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(57)【要約】
【課題】長期の摂取によっても人体にとって安全であり、糖尿病の治療および／または予
防に優れた効果を有する抗糖尿病剤および該抗糖尿病剤を含有する飲食品を提供すること
。
【解決手段】醗酵人参エキスを有効成分として含有する、抗糖尿病剤、および、該抗糖尿
病剤を含有し、食後の血糖値の上昇を抑制する作用を有することを特徴とする、糖尿病の
予防または治療のために用いられる旨の表示を付した飲食物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　醗酵人参エキスを有効成分として含有する、抗糖尿病剤。
【請求項２】
　前記人参が、ウコギ科薬用人参である、請求項１に記載の抗糖尿病剤。
【請求項３】
　前記人参が、オタネニンジン（高麗人参；Ｋｏｒｅａｎ　ｇｉｎｓｅｎｇ：Ｐａｎａｘ
　Ｃ．Ａ．Ｍｅｙｅｒ）、三七ニンジン（Ｐａｎａｘ　ｎｏｔｏｇｉｎｓｅｎｇ　Ｂｕｒ
ｋ．）、アメリカニンジン（Ｐａｎａｘ　ｑｕｉｎｑｕｅｆｏｌｉｕｍ　Ｌ．）、竹節ニ
ンジン（Ｐａｎａｘ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ　Ｃ．Ａ．Ｍｅｙｅｒ）、ヒマラヤニンジン（
Ｐａｎａｘ　Ｐｓｅｕｄｏ－ｇｉｎｓｅｎｇ　Ｑａｌｌ．Ｓｕｂｓｐ．Ｈｉｍａｌａｉｃ
ｕｓ　Ｈａｒａ）、およびベトナムニンジン（Ｐａｎａｘ　Ｖｕｅｔｎａｍｅｎｓｉｓ　
Ｈａ　ｅｔＧｒｕｓｈｙ）からなる群より選択される少なくとも１種のウコギ科薬用人参
である、請求項１に記載の抗糖尿病剤。
【請求項４】
　前記人参が、アメリカニンジンである、請求項１に記載の抗糖尿病剤。
【請求項５】
　前記醗酵人参が、β－グルコシダーゼ、α－アラビノシダーゼおよびα－ラムノシダー
ゼからなる群より選択される少なくとも１種の酵素を生産する微生物を用いて醗酵された
人参である、請求項１～４のいずれかに記載の抗糖尿病剤。
【請求項６】
　前記微生物が、ラクトバチルス　カゼイ　ハセガワ菌株（ＦＥＲＭ　ＢＰ－１０１２３
）である、請求項５に記載の抗糖尿病剤。
【請求項７】
　前記醗酵人参エキスが、２０（Ｓ）－プロトパナキサジオール　２０－Ｏ－β－ｄ－グ
ルコピラノサイド（Ｍ１）と２０（Ｓ）－プロトパナキサトリオール（Ｍ４）とを１以上
の含有量比［Ｍ１／Ｍ４：重量比］で含む、請求項１～６のいずれかに記載の抗糖尿病剤
。
【請求項８】
　医薬組成物、食品組成物または飼料組成物である、請求項１～７のいずれかに記載の抗
糖尿病剤。
【請求項９】
　請求項１～７のいずれかに記載の抗糖尿病剤を含有し、食後の血糖値の上昇を抑制する
作用を有することを特徴とする、糖尿病の予防または治療のために用いられる旨の表示を
付した飲食物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、代謝性疾患の１つである糖尿病の予防および／または治療に用いることので
きる抗糖尿病剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の日本では、食の欧米化、モータリゼーションなどの生活習慣の大きな変化に伴っ
て、糖尿病患者が急増し、約１０００万人が糖尿病を発症しているとの報告がある。特に
過食、運動不足、ストレスなどの生活習慣と個々の遺伝的背景とが重なって発症する２型
糖尿病（インスリン非依存型糖尿病）患者数の激増は、国民の重要な問題となっている。
【０００３】
　健常者では、食間および夜間にはインスリンの基礎分泌によって肝臓での糖放出と全身
のインスリン作用組織での糖取り込みとがうまく釣り合い、血糖値が正常域に保持されて
いる。摂食時には、血糖値は、食事中の糖質吸収によって上昇するが、これに即応して、
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インスリンの追加分泌が亢進し、肝臓での糖放出の低下および糖取り込みの亢進、ならび
に筋・脂肪組織での糖取込みの上昇によって、通常血糖値へもどる。すなわち、インスリ
ン分泌とその作用を受ける臓器との見事な協調作用より、血糖値が精密に調整されており
、このような血糖値調整機構のいずれに乱れが生じても糖尿病が発症することになる。
【０００４】
　大多数の２型糖尿病患者では、インスリンの追加分泌の欠如または不足、すなわち食後
の血糖値上昇に対応して瞬時に分泌されるインスリン分泌の欠如または不足が認められる
。さらに肝臓、筋肉、脂肪組織でインスリン抵抗性が認められる。一方、２型糖尿病患者
に認められる空腹時高血糖は、内因性のインスリン基礎分泌の低下に加えて、食後高血糖
持続時に増大したインスリン抵抗性によるものであるため、肝臓での糖放出が健常者に比
べて上昇し、さらに全身の糖取り込みが増加しない結果、１０時間以上にわたる絶食にも
かかわらず、高血糖になる。このように２型糖尿病の発症およびその進行においては、イ
ンスリン分泌不足とそれに伴う高血糖、さらに高血糖状態により引き起こされるインスリ
ン抵抗性が悪循環し、病状が悪化していく。
【０００５】
　このような背景の下、各種の治療薬が開発、販売されている。例えば、２型糖尿病の特
質の一つであるインスリン分泌不良に対する治療薬として、スルホニル尿素薬（ＳＵ薬）
がある。スルホニル尿素薬は、膵臓のβ細胞に作用し、インスリン分泌を促進する。また
、αグルコシダーゼ阻害薬は、おもにショ糖や麦芽糖などの２糖類の単糖類への分解を抑
制し、小腸からの吸収を遅らせることで、食後の高血糖状態を改善する。また、インスリ
ン標的臓器でのインスリン抵抗性を改善する目的で、チアゾリジン誘導体などのインスリ
ン抵抗性改善薬が開発され、治療に使われている。
【０００６】
　しかしながら、これら治療薬には、さまざまな副作用が知られている。例えば、スルホ
ニル尿素では、その長期使用により膵臓β細胞が疲弊してしまうことが知られている。ま
た、チアゾリジン誘導体では、副作用として浮腫が認められ、体内貯留の結果、心不全が
発症することが知られている。さらに、このような治療薬は、糖尿病治療を目的に開発さ
れており、その使用には、医師の診断と経過観察が必要である。
【０００７】
　一方、オタネニンジン、三七ニンジン、アメリカニンジンなどのウコギ科人参は、薬用
人参として、漢方薬などの伝統医薬として、また、保健用食品として、広く使用されてい
る。これらの人参には、抗がん作用、免疫賦活作用などのさまざまな薬効の他に、糖尿病
治癒効果が報告されている。例えば、非特許文献１には、実験的糖尿病病態モデルにおけ
るオタネニンジンの血糖降下作用が報告されている。また、非特許文献２および非特許文
献３には、オタネニンジンの血糖降下作用を示す活性成分として、糖鎖グリカンの関与が
報告されている。また、非特許文献４には、アメリカニンジンの食後高血糖抑制作用が示
され、その活性成分として人参サポニン成分が重要であること、さらに他の成分の関与も
否定できないことが報告されている。さらに、非特許文献５には、アメリカニンジンの健
常者および２型糖尿病患者の食後高血糖の改善効果が報告されている。また、非特許文献
６には、竹節ニンジンに糖尿病病態マウスに対して、抗糖尿病作用があり、その活性成分
が人参サポニンであることが報告されている。また、非特許文献７には、人参に含まれる
プロトパナキサジオール型サポニンの活性代謝物である２０（Ｓ）－プロトパナキサジオ
ール　２０－Ｏ－β－ｄ－グルコピラノサイドが、膵臓β細胞からのインスリンの分泌を
促進して血中インスリン量を高め、食後の血糖値の上昇を抑制することが報告されている
。
【０００８】
　しかしながら、人参サポニンは腸内細菌によって分子内の糖鎖がさまざまな程度に切断
されてはじめて腸管から吸収され、その生理作用を示すことが明らかにされている（非特
許文献８）。さらに、各個人の腸内細菌叢の違いが原因で人参サポニンの作用に差が生じ
、その結果、人参の作用の発現に重大な影響を与えることが明らかにされている（非特許
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文献９）。
【非特許文献１】Ｊ　Ｐｈａｒｍａｃｏｂｉｏｄｙｎ．１９８１　Ｊｕｎ；４（６）：４
０２－９
【非特許文献２】Ｊ　Ｅｔｈｎｏｐｈａｒｍａｃｏｌ．１９８５　Ｎｏｖ－Ｄｅｃ．１４
（２－３）：２５５－９
【非特許文献３】Ｊ　Ｅｔｈｎｏｐｈａｒｍａｃｏｌ．１９８５　Ｓｅｐ；１４（１）：
６９－７４
【非特許文献４】Ｅｕｒ　Ｊ　Ｃｌｉｎ　Ｎｕｔｒ．２００３　Ｆｅｂ．５７（２）：２
４３－８
【非特許文献５】Ａｒｃｈ　Ｉｎｔｅｒｎ　Ｍｅｄ．　２０００　Ａｐｒ　１０．１６０
（７）：１００９－１３
【非特許文献６】ＢＭＣ　Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔ　Ａｌｔｅｒｎ　Ｍｅｄ．２００５　Ａ
ｐｒ　６．５．９
【非特許文献７】Ｂｉｏｌ．Ｐｈａｒｍ．Ｂｕｌｌ．　２００７　３０（１１）：２１９
６－２２００
【非特許文献８】Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ　Ｓｃｉ　２００４　９５，１５３－１５７
【非特許文献９】Ｂｉｏｌ．Ｐｈａｒｍ．Ｂｕｌｌ．　２００４　２７（１０）：１５８
０－１５８３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記に示すような治療薬の有する問題点を解決し、長期の摂取によっても人
体にとって安全であり、糖尿病の治療および／または予防に優れた効果を有する抗糖尿病
剤および該抗糖尿病剤を含有する飲食物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によれば、抗糖尿病剤が提供される。該抗糖尿病剤は、醗酵人参エキスを有効成
分として含有する。
　好ましい実施形態においては、上記人参が、ウコギ科薬用人参である。
　好ましい実施形態においては、上記人参が、オタネニンジン（高麗人参；Ｋｏｒｅａｎ
　ｇｉｎｓｅｎｇ：Ｐａｎａｘ　Ｃ．Ａ．Ｍｅｙｅｒ）、三七ニンジン（Ｐａｎａｘ　ｎ
ｏｔｏｇｉｎｓｅｎｇ　Ｂｕｒｋ．）、アメリカニンジン（Ｐａｎａｘ　ｑｕｉｎｑｕｅ
ｆｏｌｉｕｍ　Ｌ．）、竹節ニンジン（Ｐａｎａｘ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ　Ｃ．Ａ．Ｍｅ
ｙｅｒ）、ヒマラヤニンジン（Ｐａｎａｘ　Ｐｓｅｕｄｏ－ｇｉｎｓｅｎｇ　Ｑａｌｌ．
Ｓｕｂｓｐ．Ｈｉｍａｌａｉｃｕｓ　Ｈａｒａ）、およびベトナムニンジン（Ｐａｎａｘ
　Ｖｕｅｔｎａｍｅｎｓｉｓ　Ｈａ　ｅｔＧｒｕｓｈｙ）からなる群より選択される少な
くとも１種のウコギ科薬用人参である。
　好ましい実施形態においては、上記人参が、アメリカニンジンである。
　好ましい実施形態においては、上記醗酵人参が、β－グルコシダーゼ、α－アラビノシ
ダーゼおよびα－ラムノシダーゼからなる群より選択される少なくとも１種の酵素を生産
する微生物を用いて醗酵された人参である。
　好ましい実施形態においては、上記微生物が、ラクトバチルス　カゼイ　ハセガワ菌株
（ＦＥＲＭ　ＢＰ－１０１２３）である。
　好ましい実施形態においては、上記醗酵人参エキスが、２０（Ｓ）－プロトパナキサジ
オール　２０－Ｏ－β－ｄ－グルコピラノサイド（Ｍ１）と２０（Ｓ）－プロトパナキサ
トリオール（Ｍ４）とを１以上の含有量比［Ｍ１／Ｍ４：重量比］で含む。
　好ましい実施形態においては、上記抗糖尿病剤は、医薬組成物、食品組成物または飼料
組成物である。
　本発明の別の局面によれば、飲食物が提供される。該飲食物は、上記抗糖尿病剤を含有
し、食後の血糖値の上昇を抑制する作用を有することを特徴とし、糖尿病の予防または治
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療のために用いられる旨の表示が付される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の抗糖尿病剤は、醗酵により食後の血糖値の上昇を抑制する成分がバランスよく
生成した醗酵人参エキスを含有するので、食後高血糖を改善および／または予防し得る。
また、本発明の抗糖尿病剤は、その有効成分が天然物に由来するものであるため、安全性
に優れるという効果を奏し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
１．抗糖尿病剤
　本発明の抗糖尿病剤は、醗酵人参エキスを有効成分として含有する。醗酵人参エキスと
しては、本発明の効果が得られる限りにおいて、任意の適切なものが用いられ得る。なお
、本明細書中に用いられる用語「エキス」とは、液体、粉末体、ペーストおよびこれらの
組み合わせでなる形態を包含する、混合物でなる広義の抽出物をいい、必ずしも抽出液に
限定されない。したがって、「醗酵人参エキス」は、例えば、人参を醗酵させた際の醗酵
物（培養液）そのものであってもよく、醗酵物を乾燥させたものであってもよく、醗酵物
をカラムクロマトグラフィーなどで分画精製し、目的とする成分（例えば、人参サポニン
成分）を濃縮したものであってもよい。
【００１３】
　発酵に用いられる人参としては、任意の適切な人参が用いられ得る。人参は、好ましく
はウコギ科薬用人参であり、より好ましくはそのアグリコンがプロトパナキサジオールで
ある人参サポニン（例えば、Ｒｂ１、Ｒｂ２、Ｒｃ、Ｒｄなどのプロトパナキサジオール
系人参サポニン；以下、「人参サポニン」を「ジンセノサイド」と称することがある）を
豊富に含有するウコギ科薬用人参である。プロトパナキサジオール系ジンセノサイドは、
後述の醗酵によって分解されて、以下の式（Ｉ）で表される２０（Ｓ）－プロトパナキサ
ジオール　２０－Ｏ－β－ｄ－グルコピラノサイド（以下、「Ｍ１」と称することがある
）となり、本発明の抗糖尿病剤の作用機序において、重要な役割の１つを果たすと考えら
れるからである。なお、本発明の抗糖尿病剤の作用機序は明らかではないが、醗酵により
生じたＭ１および他の種々の成分の複合的な相乗効果により、食後の血糖値の上昇を抑制
する作用（以下、「食後高血糖抑制作用」と称することがある）を発揮するものと推測さ
れる。したがって、本発明の抗糖尿病剤によれば、Ｍ１のみまたは非醗酵人参エキスより
も優れた食後高血糖抑制作用が発揮され得る。
【化１】

【００１４】
　このようなウコギ科薬用人参の例としては、オタネニンジン（高麗人参；Ｋｏｒｅａｎ
　ｇｉｎｓｅｎｇ：Ｐａｎａｘ　Ｃ．Ａ．Ｍｅｙｅｒ）、三七ニンジン（Ｐａｎａｘ　Ｐ
ｓｅｕｄｏ－ｇｉｎｓｅｎｇ　Ｗａｌｌ）、アメリカニンジン（Ｐａｎａｘ　ｑｕｉｎｑ
ｕｅｆｏｌｉｕｍ　Ｌ．）、竹節ニンジン（Ｐａｎａｘ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ　Ｃ．Ａ．
Ｍｅｙｅｒ）、ヒマラヤニンジン（Ｐａｎａｘ　Ｐｓｅｕｄｏ－ｇｉｎｓｅｎｇ　Ｑａｌ
ｌ．Ｓｕｂｓｐ．Ｈｉｍａｌａｉｃｕｓ　Ｈａｒａ）、ベトナムニンジン（Ｐａｎａｘ　
Ｖｕｅｔｎａｍｅｎｓｉｓ　Ｈａ　ｅｔＧｒｕｓｈｙ）、およびそれらの組合せが挙げら
れる。本発明においては、入手が容易である点、Ｒｂ１、Ｒｂ２、Ｒｃ、Ｒｄなどのプロ
トパナキサジオール系ジンセノサイドが豊富に含まれている点、および醗酵によって生じ
た成分（Ｍ１を含む）間の高い相乗効果が期待できる点から、アメリカニンジンまたはオ
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タネニンジンを用いることが好ましく、アメリカニンジンを用いることがさらに好ましい
。
【００１５】
　上記人参の使用部位としては、任意の適切な部位が用いられ得る。例えば、根、茎、葉
、花蕾、果実または全草、あるいはそれらの組合せのいずれが用いられてもよい。上記人
参としてアメリカニンジンが用いられる場合、プロトパナキサジオール系ジンセノサイド
が他の部位に比べてより豊富に含まれている点から、好ましくは根、より好ましくは側根
が用いられ得る。また、オタネニンジンが用いられる場合も同様の点から、好ましくは根
、より好ましくは側根が用いられ得る。
【００１６】
　上記人参は、生の状態のものであってもよく、乾燥状態のものであってもよい。乾燥方
法としては、任意の適切な乾燥方法を用いることができる。
【００１７】
　上記人参を醗酵させることにより醗酵人参エキスが得られる。醗酵人参エキスの製造方
法としては、任意の適切な方法が用いられ得る。例えば、醗酵人参エキスは、以下の方法
を用いて製造され得る。
【００１８】
　醗酵人参エキスの第１の製造方法について以下に説明する。該製造方法においては、所
定の大きさ（好ましくは平均長径が０．２ｍｍ以下）に細かく裁断、粉砕またはペースト
状になるまですり潰された乾燥、または、生の人参の所定部位が、所定容量を有する培養
槽に適量の醗酵助剤および水と共に仕込まれる。次いで、代表的には、微生物の仕込み前
に加熱滅菌処理されて、醗酵前の仕込み液が得られる。次いで、当該培養槽に、微生物が
仕込まれ、醗酵が行われる。なお、上記加熱滅菌処理により、人参サポニンなどが仕込み
液中へ効率良く溶出する。
【００１９】
　上記醗酵前の仕込み液に用いられる水としては、好ましくは蒸留水、イオン交換水など
が挙げられる。上記微生物の醗酵助剤としては、ペプトン、ポリペプトンなどの窒素栄養
源、微量生育栄養素を含む酵母エキス、炭酸カルシウムなどのｐＨ緩衝剤、微量必須元素
などが挙げられる。１つの好ましい実施形態において、醗酵前の仕込み液は、酵母エキス
１０ｇ／Ｌ、大豆ペプチド５ｇ／Ｌ、炭酸カルシウム１０ｇ／Ｌを含有する。醗酵前の仕
込み液のｐＨとしては、好ましくは３～７、より好ましくは５～６．５である。
【００２０】
　上記醗酵前の仕込み液に用いられる人参の量は、人参の種類、乾燥状態、培養条件など
に応じて、当業者によって適宜選択され得る。例えば、人参と醗酵前の仕込み液との割合
［人参の乾燥重量（ｇ）／醗酵前の仕込み液量（ｇ）］は、好ましくは１／１００～５０
／１００、より好ましくは５／１００～２０／１００、さらに好ましくは１０／１００～
１５／１００である。
【００２１】
　上記微生物としては、サポニン分解能を有するものが好ましい。サポニン分解能を有す
る微生物は、非醗酵人参中に含まれるプロトパナキサジオール系ジンセノサイドから、醗
酵を通じてＭ１を生成し得るからである。
【００２２】
　本発明で好適に用いられる微生物としては、醗酵中における、Ｒｂ１、Ｒｂ２、Ｒｃ、
Ｒｄなどのプロトパナキサジオール系ジンセノサイドとの作用効率が高く、かつ、Ｒｇ１
などのプロトパナキサトリオール系ジンセノサイドとの作用効率が低い微生物が好ましい
。このような微生物によれば、醗酵を通じて、Ｍ１が効率良く生成され、かつ、２０（Ｓ
）－プロトパナキサトリオール（以下、「Ｍ４」と称することがある）の生成が低減され
る。１つの好ましい実施形態において、醗酵後の仕込み液において、Ｍ１の含有量は、重
量を基準としてＭ４の含有量よりも多く、好ましくはＭ４の含有量の３倍よりも多く、よ
り好ましくはＭ４の含有量の５倍よりも多い。
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【００２３】
　上記微生物の例としては、特開２００４－０４９１５４号公報に記載の微生物、すなわ
ち、β－グルコシダーゼ、α－アラビノシダーゼおよびα－ラムノシダーゼからなる群よ
り選択される少なくとも１種の酵素を生産する微生物であって、好ましくは食品に添加す
ることができる微生物が挙げられる。より具体的には、ラクトバチルス・アシドフィルス
（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｃｉｄｐｈｉｌｕｓ）、ラクトバチルス・ガセリ（Ｌ
．ｇａｓｓｅｒｉ）、ラクトバチルス・マリ（Ｌ．ｍａｌｉ）、ラクトバチルス・プラン
タラム（Ｌ．ｐｌａｎｔａｒｕｍ）、ラクトバチルス・ブヒネリ（Ｌ．ｂｕｃｈｎｅｒｉ
）、ラクトバチルス・カゼイ（Ｌ．ｃａｓｅｉ）、ラクトバチルス・ジョンソニー（Ｌ．
ｊｏｈｎｓｏｎｉｉ）、ラクトバチルス・ガリナラム（Ｌ．ｇａｌｌｉｎａｒｕｍ）、ラ
クトバチルス・アミロボラス（Ｌ．ａｍｙｌｏｖｏｒｕｓ）、ラクトバチルス・ブレビス
（Ｌ．ｂｒｅｖｉｓ）、ラクトバチルス・ラムノーザス（Ｌ．ｒｈａｍｎｏｓｕｓ）、ラ
クトバチルス・ケフィア（Ｌ．ｋｅｆｉｒ）、ラクトバチルス・パラカゼイ（Ｌ．ｐａｒ
ａｃａｓｅｉ）、ラクトバチルス・クリスパタス（Ｌ．ｃｒｉｓｐａｔｕｓ）などのラク
トバチルス属細菌；ストレプトコッカス・サーモフィルス（Ｓｔｒｅｐｔｃｏｃｃｕｓ　
ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ）などのストレプトコッカス属細菌；ラクトコッカス・ラクチ
ス（Ｌａｃｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｌａｃｔｉｓ）などのラクトコッカス属細菌；ビフィドバ
クテリウム・ビフィダム（Ｂｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｂｉｆｉｄｕｍ）、ビフィ
ドバクテリウム・ロンガム（Ｂ．ｌｏｎｇｕｍ）、ビフィドバクテリウム・アドレスセン
ティス（Ｂ．ａｄｏｌｅｓｃｅｎｔｉｓ）、ビフィドバクテリウム・インファンティス（
Ｂ．ｉｎｆａｎｔｉｓ）、ビフィドバクテリウム・ブレーベ（Ｂ．ｂｒｅｖｅ）、ビフィ
ドバクテリウム・カテヌラータム（Ｂ．ｃａｔｅｎｕｌａｔｕｍ）などのビフィドバクテ
リウム属細菌；バチルス・ズブチリス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）などのバ
チルス属細菌；サッカロマイセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｓｅｓ　ｃｅｒｅ
ｖｉｓｉａｅ）などのサッカロマイセス属酵母；トルラスポラ・デルブルエッキー（Ｔｏ
ｒｕｌａｓｐｏｒａ　ｄｅｌｂｒｕｅｃｋｉｉ）などのトルラスポラ属酵母；キャンジダ
・ケフィアなどのキャンジダ属酵母などが挙げられる。なかでも、ラクトバチルス属、ス
トレプトコッカス属、ラクトコッカス属に属する乳酸菌、ビフィドバクテリウム属細菌、
およびサッカロマイセス属酵母がサポニン分解物の生成量、生成比、醗酵人参の風味など
の点から好ましい。
【００２４】
　より具体的な例としては、ラクトバチルス　カゼイ　ハセガワ菌株（ＦＥＲＭ　ＢＰ－
１０１２３）、ラクトバチルス・ガセリＤＳＭ２０２４３株、ラクトバチルス・プランタ
ラムＡＴＣＣ１４９４７株およびＡＴＣＣ１０２４１株、ラクトバチルス・ブヒネリＡＴ
ＣＣ４００５株、ラクトバチルス・カゼイＡＴＣＣ３９３株、ラクトバチルス・マリＡＴ
ＣＣ２７３０４株、ラクトバチルス・ガリナラムＪＣＭ２０１１株、ラクトバチルス・ア
ミロボラスＪＣＭ１１２６株、ラクトバチルス・ブレビスＡＴＣＣ１４８６９株、ラクト
バチルス・ラムノーザスＡＴＣＣ７４６９株およびＡＴＣＣ５３１０３株、ラクトバチル
ス・ケフィアＮＲＩＣ１６９３株、ラクトバチルス・パラカゼイＮＣＤＯ－１５１株、ラ
クトコッカス・ラクチスＡＴＣＣ１５５７７株、ビフィドバクテリウム・ビフィダムＪＣ
Ｍ７００２株、ビフィドバクテリウム・アドレスセンティスＡＴＣＣ１５７０３株、サッ
カロマイセス・セレビシエＩＦＯ－０３０９株およびＩＦＯ－２０１８株が挙げられる。
上記微生物は単独で使用してもよく、あるいは醗酵効率を高める目的で組合わせて使用し
てもよい。
【００２５】
　上記微生物のなかでも、ラクトバチルス　カゼイ　ハセガワ菌株（ＦＥＲＭ　ＢＰ－１
０１２３）が特に好ましい。該菌株によれば、食後高血糖抑制作用の発揮に関与する成分
（Ｍ１を含む種々の成分）をバランスよく生成するので、食後高血糖抑制作用の高い醗酵
人参エキスを生成し得る。さらに、漬物などの一般食品から分離された微生物であること
から、安全性が高いという利点を有する。
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【００２６】
　醗酵は、上記の適切な仕込み液の存在下、培養槽内を、好ましくは２５℃～３７℃、よ
り好ましくは２８℃～３３℃の温度範囲に設定して行われる。醗酵時間は、仕込み液の組
成、植菌量、醗酵温度などに応じて適切に設定され得る。醗酵時間は、好ましくは２日～
２１日、より好ましくは７日～１４日である。代表的には、加熱滅菌により、醗酵を終了
させる。この場合、加熱によりＭ１などの人参サポニン代謝物が分解するのを防ぐために
、醗酵後の仕込み液のｐＨを５以上にすることが好ましい。この醗酵によって、上記人参
中に含まれるジンセノサイドのうち、Ｒｂ１、Ｒｂ２、Ｒｃ、Ｒｄなどのプロトパナキサ
ジオール系ジンセノサイドが上記微生物による作用を受けて、Ｍ１が効率的に生成され得
る。なお、醗酵方法の具体的な手順などは、例えば、特許３６７８３６２号公報に記載さ
れており、当業者に公知である。該醗酵の結果、本発明に用いられる醗酵人参エキスが得
られる。
【００２７】
　醗酵人参エキスの第２の製造方法について以下に説明する。該製造方法においては、所
定の大きさ（好ましくは平均長径が０．２ｍｍ以下）に細かく裁断、粉砕またはペースト
状になるまですり潰された乾燥、または、生の人参の所定部位が、抽出溶媒中に浸漬され
、抽出が行われる。これにより、ジンセノサイドを含む溶解画分が得られる。得られた溶
解画分と醗酵助剤とが混合され、次いで、該混合物に微生物が仕込まれることにより、醗
酵が行われる。
【００２８】
　上記抽出溶媒としては、極性溶媒が好ましく、水、炭素数１～４のアルコール、または
それらの混合物（含水アルコール）がより好ましい。炭素数１～４のアルコールの具体的
な例としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ｎ－ブタノール、およびそれら
の組合わせが挙げられる。なかでも、エタノールが好ましい。生体に対する安全性が高い
からである。
【００２９】
　上記抽出溶媒の使用量は、使用する人参の部位、使用量または抽出温度などの各種条件
に応じて、適切に設定され得る。人参１００重量部（乾燥重量）に対して、通常、３００
～３０００重量部、好ましくは８００～１５００重量部の抽出溶媒が用いられ得る。
【００３０】
　上記人参の浸漬時間および温度もまた、各種条件に応じて、適切に設定され得る。温度
は、好ましくは２０℃～１５０℃、より好ましくは５０℃～１２１℃である。該好適温度
での浸漬時間としては、好ましくは０．１～７２時間、より好ましくは０．３～１時間で
ある。
【００３１】
　上記抽出により、ジンセノサイドは抽出溶媒中に可溶化し、溶解画分に分配される。す
なわち、該溶解画分は、ジンセノサイド可溶化抽出物である。該溶解画分は、濾過などの
手段を用いることにより、食物繊維などの人参由来不溶成分と分離された状態で得ること
ができる。また、必要に応じて、減圧留去などの当業者に周知の手段を用いて、該溶解画
分から炭素数１～４のアルコールを除去してもよい。これらのアルコールは、微生物醗酵
を抑制および／または阻害する可能性があるからである。さらに、カラムクロマトグラフ
ィーなどにより該溶解画分の精製を行って、ジンセノサイドを高濃度に含む水性画分とし
てもよい。また、該溶解画分を乾燥させて粉末化してもよい。
【００３２】
　上記のようにして得られたジンセノサイド可溶化抽出物（溶解画分）そのもの、または
、該抽出物を水により溶解および／または適当量に希釈した希釈物と、微生物の醗酵助剤
とを混合する。得られた混合物を、高圧蒸気滅菌、ろ過滅菌などの任意の適当な方法で混
在する雑菌を除菌することにより、上記醗酵に供される前の、いわゆる非醗酵の人参エキ
スを得ることができる。微生物の醗酵助剤としては、上記第１の製造方法で記載したもの
が挙げられる。
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【００３３】
　上記のようにして得られた非醗酵の人参エキスに微生物を接種し、醗酵させることによ
り、本発明に用いられる醗酵人参エキスが得られる。微生物、醗酵条件および醗酵方法と
しては、上記第１の製造方法で記載したものが挙げられる。
【００３４】
　上記第１および第２の製造方法によって得られる醗酵人参エキスは、そのまま用いられ
てもよく、ろ過など適切な方法で不溶性成分が除去されてもよく、さらには、必要に応じ
て濃縮、精製などの操作が行われてもよい。また、上記醗酵人参エキスは、スプレードラ
イや凍結乾燥などの当業者に周知の手段により水分が除去され、固形物または粉末として
用いられてもよい。
【００３５】
　上記醗酵人参エキスは、他の成分と比べてＭ１を豊富に含有することが好ましい。該醗
酵人参エキスにおいては、上記微生物の作用によって、Ｒｇ１、Ｒｅなどのプロトパナキ
サトリオール系ジンセノサイドに由来するＭ４の生成量よりも、Ｒｂ１、Ｒｂ２、Ｒｃ、
Ｒｄなどのプロトパナキサジオール系ジンセノサイドに由来するＭ１の生成量が多くなっ
ていることが好ましい。より具体的には、得られた醗酵人参エキス中におけるＭ１および
Ｍ４の含有量比［Ｍ１／Ｍ４：重量比］は、好ましくは１以上である。例えば、得られた
醗酵人参エキス中におけるＭ１の含有量は、重量を基準としてＭ４の含有量よりも多く、
好ましくはＭ４の含有量の３倍よりも多く、より好ましくはＭ４の含有量の５倍よりも多
い。このような相対含有量でＭ１およびＭ４を含有することにより、食後高血糖抑制作用
が好適に発揮され得る。醗酵人参エキス中のＭ１およびＭ４の含有量およびその比は、当
業者に公知の手段（例えば、液体クロマトグラフィー）を用いて容易に把握され得る。
【００３６】
　抗糖尿病剤中における醗酵人参エキスの含有量としては、醗酵人参エキスの性状（醗酵
液、濃縮物、乾燥物など）、用途などに応じて適切に設定され得る。該含有量は、抗糖尿
病剤中、好ましくは０．１～１００重量％、より好ましくは０．５～１００重量％、さら
に好ましくは２～１００重量％である。また、抗糖尿病剤中におけるＭ１の含有量は、好
ましくは０．５重量％以上である。
【００３７】
　上記抗糖尿病剤は、上記醗酵人参エキスが有する食後高血糖抑制作用を妨げない範囲に
おいて、任意の適切な添加物を含有し得る。該添加物としては、例えば、水；アルコール
；食肉加工品；米、小麦、トウモロコシ、ジャガイモ、スイートポテト、大豆、コンブ、
ワカメ、テングサなどの一般食品材料およびそれらの粉末；デンプン、水飴、乳糖、グル
コース、果糖、スクロース、マンニトール、ラクトース、デキストリン、コーンスターチ
、ソルビトール、結晶性セルロースなどの糖類；香辛料、甘味料、食用油、ビタミン類な
どの一般的な食品添加物；注射用蒸留水、生理食塩水、ブドウ糖水溶液、注射用植物油な
どの希釈剤；界面活性剤；賦形剤；着色料；保存料；コーティング助剤；ポリビニルピロ
リドン；油分；保湿剤；増粘剤；防腐剤；香料；殺菌剤；安定剤ならびにこれらの組合せ
が挙げられる。上記抗糖尿病剤は、必要に応じて、他の薬剤（漢方薬を包含する）をさら
に含有していてもよい。このような添加物および／または他の薬剤の含有量は、上記醗酵
人参エキスが有する食後高血糖抑制作用を妨げない範囲であればよい。
【００３８】
　上記抗糖尿病剤は、例えば、医薬組成物、食品組成物または飼料組成物として用いられ
得る。例えば、医薬品、医薬部外品などの医薬組成物として、そのまま、または他の医薬
組成物と組み合わせて用いられてもよく；一般の食品、健康食品（機能性食品）などの食
品組成物として、そのまま、または他の食品と組み合わせて用いられてもよく；家畜また
は養殖魚などの生産分野に利用される飼料組成物として、そのままあるいは他の飼料用材
料と組み合わせて用いられてもよい。
【００３９】
　上記抗糖尿病剤が医薬組成物として使用される場合、経口組成物または非経口組成物の
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いずれの形態で使用されてもよい。また、その投与剤形としては、日本薬局方に記載の方
法にしたがって、任意の適切な剤形に加工され得る。投与剤形のより具体的な例としては
、経口投与を目的とする医薬組成物の場合、カプセル剤、錠剤、粉剤、顆粒剤、細粒剤、
徐放剤などの剤形が挙げられる。非経口投与を目的とする医薬組成物の場合、静脈注射、
皮下注射または筋肉注射を目的とした注射剤、輸液剤、軟膏などの塗布剤、直腸内投与の
ための坐剤などの剤形が挙げられる。該医薬組成物は、当業者に公知の方法によって目的
の形態に加工され得る。
【００４０】
　上記抗糖尿病剤が、食品組成物として使用される場合、その形態は、固形食品に限定さ
れず、飲料（例えば、液体飲料）のようなものも包含される。具体的には、食品組成物は
、液状、ペースト状、固形状などの形態であり得る。食品組成物の具体例としては、茶飲
料、コーヒー飲料、清涼飲料、乳飲料、菓子類、シロップ類、果実加工品、野菜加工品、
漬物類、畜肉製品、魚肉製品、珍味類、缶・ビン詰類、即席飲食物、内服液、肝油ドロッ
プ、口中清涼剤、ゼリーなどが挙げられる。食品組成物である抗糖尿病剤中における醗酵
人参エキスの含有量は、好ましくは０．１～１００重量％、より好ましくは０．５～９９
．５重量％、さらに好ましくは２～９９重量％である。該食品組成物は、当業者に公知の
手法によって製造され得る。
【００４１】
　上記抗糖尿病剤が、飼料組成物として使用される場合、その形態は、家畜の種類などに
応じて、適切に設定され、加工され得る。
【００４２】
　上記抗糖尿病剤の用量は、摂取者の状況（血糖値上昇の程度、性別、年齢など）に応じ
て、適切に設定され得る。経口摂取する場合の用量としては、成人１日当たり、醗酵人参
エキスの摂取量（乾燥重量）換算で、好ましくは１ｍｇ～２００ｍｇ／ｋｇ体重、より好
ましくは３ｍｇ～１００ｍｇ／ｋｇ体重、さらに好ましくは６ｍｇ～５０ｍｇ／ｋｇ体重
である。また、非経口摂取する場合の用量としては、成人１日当たり、醗酵人参エキスの
摂取量換算で、好ましくは０．０１ｍｇ～２０ｍｇ／ｋｇ体重、より好ましくは０．３ｍ
ｇ～１０ｍｇ／ｋｇ体重、さらに好ましくは０．６ｍｇ～５ｍｇ／ｋｇ体重である。上記
抗糖尿病剤は、１回で摂取されてもよく、複数回に分けて摂取されてもよい。
【００４３】
２．飲食物
　本発明の飲食物は、上記抗糖尿病剤を含有し、食後高血糖抑制作用を有する。具体的に
は、上記醗酵人参エキスの含有量が、好ましくは０．１～１００重量％、より好ましくは
０．５～９９．５重量％、さらに好ましくは２～９９重量％となるように抗糖尿病剤を含
有する。本発明の飲食物が含有し得る他の成分としては、食品添加物として許容され得る
ものであればよい。例えば、上記添加物が挙げられる。
【００４４】
　上記飲食物は、食後高血糖抑制作用を有することから、糖尿病の予防または治療のため
に用いられる旨の表示がなされ得る。このような機能の表示を付した飲食物の例としては
、特定保健用食品、特別用途食品が挙げられる。上記飲食物に対する機能の別の表示とし
ては、例えば、糖尿病の予防または改善のために用いられる旨の表示、食後高血糖の改善
ために用いられる旨の表示などが挙げられる。該表示は、使用者にとって上記のような機
能が実質的に理解され得る様式で表されておればよい。例えば、当該飲食物の外装または
内装パッケージ、商品カタログ、ポスターなどに対して表示が行われ得る。
【００４５】
　本発明の抗糖尿病剤および飲食物によれば、醗酵人参エキスに含有されるＭ１およびそ
の他の種々の成分が相俟って複合的に作用することにより、食後高血糖が抑制されるので
、糖尿病に対する優れた予防作用または治療作用が発揮され得る。
【実施例】
【００４６】
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　以下、本発明を実施例によって具体的に記述する。しかし、これらによって本発明は制
限されるものではない。
【００４７】
＜調製例１：醗酵アメリカニンジンエキスの製造＞
　ラクトバチルス・カゼイ・ハセガワ菌株（ＦＥＲＭ　ＢＰ－１０１２３）を前培養培地
（組成：グルコース３０ｇ／Ｌ、酵母エキス１０ｇ／Ｌ、大豆ペプチド５ｇ／Ｌ、Ｋ２Ｈ
ＰＯ４　２ｇ／Ｌ、ＭｇＳＯ４・７Ｈ２Ｏ　０．５ｇ／Ｌ）２０ｍＬに１白金耳植菌し、
２８℃にて４８時間静置培養した。
【００４８】
　上記培養後の培養液２ｍＬを、新たな前培養培地１２０ｍＬに植菌し、２８℃にて４８
時間静置培養した。
【００４９】
　上記培養後の培養液２０ｍｌを、高圧蒸気滅菌（１２１℃、２０分間）した仕込み液（
アメリカニンジン（側根）粉末１３０ｇ／Ｌ、酵母エキス１０ｇ／Ｌ、大豆ペプチド５ｇ
／Ｌ、炭酸カルシウム１０ｇ／Ｌ）１Ｌに植菌し、２８℃で１０日間醗酵した。得られた
培養液を、水酸化ナトリウムでｐＨ５．０に調整し、次いで、噴霧乾燥することにより、
醗酵アメリカニンジンエキス１４３ｇを得た。
【００５０】
　得られた醗酵アメリカニンジンエキス中におけるＭ１およびＭ４の含有量を高速液体ク
ロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）で測定した。当該醗酵アメリカニンジンエキス中における
Ｍ１の含有量は２．０重量％であり、Ｍ４の含有量は０．１重量％であった。
【００５１】
＜比較調製例１：非醗酵アメリカニンジンエキスの製法＞
　調製例１において、ラクトバチルス・カゼイ・ハセガワ菌株（ＦＲＥＭ　ＢＰ－１０１
２３）を植菌しなかったこと以外は、調製例１と同様の操作を行うことにより、当該菌株
による醗酵がなされなかった非醗酵アメリカニンジンエキス１４９ｇを得た。
【００５２】
＜比較調製例２：Ｍ１の調製＞
　調製例１で得た醗酵アメリカニンジンエキス２５ｇに５０％エタノールを５００ｍｌ加
えて懸濁した後、遠心分離を行って、上清分画を回収した。得られた上清分画を、水で平
衡化した分離精製用樹脂カラム（樹脂：三菱化学社製、（登録商標）ダイヤイオンＨＰ２
０、カラム：φ２００ｍｍ、高さ７５ｃｍ）に導入し、カラム容積の３倍量の５０％エタ
ノールを流した。次に、カラム容積の３倍量の１００％エタノールを流して吸着物を溶出
させた。得られた溶出液中の溶媒を減圧留去し、凍結乾燥してＭ１を含むサポニン粗分画
１０ｇを得た。このサポニン粗分画５ｇをさらに逆相シリカゲルカラムクロマトグラフィ
ー（メルク社製、シリカゲルＲＰ－８，２５０ｇ、溶出溶媒:８０％メタノール）にて分
離精製し、０．５ｇのＭ１を得た。得られたＭ１の純度は、９５％以上であった。
【００５３】
＜実施例１：マウスを用いた食後高血糖抑制効果の検証＞
動物の選択および群分け方法：
　５週齢の雄性ＩＣＲマウスを検疫馴化（７日間）後、体重を測定し、一般状態において
異常が認められなかった動物を健康とみなして選択した。選択した動物の体重を指標とし
、層別連続無作為化法により下記の群構成表（表１）のとおりに群分けを行った。ここで
、Ｂ群は、その食後高血糖抑制作用がすでに報告されているＭ１を、報告に従ってマウス
に単回投与（２５ｍｇ／ｋｇ）して糖負荷試験を行う群である。Ｃ群は、Ｄ群に投与する
醗酵アメリカニンジンエキスに含まれるＭ１と相等量のＭ１（０．５ｍｇ　Ｍ１／２５ｍ
ｇ　醗酵アメリカニンジンエキス）をマウスに反復投与して糖負荷試験を行う群である。
【００５４】
被験物質投与方法と期間：
　下記群構成表（表１）に従い投与した。具体的には、以下のとおりである。すなわち、
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被験物質を、注射筒（テルモ社製）および経口ゾンデを用いて５ｍＬ／ｋｇ体重の割合で
１日２回、１４日間強制経口投与した。各被験物質と媒体（０．３％カルボキシメチルセ
ルロース水溶液）との混合物はスターラーで攪拌しながら注射筒に採取した。対照群には
蒸留水を被験物質と同様の方法および投与液量で投与した。Ｂ群に関しては、下記の経口
ブドウ糖負荷試験前の投与のみとした。投与期間中の体重測定は１回／週で行った。投与
液量は、投与時における最新体重を基準に小数点第一位まで算出した。なお、試験期間全
体を通じて、マウスの健康状態および体重には異常や群間の差が見られなかった。
【００５５】
【表１】

【００５６】
２ｇ／ｋｇ経口ブドウ糖負荷試験（ＯＧＴＴ）：
　投与１４日目終了後に一昼夜絶食を行った。体重測定および被験物質の投与を行い、そ
の１時間後に２ｇ／ｋｇの経口ブドウ糖負荷試験を実施した。糖負荷前、負荷後３０、６
０および１２０分の時点で血糖値の測定を行った。血糖値の測定結果を図１および図２に
示す。
【００５７】
統計処理：
　得られた数値（血糖値）から、各群の平均値および標準誤差を算出し、以下の方法で統
計処理を行った。Ａ群とＢ群間およびＡ群とＣ群間のそれぞれ２群間においては、ｔ－検
定を行って有意差を算出した。Ａ群に対してＤ群およびＥ群は、Ｂａｒｔｌｅｔｔ法によ
り等分散性の検定を行った。等分散の場合は、さらに一元配置分散分析を行い、有意な場
合はＤｕｎｎｅｔｔ法により平均値の比較を行った。不等分散の場合は、Ｋｒｕｓｋａｌ
－ＷａｌｌｉｓのＨ検定を行い、有意な場合はＤｕｎｎｅｔｔ法により平均順位の比較を
行った。Ｂａｒｔｌｅｔｔ法、一元配置分散分析およびＫｒｕｓｋａｌ－Ｗａｌｌｉｓの
Ｈ検定については有意水準を危険率５％、ｔ－検定およびＤｕｎｎｅｔｔ法については有
意水準を危険率５％および１％とした。
【００５８】
　図１に示すとおり、Ｍ１を単回投与したＢ群は、対照のＡ群に対して糖負荷後３０分お
よび６０分における血糖値が有意に低かった。Ｍ１を反復投与したＣ群は、有意差はみら
れなかったものの、対照のＡ群に対して糖負荷後３０分および６０分の血糖値が低い傾向
を示した。これらの結果は、すでに報告されているＭ１自身の食後の血糖上昇を抑制する
作用を示すものと考えられる。また、図２に示すとおり、非醗酵アメリカニンジンエキス
を反復投与したＥ群は、有意差はみられなかったものの、対照のＡ群に対して糖負荷後３
０分および６０分の血糖値が低い傾向を示した。この結果は、非特許文献４および５で報
告されているアメリカニンジン自身の、すなわち、醗酵処理されていないアメリカニンジ
ンの食後高血糖抑制作用を示すものと考えられる。
【００５９】
　一方、図２に示すとおり、醗酵アメリカニンジンエキスを反復投与したＤ群は、対照の
Ａ群に対して糖負荷後３０分における血糖値が有意に低く、負荷後６０分における血糖値
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いた。ここで、Ｄ群およびＣ群におけるＭ１の投与量は同じである。したがって、醗酵ア
メリカニンジンエキスは、Ｍ１以外にも食後高血糖抑制作用を有する成分を含有するか、
またはＭ１の食後高血糖抑制作用を増強する成分を含有すると考えられる。また、図２に
示すとおり、Ｄ群における食後高血糖抑制効果はＥ群よりも優れていた。このことから、
醗酵によって食後高血糖抑制作用を有する成分（Ｍ１を含む）および／またはＭ１の食後
高血糖抑制作用を増強する成分などが生成され、これらの成分が複合的に作用すると考え
られる。
【００６０】
　上記のとおり、本発明の抗糖尿病剤は、Ｍ１および非醗酵のアメリカニンジンエキスよ
りも優れた食後高血糖抑制作用を有する。また、これまでに抗糖尿病効果を発揮し得ると
報告されている非醗酵のニンジンエキスは、その効果発現の程度に各個体の腸内細菌叢が
影響を及ぼすと考えられるが、本発明の抗糖尿病剤は、すでに醗酵処理がなされ、食後高
血糖抑制作用を発揮する成分をバランスよく含むので、そのような影響を考慮する必要が
ない。本発明の抗糖尿病剤によれば、腸内細菌叢に影響されることなく上記成分の作用が
安定して発揮されるので、摂取者の糖処理能力が向上し、その結果、食後高血糖、さらに
は高血糖状態に関連して発症し得るインスリン抵抗性が改善および／または予防され得る
。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明の抗糖尿病剤は、食品または飲料として用いられ得る人参由来の成分を有効成分
とするため、安全性が高い。したがって、日常的な使用が可能であり、食品、医薬品など
に適用され得る。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】糖負荷試験の結果を示すグラフである。各データは、８個体のマウスの平均±標
準誤差を示す。
【図２】糖負荷試験の結果を示すグラフである。各データは、８個体のマウスの平均±標
準誤差を示す。
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