス排 出は

ブ ドウ糖摂取ではほとんど観察 されなかったが,フ ラ

ク トオ リゴ糖摂取 では摂取90分 後 ごろか ら排出 し始

め,3～4時 間後 にピークを示 し,6時 間後 まで徐 々に

減少 した。それ以後8時 間 まで水素 ガス排 出は持続 し

た(図2-C)。

これらの結果は,難 消化性糖 質を摂取 させた場合の

呼気水素ガス排 出量は血糖値 および血清 インスリン濃

度 をよ く反映 し,難 消化性 であ る食物繊維 の発酵分解

性の指標 となることを支持 している。

3.ヒ トにお け る消化 性 の異 な る ラク チ ュ ロー ス

な らび に トレハ ロ ー スの 摂 取 量 と呼 気 水 素 ガ ス

排 出量 の検 討

　難消化性糖 質摂取時の呼気水素ガス排 出量 は大腸 に

到達する基質量 と腸内細菌 による資化性 によって変化

す るこ とが考え られる。す なわち,二 糖 や三糖 などは

腸内細菌によってほぼ完全 に資化 されるので,摂 取す

る糖質の消化性が高 い と呼気水素 ガス排 出量 は少 な

く,消 化性が低い と多 くなる。 また,摂 取量が多 くな

れば呼気水素ガス排 出量は当然多 くなることが考 え ら

れる。

　部 分的 に消化 される トレハ ロース13)な らびに全 く

消化 されないラクチュロース11)の摂取量 を変えて成人

女性 に摂取 させ たときの呼気水素 ガス排出量 の経時的

変化 を示 した ものが図3で ある。ラクチ ュロース109摂

取では,摂 取後90分 ごろか ら呼気水素 ガス排出が観察

されは じめ,4時 間後 にピークにな り,5時 間以降 も持

続 した。 ラクチュロース209摂 取で は109摂 取 と類似 し

たパ ター ンを示 したが,水 素 ガス排 出量は209摂 取 で

明 らかに増加 した。 これに対 し,小 腸粘膜 トレハ ラー

ゼ によってその一部 が消化 され る トレハ ロース10g摂
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Periods after ingestion of test substance (min)

Fig. 2. Profiles of breath hydrogen excretion, increment of blood glucose, and secretion of serum insulin by 

oral ingestion of f ructo-oligosaccharide 

Values are expressed as mean and S.D. (n=10). There are significant difference between 40 g of glucose and 20 g of FOS in 

breath hydrogen excretion, blood glucose, and serum insulin, at *: p<0.05, and **: p<0.01, respectively.•\•¡•\ 

: fructo-oligosaccharide (FOS) ,•c•£•c: glucose.

取で は,呼 気水素 ガス排出量は非消化性のラクチュロ

ー ス10g摂 取 に比べ て有意(ρ<0 .05)に 少な く,ま た

トレハ ロース209摂 取 において もわず かに増加する程

度であった。

　これ らの結果,難 消化性糖 質を摂取 した ときの呼気

水素 ガス排出量 は,そ の糖質の消化性 と大腸への移行

量 をよ く反映す ることを示 し,難 消化性多糖である食

物繊維の発酵分解性 の指標 に利用で きることを示 して

いる。

4.各 種食物 繊維素材摂 取時の呼気 水素 ガス排 出の

経時的変化

　難消化性オ リゴ糖であるフラク トオリゴ糖,ラ クチ

ュロースお よび トレハ ロースを摂取 させた ときの血糖

値,血 清 インス リン,呼 気水素ガス排出量の動態か ら,

呼気水素ガス排 出の観察が難消化性多糖である食物繊

維の発酵分解性の指標 として用いることがで きること

が裏付 けられた。そ こで,各 種食物繊維素材の発酵分

解性 を検討するために,各 種食物繊維素材59を 被験者

に摂取 させ,呼 気に排出される水素ガス量を経時的 に

測定 し,そ の発酵分解性 を検討 した。

1)フ ラク トオリゴ糖

　フラク トオリゴ糖(Fructo-oligosaccharide)は 非消化性

で腸内細菌によってほぼ完全に資化 されることが明 ら

かにされている5,10-12)。それゆえ,こ れ を被験者全員

へ先ず摂取 させ て水素 ガス排 出状態 を確認す る と共

に,他 の食物繊維素材の発酵分解性 と比較す るための

対照 とした。

フラク トオリゴ糖5g摂 取後,呼 気水素 ガスは2時 間

半 ごろか ら排 出されは じめて5時 間 ごろにピー クに達

し,そ の後8時 間 まで ほぼ一定量が排 出 され,水 素 ガ

ス排 出はその後 も持続するこ とが観察 された(図4)。

フラク トオリゴ糖20g摂 取の呼気水素 ガス排 出量 は摂

取6時 間後には減衰の傾向を示 したが,59摂 取 は8時 間

後 においても減少傾 向は示 さなかった。

2)ポ リデキス トロース,グ ア ーガム,難 消化性 デキ

ス トリン

　ポリデキス トロースはグルコース,ソ ル ビ トールお

よび クエ ン酸 を90:9:1の 割合 で高圧高温下 に重合 させ

た人工合成多糖で,製 品には未重合の単糖な らびにオ

リゴ糖か ら高分子 の多糖 まで含 まれている。平均重合

度 は8前 後で,平 均分子量 は1,500前 後 と考 えられ,水

に対す る溶解性 は高い14)。 重合度 の高 い高分子成分
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Periods after ingestion of test substance(min)

Fig. 3. Difference and dose dependency of breath hydrogen excretion by oral ingestion of lactulose and 

trehalose 

Values are expressed as mean and S.D. (n=10). a: There is significant difference from breath hydrogen excretion between 

same dose of lactulose and of trehalose, at p<0.05. b: There is significant difference from breath hydrogen excretion between 

10 g and 20 g of lactulose or of trehalose, at p<0.05.

は極 めて発酵分解 を受けに くい とされているが,オ リ

ゴ糖 などの低分子成分は発酵分解 をある程度受けると

考え られている。ポ リデキス トロースの約25%は 未重

合あるいは消化吸収 され,約25%が 発酵分解 を受 け,

発酵分解 を受 けないのは約50%と されてい る。 このた

め,ポ リデ キ ス トロー ス の有 効 エ ネ ル ギー量 は1

kcal/9と されている5)。

　 ポリデキス トロース(Polydextrose)5g摂 取後,90分 ご

ろか ら水素 ガス排出が増加 し始 め,3-4時 間後 に ピー

クに達 し,そ の後8時 間まで暫減 した。水素 ガス排出

量は フラク トオリゴ糖5g摂 取のそれ に比べて非常 に少

なか った(図5)。 摂取8時 間後において も水素 ガス排

出は持続 していたが,量 的には少なかった。

　天然 グアーガムは高分子で,そ の水溶液はゲル化 し

て極めて粘性が高 い。グアーガム分解物(Guar Gum)は

特殊 な酵素で グアー ガムの特定部分を加水分解 したも

ので,平 均分子量は約20,000前 後であ り,水 に対する

溶解性は高い。腸内細菌 によって発酵分解 されやすい

と考 えられているIS)。 グアーガム分解物59摂 取後,3

時間 ごろか ら水素 ガス排 出が増加 し始め,4-5時 間ご

ろに ピークに達 し,そ の後8時 間 までほぼ一定量 を維

持 し,ポ リデキス トロースのような減衰傾向は観察さ

れなか った。水素 ガス排出量 はポ リデキス トロースよ

りもやや多かったが,フ ラク トオ リゴ糖のそれに比べ

て非常 に少なか った(図5)。

　難消化性デキス トリン(Indigestible dextrin)は馬鈴薯

デ ンプンを酸 性 ・高温下 で加熱焙焼後,α 一ア ミラー

ゼ,β-ア ミラーゼ,α-グ ルコシダーゼな どで処理 し

て低分子化する と共 に,難 消化性部分を増量 したデキ

ス トリンの一種 である16)。 したがって,難 消化性 デ

キス トリンには難消化性重合部分 と消化性重合部分が

混在するが,そ の比率 は製造法 によって異なる。難消

化性デキス トリンには難消化性重合部分が約60%も の

か ら90%近 いもの まであ る。本研究 に用 いた難消化性

デキス トリンは難消化性 重合部 分が94%の ものであ

る。

図5に 示す ように,難 消化性デキス トリン5g摂 取後,

4時 間ごろ まで水素 ガス排 出の増加 はほ とん ど観察 さ

れなかったが,そ れ以降わず かに増加 して8時 間後 ま

で同 じレベ ルを維持 した。水素ガス排 出量 はポ リデキ

ス トロース と同程度であ り,グ アーガム と同様 に,8

時間後においても水素 ガス排出は持続 していた。

3)セ ルロー ス,低 分子化 アルギン酸

　セルロースはグルコースが β-1,4結 合 した多糖で,

水 に極めて溶けに くい食物繊維である。 このため,セ

ルロースは腸 内細菌 による発酵分解 を受けに くい と考

え られてい る。本研究 においては,微 粉末セルロース

59を ポ タージュに縣濁 して被験者に摂取 させたが,縣

濁液の舌触 りはザラザラ して少々異物感が残 った。

　セ ルロース摂取後,3時 間 ごろか ら水素 ガス排出が

観察 され,5～6時 間後 にピークに達 したが,水 素ガス
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Periods after ingestion of test substances (min)

Fig. 4. Profiles of breath hydrogen excretion by oral ingestion of f ructo-oligosaccharide 

Values are expressed as mean and S.D. (n=22).

Periods after ingestion of test substances (min)

Fig. 5. Profiles of breath hydrogen excretion by oral ingestion of guar gum, indigestible 

dextrin, and polydextrose compaired to f ructo-oligosaccharide 

Values are expressed as mean and S.D. (n=5). 

•\•œ•\, FOS;•\•¡•\, Guar Gum; •c•¢•c , Indigestible Dexitrin;•\•›•\, Polydextrose

排出量 はフラク トオリゴ糖のそれ に比べて非常 に少な

かった(図6)。 また,8時 間後 において も水素 ガス排

出は持続 していた。セルロースは極 めて発酵分解を受

けに くい と考え られているので,水 素ガス排 出は もっ

と少 ない もの と考 えていたが,予 想 よりも多 く,発 酵

分解 を受けることが確認 された。

　天然 アルギン酸 は高分子 であるために極めて水 に溶

けにくいが,分 子量 を小 さくす ると水 に溶 けやす くな

る。低分子化 アルギン酸 ナ トリウムは高圧下で酸加水

分解 してナ トリウム塩に した もので,分 子量は40,000

～70 ,000(平 均分子量50,000)で,水 に対する溶解性

は高い17)。 低分子化アルギ ン酸ナ トリウム7.4g(低 分

子化 アルギン酸5g相 当)を ポタージュに溶解 して被験

者に摂取 させたが,ナ トリウム塩 を含むためにスープ

の塩味が少 々強 くなるのでポタージュ量 を他の食物繊

維の場合 よりも約20%少 なくして調製 した。

　低 分子化 アルギ ン酸ナ トリウム摂取後,3時 間 ごろ

か らセルロース摂取 と同様 に,水 素ガス排 出が増加 し

始 め,5時 間前 後に ピークに達 し,そ の後は徐 々に減

少 した。水素ガス排 出量はセルロースよ りもやや多い

程度で,フ ラク トオリゴ糖 のそれに比べて非常 に少な

かった(図6)。

4)グ ルコマンナン,難 消化性デンプン

　コンニ ャクイモか ら生成 されたグルコマ ンナンはD-

グルコース とD-マ ンノースが1:1.6の モル比で β一1,4結

合 した複合多糖類で,分 子量が大 きく(100～200万)

膨潤性 は極 めて高 い18)。 このため,水 に溶解 する と
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Fig. 6. Profiles of breath hydrogen excretion by oral ingestion of cellulose and sodium alginate 

compaired to fructo-oligosaccharide 

Values are expressed as mean and S.D. Numbers for Sodium alginate (Al-Na) is 7 and for Cellulose is 12. 

•\•œ•\, FOS;•\•¡•\, Al-Na; •c•¢•c, Cellulose

Periods after ingestion of test substances (min)

Fig. 7. Profiles of breath hydrogen excretion by oral ingestion of glucomannan and HMT-HACS 

Values are expressed as mean and S.D. Numbers for HMT-HACS is 7 and for Glucomannan is 7. Numbers for 

Sodium alginate (Al-Na) is 7 and for Cellulose is 12.•\•œ•\

, FOS; •\•¡•\ , Glucomannnan;•c•¢•c, Heat-Moisture Treatment High Amylose Corn Starch (HMT-HACS)

他の食物繊維素材 に比べ て硬いゲルを形成す る。この

ような性状 を持 ったグルコマ ンナン59を 被験者 に如何

に して摂取 させ るか についていろいろ検討 した結果,

市販 のブラ ックコー ヒーを用 いてゲル化 し,「 ういろ

う」の ようにすることとした。 しか し,ブ ラックコー

ヒーだけでは甘味が弱 く摂取が困難であることが判明

したので,こ れにシ ョ糖89を 加 えてゲル化 し,摂 取直

前まで5℃ に冷蔵 した。

　グルコマ ンナ ン摂取後,4時 間過 ぎか ら水素 ガス排

出が増加 し始め,6時 間前後 にピー クに達 し,そ の後

は徐 々に減少 して8時 間後 に一過性 に増加 した。 しか

し,水 素ガス排 出量はフラク トオ リゴ糖 のそれに比べ

て非常 に少なかった(図7)。 水素ガス排 出量がゆっく

り増加 したことは,グ ルコマンナ ンが腸 内細菌 に発酵

分解 されに くく,徐 々に分解が進むことを示 している。

　α-ア ミラーゼ作用 を受 け難 いデ ンプ ン(レ ジス タ

ン トスターチ)は,い も類や穀類 にも存在 し,加 熱調

理 ・冷凍操作 などによってその含量が増大す ることが

知 られている19)。 難消化性 デンプンは湿熱処理ハ イ

ア ミロースデ ンプンとも呼ばれ,ハ イア ミロースコー

ンスターチ を減圧,加 圧蒸気 による湿熱処理す ること

によって消化 されないデ ンプン含量 を55%以 上 に増加

させ た ものである20)。 それ故,消 化性の デ ンプ ンが

ある程度共存 している。本研究 には難消化性 デンプン

含量の高い もの(75%以 上)を 使用 した。

　難消化性デ ンプンは,加 熱 による粘度上昇が起 こり

に くい特性がある。 この性状が影響 しているためか,

難消化性 デンプン5g摂 取では呼気への水素ガス排出は
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摂取後8時 間 までほ とんど増加 しなかった。難消化性

デンプンは特殊 な性状 を持 っているが,水 に溶解する

ので腸内細菌の基質 としてある程度利用 されるのでは

ないか と考 えられ る。 しか し,摂 取後8時 間までの観

察では,水 素 ガス排出はご く僅かで,極 めて発酵分解

され難いこ とが実証 された。

5)各 種食物繊維素材摂取8時間における呼気水素ガス排

出量の相対的比較

　各種食物繊維素材の発酵分解性 を比較す るために,

試験物 質5gを 摂取後8時 間にお ける呼気水素 ガス排 出

曲線下の面積(図4,5,6,7)か ら摂取前 の水素ガス排出

量(ベ ーザ ルレベ ル)を 差 し引いた累積面積(AUC)

をまとめた ものが表3で ある。

　試 験 物 質 摂 取 後8時 間 に お け る 呼 気 水 素 ガ ス 排 出 量

のAUCは,非 消 化 性 で 易 発 酵 性 の フ ラ ク トオ リ ゴ糖 の

AUCが6,300と も っ と も 大 き い の に 対 して,も っ と も

少 な か っ た の は 湿 熱 処 理 の 難 消 化 性 で ん ぷ ん

(AUC=860)で,次 が 難 消 化 性 デ キ ス トリ ン(AUC=

2,300)で あ っ た 。 セ ル ロ ー ス(AUC=2,700),ポ リ デ

キ ス トロ ー ス(AUC=2,300),酵 素 分 解 グ ア ー ガ ム

(AUC=3,100),低 分 子 化 ア ル ギ ン 酸 一Na(AUC=3,000)

お よ び グ ル コ マ ン ナ ン(AUC=1,900)に つ い て は 顕 著

な 差 異 は観 察 さ れ な か っ た 。

　フラ ク トオリゴ糖 のAUCを1と した とき,食 物繊維

素材の中ではグアーガムが もっとも大 きく0.49と な り

次 に低分子化 アルギ ン酸ナ トリウムが0.48で あ った。

また,も っ とも小 さいのは難消化性 デンプ ンの0.14で

あった。仮 に,フ ラク トオリゴ糖の有効エネルギー量

を2kcal/9と して5),フ ラク トオリゴ糖 に対する各食物

繊維素材の相対的比率か らエ ネルギー換算係数 を機械

的に推定す ると,難 消化性で んぷんはOkcal/9に 近 く,

セルロース,ポ リデキス トロース,酵 素分解 グアーガ

ム,低 分子化アルギ ン酸ナ トリウム,グ ルコマ ンナン,

難消化デキス トリンのエネルギー換算係数はフラク ト

オリゴ糖の2kcal/9とOkcal/9の 中間のlkca1/9と なった。

6)各 種食物繊維摂取時の呼気水素ガス排出開始までの

時間と排出パターン

　各種食物繊維 を摂取 させた ときの呼気水素ガス排出

量の経時的変化(図4,5,6,7)か ら水素ガス排 出開始時

期(initialtime)を推算 したものが表4で ある。 もっとも

水素ガス排 出が早か ったの はフラク トオリゴ糖 とセル

ロースで,摂 取後約180分 であった。 もっとも遅か っ

たの はグル コマ ンナ ンで約300分 後であ った。難消化

性 デンプンは摂取8時 間後 まで有意 な呼気水素ガス排

出増加 は観察 されなかった。

考 察

　各食物繊 維素材 をヒ トに摂取 させ,8時 間の呼気水

素ガス排 出量か ら相対的発酵分解率 を推定 し,各 食物

繊維素材 の有効 エネルギー評価 を試みた。対照 として

消化されず,腸 内細菌によって完全に資化 され,有 効

エ ネルギーが2kcal/9で あるフラク トオリゴ糖 を用 いた

5,10,11)。

Table 3. Comparison of AUC and ratio of test substance versus 

f ructooligosaccharide and energy estimation

Values are expressed as mean•}S.D. AUC: Areas under the curve for 8h. Total excretion of 

breath hydrogen for 8h after ingestion of test substance.
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　フラク トオ リゴ糖 は消化 されないので これを経口摂

取 して も血糖値が上昇 しないのは当然である。 これに

対 して,グ ルコースは小腸で吸収 されて血糖値 を上昇

させ る代 わ りに大腸 に到達 しないので腸 内細菌のエサ

にな り得 ない。 したが って,呼 気水素ガスは検出 され

ない。

　一方
,腸 内細菌叢 は年齢,性,身 体状況,食 事 内容

などによって変化す るので,難 消化性 オリゴ糖 を摂取

した ときの呼気水素 ガス排出量は個体差 も大 きく,ま

た個体内変動 も大 きい21)。 しか しなが ら,被 験者数

がある程度大 きくなると,図2-Cに 示す ように一定の

パ ター ンが観察 されるので,血 糖値やインス リン濃度

と同様 に発酵分解性のパ ラメータとして使用すること

は可能であると考える。

　呼気水素 ガス排出は個体 間ならびに個体内変動 も大

きいことは確かであるが,用 量依存性は観察 される22)。

非消化性 のラクチ ュロースに比べ て部分消化性の トレ

ハ ロースの呼気水素ガス排出量が少ないのは,ト レハ

ロースが消化 されるために大腸への到達量が少ないこ

とを裏付けている。 トレハ ラー.ゼ活性 はマルターゼや

スクラーゼ活性 に比べ て低 く,ま た トレハ ラーゼ活性

が高い ヒ トと低 いヒ トが存在す ることが知 られている

23)
。 トレハ ラーゼ209摂 取で も水素 ガス排出量が僅 か

しか増加 しなかったのは,ト レハ ラーゼ活性 の高い被

験者が多 く含 まれていたため と思 われる。

　フラク トオリゴ糖209摂 取 と59摂 取の呼気水素 ガス

排出量 を比較す ると,209摂 取の方が59摂 取 に比べて

明 らか に多い こ とは理解で きる(図2,3)。 しか し,

20g摂 取 では摂取4時 間前後 にピー クに達 し,6時 間後

ではやや減少傾 向を示 したのに対 して,59摂 取 では8

時間後において も減少傾向 を示 さなかった。個人の腸

内細菌叢のオ リゴ糖 に対する資化能力 に限界がある と

仮定すると,フ ラク トオリゴ糖摂取量が少 ない方が速

く発酵分解 を受 けて しまうので,水 素 ガス排 出量 は

209摂 取 よりも59摂 取の方が速 く減衰す ることが考 え

られる。 しか しなが ら,本 研究では5g摂 取 の方に持続

性があるように観察 され矛盾 した結果 となった。これ

は誤差範囲内である とも考 えられるが ,フ ラク トオリ

ゴ糖の大腸への移行速度が摂取量の多寡 によって異な

ることに起因 しているのか も知れない。

　ポリデキス トロースの水素 ガス排 出が増加 し始 める

時 間が フラク トオ リゴ糖 に比べ てやや早 く,ま た8時

間後における水素ガス排 出量がかな り低 い レベルに減

少 していた(図5)。 これはポリデキス トロースが発酵

されやすい単糖 やオリゴ糖 と難発酵性 の多糖 を含むな

ど,構 成糖の特徴 に依存 しているのではないか と考 え

る。いずれ にしても,水 溶性で小分子糖質が含 まれる

に もかかわ らず水素ガス排 出量が少 ない,す なわち発

酵分解性が低いのは人工的に合成 されたポリデキス ト

ロースの構造的特徴によるのではないか と考える。

　グアー ガム分解物 の水素 ガス排出 は摂取4時 間以降

に上昇 し,8時 間 までその状態を維持 していた。 また ,

動物 を用 いた グアーガム分解物の出納実験 において,

グアーガム分解物の回収率 は非常 に低 い。したが って,

グアーガム分解物はフラク トオリゴ糖の ように腸 内細

菌 によって速やかに発酵分解 されないけれ ども,時 間

をかけてゆっ くり分解 され,発 酵分解性 は高いこ とを

示唆 しているようにも考え られる。

　一方
,難 消化性 デキス トリンは水溶性であるにもか

かわ らず,予 想 していたよ りも発酵分解 されに くいこ

Table 4. Initial time after ingestion of each substance

Values are expressed as mean and range in parentheses .
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とが確認 された(図5)。 これは,ポ リデキス トロー ス

と同様 に,製 造過程で酸性 ・高温下で処理す るなどの

工程が含 まれるために,天 然多糖 とは異なった構造 を

形成 して微生物の分解酵素が作用で きないためではな

いか と考える。

同 じ生デ ンプンで もジャガイモ とサツマ イモではそ

の消化性や発酵分解性が著 しく異なる。ジャガイモ生

デ ンプンはほとん ど消化酵素で分解 されず,ま た腸内

細菌 によっても極 めて発酵分解 されない。これに対 し

て,サ ツマイモ生デンプ ンは部分的に消化され,発 酵

分解 され る。

セルロースは給源によってその分子構造が異 なるこ

とが考え られるので,セ ルロースの発酵分解性 も給源

によってある程度異なるのではないか と考 える。セル

ロースは不溶性 であるために発酵分解性は低い とされ

ているが,本 実験:に用いたセルロースの発酵分解性は

グアーガム分解物などの水溶性食物繊維 に比べてそれ

ほど差異がなかった。ただ,被 験者6名 の うち1名 の水

素 ガス排出量が他の被験者の約2倍 と高か ったことが,

セルロースの発酵分解性 を高 くしていることも確かで

ある。

　低分子化 アルギン酸の水素ガス排 出は,セ ルロース

と同様 に,8時 間後 において も持続 していた。低分子

化アルギ ン酸ナ トリウムは水溶性であるので,セ ルロ

ースなどに比べて もっと発酵分解 を受 けるもの と予想

していたが,思 っていた よりも発酵分解 されに くいこ

とが確認 された。D-グ ルロン酸やD一マ ンヌロン酸など

から成るその特殊な糖構成は腸 内細菌に資化 されに く

いのか も知れない。

　グルコマ ンナ ンをラットに摂取 させ ると,糞 便量 は

有意 に増加す るが,グ ルコマ ンナ ンとしての回収率は

低 い。それゆえ,グ ルコマ ンナンは もう少 し発酵分解

を受 けるものと思 っていたが,意 外 と少なかった。 グ

ルコマンナ ンは腸 内細菌 によってゆっ くり発酵分解 さ

れ るのであれば,測 定時間を8時 間よ りももっ と長 く

すればその性質が明 らかになると考 える。

　難消化性デ ンプンは水に対 して比較的高い溶解性 を

示す にもかかわ らず,腸 内細菌による発酵分解 を受け

難 くか ったのは,難 消化性 デキス トリンやポ リデキス

トロース と同様 に,人 為的な減圧 ・加熱処理な どが行

われて,構 成糖が天然に存在す るものとは異なった構

造を しているためではないか と考える。なお,難 消化

性 デ ンプンに共存す る消化性糖質は消化吸収 されるの

で,水 素ガス排 出には関与 していない もの と考える。

　本研究結果より,難 消化性糖質オリゴ糖や食物繊維

摂取後の呼気水素ガス排出は,ヒ ト消化管における消

化性 と発酵分解性に依存 して変化することが明らかに

なった。このことは,食 物繊維のエネルギーを評価す

るにあたって必要となる発酵分解性を呼気水素ガス試

験に基づいて算出することは有効であることを示して

いる。

　しか し,本 研究において示 したAUCは 試験物 質摂取

後8時 間 までの ものであ り,す でに述べたように摂取8

時間以降 も水素 ガス排出は持続 している。したがって,

ここに示 したものは腸内細菌による資化性 の速 さを示

しているに過 ぎず,そ れぞれの食物繊維素材 を口に入

れてか ら排 泄されるまでに発酵分解 によって利用 され

る比率を示 した もので はない。す なわち,も っと長時

間にわたって水素 ガス排出を観察すれば,異 なった値

の発酵分解性が算出 されることにな り,エ ネルギー換

算係数が異なることは明 らかであ る。

　先 に,各 食物繊維素材 について開発 メーカーか ら提

出された資料や関連の文献資料 などを用いてそれぞれ

の食物繊維素材 についての発酵分解性 を推定 し,そ れ

を基 に暫定的な有効エネルギー値 を推算 した4)。 その

エネルギー換算係数 と本研究 において ヒ トの呼気水素

ガス排 出量か ら推定 した発酵分解性 を基 に算出 したエ

ネルギー換算係数 は幾つかの食物繊維素材 については

矛盾 した値 となった。その理由は2つ 考 え られ る。一

つは,先 に暫定的に求めたエネルギー換算係数はヒ ト

を対象 とした少ない実験資料 か ら推算 した ものである

ので,不 確定要素が多い ことを認識する必要があ る。

もう一つの要 因は,食 物繊維素材摂取後8時 間 までの

呼気水素 ガス排出量 を基に したためである。食物繊維

は腸内細菌 によってゆっ くり発酵分解 され るので,も

っと長時間にわたって呼気を経時的に採取する必要の

あることを示 している。食物繊維による発酵分解が終

了するまで追跡で きれば,よ り正確 な発酵分解率 を求

め ることがで きる と考え られるが,現 実にはきわめて

困難である。

　難消化性 オ リゴ糖や糖アルコールを摂取 させて,呼

気水素ガス排 出量か ら発酵分解性 を検討す るとき,摂

取後5～6時 間 まで呼気採取 を行ったが,食 物繊維は発

酵分解が ゆっ くり行 われることを推定 して8時 間 まで

呼気 を採取 した。 もっと長時間にわたって呼気採取 し

た方が よいことは十分に理解 しているが,被 験者 の長

時間拘束による苦痛やス トレスを考えると,試 験:物質

摂取後8時 間が限度であ った。呼気採取時間が8時 間で
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あっても実験前後の時間を加えると拘束は約10時 間以

上になる。今後は,従 来の考え方とは異なる方式で呼

気採取計画を立て,長 時間にわたる呼気水素ガス試験

を実施する必要があると考えている。

水素ガスは難消化性糖質が腸内細菌によって発酵分

解を受けるときに生 じるので,摂 取 した食物繊維は腸

内細菌が棲息 している消化管部位に到達する必要があ

る。食物繊維の消化管移行速度は水溶性や不溶性,粒

子サイズ,粘 性,構 造などのさまざまな物性によって

影響されることが考えられる。さらに,試 験物質の消

化管移行速度は摂取量によっても影響されるように思

われる。したがって,水 素ガス排出開始時間は糖質の

腸内細菌による資化性だけではなく,そ れらの消化管

移行速度を反映 していることを考慮する必要がある。

さらに,腸 内細菌は大腸 だけに存在す るのではな く,

特殊 な菌は大腸 よ り上部の小腸各部位に も棲息 してい

るので,特 定の菌 に対 して資化 されやす い糖質が存在

しても不思議ではない。仮 に,あ る糖 質が小腸上部 に

棲息する菌 によって資化 されると仮定すれば,そ の糖

質のinitial timeは 短 くなる。図3に 示 したように,ラ ク

チュロースは109お よび209摂 取で もinitial timeに 差異

は観察 されなか ったが,ト レハロースのそれは摂取量

109よ りも摂取量209の 方が短い。 このことは消化性の

異 なる3種 類のオ リゴ糖 を摂取 させた場合に も観察 さ

れてお り,一 部消化 されるオリゴ糖であ るガラク トシ

ルース クロー スでは摂取量10gよ りも摂取量20gの 方が

initial timeが 短い22)。 摂取量20gのinitial timeが 摂取量

10gよ り短いのは消化管移行速度 によるのではないか

と考 えている。食物繊維 は種類 によって腸内細菌 によ

る資化性が異なるので,initial timeの 違いの要因は複

雑であ るように思われる。

要 約

　各種食物繊維素材各59を ヒ トに摂取 させ,8時 間の

呼気水素 ガス排 出量か ら相対的発酵分解率 を推定 し,

それに基づいて各食物繊維素材 の有効エ ネルギー評価

を試 みた。エネルギー評価 の基準 には,消 化 されず,

腸内細菌 によって完全 に資化 され,有 効エネルギーが

2kcal/9で あるフラク トオ リゴ糖 を用 いた。得 られた結

果は以下の通 りである。

1)難 消化性糖質であるラ クチ ュロース,ト レハ ロー

ス,お よびフラク トオ リゴ糖摂取後 の呼気水素 ガ

ス排 出は,そ の糖 質の消化性 と摂取量 に依存 して

変化 した。

2)フ ラク トオリゴ糖 を2kcal/9と した とき,水 溶性食

物繊維であ るポ リデキス トロース,難 消化性 デキ

ス トリン,酵 素部分分解 グアーガム,低 分子化 ア

ルギ ン酸一Na,グ ルコマ ンナンの有効エネルギー量

はいずれ もlkcal/gと なった。

3)難 消 化 性 デ ン フ.ンの 有 効 エ ネ ル ギ ー 量 はOkcal/gで

あ っ た 。

4)不 溶性食物繊維であるセルロース もゆっ くり発酵

分解 され,そ の有効エ ネルギ ー量は1kcal/gで あ っ

た。

以上の結果,呼 気水素ガス試験:を用 いて発酵分解性

を評価す るこ とが可能であるこ とが明 らか になった。

ここに示 したエ ネルギー値 は,試 験:物質摂取後8時 間

まで30分 毎 に排 出された呼気水素 ガス量 に基づいて算

出 された結果である。8時 間以降 も発 酵分解 は持続 し

ているので,さ らに観察時間を長 くす ると異 なった値

になることを認識す る必要がある。
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