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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ω－３多価不飽和脂肪酸と、Ｌ－アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギニン前駆体及
びＬ－オルニチン前駆体のうち少なくとも１つと、ＲＮＡとからなる、体脂肪代謝機能と
燃焼エネルギーの活用機能とを備えているダイエット用添加物質。
【請求項２】
請求項１記載のダイエット用添加物質にさらにω－６多価不飽和脂肪酸が加えられたこと
を特徴とする体脂肪代謝機能と燃焼エネルギーの活用機能とを備えているダイエット用添
加物質。
【請求項３】
ジアシルグリセロール、中短鎖脂肪酸及び植物ステロールのうち少なくとも１つと、Ｌ－
アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギニン前駆体及びＬ－オルニチン前駆体のうち少
なくとも１つと、ＲＮＡとからなる、体脂肪代謝機能と燃焼エネルギーの活用機能とを備
えているダイエット用添加物質。
【請求項４】
請求項１または３に記載のダイエット用添加物質にさらにマルトデキストリン、クラスタ
ーデキストリン、難消化デキストリン、オリゴ糖のうち少なくとも１つが加えられたこと
を特徴とする体脂肪代謝機能と燃焼エネルギーの活用機能とを備えているダイエット用添
加物質。
【請求項５】
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請求項１または３に記載のダイエット用添加物質にさらに糖質または脂質の吸収抑制作用
を有する成分が加えられたことを特徴とする体脂肪代謝機能と燃焼エネルギーの活用機能
とを備えているダイエット用添加物質。
【請求項６】
請求項１または３に記載のダイエット用添加物質にさらに吸水性繊維成分が加えられたこ
とを特徴とする体脂肪代謝機能と燃焼エネルギーの活用機能とを備えているダイエット用
添加物質。
【請求項７】
請求項１または３に記載のダイエット用添加物質にさらに食欲抑制成分、循環刺激成分、
脂質分解消費促進成分、抗酸化成分のうち少なくとも１つが加えられたことを特徴とする
体脂肪代謝機能と燃焼エネルギーの活用機能とを備えているダイエット用添加物質。
【請求項８】
請求項１または３に記載のダイエット用添加物質にさらにグルタミン、分岐鎖アミノ酸、
ビタミンＡ、ビタミンＢ群、ビタミンＣ、ビタミンＤ群、ビタミンＥ、β－カロチン、リ
ノレン酸、リノレン酸トリグリセリド、エイコサペンタエン酸、エイコサペンタエン酸ト
リグリセリド、ドコサヘキサエン酸、ドコサヘキサエン酸トリグリセリドのうち少なくと
も１つが加えられたことを特徴とする体脂肪代謝機能と燃焼エネルギーの活用機能とを備
えているダイエット用添加物質。
【請求項９】
肥満者または成人病素因保有者または成人病発症者における健康維持または体質改善用で
あることを特徴とする請求項１又は３に記載の体脂肪代謝機能と燃焼エネルギーの活用機
能とを備えているダイエット用添加物質。
【請求項１０】
家畜、家禽、または愛玩動物における健康維持または体質改善用であることを特徴とする
請求項１又は３に記載の体脂肪代謝機能と燃焼エネルギーの活用機能とを備えているダイ
エット用添加物質。
【請求項１１】
一食あたりの摂取量として、（Ａ）Ｌ－アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギニン前
駆体及びＬ－オルニチン前駆体のうち少なくとも１つを０．６ｇ以上で且つ１５ｇ以下、
（Ｂ）ω－３多価不飽和脂肪酸を０．１ｇ以上で且つ３．５ｇ以下、及び（Ｃ）ＲＮＡを
０．１ｇ以上で且つ１．５ｇ以下含むことを特徴とする、請求項１に記載の体脂肪代謝機
能と燃焼エネルギーの活用機能とを備えているダイエット用添加物質。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、肥満の軽減効果、及び成人病の防止改善効果を有するダイエット食品に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、肥満、高脂血症、糖尿病や高血圧の体質が様々な循環器系や代謝調節系の障害に
起因する各種疾患の発症もしくは悪化因子となるケースが著増している。すなわち、元来
、人類は飢餓状態に適応できるような遺伝的な仕組み（ｔｈｒｉｆｔｙ　ｇｅｎｅｓ）を
備えるが、過剰な食物摂取に対応するものはインスリンによる血糖低下作用程度に過ぎな
い。ところが、近年は逆に日常の食生活において過剰な食物摂取やエネルギー消費不足の
ほうが問題となり、肥満や動脈硬化を防止あるいは改善できる健康管理が求められるよう
になり、様々なダイエット食品やサプルメント、食事療法などが盛んに研究されている。
【０００３】
　一方、近年、ω－３およびω－６多価不飽和脂肪酸類に富んだ油類の混合物を含有して
いる非経口的食事補助品について開示されている。（例えば、特許文献１：米国特許４，
８２０，７３１号公報参照）。特許文献１に記載された発明は、ω－３およびω－６多価
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不飽和脂肪酸類を使用して、手術後の患者への感染症の危険性を最少にする非経口的食事
補充品に関するものである。
【０００４】
　また、ω－３油類および中鎖トリグリセリド類を含有している食事補充品（例えば、特
許文献２：米国特許４，８７１，７６８号公報参照）、完全蛋白質、アルギニン、炭水化
物、魚油およびリノール酸のω－３脂肪酸類を含む脂質を含んでいる外傷治療用の組成物
（たとえば、特許文献３：米国特許５，０５３，３８７号公報参照）等も開示されている
。
【０００５】
　さらに、約３．０～４．４の範囲にあるｐＨを有する炭水化物、アミノ酸、および脂質
成分類を含んでいる液体の基本的食事に関する技術も開示されている（例えば、特許文献
４：米国特許４，４１４，２３８号公報参照）。
【０００６】
　－発明が解決課題－
　従来のサプリメントや食事療法による単なるカロリー制限は、中長期的な結果としては
体重増加の反動を招きやすく、また日常食に加えるサプリメントでは充分な効果が得られ
ないことが多いという問題があった。
【０００７】
　また、従来の極端な食事療法や特殊なサプリメントによるダイエットでは、成人に対す
る必須栄養素供給を充足できない場合もあり、空腹感や倦怠感を感じるばかりでなく、却
って健康を害するおそれがあった。
【０００８】
　更に、上記各特許文献に記載の食品は免疫機能改善や手術後回復の促進など有効な栄養
補給のために発案されたものであり、エネルギー補給量は人体による消費量と比べ相対的
には過剰に設定されており、ダイエット用途には使用できない。
【０００９】
　本発明では、全世界的に肥満や成人病リスクが高まりながらも適切な対処法が確立され
ない現状をふまえ、医科学的代謝理論と細胞生物学的知見および現代人の日常食生活習慣
の統合検討のもとに新たなダイエット食およびダイエット方法体系を創出することを企画
した。
【００１０】
　尚、本発明におけるダイエット食品とは、体重の減少、肥満の改善、容姿のスリム化を
含む各種美容的効果を有する食品、肥満、高脂血症、糖尿病又は高血圧を含む成人病（生
活習慣病）の予防及び改善をもたらす食品、スポーツアスリートの体質改善、肥満、高脂
血症、糖尿病又は高血圧の体質が様々な循環器系や代謝調節系又は神経系の障害に起因す
る各種疾患の発症もしくは増悪因子となることに拮抗作用を発揮できる食品をいう。
【００１１】
　本発明の目的は、人体に対する安全性が高く、極めて効果的な体脂肪代謝と燃焼エネル
ギーの活用機能を備えたダイエット食品を提供することである。
【発明の開示】
【００１２】
　体内脂肪や糖類の代謝処理を刺激活性化して、産生された熱量を細胞核酸蛋白生合成や
細胞組織生理活性の促進に投入して燃焼消費するサイクルを効率よく回転させることを主
眼とした。
【００１３】
　このために、体内への供給栄養資源を再配分したダイエット食構成により、食事成分が
内因性脂肪を燃焼するための触媒様因子として機能し、さらに燃焼エネルギーが直ちにエ
ネルギー消費系でもあるＤＮＡの複製からＲＮＡ組み立てを経て蛋白生合成に至る代謝経
路の活性化にエクイリブリウム下において連動する仕組みの最適化を企てた。
【００１４】
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　この新たな理念に基づく効果的かつ忍容性の良好な肥満、成人病防止ダイエット食とそ
の施行プロトコールの確立は中高年の健常者と成人病保有者において著効を示すだけでな
く、肥満傾向の青少年においても健康を損なうことなく体質を改善するために有用である
。
【００１５】
　発明者は異なる視点から生体の代謝経路を参照し、アルギニン、ω－３多価不飽和脂肪
酸類、さらには核酸類の組み合わせダイエットが、免疫機能とは異なる側面から生体組織
によるエネルギー燃焼能の向上、細胞代謝機能の活性化とＤＮＡ複製、ＲＮＡ合成からア
ミノ酸アッセンブリーによる蛋白など物質合成系の機能向上効果を併せ持つ、理想的なダ
イエット食品及び方法を創出した。
【００１６】
　上述のダイエットにおけるアミノ酸類、多価不飽和脂肪酸（ＰＵＦＡ）、核酸類の単独
効能における問題点と、免疫能の強化時等におけるアルギニン、ＰＵＦＡと、核酸との組
み合わせ効果を鑑みるとき、新たな視点からのダイエット食品あるいはダイエット方法が
導入される。すなわち、それぞれの単独作用では不可能な相互作用を発揮した代謝サイク
ルが回転し、肥満者の体重減少や体脂肪の筋組織への変換や成人病体質の改善または防止
に有用なダイエット効果が成立する。
【００１７】
　発明者は、Ｌ－アルギニンやＬ－オルニチンに代表されるアミノ酸成分と小ペプチド、
及び多価不飽和脂肪酸の体脂肪に対する作用を鋭意研究し、それらのアミノ成分が有する
リパーゼ活性化および成長ホルモン分泌による細胞活性増強作用とω多価不飽和脂肪酸が
有するα－アミラーゼインヒビター作用、脂質代謝改善作用、抗動脈硬化作用との相乗効
果により、安全性が高く、極めて有効な脂肪代謝作用を備えたダイエット食品を発明する
に到った。
【００１８】
　第１の発明は、ω－３多価不飽和脂肪酸と、Ｌ－アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－ア
ルギニン前駆体及びＬ－オルニチン前駆体のうち少なくとも１つとを含むダイエット食品
である。
【００１９】
　第２の発明は、第１の発明において、ω－６多価不飽和脂肪酸を含むダイエット食品で
ある。
【００２０】
　第３の発明は、第１の発明において、上記ω－３多価不飽和脂肪酸の全部もしくは一部
を魚油として含むダイエット食品である。
【００２１】
　第４の発明は、第２の発明において、上記ω－３多価不飽和脂肪酸と上記ω－６多価不
飽和脂肪酸の全部もしくは一部を魚油として含むダイエット食品である。
【００２２】
　第５の発明は、第１～第４の発明の何れか１の発明において、一食あたりの摂取量とし
て、ω－３多価不飽和脂肪酸が０．１ｇ以上で且つ３．５ｇ以下であり、Ｌ－アルギニン
、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギニン前駆体及びＬ－オルニチン前駆体のうち少なくとも１
つが０．６ｇ以上で且つ１５ｇ以下であるダイエット食品である。
【００２３】
　第６の発明は、第１～第５の発明の何れか１の発明において、上記魚油がカプセル化さ
れているダイエット食品である。
【００２４】
　第７の発明は、ジアシルグリセロール、中短鎖脂肪酸及び植物ステロールのうち少なく
とも１つと、Ｌ－アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギニン前駆体及びＬ－オルニチ
ン前駆体のうち少なくとも１つとを含むダイエット食品である。
【００２５】
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　第８の発明は、第１～第７の発明の何れか１の発明において、ヌクレオ塩基類、ヌクレ
オシド及び核酸類のうち少なくとも１つを含むダイエット食品である。
【００２６】
　第９の発明は、第８の発明において、上記ヌクレオ塩基類は、アデニン、グアシン、ヒ
ポキサンチン、キサンチン、シトシン、ウラシル、チミンのうち少なくとも１つであるダ
イエット食品である。
【００２７】
　第１０の発明は、第８の発明において、上記ヌクレオシドは、ウリジン、アデノシン、
グアノシン、シチジン、リポチミジン、デオキシアデノシン、デオキシグアノシン、デオ
キシウリジン、デオキシシチジン、チミジン、イノシン、キサントシン、のうち少なくと
も１つであるダイエット食品である。
【００２８】
　第１１の発明は、第８の発明において、上記核酸類は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ヌクレオチド
が重合したポリヌクレオチドのうち少なくとも１つであるダイエット食品である。
【００２９】
　第１２の発明は、第８の発明において、一食あたりの摂取量として、上記核酸類、ヌク
レオ塩基類及びヌクレオシドの少なくとも１つが０．１ｇ以上で且つ１．５ｇ以下である
ダイエット食品である。
【００３０】
　第１３の発明は、第１～第１２の発明の何れか１の発明において、マルトデキストリン
、クラスターデキストリン、難消化デキストリン、オリゴ糖のうち少なくとも１つを含む
ダイエット食品である。
【００３１】
　第１４の発明は、第１～第１３の発明の何れか１の発明において、ムコ多糖類、ウロン
酸含有多糖類のうち少なくとも１つを含むダイエット食品である。
【００３２】
　第１５の発明は、第１～第１４の発明の何れか１の発明において、糖質または脂質の吸
収抑制作用を有する成分を含むダイエット食品である。
【００３３】
　第１６の発明は、第１～第１５の発明の何れか１の発明において、一食あたりの摂取量
として、４００Ｋｃａｌ以下の低カロリー食品を構成するダイエット食品である。
【００３４】
　第１７の発明は、第１～第１６の発明の何れか１の発明において、ヨーグルトまたはヨ
ーグルト由来のプロバイオティクス素材を含むダイエット食品である。
【００３５】
　第１８の発明は、第１～第１７の発明の何れか１の発明において、吸水性繊維成分を含
むダイエット食品である。
【００３６】
　第１９の発明は、第１～第１８の発明の何れか１の発明において、食欲抑制成分、循環
刺激成分、脂質分解消費促進成分、抗酸化成分のうち少なくとも１つを含むダイエット食
品である。
【００３７】
　第２０の発明は、第１～第１９の発明の何れか１の発明において、グルタミン、分岐鎖
アミノ酸、ビタミンＡ、ビタミンＢ群、ビタミンＣ、ビタミンＤ群、ビタミンＥ、β－カ
ロチン、リノレン酸、リノレン酸トリグリセリド、エイコサペンタエン酸、エイコサペン
タエン酸トリグリセリド、ドコサヘキサエン酸、ドコサヘキサエン酸トリグリセリドのう
ち少なくとも１つ含むダイエット食品である。
【００３８】
　第２１の発明は、第１～第２０の発明の何れか１の発明において、有効成分が天然物由
来の物質であるダイエット食品である。
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【００３９】
　第２２の発明は、第１～第２１の発明の何れか１の発明において、肥満者または成人病
素因保有者または成人病発症者における健康維持または体質改善用であるダイエット食品
である。
【００４０】
　第２３の発明は、第１～第２２の発明の何れか１の発明において、家畜、家禽、または
愛玩動物における健康維持または体質改善用であるダイエット食品である。
【００４１】
　第２４の発明は、（Ａ）Ｌ－アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギニン前駆体及び
Ｌ－オルニチン前駆体のうち少なくとも１つを０．１～６重量％、（Ｂ）ω－３多価不飽
和脂肪酸を０．０２～１．２重量％、及び（Ｃ）核酸類を０．０２～２重量％含むダイエ
ット飲食品組成物である。
【００４２】
　第２５の発明は、（Ａ）Ｌ－アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギニン前駆体及び
Ｌ－オルニチン前駆体のうち少なくとも１つを０．１～６重量％、（Ｂ）ω－３多価不飽
和脂肪酸を０．０２～１．２重量％、（Ｃ）核酸類を０．０２～２重量％、（Ｄ）蛋白又
はペプチド１～７を重量％、（Ｆ）糖質を１～１０重量％、及び（Ｇ）脂質を０．５～５
重量％含み、水を溶媒とする液状ダイエット食品用組成物である。
【００４３】
　第２６の発明は、（Ａ）Ｌ－アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギニン前駆体及び
Ｌ－オルニチン前駆体のうち少なくとも１つを０．１～６重量％、（Ｂ）ω－３多価不飽
和脂肪酸を０．０２～１．２重量％、（Ｃ）核酸類を０．０２～２重量％、（Ｄ）蛋白又
はペプチドを１～７重量％、（Ｅ）糖質を１～１０重量％、（Ｆ）脂質を０．５～５重量
％、（Ｇ）ショウガ汁を０．０１～２重量％、及び（Ｈ）天然果汁又は果汁様成分を０．
３～１０重量％含み、水を溶媒とする液状ダイエット食品用組成物である。
【００４４】
　更に、詳述すると、本発明は、ω－３多価不飽和脂肪酸と、Ｌ－アルギニン、Ｌ－オル
ニチン、Ｌ－アルギニン前駆体、及びＬ－オルニチン前駆体のうち少なくとも１つとを含
むダイエット食品である。
【００４５】
　第一に数多くのアミノ酸のなかでもアルギニンは、カティオニックでユニークな存在で
あり、ことに細胞内へ移行しやすい。また、アルギニンをいくつか連結したポリアミンは
、単独では細胞内へ進入できない外来性分子でさえ細胞内へ運搬できるビークルとなる。
また、アルギニンは成長ホルモンやグルカゴンの分泌を促しリパーゼ活性を高める作用も
呈する。
【００４６】
　また、オルニチンにはアルギニン作用を補完する機能がある。従って、ボディビルダー
らアスリートによって、サプルメントとして摂取されることもある。しかしながら、通常
の食品蛋白中のアルギニンやオルニチン含量はわずかであり、現実には通常食の摂取によ
ってアルギニン特異的作用を身体に発現させることは困難である。さらに、単なるアルギ
ニン摂取では、リパーゼにより一旦グリセロールと脂肪酸に分離された中性脂肪も、再度
もとの構造に復元しやすい。
【００４７】
　ここで、ω－３多価不飽和脂肪酸、ω－６多価不飽和脂肪酸、あるいは外来性短中鎖脂
肪酸が存在すれば、中性脂肪は原形に復元できず内因性脂肪酸は燃焼代謝経路に進入せざ
るをえない。
【００４８】
　また、モノ－グリセリド、もしくはジ－グリセリドが存在すれば、さらに効果的となる
。核酸類が供給充分であれば燃焼エネルギーを物質合成系に投入できるので糖類や脂肪に
再転換されることも防止できる。
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【００４９】
　具体的にはアルギニン、ω－３多価不飽和脂肪酸、ω－６多価不飽和脂肪酸、くわえて
リボ核酸を主とする核酸類を特異的な機能成分とする食事を、肥満軽減もしくは成人病防
止改善のためのダイエット食として供することを発案した。
【００５０】
　この理論的根拠としてアルギニンは成長ホルモンの分泌を促し新陳代謝を活発化するの
みならずリパーゼ活性を高めて脂肪分解をもたらしたり、ＲＮＡやポリアミンの合成に必
須のアミノ酸である。
【００５１】
　また、Ｌ－オルニチンは、効果的な免疫機能の発現と肝臓機能に有効な役割を果たし、
下垂体による成長ホルモンの合成と放出に関わる。従って、細胞代謝を高め、脂肪を減ら
すので、ダイエット成分としても有用である。オルニチンはアルギニンと組み合わせるこ
とで、より効果的に成長ホルモンの分泌を促進する。
【００５２】
　一方、ω－３多価不飽和脂肪酸、６多価不飽和脂肪酸は、アラキドン酸がＰＧの前駆物
質であり、エイコサペンタエン酸がインスリン作用を改善し、ドコサヘキサエン酸は低比
重リポ蛋白を低下させたり、脳神経の活動を高める。また、ω－３、ω－６不飽和脂肪酸
は中性脂肪から自由となったグリセリンに結合して内因性脂肪酸の再結合を防止して内因
性脂質の分解を促進する。
【００５３】
　従って、シンドロームＸ、デッドリーカルテット（高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満）
の基礎体質である高トリグリセリド血症を改善できる。また、例えば培養細胞における蛋
白合成が培養液中の熱量を消費するがごとく、リボ核酸を含む核酸類は主としてＲＮＡ組
み立てから蛋白合成に至るプロセスにおける細胞内代謝に要求されるエネルギー消費を増
大する。グリセリンへの再結合を阻害された内因性脂肪酸の燃焼によって発生するエネル
ギーは、ＲＮＡアッセンブリーからアミノ酸のリクルートを経てペプチド、蛋白合成に至
るプロセスでは有効に消費精算されることに帰結する。かくして、上記の代謝サイクルは
余剰の脂肪組織を処理して体重減少、成人病防止に著効を発揮する。さらには、筋肉など
に含まれる蛋白量の増大は基礎代謝熱量の増加をもたらすので、一層、ダイエット作用が
強化される。
【００５４】
　本発明は、上記ω－３多価不飽和脂肪酸に加えてω－６多価不飽和脂肪酸を含むことを
特徴とするダイエット食品とすることも可能である。
【００５５】
　本発明は、上記ω－３多価不飽和脂肪酸と上記ω－６多価不飽和脂肪酸を、少なくとも
部分的には、ともに魚油として含むことを特徴とするダイエット食品であることが好まし
い。
【００５６】
　本発明は、一食あたりの摂取量として、ω－３多価不飽和脂肪酸が０．１ｇ以上で且つ
３．５ｇ以下であり、Ｌ－アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギニン前駆体及びＬ－
オルニチン前駆体のうち少なくとも１つが０．６ｇ以上で且つ１５ｇ以下であるダイエッ
ト食品である。換言すると、一日あたりの摂取量として、ω－３多価不飽和脂肪酸が０．
５ｇ以上で且つ１０ｇ以下であり、好ましくは０．６ｇ以上で且つ７ｇ以下であり、Ｌ－
アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギニン前駆体及びＬ－オルニチン前駆体のうち少
なくとも１つが２ｇ以上で且つ４０ｇ以下であるダイエット食品である。
【００５７】
　本発明は、上記のうち魚油がカプセル化されていることを特徴とするダイエット食品で
ある。魚油特有の臭気は摂取意欲を低下させやすいが、各種の低あるいは無臭化手段、シ
ョウガ汁又はヨーグルトなど香味付けとともにカプセル化は有力な魚油の臭気処理法とし
て採用される。
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【００５８】
　本発明の態様のひとつは、ジアシルグリセロール、中短鎖脂肪酸及び植物ステロールの
うち少なくとも１つと、Ｌ－アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギニン前駆体、及び
Ｌ－オルニチン前駆体のうち少なくとも１つとを含むことを特徴とするダイエット食品で
ある。
【００５９】
　本発明において、ジアシルグリセロール及び中短鎖脂肪酸は、肥満防止作用、体重増加
抑制作用等を有する。一方、植物ステロールはコレステロールが胆汁酸に溶解して吸収さ
れる課程でコレステロールの吸収阻害機能を有する。
【００６０】
　よって、これらのいずれか又は両者をアルギニン、オルニチンとともに摂取するとき、
細胞代謝の高まりおよび内因性脂肪の分解と脂質代謝改善および燃焼との相乗作用がもた
らされて、利用エネルギー増大に基づきエネルギー収支が臨界点を超えて負に傾くことに
より、ダイエット効果が発現される。ここで、ω－３多価不飽和脂肪酸やω－６多価不飽
和脂肪酸もともに脂質の構成成分とされても良いし、脂質やアルギニン等に加えて核酸類
の配合によって一層ダイエット効果を高めてもよい。
【００６１】
　本発明のダイエット食品は核酸プリン基質源を含有することが好ましい。
【００６２】
　この核酸プリン基質源としては、天然核酸基質類、ヌクレオシド類、ヌクレオ塩基類、
ＲＮＡ、ＤＮＡ、それらの同等物および／または１種以上のこれらの化合物を含む混合物
があげられる。
【００６３】
　ヌクレオ塩基類、ヌクレオシドや核酸類は、主としてＤＮＡ複製を経てＲＮＡ組み立て
から蛋白合成に至るプロセスにおける細胞内代謝に要求されるエネルギー利用系の素材で
あるのみならず、中期的には蛋白合成の結実として細胞組織による基礎代謝エネルギーの
増大をももたらす。
【００６４】
　従って、アルギニンにより分解された遊離脂肪酸の燃焼によって発生するエネルギーは
、ＲＮＡアッセンブリーからアミノ酸のリクルートを経てペプチド、蛋白合成に至るプロ
セスにおいて有効に消費される。すなわち、上記ヌクレオ塩基類、ヌクレオシドや核酸類
は、本発明に係るＬ－アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギニン前駆体、及びＬ－オ
ルニチン前駆体のうち少なくとも１つを含有するダイエット食品の脂肪代謝作用に蛋白合
成機能をリンクし、余剰エネルギーの消費と活用を導出する働きを有する。
【００６５】
　一方、上記ヌクレオ塩基類は、アデニン、グアシン、ヒポキサンチン、キサンチン、シ
トシン、ウラシル、チミンのうち少なくとも１つであることが好ましい。
【００６６】
　さらに、上記ヌクレオシドは、ウリジン、アデノシン、グアノシン、シチジン、リポチ
ミジン、デオキシアデノシン、デオキシグアノシン、デオキシウリジン、デオキシシチジ
ン、チミジン、イノシン、キサントシン、のうち少なくとも１つであることが好ましい。
【００６７】
　また、上記核酸類は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ヌクレオチドが重合したポリヌクレオチドのう
ち少なくとも１つであることが好ましい。
【００６８】
　更に、核酸基質源が遊離核酸基質形である場合には、ウラシルを含有することが好まし
い。天然ヌクレオチド類には、天然ヌクレオシド類の燐酸エステル類、例えばモノ燐酸エ
ステル類であるアデニレート（ＡＭＰ）、グアニレート（ＧＭＰ）、ウリジレート（ＵＭ
Ｐ）、シチジレート（ＣＭＰ）、デオキシチミジレート（ｄＴＭＰ）、デオキシシチジレ
ート（ｄＣＭＰ）、並びに天然ヌクレオシド類のジ燐酸エステル類およびトリ燐酸エステ
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ル類、例えばＡＤＰおよびＡＴＰが含まれる。
【００６９】
　精製された核酸基質源としては、パンまたはビール酵母ＲＮＡ、魚類白子ＤＮＡが好適
であるが、他の全ての生物素材もまた出発源として利用できる。
【００７０】
　核酸基質源の投与量は、ダイエット対象者が成人である場合には、０．２～４．０ｇの
、好適には０．３～３ｇの、最も好適には０．５～２ｇの、ＲＮＡまたは等量の他の核基
質源の１日投与量を可能にするように調合された本発明のダイエット食品を用いると効果
的なサルベージ核酸合成の応答が得られやすい。
【００７１】
　つまり、本発明の１態様には、一食あたりの摂取量として、上記核酸類、ヌクレオ塩基
類及びヌクレオシドの少なくとも１つが０．１ｇ以上で且つ１．５ｇ以下とするダイエッ
ト食品がある。
【００７２】
　上述の記載全体を勘案すると、通常の蛋白質、脂質、炭水化物の三大栄養素を主とする
食事に組み合わせ、あるいは置換してアルギニン、ω－３多価不飽和脂肪酸、ω－６多価
不飽和脂肪酸、リボ核酸など核酸類を含む特異的な機能成分を適切に成分配合するときに
は、摂取カロリーには脱依存的に機能する、体重減少と成人病防止効果を発揮するダイエ
ット食品を構成することが可能である。リジン、プロリン、ロイシン、イソロイシン、バ
リンなど他のアミノ酸類を補充したり、ω－３、ω－６多価不飽和脂肪酸に加えて、ある
いは代替してジアシルグリセロール、植物ステロール、中短鎖脂肪酸を組み入れてもよい
。
【００７３】
　本発明において、上記ダイエット食品は、マルトデキストリン、クラスターデキストリ
ン、難消化デキストリンのうち少なくとも１つを含むこととすることもできる。
【００７４】
　澱粉を酵素などで処理して得られるマルトデキストリン、クラスターデキストリン、難
消化デキストリンはダイエット用炭水化物としてエネルギー量、吸収様式、味覚等を理想
的に設定するために適切な特性を有する。単にグルコース、砂糖などを摂取した場合には
、急激に血糖が上昇してインスリン分泌を促し、プロテインキナーゼＣ、ＰＩ３キナーゼ
、ＮＯ産生など様々な代謝経路が活性化されて、中長期的には血管障害、肥満や成人病体
質の増悪に帰結する。
【００７５】
　ここで、特徴的な消化、吸収、また代謝様式を呈するマルトデキストリン、クラスター
デキストリン、難消化デキストリンは、緩やかな血糖上昇をもたらし炭水化物としての人
体中への移行と利用を計画できる糖類グループである。したがって、本ダイエット食品へ
のマルトデキストリン、クラスターデキストリン、難消化デキストリンの配合比率を定め
ることにより、目的にあったカロリー量とダイエット効果を実現できる。
【００７６】
　また、味覚、食感を整えるためには、グラニュー糖、砂糖、トレハロース、アスパルテ
ームなど他の天然もしくは合成糖類をも配合することが好ましい。
【００７７】
　本発明において、上記ダイエット食品は、ムコ多糖類あるいはウロン酸類を含むことと
することもできる。
【００７８】
　ペクチン、カラギーナン、アルギン酸などウロン酸含有多糖類は水分を引きつけ、食品
として腹部充足感を与えると同時に低カロリーかつ糖分の吸収を抑制できる優れた性能を
発揮する高分子である。
【００７９】
　また、ヒアルロン酸は皮膚や滑膜組織に保護と滑らかさを与える。従って、本発明に係
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るダイエット食品にウロン酸類を配合することにより、これらの効果を高めるための有力
な手段となる。リンゴや海草、山芋などウロン酸含有多糖類やムコ多糖類を多く含有する
天然素材を処理配合してもよい。
【００８０】
　本発明において、上記ダイエット食品は、糖質または脂質の吸収抑制作用を有する成分
を含むこととすることもできる。
【００８１】
　脂肪の分解を阻害するヨヒンビンや吸収阻害のある化合物、さらに炭水化物吸収阻害作
用のあるα－グルコシダーゼ阻害剤など、多数の天然または合成物質を利用したダイエッ
ト剤が提案されており、ウコギ科のタラの芽、ギムネマエキス、キチンキトサン、ガルシ
ニア、ポリフェノール、カテキン等の従来型の脂質や糖類の吸収代謝抑制ダイエットを併
用することは本発明に係るダイエット食品の効能を強化する意味から有用である。また、
ポリフェノール類など抗酸化作用を有する成分を添加することが一層好ましい。
【００８２】
　本発明において、上記ダイエット食品は、一食あたりの摂取量として、４００Ｋｃａｌ
以下の低カロリー食品、つまり、一日あたりの摂取量として、１２００Ｋｃａｌ以下の低
カロリー食品とすることもできる。
【００８３】
　摂取エネルギーコントロールによる肥満に対する食事療法は、一般に１０００～１３０
０Ｋｃａｌの低エネルギー食、１６００～１８００Ｋｃａｌの維持食に加え、蛋白質保持
調整食、即ち糖と脂質を極端に減じる６００Ｋｃａｌ程度の超低エネルギー食に分類され
る。
【００８４】
　より強力なダイエット効果を得るためには、第１の発明等のダイエット食品に組みあわ
せて摂取カロリー制限をも実施することが有用である。基礎代謝は２４Ｋｃａｌ／Ｋｇと
し運動エネルギーを３００～５００Ｋｃａｌとすると、体重６０Ｋｇでは１７４０Ｋｃａ
ｌが維持エネルギーとなり、これより少なければ相対的な低エネルギー食となる。
【００８５】
　そこで、第１の発明のダイエット食品を一日２回計５００Ｋｃａｌ摂取し、加えて１回
７００～８００Ｋｃａｌ以下のカロリー制限食を摂取して３食を構成すれば、外因性のエ
ネルギー供給制限のメリットを生かして内因性の脂質分解を加速して得られた燃焼エネル
ギーは、蛋白合成プロセスにおいて活用される。従って、本発明によれば、高度に効果的
な脂肪組織の燃焼消滅を達成できるダイエット食／方法を体系化できる。特に、本ダイエ
ット食品では、単なるカロリー制限や吸収阻害によるダイエットと異なり、高度のカロリ
ー制限下においてもエネルギー産生、細胞活性、ＲＮＡ合成から蛋白合成を高められるこ
とから、ダイエット実施期間中においても体力や健康を保持できることが大きな特徴であ
る。
【００８６】
　本発明において、上記ダイエット食品は、ヨーグルトまたはヨーグルト由来のプロバイ
オティクス素材を含むこととすることもできる。
【００８７】
　「人の健康に役立つ性質を持った生きた微生物」とされるプロバイオティクスは腸内フ
ローラの改善を介して、身体機能を健常に維持するために役立つ。典型的なプロバイオテ
ィクスであるヨーグルトもしくはヨーグルト菌の産物であるポリアミン類は細胞蛋白合成
を促進し増殖活性を有することが知られる。すなわちヨーグルトもしくは乳酸菌は身体活
動にとって有用な物質を腸内場において生産する材料および生産者として主要な構成要素
である。
【００８８】
　従って、請求項１～１８におけるダイエット食品にヨーグルトを組合わせることはプロ
バイオティクスによりポリアミン類などの作用を介して身体機能を保持しつつダイエット
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食や方法を実行継続するために有用な手段に直結する。この場合、ヨーグルトまたは乳酸
菌類は請求項１～１８に記載のダイエット食品とは別に単独で摂取してもよいし、他のダ
イエット食品と同時に摂取できるように調製してもよい。
【００８９】
　本発明において、上記ダイエット食品は、吸水性繊維成分を含むこととすることもでき
る。
【００９０】
　吸水性繊維質は消化管内で膨張して満腹感をもたらすことが知られる。よって、ダイエ
ット食にマンナン、グアガム、キタンサンガム、イヌリンなどを組みあわせて用いるとき
には、胃腸管内での水和膨張により物理神経学的な満腹感が達成されて過大な食欲を抑制
できるので、ダイエット食に対する継続的な認容性がもたらされる。
【００９１】
　また、これらの物質には脂質、炭水化物などの食事成分の吸収低減作用も期待される。
セルロース、ヘミセルロース、リグニン、寒天などの不溶性繊維質も食感の修飾などの目
的で使用してもよい。
【００９２】
　本発明において、上記ダイエット食品は、食欲抑制成分、循環刺激成分、脂肪分解消費
促進成分、抗酸化成分のうち少なくとも１つを含むこととすることもできる。
【００９３】
　フルオキセチンの様にセロトニンの取り込みを阻害する薬物にも関心がもたれている。
食欲を減退させるペプチドや、モルヒネに代表される化合物や炭水化物の誘導体により胃
運動を抑制するもの、その他マジンドール、フルボキサミンなど多数の薬物や自然産物に
は食欲抑制効果を有する物質が存在する。レプチン、アディポネクチンの系に作用する物
質も有力な素材といえる。
【００９４】
　一方、カプサイシン、ラズベリーケトン、カルニチン、リコピン、タウリン、サポニン
、キサンチン類は、体循環を刺激したり、体脂肪を分解燃焼させる脂肪分解消費促進作用
を有する。また、ポリフェノール類、セサミンなど抗酸化成分には動脈硬化防止作用があ
る。
【００９５】
　本発明において、上記ダイエット食品は、グルタミン、分岐鎖アミノ酸、ビタミンＡ、
ビタミンＢ群、ビタミンＣ、ビタミンＤ群、ビタミンＥ、β－カロチン、リノレン酸、エ
イコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸、リノレン酸トリグリセリド、エイコサペンタ
エン酸トリグリセリド、ドコサヘキサエン酸トリグリセリドのうち少なくとも１つ含むこ
ととすることもできる。
【００９６】
　また、本発明の組成物に包含させるのに好適なビタミン類の例は、薬理学的に許容可能
な形のビタミンＡ、ビタミンＥ、ビタミンＣ、ビタミンＤ、ビタミンＫ、のほか葉酸、チ
アミン、リボフラビン、ビタミンＢ６、ビタミンＢ１２、ナイアシン、ビオチンおよびパ
ントテン酸を含む。
【００９７】
　さらに、本発明の組成物に包含させるのに好適なミネラル元素および微量元素の例は、
薬理学的に許容可能な形のナトリウム、カリウム、カルシウム、リン、マグネシウム、マ
ンガン、銅、亜鉛、鉄、セレン、クロムおよびモリブデンを含む。
【００９８】
　特に、本発明の組成物は薬理学的に許容可能な形のベータカロチン（ビタミンＡ）、ビ
タミンＥ、ビタミンＣ、チアミン、ビタミンＢ１２、塩化セレンおよび亜鉛を含むのが好
ましい。
【００９９】
　本発明において、上記ダイエット食品の各有効成分は、概ね天然物由来の物質であるこ
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とが好ましい。
【０１００】
　本発明は、肥満者または成人病（生活習慣病）素因保有者または成人病発症者における
健康維持または体質改善用とすることができる。
【０１０１】
　更に、本発明は、家畜、家禽または愛玩動物における健康維持または体質改善用とする
ことができる。
【０１０２】
　本発明のダイエット食品の味覚又は風味の改善には、シークァーサなどの果汁やショウ
ガ汁が有効である。
【０１０３】
　本発明の食品を飲用に供する場合の機能成分の濃度は、食感や味覚風味を勘案して定め
られるが、次のダイエット飲食品組成物が良好である。
【０１０４】
　１のダイエット飲食品組成物は、（Ａ）Ｌ－アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギ
ニン前駆体及びＬ－オルニチン前駆体のうち少なくとも１つを０．１～６重量％、（Ｂ）
ω－３多価不飽和脂肪酸を０．０２～１．２重量％、及び（Ｃ）核酸類を０．０２～２重
量％含む。
【０１０５】
　他の液状ダイエット飲食品組成物は、（Ａ）Ｌ－アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－ア
ルギニン前駆体及びＬ－オルニチン前駆体のうち少なくとも１つを０．１～６重量％、（
Ｂ）ω－３多価不飽和脂肪酸を０．０２～１．２重量％、（Ｃ）核酸類を０．０２～２重
量％、（Ｄ）蛋白又はペプチド１～７を重量％、（Ｆ）糖質を１～１０重量％、及び（Ｇ
）脂質を０．５～５重量％含み、水を溶媒とする。
【０１０６】
　他の液状ダイエット飲食品組成物は、（Ａ）Ｌ－アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－ア
ルギニン前駆体及びＬ－オルニチン前駆体のうち少なくとも１つを０．１～６重量％、（
Ｂ）ω－３多価不飽和脂肪酸を０．０２～１．２重量％、（Ｃ）核酸類を０．０２～２重
量％、（Ｄ）蛋白又はペプチドを１～７重量％、（Ｅ）糖質を１～１０重量％、（Ｆ）脂
質を０．５～５重量％、（Ｇ）ショウガ汁を０．０１～２重量％、及び（Ｈ）天然果汁又
は果汁様成分を０．３～１０重量％含み、水を溶媒とする。この場合、味覚風味の改善が
著しい。
【０１０７】
　－作用－
　本発明では、上記Ｌ－アルギニンは、成長ホルモンの分泌を促し、新陳代謝を活発化す
るのみならず、脂肪分解酵素であるリパーゼの活性を高める作用を有する。Ｌ－アルギニ
ンによって活性が高められたリパーゼは、血液中や体内の脂肪組織に蓄積されているトリ
グリセリドを効率よく加水分解し、脂肪酸とグリセリンを遊離させる。一方、Ｌ－オルニ
チンは、下垂体による成長ホルモンの合成と放出に関わっている。従って、Ｌ－オルニチ
ンの摂取により、成長ホルモンの合成及び放出が活性化され、体細胞の代謝が高まり、物
質合成が促進され体脂肪の分解・消費を促す。
【０１０８】
　更に、上記ω－３多価不飽和脂肪酸であるエイコサペンタエン酸やドコサヘキサエン酸
はリノレン酸からごく小量合成されるのみであり、必須のω－６多価不飽和脂肪酸である
アラキドン酸も体内合成は不充分である。上記ω－３多価不飽和脂肪酸やω－６多価不飽
和脂肪酸は、摂取者の体内において、体内の中性脂肪から遊離するグリセリンと結合する
。これにより、ω－３多価不飽和脂肪酸あるいはω－６多価不飽和脂肪酸は、グリセリン
と内因性脂肪酸が再びトリアシルグリセロールやＶＬＤＬとなるのを抑制し、血漿中のＶ
ＬＤＬターンオーバーを促進する。
【０１０９】
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　この結果、脂肪細胞、動脈硬化巣へＶＬＤＬが移行蓄積されるのを阻害する。従って、
アルギニンにより、分解へと導かれたトリグリセリドの引き受け手として最適である。ま
た、エイコサペンタエン酸はトロンボキサンＡ３となり血栓性疾患に対して防止的に作用
し、ドコサヘキサエン酸は神経系の機能を高め、両者とも成人病素因の発現に抑制的に機
能する。
【０１１０】
　上記ダイエット食品に含まれるω－３多価不飽和脂肪酸やω－６多価不飽和脂肪酸は、
魚油中に比較的高い割合で含まれている。魚油は比較的安価、且つ容易に入手が可能であ
り、本発明のダイエット食品への添加に適している。
【０１１１】
　本発明において、上記ダイエット食品に含まれる魚油がカプセル化など低無臭化処理さ
れていることにより、魚油特有の臭気を封止することができるとともに、魚油の酸化によ
る劣化を防止することができる。
【０１１２】
　本発明では、ω－３多価不飽和脂肪酸やω－６多価不飽和脂肪酸の一部に加えてあるい
は入れ替えて、ジアシルグリセロール、中短鎖脂肪酸や植物ステロールを使用した場合、
体脂肪の再合成を更に抑制することができる。即ち、グリセリン１分子に脂肪酸が２分子
結合したジアシルグリセロールは、体内に吸収された後も体脂肪に再合成されにくい。ま
た、炭素数が８～１０個の中短鎖脂肪酸は、通常の長短鎖脂肪酸に比べて水溶性が高く、
細胞内で代謝されやすい。更に、植物ステロールは、胆汁酸に溶け込む性質を有するため
、コレステロールの吸収量を減少させるように作用する。
【０１１３】
　アルギニンまたはオルニチンの摂取によれば、成長ホルモンの分泌、リパーゼの活性化
が誘導され、中性脂肪が分解される。さらに、食事性の中性脂肪は脂肪酸とグリセリンに
分解後吸収され内因性のグリセリンや脂肪酸と混在化した状態となる。
【０１１４】
　しかしながら、この分解課程は可逆的であることから上記脂肪酸類はグリセリンととも
に中性脂肪を再構成しやすく燃焼消費されづらい難点がある。ここで食事性のジアシルグ
リセロールが組み込まれたときには中性脂肪は再構成されにくく、内因性脂肪酸を燃焼さ
せる効果を発揮する。よって、ジアシルグリセロールの存在によりアルギニンによる細胞
刺激とリパーゼ活性化が有効に脂肪の燃焼と細胞代謝の上昇に連結される。このときに、
外来性にはω－３多価不飽和脂肪酸、またはω－６多価不飽和脂肪酸の脂肪酸を含めて調
和のとれた脂肪酸配合を供給することが好ましい。
【０１１５】
　また、コレステロールや中性脂肪に分類される脂質群は血液中ではアポ蛋白と共役して
大きなミセルを形成するので、中性脂肪の減少分にはコレステロールが補充されやすい。
ここで、植物ステロールは体内コレステロールとの競合下において胆汁酸と複合体を構成
して腸肝循環にはいる一方、植物ステロールは体内へ吸収されないのでコレステロールの
吸収を抑制でき、ひいてはアポ蛋白の発現レベルとパターンをも調整できる。したがって
、アルギニン・オルニチンと組み合わせてジアシルグリセロールや植物ステロールを摂取
することは内因性脂肪の再構成やアポ蛋白発現レベルの変化を介して肥満や成人病素質の
改善に寄与する。
【０１１６】
　一方、ジアシルグリセロールや植物ステロールの摂取で内因性脂質を事前調整させた場
合には、アルギニン作用における細胞機能活発化による細胞組織ひいては身体機能向上に
必要とされるエネルギー供給が準備されたこととなり、様々な機能物質形成プロセスが円
滑に進行し、細胞組織の利用エネルギー増大を介する基礎代謝量増大に寄与する。
【０１１７】
　本発明においては、ヌクレオ塩基類、ヌクレオシドや核酸類は、主としてＲＮＡ組み立
てから蛋白合成に至るプロセスにおける細胞内代謝に要求されるエネルギー消費を増大さ
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せる作用を有する。従って、グリセリンとの再結合を阻害された遊離脂肪酸の燃焼によっ
て発生するエネルギーは、ＲＮＡアッセンブリーからアミノ酸のリクルートを経てペプチ
ド、蛋白合成に至るプロセスにおいて有効に消費される。
【０１１８】
　これらをまとめると、本発明におけるアルギニン、ω－３多価不飽和脂肪酸とω－６多
価不飽和脂肪酸、またヌクレオ塩基類、ヌクレオシドや核酸類は三位一体となって肥満者
、成人病素因保有者のための理想的なダイエット食品成分を構成する。
【０１１９】
　本発明において、上記ダイエット食品に添加されるマルトデキストリン、クラスターデ
キストリンや難消化デキストリンは、ダイエット食品のエネルギーを理想的な形で補うこ
とができる。　即ち、上記各デキストリンは、ブドウ糖、ショ糖や果糖などに比べて、摂
取した場合の血糖値の上昇が穏やかである。そのため、血中へのインスリン分泌も抑制さ
れるため、代謝経路を過度に活性化することもなく、高インスリンによる動脈硬化や脂質
代謝増悪、肥満刺激を抑制できる。従って、本ダイエット食の摂取者は急激な空腹感や疲
労感におそわれることからも防御される。
【０１２０】
　本発明において、上記ダイエット食品に含まれるムコ多糖類としてコンドロイチン硫酸
、ヒアルロン酸、ヘパリン、ケラタン硫酸、デルマタン酸などがあげられ、ヒト成長期に
は充分に体内で作られる物質であるが、年齢とともにデノボ産生が不足していくためダイ
エット食では積極的に添加する意義がある。これらムコ多糖類は、ネバネバした粘度の高
い物質で関節、眼球、粘膜、血管壁などに多く含まれ組織の柔軟性や円滑性を担っている
。したがって、上記ムコ多糖の適切な補給は血管や皮膚をしなやかに保ち動脈硬化など成
人病体質の進展を抑制するために有用である。
【０１２１】
　ダイエット食品に含まれる糖質及び脂質の吸収抑制作用を有する成分として、例えば、
脂肪の分解を阻害するヨヒンビンや吸収阻害のある化合物、さらに炭水化物吸収阻害作用
のあるα－グルコシダーゼ阻害剤など、多数の天然または合成物質、具体的には、ウコギ
科のタラの芽、ギムネマエキス、キチンキトサン、ガルシニア、ポリフェノール、カテキ
ン等の従来型の脂質や糖類の吸収代謝抑制ダイエット素材やコレスチラミン、活性炭など
各種多孔質素材を併用することは本特許ダイエット食品およびダイエット方法の効能を強
化する意味から有用である。
【０１２２】
　また、ポリフェノール類は抗酸化作用も併せ持ち、フランス人が欧州のなかで一番心臓
病の死亡率が低いのは赤ワイン中のポリフェノールをたくさん摂取するためであり、緑茶
には、タンニン、カテキン、フラボノイドなどのポリフェノールが含まれる。本特許ダイ
エットにおいては各種天然素材抽出物として吸収阻害機能成分を添加することが好ましい
。
【０１２３】
　本発明におけるダイエット食品は、通常の低カロリー食と組み合わせて、１，２００Ｋ
ｃａｌ以下の１日カロリー摂取とすることにより、食事によるエネルギー供給を抑制する
ことができる。即ち、成人の基礎代謝はおよそ２４Ｋｃａｌ／Ｋｇであり、運動エネルギ
ーを３００～５００Ｋｃａｌとすると体重６０Ｋｇの成人に必要な維持エネルギーは、約
１７４０Ｋｃａｌとなる。
【０１２４】
　本発明に係るダイエット食品を用いてより強力なダイエット効果を得るためには、蛋白
質保持調整食すなわち糖と脂質を極端に減じる超低エネルギー食に準ずることが適当であ
る。本発明のダイエット食品を一日２回計５００Ｋｃａｌ摂取し、加えて１回５００Ｋｃ
ａｌ以下のカロリー制限食を摂取して３食を構成すれば、１０００Ｋｃａｌ以下に調整さ
れた外因性エネルギー供給制限のメリットをも生かして内因性の脂質分解を加速すること
になる。
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【０１２５】
　ここで得られた脂質燃焼エネルギーは蛋白合成プロセスにおいて活用することになり、
高度に効果的な脂肪組織の燃焼消滅を達成できるダイエット食品を構成できる。特に、本
ダイエット食では、単なるカロリー制限や吸収阻害によるダイエットと異なり、高度のカ
ロリー制限下においてもエネルギー産生、細胞活性、ＲＮＡ合成から蛋白合成を高められ
ることからダイエット実施期間中においても体力や健康を保持できることが大きな優越点
である。
【０１２６】
　本発明において、上記ダイエット食品に含まれるヨーグルトまたはヨーグルト由来のプ
ロバイオティクス素材は、上記ダイエット食品を用いて減量を実行する者の健康を維持す
るために役立つ。プロバイオティクス素材とは、人間の健康に役立つ性質を持った生きた
微生物をいうが、該プロバイオティクス素材の産物であるポリアミン類は細胞蛋白合成を
促進し、増殖活性を有することが知られている。このポリアミン類の作用を介して、身体
機能を保持しつつダイエットを継続実行することが容易となる。
【０１２７】
　本発明において、上記ダイエット食品に添加される吸水性繊維成分は、摂取された後、
消化管内で膨張して満腹感を与えることができる。また、吸水性繊維成分は、脂質や糖質
の吸収低減作用をも発揮する。
【０１２８】
　本発明において、上記ダイエット食品に添加される食欲抑制成分は、例えば、フルオキ
セチンのようにセロトニンの取込を阻害する作用を有する。この作用を介して、摂取者の
胃の運動を抑制し、食欲を減退させることにより効果的なダイエットを実行することがで
きる。また、中枢性に食欲を減退させるアルカイド類やその誘導体なども配合可能である
。
【０１２９】
　本発明において、上記ダイエット食品にさらに添化されるグルタミン、ビタミンＡ、ビ
タミンＢ群、ビタミンＣ、ビタミンＤ群、ビタミンＥ、β－カロチン、リノレン酸、リノ
レン酸トリグリセリド、エイコサペンタエン酸トリグリセリド、ドコサヘキサエン酸トリ
グリセリド等は、ダイエット効果を補助するとともに、ダイエット期間中の必須栄養素の
補填によって摂取者の健康を維持するために役立つ。
【０１３０】
　本発明において、上記ダイエット食品の各有効成分は、概ね安全性の高い天然物由来の
物質であることが好ましい。
【０１３１】
　本発明は、肥満者、アスリート、成人病素因保有者または成人病発症者における健康維
持または体質改善に使用されて、顕著な効果を得ることができる。
【０１３２】
　また、本発明に係るダイエット食品は、牛、豚、鶏などの家畜および家禽類、及び犬、
猫などの愛玩動物に使用されて、人間が摂取した場合と同様にそれらの動物の健康維持や
体質改善においても効果を発揮することができる。
【０１３３】
　また、果汁や香料による食感の改善は、対象者のダイエット食品に対する愛用性を高め
るために役立つ。
【０１３４】
　［発明の効果］
　本発明によれば、上記ダイエット食品を摂取することにより、安全且つ効果的に体脂肪
を減少させることができ、肥満症や糖尿、高脂血症といった成人病体質を有効に予防また
は改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３５】
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【図１】ダイエット食品の成分の一例を示す成分表である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１３６】
　以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。
【０１３７】
　本発明は、成人病の防止と改善、肥満改善のために有効集合量の多価不飽和脂肪酸とＬ
－アルギニン等との混合物を含むダイエット食品を提供する。
【０１３８】
　通常、体内で遊離した脂肪酸は、細胞内のミトコンドリアに取り込まれて、β－酸化、
ＴＣＡサイクルおよび酸化的リン酸化反応を経て、好気的にはＡＴＰを生産してエネルギ
ーとして利用し易い形となり、二酸化炭素と水に分解される。従って、脂質の分解燃焼を
進めることが肥満の改善やダイエット法の重要な基本戦略となる。
【０１３９】
　すなわち、従来のダイエット法は、カロリーを含む食物の吸収制限や摂食低下によるエ
ネルギの供給低減効果を主な作用点とするのに対し、本ダイエットでは、上記脂質の分解
燃焼に着目し、物質代謝回転の促進を主な作用点とする。そのため、本発明に係るダイエ
ット食品を用いたダイエット法では、効果的に体脂肪を減少させることができるとともに
、エネルギー枯渇による疲労や倦怠などの症状が起きにくいことも特徴として挙げられる
。
【０１４０】
　本発明に係るダイエット食品は、成人病の防止と改善、肥満の防止と改善のために肥満
者や成人病患者に摂取させたり、また、成人病素因保有者に発症前に投与する方法で使用
される。
【０１４１】
　－実施形態１－
　本発明に係るダイエット食品は、ω－３多価不飽和脂肪酸と、Ｌ－アルギニン、Ｌ－オ
ルニチン、Ｌ－アルギニン前駆体、及びＬ－オルニチン前駆体のうち少なくとも１つとの
混合物を含むダイエット食品である。
【０１４２】
　本実施形態に係るω－３多価不飽和脂肪酸は、遊離酸形またはω－３多価不飽和脂肪酸
の生理学的供給に好適な形、例えばトリグリセリド形であってもよい。本実施形態におい
て特に好適なω－３多価不飽和脂肪酸として、エイコサペンタエン酸（以下、「ＥＰＡ」
ともいう。）、及びドコサヘキサエン酸（以下、「ＤＨＡ」ともいう。）を挙げることが
できる。このようなω－３多価不飽和脂肪酸は、亜麻仁油、またはメンハーデン油、サケ
油、サバ油、マグロ油、コールドリバー油およびアンチョビー油のような魚油に比較的高
い割合で含まれている。
【０１４３】
　本実施形態に係るＬ－アルギニン前駆体、またはＬ－オルニチン前駆体は、それぞれＬ
－アルギニンまたはＬ－オルニチンに富む小ペプチドを含んでいる。また、Ｌ－アルギニ
ン、またはＬ－オルニチンは、遊離形であってもよいし、または、例えばリン酸、クエン
酸、酒石酸、ギ酸、アジピン酸または乳酸との塩であってもよい。
【０１４４】
　本実施形態に係るダイエット食品は、上記ω－３多価不飽和脂肪酸及びＬ－アルギニン
等との混合物のみからサプルメントとして構成されるものであってもよいが、通常は、一
般の食品に添加された形で構成される。
【０１４５】
　サプリメントの形態としては、ドリンク、固形物、カプセル剤、錠剤、粒体など通常市
販されている製品に見られる形態が利用される。
【０１４６】
　一方、一般の食品に調製してダイエット食品とする場合、上記構成成分を液体、固形物
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、ゼリーを含む半固形物、液体とゼリー状物質との混合物、または粒体に調製されたもの
を食品に添加して使用する。適用できる食品としては、焼き菓子のウェハース、クラッカ
ー、ビスケット、クッキー、ケーキ等の洋菓子類、食パン、丸パン、ロールパン、デニッ
シュパン、クロワッサン、スティックパン等のパン類、その他、シリアル類、麺類等のほ
か、チョコレート類、キャンディ類、タブレット類、アイスクリーム、シャーベット等の
冷菓類、饅頭、大福等の和菓子類、練製品類等も対象となる。
また、植物繊維、オリーブ葉、オリーブ葉抽出物、ルテオリンおよびルテオリン誘導体を
添加することも可能である。オリーブ葉、オリーブ葉抽出物、ルテオリンおよびルテオリ
ン誘導体が示す血糖値上昇抑制作用は、アミラーゼ阻害作用によって生体内で栄養分（例
えば、デンプン、アミロースなど）の分解が阻害されるため、生体に吸収されやすいブド
ウ糖の生成が抑制され、血糖値の上昇が抑えられる。
【０１４７】
　更に、サラシアレティキュラータ、キトサン、マルベリー、キダチアロエ、オオバコな
ど各種ダイエット素材からなる配合物を追加組成とし、これにビタミン群、各種ミネラル
を添加することも可能である。ビタミン群としては、ビタミンＡ、ビタミンＢ１、ビタミ
ンＢ２、ビタミンＢ６、ビタミンＤ、ビタミンＥ等が挙げられる。更に、クレアチン、ク
エン酸、カルシウム、鉄分等を添加することも可能である。
【０１４８】
　本実施形態に係るダイエット食品の摂取量に関し、通常、成人に対して、処置の期間に
わたって供給されるω－３多価不飽和脂肪酸の量は、好ましくは一日２．０ｇ以上である
。また、成人に対して、処置の期間にわたって供給されるＬ－アルギニン、またはＬ－オ
ルニチン、またはこれらの混合物の量は、一日１０ｇ以上であることが好ましい。
【０１４９】
　上記ダイエット食品またはサプルメントは、１５日またはそれ以上、例えば１５から６
０日の間全てにわたって、一日１～４回投与されることが好ましい。さらに体質改善効果
を維持するためには長期間に渡って、一日１～２回の本ダイエット食を継続することが望
まれる。
【０１５０】
　従って、一日当たりのダイエット食品に含まれるω－３多価不飽和脂肪酸は、０．５ｇ
以上で且つ１０ｇ以下であり、Ｌ－アルギニン、あるいはＬ－オルニチン、またはこれら
の混合物は、２ｇ以上で且つ４０ｇ以下であることが好ましい。つまり、一食あたりの摂
取量として、ω－３多価不飽和脂肪酸が０．１ｇ以上で且つ３．５ｇ以下であり、Ｌ－ア
ルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギニン前駆体及びＬ－オルニチン前駆体のうち少な
くとも１つが０．６ｇ以上で且つ１５ｇ以下であることが好ましい。
【０１５１】
　ただし、所望の効果を得るために供給すべきω－３多価不飽和脂肪酸、およびＬ－アル
ギニン、またはＬ－オルニチン、またはこれらの混合物の一日の量は、処置の期間（日数
）および、処置すべき患者等の個別的な因子に依存して変動しうる。
【０１５２】
　上記ω－３多価不飽和脂肪酸は、魚油の形で含まれていることが好適である。その際、
食用に供される酸によって、ｐＨを３～４程度に調整すれば、魚油特有の臭みを低減する
ことが可能となる。また、上記魚油をカプセル化しておくことにより、臭みを封止できる
とともに、酸化による魚油の劣化を抑制することができ保存性を向上させることもできる
。
【０１５３】
　本実施形態において、Ｌ－アルギニンまたはＬ－アルギニン前駆体が添加された場合、
該Ｌ－アルギニン等は、成長ホルモンの分泌を促し、新陳代謝を活発化するのみならず、
脂肪分解酵素であるリパーゼの活性を高める作用を有する。Ｌ－アルギニンによって活性
が高められたリパーゼは、体内の脂肪細胞に蓄積されているトリグリセリドを効率よく加
水分解し、脂肪酸とグリセリンを遊離させる。遊離した脂肪酸及びグリセリンは、組織や
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細胞内外での生理的環境に依存して、細胞中で蛋白合成に再利用されたり、エネルギー源
として燃焼され消費される。
【０１５４】
　一方、本実施形態において、Ｌ－オルニチンまたはＬ－オルニチン前駆体が添加された
場合、該Ｌ－オルニチン等は、摂取者の下垂体に作用して成長ホルモンの合成及び放出を
活性化し、体細胞の代謝を高めて体脂肪の分解・消費を促す。
【０１５５】
　また、Ｌ－アルギニンは体内のアンモニアを除去する作用をも有し、Ｌ－オルニチンは
その機能を補完する作用を有する。従って、仮に栄養不足や過労により生体内代謝が組織
崩壊に傾いた場合にも解毒作用を発揮できる。
【０１５６】
　更に、本実施形態に係るダイエット食品に添加されたω－３多価不飽和脂肪酸は、摂取
者の体内において、体内の中性脂肪から遊離する上記グリセリンと結合する。これにより
、ω－３多価不飽和脂肪酸は、内因性脂肪酸が再びトリアシルグリセロールとなって脂肪
細胞へ蓄積されるのを阻害する。
【０１５７】
　この結果、本実施形態に係るダイエット食品は、ω－３多価不飽和脂肪酸とＬ－アルギ
ニン、またはＬ－オルニチンの相乗効果により、摂取者の体脂肪は効果的に減少すること
になり、成人病や肥満の予防・改善を達成することができる。
【０１５８】
　－実施形態２－
　本実施形態に係るダイエット食品は、ω－６多価不飽和脂肪酸と、Ｌ－アルギニン、Ｌ
－オルニチン、Ｌ－アルギニン前駆体、及びＬ－オルニチン前駆体のうち少なくとも１つ
との混合物を含む。
【０１５９】
　本実施形態において、ω－６多価不飽和脂肪酸は、遊離酸形であってもよいし。または
ω－６多価不飽和脂肪酸の生理学的供給に好適なトリグリセリド形であってもよい。
【０１６０】
　本実施形態に特に好適なω－６多価不飽和脂肪酸の例としては、リノレイン酸およびア
ラキドン酸を挙げることができ、中でもリノレイン酸が最も好ましい。好適なω－６多価
不飽和脂肪酸は。ベニバナ油、ヒマワリ油、大豆油、綿油およびトウモロコシ油のような
植物油に比較的高い割合で含有されている。
【０１６１】
　本実施形態に係るダイエット食品も、上記実施形態と同様、サプルメントの形態や通常
の食品に添加された形態で摂取者に投与される。
【０１６２】
　本実施形態に係るダイエット食品の一日摂取量に関し、通常、成人に対して、処置の期
間にわたって供給されるω－６多価不飽和脂肪酸の量は、好ましくは２ｇ以上であること
が好ましい。また、成人に対して、処置の期間にわたって供給されるＬ－アルギニン、ま
たはＬ－オルニチン、またはこれらの混合物の量は、１０ｇ以上であることが好ましい。
【０１６３】
　上記ダイエット食品またはサプルメントは、１５日またはそれ以上、例えば１５から６
０日の間全てにわたって、一日１回から４回投与されることが好ましい。
【０１６４】
　従って、一回当たりのダイエット食品に含まれるω－６多価不飽和脂肪酸は、０．５ｇ
以上、１０ｇ以下であり、Ｌ－アルギニン、またはＬ－オルニチンは、３ｇ以上、４０ｇ
以下であることが好ましい。
【０１６５】
　ただし、所望の効果を得るために供給すべきω－６多価不飽和脂肪酸、およびＬ－アル
ギニン、またはＬ－オルニチン、またはこれらの混合物の一日の量は、処置の期間（日数
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）および、処置すべき患者等の個別的な因子に依存して変動しうる。
【０１６６】
　上記ω－６多価不飽和脂肪酸は、魚油の形で添加することも可能である。その際、食用
に供される酸によって、ｐＨを３～４程度に調整することにより、魚油特有の臭みを低減
することができて好ましい。また、上記魚油をカプセル化しておくことにより、臭みを封
止できるとともに、酸化による魚油の劣化を抑制することができ保存性を向上させること
もできる。
【０１６７】
　本実施形態において、ダイエット食品に含まれるＬ－アルギニンやＬ－オルニチンの作
用効果については、上記実施形態１で説明した作用効果と同様である。
【０１６８】
　本実施形態に係るω－６多価不飽和脂肪酸は、上記ω－３多価不飽和脂肪酸と同様、遊
離したグリセリンと結合することにより、グリセリンが再びトリアシルグリセロールとな
って脂肪細胞へ蓄積されるのを阻害する。また、ω－６多価不飽和脂肪酸は、肥満や成人
病に対するダイエット方法の実施中において、自己組織を燃焼してエネルギーを産生する
状況であるカタボリズムに対する抵抗性に有利な影響を有する。
【０１６９】
　本実施形態において、Ｌ－アルギニンまたはＬ－アルギニン前駆体が添加された場合、
上記実施形態１と同様、該Ｌ－アルギニン等は、成長ホルモンの分泌を促し、新陳代謝を
活発化するのみならず、脂肪分解酵素であるリパーゼの活性を高める作用を有する。
【０１７０】
　一方、本実施形態において、Ｌ－オルニチンまたはＬ－オルニチン前駆体が添加された
場合、該Ｌ－オルニチン等は、摂取者の下垂体に作用して成長ホルモンの合成及び放出を
活性化し、体細胞の代謝を高めて体脂肪の分解・消費を促す。
【０１７１】
　更に、本実施形態に係るダイエット食品に添加されたω－６多価不飽和脂肪酸は、摂取
者の体内において、体内の中性脂肪から遊離する上記グリセリンと結合する。これにより
、ω－６多価不飽和脂肪酸は、内因性脂肪酸が再びトリアシルグリセロールとなって脂肪
細胞へ蓄積されるのを阻害する。また、ω－６多価不飽和脂肪酸は、カタボリズムに対す
る抵抗性に有利な影響を有するため、ダイエットの安全性を向上させることができる。
【０１７２】
　この結果、本実施形態に係るダイエット食品は、ω－６多価不飽和脂肪酸とＬ－アルギ
ニン、またはＬ－オルニチンの相乗効果により、安全、且つ効果的に体脂肪を減少するこ
とになり、成人病や肥満の予防・改善を達成することができる。
【０１７３】
　尚。本実施形態において、上記ダイエット食品にω－６多価不飽和脂肪酸に組み合わせ
てω－３多価不飽和脂肪酸を加えることも可能である。
【０１７４】
　－実施形態３－
　本実施形態に係るダイエット食品は、ジアシルグリセロール、中短鎖脂肪酸及び植物ス
テロールのうち少なくとも１つと、Ｌ－アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギニン前
駆体、及びＬ－オルニチン前駆体のうち少なくとも１つとの混合物を含む。
【０１７５】
　本実施形態において、ジアシルグリセロールは、グリセリン１分子に対して脂肪酸が２
分子結合したものであり、体内へ吸収された後も脂肪に再合成されにくい性質を有する。
【０１７６】
　上記中短鎖脂肪酸のうち炭素数が８～１０個、またはそれ以下のものは、通常の長鎖脂
肪酸に比べて水溶性が高く、燃焼しやすい性質を有する。
【０１７７】
　上記植物ステロールは、胆汁酸に溶け込む性質を有し、通常のコレステロールの吸収量
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を減少させる働きがある。
【０１７８】
　本実施形態に係るＬ－アルギニン、Ｌ－オルニチン、Ｌ－アルギニン前駆体、及びＬ－
オルニチン前駆体の作用効果については、上記各実施形態と同様である。
【０１７９】
　本実施形態に係るダイエット食品によれば、ジアシルグリセロール、中短鎖脂肪酸また
は植物ステロールと、Ｌ－アルギニンやＬ－オルニチンとの相乗効果により、安全、且つ
効果的に体脂肪を減少させることができ、成人病や肥満の予防・改善を達成することがで
きる。
【０１８０】
　－その他の実施形態－
　本発明のその他の実施形態として、ヌクレオ塩基類、ヌクレオシド及び核酸類のうち少
なくとも１つを含むダイエット食品であってもよい。
【０１８１】
　上記ヌクレオ塩基類は、アデニン、グアシン、ヒポキサンチン、キサンチン、シトシン
、ウラシル、チミンのうち少なくとも１つであることが好ましい。
【０１８２】
　上記ヌクレオシドは、ウリジン、アデノシン、グアノシン、シチジン、リポチミジン、
デオキシアデノシン、デオキシグアノシン、デオキシウリジン、デオキシシチジン、チミ
ジン、イノシン、キサントシン、のうち少なくとも１つであることが好ましい。
【０１８３】
　上記核酸類は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ヌクレオチドが重合したポリヌクレオチドのうち少な
くとも１つであることが好ましい。精製された核酸基質源としては、例えばパンまたはビ
ール酵母ＲＮＡ、魚類白子ＤＮＡが好適である。しかしながら、例えば肉などの如き他の
源を出発源として使用することもできる。
【０１８４】
　上記ヌクレオ塩基類、ヌクレオシドや核酸類は、主としてＲＮＡ組み立てから蛋白合成
に至るプロセスにおける細胞内代謝に要求されるエネルギー消費を増大させる作用を有す
る。従って、グリセリンとの再結合を阻害された遊離脂肪酸の燃焼によって発生するエネ
ルギーは、ＲＮＡアッセンブリーからアミノ酸のリクルートを経てペプチド、蛋白合成に
至るプロセスにおいて有効に消費される。そのため、上記ヌクレオ塩基類、ヌクレオシド
や核酸類は、本発明に係るダイエット食品の脂肪代謝作用を強固にする働きを有する。
【０１８５】
　また、上記ダイエット食品には、ヌクレオチド類を添加することも可能である。ヌクレ
オチド類には、天然ヌクレオシド類の燐酸エステル類、例えばモノ燐酸エステル類である
アデニレート（ＡＭＰ）、グアニレート（ＧＭＰ）、ウリジレート（ＵＭＰ）、シチジレ
ート（ＣＭＰ）、デオキシチミジレート（ｄＴＭＰ）、デオキシシチジレート（ｄＣＭＰ
）、並びに天然ヌクレオシド類のジ燐酸エステル類およびトリ燐酸エステル類、例えばＡ
ＤＰおよびＡＴＰ、が包含される。
【０１８６】
　上記核酸基質源の投与量は、希望する処置の型、処置される患者の状態などによって変
動する。例えば、処置しようとする患者が成人である場合には、０．１～４．０ｇの、好
適には１．０～３．０ｇの、最も好適には１．２５～２．５ｇの、ＲＮＡ、または等量の
他の核基質源を１日の投与量とする。このように、所定量の核酸類が添加された本発明に
係るダイエット食品を用いることにより、有効なサルベージ核酸合成の応答が得られやす
い。本発明において、１重量単位の核酸基質が２．５～３．０重量単位のＲＮＡ、ＤＮＡ
、ヌクレオシド類またはヌクレオチド類と等しいと考えられる。
【０１８７】
　他の実施形態として、上記ダイエット食品は、マルトデキストリン、クラスターデキス
トリン、難消化デキストリンのうち少なくとも１つを含むこととすることもできる。
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【０１８８】
　本実施形態において、上記ダイエット食品に添加されるマルトデキストリン、クラスタ
ーデキストリンや難消化デキストリンは、デンプンを化学的、あるいは酵素的方法で低分
子化したものである。
【０１８９】
　これらデキストリンは、ダイエット食品のエネルギーを理想的な形で賄うことができる
。即ち、上記各デキストリンは、ブドウ糖、ショ糖や果糖などに比べて、摂取した場合の
血糖値の上昇が穏やかである。そのため、血中へのインスリン分泌も過剰とならないため
、様々な細胞内シグナル伝達系を過度に活性化することもなく、結果的に過大な血糖変動
に起因する肥満や動脈硬化の促進に関連する非合理的な生体反応を抑制できる。従って、
摂取者は、ダイエット中であっても急激な空腹感や疲労感におそわれることもない。
【０１９０】
　また、味覚を整えるために、アスパルチルフェニルアラニンメチルエステル（商品名：
アスパルテーム）等低カロリー甘味料を添加することも可能である。
【０１９１】
　他の実施形態として、上記ダイエット食品は、吸水性繊維成分を含むこととすることも
できる。本実施形態における可溶性繊維は、主として結腸において実質的に発酵が起こり
、短鎖脂肪酸を製造することができる繊維を意味する。好適な可溶性繊維としては、ペク
チン、グアーガム（ｇｕａｒ　ｇｕｍ）、イナゴマメガム（ｌｏｃｕｓｔ　ｂｅａｎ　ｇ
ｕｍ）、キサンタンガム（ｘａｎｔｈａｎ　ｇｕｍ）等が挙げられる。これら可溶性繊維
は、胃腸管内で水和膨張することにより、摂取者に物理的心理的満腹感を与えることがで
きる。また、これらの物質は、脂質や炭水化物などの体内への吸収を抑制する作用をも有
し、上記ダイエット食品の効果を補強する。
【０１９２】
　本実施形態に係る可溶性繊維の一日当たりの摂取量は、成人に対して１日当たり３．０
～３０ｇ程度である。
【０１９３】
　他の実施形態として、上記ダイエット食品は、ムコ多糖類を含むこととすることもでき
る。好適なムコ多糖としては、ヒアルロン酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸、デ
ルマタン硫酸、ヘパリン等が挙げられる。
【０１９４】
　他の実施形態として、上記ダイエット食品は、食欲抑制成分を含むこととすることもで
きる。
【０１９５】
　好適な食欲抑制成分として、フルオキセチンのように、腸管運動を促進するホルモンで
あるセロトニンの取込を抑制する物質やアルカロイド類などを適量添加することが有効で
ある。
【０１９６】
　他の実施形態として、上記ダイエット食品は、糖質及び脂質の吸収抑制作用を有する成
分を含むこととすることもできる。好適な吸収抑制成分として、脂肪の分解を抑制するヨ
ヒンビンや、炭水化物吸収阻害作用を有するグルコシターゼ阻害剤、ウコギ科のタラ（Ａ
ｒａｌｉａ　ｅｌａｔａ）の芽、ギムネマエキス、キチンキトサン、シルベスタ、ポリフ
ェノール等が挙げられる。これら各物質は、本発明のダイエット食品の効果を強化する意
味で有用である。
【０１９７】
　他の実施形態として、上記ダイエット食品は、ヨーグルトまたはヨーグルト由来のプロ
バイオティクス素材を含むこととすることもできる。
【０１９８】
　上記ダイエット食品に含まれるヨーグルトまたはヨーグルト由来のプロバイオティクス
素材は、上記ダイエット食品を用いて減量を実行する者の健康を維持するために役立つ。
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プロバイオティクス素材とは、人間の健康に役立つ性質を持った生きた微生物をいうが、
該プロバイオティクス素材の産物であるポリアミン類は、細胞蛋白合成を促進し、増殖活
性を有することが知られている。このポリアミン類の作用を介して、身体機能を保持しつ
つダイエットを継続実行することが容易となる。
【０１９９】
　本実施形態において、上記プロバイオテック素材は、カプセルに封入されたり、凍結乾
燥法により粉末状にするなど適当に加工されて上記ダイエット食品に添加される。また、
上記ダイエット食品と組み合わせて、ヨーグルトなどを一緒に摂取してもよい。
【０２００】
　本発明において、上記ダイエット食品は、グルタミン、ビタミンＡ、ビタミンＣ、ビタ
ミンＤ、ビタミンＥ、ビタミンＫ、葉酸、チアミン、リボフラビン、ビタミンＢ６、ビタ
ミンＢ１２、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸、β－カロチン、リノレン酸、リノレ
ン酸トリグリセリド、エイコサペンタエン酸トリグリセリド、ドコサヘキサエン酸トリグ
リセリドのうち少なくとも１つ含むこととすることもできる。
【０２０１】
　更に上記ダイエット食品は、薬理学的に許容可能な形のナトリウム、カリウム、カルシ
ウム、リン、マグネシウム、マンガン、銅、亜鉛、鉄、セレン、塩化セレン、クロムおよ
びモリブデン等のミネラル元素や微量元素を含むことも可能である。
【０２０２】
　本発明において、上記ダイエット食品の各有効成分は、天然物由来の物質であることが
好ましい。
【０２０３】
　本発明のダイエット食品は、肥満、成人病体質を改善する機能を発揮するのみならず、
カロリー制限を受ける人物のカタボリズム抵抗性を保全するために、また拒食症の改善に
使用することも示唆される。
【０２０４】
　以下の実施例は本発明を説明する。
【０２０５】
　－実施例１－
　６５歳の女性（身長１５６ｃｍ、体重８５Ｋｇ、血圧１７６／１０４ｍｍＨｇ）に対し
て、通常の朝昼夕食のうち昼食に代えて、図１に示す成分を有する本発明のダイエット食
品を３週間摂取させた。本実施例において、上記ダイエット食品は液体状であり、１回当
たりの摂取量は２５０ｍｌとした。尚、他の食生活には制限は全く加えなかった。
【０２０６】
　この結果、上記女性の体重は約３．５Ｋｇ減少し、血圧１５４／８８ｍｍＨｇに低下し
て自覚症状においても頭重感が改善し体が軽くなった。
【０２０７】
　－実施例２－
　また、５１歳の男性（身長１６７ｃｍ、体重６９Ｋｇ）に対して、通常の朝昼夕食のう
ち昼食に代えて、下記表１に示す成分を有する本発明のダイエット食品を８週間摂取させ
た。本実施例において、上記ダイエット食品は液体状であり、１回当たりの摂取量は２５
０ｍｌとした。尚、他の食生活には制限は全く加えなかった。
【０２０８】
　この結果、上記男性の体重は、３０日で約２Ｋｇ、６０日で約３Ｋｇ、ダイエット前と
比較して減少した。
【０２０９】
　更に、上記男性被験者に通常の朝昼夕食のうち、朝昼食に代えて上記ダイエット食品を
午前８時と正午の２回摂取させた。
【０２１０】
　その結果、さらに、３０日で約２Ｋｇの体重減少を達成することができた。従って、全
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経過を通じて、夕食は全く制限せずまた間食、夜食にも何ら制約は加えなかったが、９０
日間で計５Ｋｇの体重減少が何の倦怠感などの症状や合併症もなく達成された。
【０２１１】
　－実施例３－
　４９歳の高血圧、糖尿病、及び肥満症の男性（身長１６９ｃｍ、体重１０６．２Ｋｇ、
服薬治療中の血圧１４４／９３ｍｍＨｇ、空腹時血糖１４５ｍｇ／ｍｌ）に対して、朝４
５０ｋｃａｌ、夕５１０Ｋｃａｌのカロリーコントロール食に組みあわせて、昼食として
下記表１に示す成分を有する本発明のダイエット食を２週間摂取させた。本実施例におい
て、上記ダイエット食品は液体状であり、１回当たりの摂取量は２５０ｍｌとした。
【０２１２】
　その結果、２週間後の体重は９９．８Ｋｇ、血圧１１５／７９ｍｍＨｇ、空腹時血糖９
５ｍｇ／ｍｌと、全ての計測項目において著明な改善を認めた。さらに、４週間後には体
重９６．７Ｋｇ、血圧１０４／７４ｍｍＨｇ、血糖７９ｍｇ／ｍｌと低下した。
【０２１３】
　一方、血清総蛋白は、６．７ｇ／ｄｌから、一旦６．１～６．０ｇ／ｄｌと低下したが
４週後には６．５ｇ／ｄｌと増加した。血清アルブミンも３．７ｇ／ｄｌから、一旦３．
５～３．４ｇ／ｄｌと低下したが、４週後には３．８ｇ／ｄｌと初期値に比べても増加を
認めた。コレステロールは１６５ｍｇ／ｄｌから、一旦１５０～１４３ｍｇ／ｄｌと低下
したが、４週間後には１６２ｍｇ／ｄｌとなった。
【０２１４】
　これらより、本ダイエット食品は何らの抵抗感や飢餓感、倦怠感などを誘発せずに体重
の減少を達成することができ、血圧、糖尿、高脂血症を含む成人病素因を軽減できる優れ
た健康食であることが示された。
【産業上の利用可能性】
【０２１５】
　以上説明したように、本発明のダイエット食品は、肥満や高脂血症等の成人病の防止あ
るいは改善に有用である。
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