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(57)【要約】
　本発明は、大麦糠又はそのα－アミラーゼ処理物を有効成分として含有するメタボリッ
クシンドローム改善又は予防剤を提供する。本発明はまた、大麦糠のα－アミラーゼ処理
物の非水溶性成分を有効成分として含有するメタボリックシンドローム改善又は予防剤を
提供する。本発明によれば、内臓脂肪の蓄積を抑制し、メタボリックシンドロームの改善
又は予防を可能とする、天然物由来のメタボリックシンドローム改善又は予防剤が提供さ
れる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　大麦糠又はそのα－アミラーゼ処理物を有効成分として含有するメタボリックシンドロ
ーム改善又は予防剤。
【請求項２】
　大麦糠のα－アミラーゼ処理物の非水溶性成分を有効成分として含有するメタボリック
シンドローム改善又は予防剤。
【請求項３】
　前記非水溶性成分として細胞壁成分を含有する、請求項２に記載のメタボリックシンド
ローム改善又は予防剤。
【請求項４】
　前記細胞壁成分として不溶性食物繊維を含有する、請求項３に記載のメタボリックシン
ドローム改善又は予防剤。
【請求項５】
　タンパク質、脂質及び灰分をさらに含有し、
　タンパク質、脂質及び灰分の含有量が、前記不溶性食物繊維１００質量部に対して、そ
れぞれ１～３００質量部、１～１００質量部、及び１～８０質量部である、請求項４に記
載のメタボリックシンドローム改善又は予防剤。
【請求項６】
　前記不溶性食物繊維が、ヘミセルロース、セルロース、リグニン、ペクチン及び不溶性
β－グルカンのうちの少なくとも１種である、請求項４又は５に記載のメタボリックシン
ドローム改善又は予防剤。
【請求項７】
　前記大麦糠が、脱穀した大麦種子を搗精度５％～３０％で精麦して得られるものである
、請求項１～６のいずれか一項に記載のメタボリックシンドローム改善又は予防剤。
【請求項８】
　内臓脂肪低減作用を有する、請求項１～７のいずれか一項に記載のメタボリックシンド
ローム改善又は予防剤。
【請求項９】
　脂肪細胞肥大化抑制作用を有する、請求項１～８のいずれか一項に記載のメタボリック
シンドローム改善又は予防剤。
【請求項１０】
　血中レプチン濃度降下作用を有する、請求項１～９のいずれか一項に記載のメタボリッ
クシンドローム改善又は予防剤。
【請求項１１】
　血中インスリン濃度降下作用を有する、請求項１～１０のいずれか一項に記載のメタボ
リックシンドローム改善又は予防剤。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載のメタボリックシンドローム改善又は予防剤を含
有する飲料。
【請求項１３】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載のメタボリックシンドローム改善又は予防剤を含
有する食品。
【請求項１４】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載のメタボリックシンドローム改善又は予防剤を含
有する飼料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メタボリックシンドローム改善又は予防剤、並びにこれを含有する飲料、食



(3) JP WO2008/111651 A1 2008.9.18

10

20

30

40

50

品及び飼料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高血圧、高脂血症、糖尿病等の生活習慣病が増加し、人々の健康への関心が高ま
っている。これらの生活習慣病は、各々が独立した別個の病気ではなく、内臓に脂肪が蓄
積した肥満（内臓脂肪型肥満）が原因となって相互に関連している。最近では、これらの
生活習慣病はメタボリックシンドロームと呼ばれるようになり、メタボリックシンドロー
ムの改善又は予防に効果を示す機能性食品の開発が盛んに行われている。
【０００３】
　内臓脂肪型肥満ないしメタボリックシンドロームは、初期であれば、食生活、生活習慣
等を見直すことで、発症を予防し、症状を改善することが可能である。このため、これら
の疾患の治療は、食事療法及び運動療法が基本とされている。
【０００４】
　食事療法では、食事のメニューを低脂肪食、低ショ糖食、高繊維食にして、摂取するエ
ネルギーを抑え、規則正しい食習慣を身に付けさせることに主眼が置かれている（非特許
文献１）。運動療法では、ウォーキング、水泳等の有酸素運動に、ストレッチ、筋力トレ
ーニング等を組み合わせた運動により、摂取したエネルギーを積極的に消費させることに
主眼が置かれている（非特許文献２）。
【０００５】
　また、食事療法や運動療法による治療が困難な場合には、薬物療法が用いられる。薬物
療法では、血液中のコレステロールや中性脂肪を減らす作用を有する薬剤が使用され、例
えば、吸収阻害剤（細胞が脂質を吸収するのを阻害する薬剤）、合成阻害剤（肝臓が脂質
を合成するのを阻害する薬剤）、排泄促進剤（肝臓が脂質を排泄するのを促進する薬剤）
等が挙げられる（非特許文献３）。
【０００６】
【非特許文献１】「食生活指針」、［ｏｎｌｉｎｅ］、平成１２年３月２３日、厚生労働
省、厚生労働省ホームページの「報道発表資料」、［平成１８年１１月２１日検索］、イ
ンターネット〈ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ１．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｈｏｕｄｏｕ
／１２０３／ｈ０３２３－１＿ａ＿１１．ｈｔｍｌ〉
【非特許文献２】「健康づくりのための運動指針２００６」、［ｏｎｌｉｎｅ］、平成１
８年７月１日、厚生労働省、厚生労働省ホームページの「健康」、［平成１８年１１月２
１日検索］、インターネット〈ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／
ｂｕｎｙａ／ｋｅｎｋｏｕ／ｕｎｄｏｕ．ｈｔｍｌ〉
【非特許文献３】板倉、「高脂血症治療薬の選択と適正使用」、日本医学出版、２０００
年
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、食事療法や運動療法によって内臓脂肪型肥満ないしメタボリックシンド
ロームを治療するには、医師や栄養士の指導の下、患者に合った治療計画を立てる必要が
あり、規則正しい食習慣を身に付けて肥満体質を変えていくには、長期にわたる治療計画
が必要である。
【０００８】
　また、食事療法で使用される食材は、摂取するエネルギーを抑えるために低カロリー食
材が採用されるが、蓄積した内臓脂肪を積極的に分解し、消費させる食材はほとんど知ら
れていない。したがって、食事療法用の低脂肪食、低ショ糖食及び高繊維食であっても、
摂取量が多ければメタボリックシンドロームに対する改善及び予防の効果を期待すること
はできない。
【０００９】
　さらに、薬物療法で使用される薬剤は、作用メカニズムが明確であるため、積極的にメ
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タボリックシンドロームを治療し得る点では優れるが、副作用を伴うことが懸念される。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、内臓脂肪の蓄積を抑制し、メタボリックシンドロームの改善
又は予防を可能とする、天然物由来のメタボリックシンドローム改善又は予防剤を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、内臓脂肪を蓄積し、メタボリックシンドロームの症状を呈する病態モデ
ル（ＫＫマウス）に大麦糠（大麦種子の外層部）を投与すると、精麦された大麦種子（内
層部）を投与した場合と比較して、内臓脂肪の蓄積及び脂肪細胞の肥大化が有意に抑制さ
れることを見出し、本発明を完成させた。
【００１２】
　すなわち、本発明は、大麦糠又はそのα－アミラーゼ処理物を有効成分として含有する
メタボリックシンドローム改善又は予防剤を提供する。本発明はまた、大麦糠のα－アミ
ラーゼ処理物の非水溶性成分を有効成分として含有するメタボリックシンドローム改善又
は予防剤を提供する。
【００１３】
　本発明のメタボリックシンドローム改善又は予防剤は、精麦された大麦種子（内層部）
と比較してβ－グルカンの含有比率が顕著に低く、大麦種子を精麦する際に副次的に生じ
る大麦糠、そのα－アミラーゼ処理物、又は大麦糠のα－アミラーゼ処理物の非水溶性成
分を有効成分として含有することを特徴とする。
【００１４】
　大麦糠は、天然の食材であり、化学合成された医薬品と比較して人体に対する安全性が
はるかに優れている。これを使用すれば、医師や栄養士の指導がなくても、各人が家庭内
でメタボリックシンドロームの治療又は予防を行い、内臓脂肪の蓄積量を減らすことが可
能となる。また、精麦された大麦種子を得る際に副次的に生じる大麦糠は、従来、その大
部分が廃棄されていたため、大麦糠又はその処理物をメタボリックシンドローム改善又は
予防剤の有効成分として使用すれば、大麦糠の有効利用が実現される。
【００１５】
　本発明のメタボリックシンドローム改善又は予防剤は、内臓脂肪の蓄積を抑制して、内
臓脂肪を低減させ、脂肪細胞の肥大化を抑制することができる。また、このような作用を
介して、内臓脂肪型肥満ないしメタボリックシンドロームを改善（治療、軽減）及び予防
することを可能とする。
【００１６】
　メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満を主要な原因疾患又は構成疾患として発
症するが、内臓脂肪型肥満は通常、高レプチン血症及び高インスリン血症を伴う。本発明
のメタボリックシンドローム改善又は予防剤はまた、血中（血液、血清又は血漿中）のレ
プチン濃度及びインスリン濃度を降下させる作用を有し、このような作用を介して、内臓
脂肪型肥満ないしメタボリックシンドロームを改善（治療、軽減）及び予防することを可
能とする。
【００１７】
　本発明のメタボリックシンドローム改善又は予防剤は、大麦糠のα－アミラーゼ処理物
の非水溶性成分を有効成分として含有する場合、典型的には、非水溶性成分として細胞壁
成分を含有し、また、細胞壁成分として不溶性食物繊維を含有する。また、本発明のメタ
ボリックシンドローム改善又は予防剤は通常、タンパク質、脂質及び灰分をさらに含有す
る。不溶性食物繊維、タンパク質、脂質及び灰分を含有する場合、上述の作用をより効果
的に発揮させるという観点から、タンパク質の含有量は、上記不溶性食物繊維１００質量
部に対して、好ましくは１～３００質量部、より好ましくは３０～２４０質量部、さらに
好ましくは５０～２００質量部である。また、同様の観点から、脂質の含有量は、上記不
溶性食物繊維１００質量部に対して、好ましくは１～１００質量部、より好ましくは５～
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８０質量部、さらに好ましくは１０～６０質量部である。また、同様の観点から、灰分の
含有量は、上記不溶性食物繊維１００質量部に対して、好ましくは１～８０質量部、より
好ましくは５～７０質量部、さらに好ましくは１０～６０質量部である。上記不溶性食物
繊維としては、例えば、ヘミセルロース、セルロース、リグニン、ペクチン、不溶性β－
グルカン等が挙げられる。
【００１８】
　本発明において、大麦糠は、より高い内臓脂肪蓄積抑制効果及び脂肪細胞肥大化抑制効
果が得られる点で、脱穀した大麦種子を搗精度５％～３０％で精麦して得られたものであ
ることが好ましい。
【００１９】
　本発明のメタボリックシンドローム改善又は予防剤は、内臓脂肪低減作用及び脂肪細胞
肥大化抑制作用を有することから、内臓脂肪低減剤又は脂肪細胞肥大化抑制剤として使用
することもできる。また、本発明のメタボリックシンドローム改善又は予防剤は、血中の
レプチン濃度及びインスリン濃度を降下させる作用を有することから、血中レプチン濃度
降下剤又は血中インスリン濃度降下剤として使用することもできる。
【００２０】
　さらに、本発明のメタボリックシンドローム改善又は予防剤は、飲料、食品、飼料等に
添加可能である。上記メタボリックシンドローム改善又は予防剤を含有する飲料、食品等
は、内臓脂肪低減作用、脂肪細胞肥大化抑制作用等を有することから、メタボリックシン
ドロームの食事療法に使用することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明のメタボリックシンドローム改善又は予防剤によれば、ヒトを含む哺乳動物の内
臓脂肪の蓄積を抑制することができ、内臓脂肪型肥満ないしメタボリックシンドロームを
改善（治療、軽減）及び予防することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】大麦糠画分又は小麦糠画分を投与したＫＫマウスの後腹壁脂肪重量を示すグラフ
である。
【図２】大麦糠画分又は小麦糠画分を投与したＫＫマウスの腸間膜脂肪重量を示すグラフ
である。
【図３】大麦糠画分又は小麦糠画分を投与したＫＫマウスの副睾丸周辺脂肪重量を示すグ
ラフである。
【図４】大麦糠画分又は小麦糠画分を投与したＫＫマウスの後腹壁脂肪細胞サイズを示す
グラフである。
【図５】外層画分、脱脂外層画分、外層ＮＤＦ画分及び発芽外層画分を投与したＫＫマウ
スの後腹壁脂肪重量を示すグラフである。
【図６】外層画分、脱脂外層画分、外層ＮＤＦ画分及び発芽外層画分を投与したＫＫマウ
スの腸間膜脂肪重量を示すグラフである。
【図７】外層画分、脱脂外層画分、外層ＮＤＦ画分及び発芽外層画分を投与したＫＫマウ
スの副睾丸周辺脂肪重量を示すグラフである。
【図８】外層画分、脱脂外層画分、外層ＮＤＦ画分及び発芽外層画分を投与したＫＫマウ
スの後腹壁脂肪細胞サイズを示すグラフである。
【図９】外層画分、脱脂外層画分、外層ＮＤＦ画分及び発芽外層画分を投与したＫＫマウ
スの血清レプチン濃度を示すグラフである。
【図１０】外層画分、脱脂外層画分、外層ＮＤＦ画分及び発芽外層画分を投与したＫＫマ
ウスの血清インスリン濃度を示すグラフである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
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【００２４】
　本発明のメタボリックシンドローム改善又は予防剤は、一態様において、大麦糠又はそ
のα－アミラーゼ処理物を有効成分として含有することを特徴とする。また、他の一態様
において、大麦糠のα－アミラーゼ処理物の非水溶性成分を有効成分として含有すること
を特徴とする。
【００２５】
　「メタボリックシンドローム」とは、メタボリックシンドローム診断基準検討委員会に
よる「メタボリックシンドロームの定義と診断基準」（日本内科学会誌、９４（４）、７
９４－８０９、２００５）で定義されたものを意味する。
【００２６】
　すなわち、日本人の場合、「ウエスト周囲径：男性≧８５ｃｍ、女性≧９０ｃｍ（男女
とも、内臓脂肪面積≧１００ｃｍ２に相当）」という要件を満たし、かつ、下記（１）～
（３）のうちの少なくとも２つの要件を満たす場合に、メタボリックシンドロームと診断
される。
　（１）リポタンパク異常：高トリグリセリド血症（トリグリセリド値≧１５０ｍｇ／ｄ
Ｌ）及び／又は低ＨＤＬコレステロール血症（ＨＤＬコレステロール値＜４０ｍｇ／ｄＬ
）
　（２）血圧高値：収縮期血圧≧１３０ｍｍＨｇ及び／又は拡張期血圧≧８５ｍｍＨｇ
　（３）高血糖：空腹時血糖≧１１０ｍｇ／ｄＬ
【００２７】
　上記診断基準によりメタボリックシンドロームと診断された場合には、高血圧、高脂血
症、糖尿病等の生活習慣病が発症していることを意味し、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞等
の深刻な疾患が引き起こされやすい状態にあるといえる。
【００２８】
　本発明において、「メタボリックシンドローム改善又は予防剤」とは、上記メタボリッ
クシンドロームを治療、軽減又は予防する剤を意味する。
【００２９】
　本発明において用いられる大麦糠は、脱穀した大麦種子を精麦機で精麦すれば、外層部
が削り取られ、精白された大麦種子の副産物として得ることができる。精麦処理は、大麦
用の精麦機に限らず、搗精度の設定が可能であり、大麦にも代用できる機械であれば精米
機を使用することもできる。
【００３０】
　穀類加工品を得るために搗精を行う場合には、穀類の種子を発芽処理してＧＡＢＡ等の
有効成分の含有量を増やす操作がなされることがある。本発明で使用する大麦糠は、発芽
処理された大麦種子であっても、発芽処理されていない大麦種子であってもよい。発芽処
理された大麦種子を使用する場合、発芽処理の期間は、より高いメタボリックシンドロー
ム改善又は予防効果を得るという観点から、好ましくは１２時間～１０日、より好ましく
は１～７日、更に好ましくは１～２日である。
【００３１】
　本発明において、「大麦糠のα－アミラーゼ処理物」とは、大麦糠をα－アミラーゼと
混合して、大麦糠中のデンプンを分解させる処理によって得られるものを意味する。「大
麦糠のα－アミラーゼ処理物」は、デンプンの分解物が除去されたものでなくてもよい。
【００３２】
　「有効成分として含有する」とは、大麦糠が被検体のメタボリックシンドロームの症状
を改善（治療、軽減）又は予防するのに十分な量、すなわち、例えば、内臓脂肪低減作用
及び／又は脂肪細胞肥大化抑制作用を発揮するのに十分な量、含有することを意味する。
【００３３】
　本発明のメタボリックシンドローム改善又は予防剤は、大麦糠のα－アミラーゼ処理物
の非水溶性成分を有効成分として含有する場合、典型的には、非水溶性成分として細胞壁
成分を含有し、また、細胞壁成分として不溶性食物繊維を含有する。また、本発明のメタ
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ボリックシンドローム改善又は予防剤は通常、タンパク質、脂質及び灰分をさらに含有す
る。不溶性食物繊維、タンパク質、脂質及び灰分を含有する場合、より高いメタボリック
シンドローム改善又は予防効果を得るという観点から、タンパク質の含有量は、上記不溶
性食物繊維１００質量部に対して、好ましくは１～３００質量部、より好ましくは３０～
２４０質量部、さらに好ましくは５０～２００質量部である。また、同様の観点から、脂
質の含有量は、上記不溶性食物繊維１００質量部に対して、好ましくは１～１００質量部
、より好ましくは５～８０質量部、さらに好ましくは１０～６０質量部である。また、同
様の観点から、灰分の含有量は、上記不溶性食物繊維１００質量部に対して、好ましくは
１～８０質量部、より好ましくは５～７０質量部、さらに好ましくは１０～６０質量部で
ある。
【００３４】
　本発明において、「細胞壁成分」とは、大麦糠（大麦種子の外層部）の細胞の細胞壁を
構成する成分を意味する。例えば、大麦糠のα－アミラーゼ処理物の非水溶性成分を中性
デタージェントで処理して得られる成分は、「細胞壁成分」に該当する。また、「不溶性
食物繊維」とは、食物繊維（哺乳動物の消化酵素で消化されない食物中の成分）のうち、
特に水に不溶性のものを意味する。不溶性食物繊維としては、例えば、ヘミセルロース、
セルロース、リグニン、ペクチン、不溶性β－グルカン等が挙げられる。
【００３５】
　上記大麦糠は、脱穀した大麦種子を搗精度５％～３０％で精麦して得られる大麦糠であ
ることが好ましく、精麦時の搗精度は、より好ましくは５％～２５％、さらに好ましく１
０％～２０％である。
【００３６】
　搗精度とは、精麦の程度を表す数値（％）のことをいい、「原料大麦から削り取られた
外層部の重量」を「原料大麦種子の重量」で除して、１００を乗じた値である。したがっ
て、例えば、「搗精度２０％」とは、大麦糠として削り取られた外層部が２０％で、精白
された大麦種子の内層部が８０％であることを意味する。なお、「精麦」及び「精麦処理
」とは、大麦種子の外層部の糠層を削り取る作業のことをいう。
【００３７】
　上記大麦糠は、ビタミンＥ群を４０～４００質量ｐｐｍ含有することが好ましく、ビタ
ミンＥ群の含量は、より好ましくは１００～４００質量ｐｐｍ、さらに好ましくは１７５
～４００質量ｐｐｍである。なお、ビタミンＥ群は、トコフェロール及びトコトリエノー
ルの２種から構成され、ビタミンＥ群の含量とは、トコフェロールの含量及びトコトリエ
ノールの含量の合計のことである。
【００３８】
　また、上記ビタミンＥ群は、トコトリエノールを３０～３００質量ｐｐｍ含有すること
が好ましく、トコトリエノールの含量は、より好ましくは１００～３００質量ｐｐｍ、さ
らに好ましくは１２５～３００質量ｐｐｍである。
【００３９】
　本発明のメタボリックシンドローム改善又は予防剤は、内臓脂肪低減作用及び／又は脂
肪細胞肥大化抑制作用を有する。
【００４０】
　「内臓脂肪低減作用」とは、内臓への脂肪の蓄積を抑制したり、内臓に蓄積した脂肪を
燃焼させたりして、内臓脂肪の体積を低減させる作用のことをいう。内臓脂肪低減作用と
しては、例えば、脂肪分解作用；脂肪細胞増殖抑制作用；アンジオテンシノーゲン、レプ
チン、ＴＮＦ－α、ＰＡＩ－１、遊離脂肪酸等の産生抑制作用；アディポネクチンの産生
促進作用、等が挙げられる。
【００４１】
　また、「脂肪細胞肥大化抑制作用」とは、脂肪細胞が脂質を過剰に蓄積することによっ
て生じる脂肪細胞の肥大化を抑制する作用のことをいい、より具体的には、脂肪細胞のサ
イズ（長径）又は体積の増大を抑制し、又はこれを低減させる作用である。
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【００４２】
　メタボリックシンドロームの動物モデルとしては、例えば、過食により肥満が惹起され
、内臓脂肪を蓄積することを特徴とするＫＫマウス、ヒトの変形性膝関節症のモデルであ
って、内臓脂肪の蓄積が認められるＳＴＲマウス、及び高脂肪食の摂取でコレステロール
が上昇するＦｉｓｃｈｅｒ３４４ラットが挙げられる。これらの動物モデルに大麦糠を投
与し、一定期間飼育した後に臓器重量、並びに腹腔内脂肪細胞のサイズ及び体積を測定す
れば、内臓脂肪蓄積抑制効果、内臓脂肪低減効果又は脂肪細胞肥大化抑制効果の有無を確
認することができる。
【００４３】
　本発明のメタボリックシンドローム改善又は予防剤は、固体（例えば、凍結乾燥させて
得られる粉末）、液体（水溶性又は脂溶性の溶液又は懸濁液）、ペースト等のいずれの形
状でもよく、また、散剤、顆粒剤、錠剤、カプセル剤、液剤、懸濁剤、乳剤、軟膏剤、硬
膏剤等のいずれの剤形を取ってもよい。
【００４４】
　上述の各種製剤は、大麦糠、そのα－アミラーゼ処理物、又は大麦糠のα－アミラーゼ
処理物の非水溶性成分と、薬学的に許容される添加剤（賦形剤、結合剤、滑沢剤、崩壊剤
、乳化剤、界面活性剤、基剤、溶解補助剤、懸濁化剤等）と、を混和することによって調
製することができる。
【００４５】
　例えば、賦形剤としては、ラクトース、スクロース、デンプン、デキストリン等が挙げ
られる。結合剤としては、ポリビニルアルコール、アラビアゴム、トラガント、ゼラチン
、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメ
チルセルロースナトリウム、ポリビニルピロリドン等が挙げられる。滑沢剤としては、ス
テアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、タルク等が挙げられる。崩壊剤とし
ては、例えば、結晶セルロース、寒天、ゼラチン、炭酸カルシウム、炭酸水素ナトリウム
、デキストリン等が挙げられる。乳化剤又は界面活性剤としては、Ｔｗｅｅｎ６０、Ｔｗ
ｅｅｎ８０、Ｓｐａｎ８０、モノステアリン酸グリセリン等が挙げられる。基剤としては
、セトステアリルアルコール、ラノリン、ポリエチレングリコール、米糠油、魚油（ＤＨ
Ａ、ＥＰＡ等）、オリーブ油等が挙げられる。溶解補助剤としては、ポリエチレングリコ
ール、プロピレングリコール、炭酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、Ｔｗｅｅｎ８０等
が挙げられる。懸濁化剤としては、上述の界面活性剤の他、ポリビニルアルコール、ポリ
ビニルピロリドン、メチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、アルギン酸ナトリ
ウム等が挙げられる。
【００４６】
　本発明のメタボリックシンドローム改善又は予防剤は、飲料、食品、飼料等に添加して
用いることができる。添加可能な飲料としては、水、清涼飲料水、果汁飲料、乳飲料、ア
ルコール飲料等が挙げられる。また、添加可能な食品としては、例えば、ご飯、麦ご飯等
の粒食、及び小麦粉等の粉食が挙げられる。特に、小麦粉を素材とする、麺、パン、お菓
子等の食品は添加の対象として好適である。さらに、麦を原料とした加工食品（例えば、
味噌、醤油）も添加の対象となる。本発明のメタボリックシンドローム改善又は予防剤は
また、特定保健用食品、特殊栄養食品、栄養補助食品、健康食品、機能性食品、病者用食
品等の成分として使用することもできる。飲料、食品等の全質量に対するメタボリックシ
ンドローム改善又は予防剤の含有割合は、当該剤が薬効を発揮する割合であればよいが、
好ましくは５質量％以上、より好ましくは１０質量％以上、さらに好ましくは２０質量％
以上、特に好ましくは３０質量％以上である。
【００４７】
　上記飲料、食品、飼料等は、当該分野で通常使用される添加物をさらに含有していても
よい。そのような添加物としては、例えば、苦味料、香料、リンゴファイバー、大豆ファ
イバー、肉エキス、黒酢エキス、ゼラチン、コーンスターチ、蜂蜜、動植物油脂；グルテ
ン等のタンパク質；大豆、エンドウ等の豆類；グルコース等の単糖類；スクロース、フル
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クトース、マンニトール等の二糖類；デキストロース、デンプン等の多糖類；エリスリト
ール、キシリトール、ソルビトール等の糖アルコール類；ビタミンＣ等のビタミン類；亜
鉛、銅、マグネシウム等のミネラル類；ＣｏＱ１０、α－リポ酸、カルニチン、カプサイ
シン等の機能性素材が挙げられ、これらの添加物は、各々を単独で、又は複数種を組み合
わせて使用することができる。
【実施例】
【００４８】
　以下、実施例に基づいて本発明をより具体的に説明する。但し、本発明は、以下の実施
例に限定されるものではない。
【００４９】
〔実施例１：腹腔内脂肪の蓄積及び脂肪細胞の肥大化に及ぼす大麦糠の影響〕
（大麦糠画分及び大麦胚乳画分の調製）
　脱穀後の大麦種子（品種：ＣＤＣ　Ｆｉｂａｒ）の１８０ｇを、搗精度２０％に設定し
た精麦機（ＴＭ０５Ｃ；サタケ社製）で２分２０秒～２分３０秒間、精麦処理を行い、削
り取られた大麦種子の外層部を大麦糠画分とした。引き続き、搗精度２０％で精麦した大
麦種子を、今度は搗精度３６％に設定して、２分１０秒～２分３０秒間、精麦処理を行っ
て、外層部をさらに除いた大麦種子の内層部を大麦胚乳画分とした。いずれの画分につい
ても、アルファ化処理を行った後、凍結乾燥し、粉砕して粉化した。
【００５０】
　各画分の成分組成を表１に示す。表中、各成分量の単位は、特に断らない限り、ｇ／１
００ｇ画分である。
【００５１】
【表１】

【００５２】
　表１に示されるように、大麦糠画分と大麦胚乳画分とでは、脂質の含有量に大きな違い
が認められたため、脂質成分についてさらなる解析を行った。その結果、ビタミンＥ群が
、大麦胚乳画分には７質量ｐｐｍしか含まれていなかったのに対し、大麦糠画分には１９
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６質量ｐｐｍ含まれていた。また、トコトリエノールが、大麦胚乳画分には３質量ｐｐｍ
しか含まれていなかったのに対し、大麦糠画分には１４２質量ｐｐｍ含まれていた。この
結果より、本実施例で用いた大麦糠画分は、ビタミンＥ群、特にトコトリエノールを高含
有している画分であることが明らかとなった。
【００５３】
（飼料の調製）
　ＫＫマウスに投与する飼料は、粉末飼料ＡＩＮ９３Ｇを基本に以下のように調製した。
対照群のマウスに投与する飼料は、粉末飼料ＡＩＮ９３Ｇをそのまま使用した。他方、大
麦糠画分投与群及び大麦胚乳画分投与群のマウスに投与する飼料は、総食物繊維量が５％
となるように、粉末飼料ＡＩＮ９３Ｇに大麦糠画分及び大麦胚乳画分をそれぞれ配合し、
タンパク質及び脂質の含有量が両群で等しくなるように、カゼイン、コーンスターチ、大
豆油及びセルロースを加えて調製した。
【００５４】
　各飼料の組成を表２に示す。表中、各成分量の単位は、ｇ／ｋｇ飼料である。
【００５５】
【表２】

【００５６】
（実験動物の飼育）
　４週齢、雄のＫＫマウス（日本クレア株式会社）に対して、温度２２±３℃（許容範囲
：１８～２６℃）、相対湿度５５±２０％（許容範囲：３０～８０％）、換気回数１２回
／時、明暗時間１２時間（照明時間８時～２０時）に設定した飼育室で、１週間の馴化飼
育を行った。馴化飼育期間中は、各マウスの一般状態を毎日観察し、受入翌日及び馴化最
終日には体重を測定した。
【００５７】
（飼料の投与）
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　馴化飼育で一般状態が良好であったマウスを２４匹選択し、各群の平均体重及び分散が
ほぼ等しくなるように無作為に３群（１群８匹）に分けた。各群のマウスには、上記飼料
及び水道水を２ヶ月間自由に摂取させた。
【００５８】
　各群のＫＫマウスの初体重、終体重、体重増加量、飼料摂取量及び飼料効率を表３に示
す。「初体重」とは、投与開始時のマウス１匹当たりの体重、「終体重」とは、投与終了
時のマウス１匹当たりの体重、「体重増加量」とは、投与期間におけるマウス１匹当たり
、１日当たりの体重増加量を表す。また、「飼料摂取量」とは、投与期間におけるマウス
１匹当たり、１日当たりの飼料摂取量、「飼料効率」とは、体重増加量に対する飼料摂取
量の割合を表す。表中の数値は、平均値±標準偏差で示されている。
【００５９】
【表３】

【００６０】
　表３から明らかなように、群間で上記パラメーターに大きな変動はなく、大麦糠画分又
は大麦胚乳画分を配合した飼料をＫＫマウスに摂取させた場合であっても、対照群と同様
に、健常に体重等が推移していることが観察された。この結果より、大麦糠画分及び大麦
胚乳画分には、ＫＫマウスの体重増加及び飼料の摂取に影響を与えるような毒性がないこ
とが明らかとなった。
【００６１】
（脂肪重量、並びに後腹壁脂肪細胞のサイズ、体積及び数の測定）
　２ヶ月の飼料投与期間終了後、ＫＫマウスを解剖し、脂肪重量、並びに後腹壁脂肪細胞
のサイズ（長径）、体積及び数を測定した（解剖前に４時間絶食させた）。
【００６２】
　ＫＫマウスの各臓器周辺に蓄積した脂肪重量を表４に示す。また、ＫＫマウスの後腹壁
脂肪細胞のサイズ（長径）、体積及び数を表５に示す。表中の数値は、平均値±標準偏差
で示されている。表中のアルファベットは、Ｔｕｒｋｅｙ－Ｋｒａｍｅｒ法で統計解析し
た結果を示すものであり、異なるアルファベット間で統計的有意差（ｐ＜０．０５）があ
ることを示している。
【００６３】
【表４】
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【００６４】
【表５】

【００６５】
　表４から明らかなように、大麦糠画分投与群では、後腹壁脂肪重量が対照群及び大麦胚
乳画分と比較して顕著に低く、対照群との間では統計的有意差が認められた。一方、副睾
丸周辺脂肪重量については、３群間で有意な差は認められなかった。以上のことから、大
麦糠は、内臓脂肪低減作用を有することが明らかとなった。
【００６６】
　表５から明らかなように、大麦糠画分投与群では、後腹壁脂肪細胞サイズ及び後腹壁脂
肪細胞体積が対照群及び大麦胚乳画分投与群と比較して顕著に小さく、両群との間で統計
的有意差が認められた。一方、後腹壁脂肪細胞数については、３群間で有意な差は認めら
れなかった。以上のことから、大麦糠は、脂肪細胞肥大化抑制作用を有することが明らか
となった。
【００６７】
〔実施例２：大麦糠の作用と小麦糠の作用との比較〕
（大麦糠画分及び小麦糠画分の調製）
　脱穀後の大麦種子（品種：イチバンボシ）の１８０ｇを、搗精度１０％に設定した精麦
機（ＴＭ０５Ｃ；サタケ社製）で約１分間、精麦処理を行い、削り取られた大麦種子の外
層部を大麦糠画分とした。また、市販の小麦糠（小麦ふすま；日清ファルマ社製）を小麦
糠画分とした。いずれの画分についても、アルファ化処理を行った後、凍結乾燥し、粉砕
して粉化した。
【００６８】
（飼料の調製）
　大麦糠画分投与群及び小麦糠画分投与群に投与する飼料は、実施例１と同様に、総食物
繊維量が５％となるように、粉末飼料ＡＩＮ９３Ｇに大麦糠画分又は小麦糠画分をそれぞ
れ配合し、タンパク質及び脂質の含有量が両群で等しくなるようにカゼイン、コーンスタ
ーチ、大豆油及びセルロースを加えて調製した。
【００６９】
　各飼料の組成を表６に示す。表中、各成分量の単位は、ｇ／ｋｇ飼料である。
【００７０】
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【表６】

【００７１】
（飼料の投与）
　実施例１と同様に、４週齢、雄のＫＫマウス（日本クレア株式会社）に対して１週間の
馴化飼育を行い、一般状態が良好であったマウスを、各群の平均体重及び分散がほぼ等し
くなるように無作為に３群（１群８匹）に群分けした。各群のマウスには、それぞれ上記
飼料及び水道水を２ヶ月間自由に摂取させた。
【００７２】
　各群のＫＫマウスの初体重、終体重、体重増加量、飼料摂取量及び飼料効率を表７に示
す。「初体重」、「終体重」、「体重増加量」、「飼料摂取量」及び「飼料効率」の意味
は上述（表３）と同様である。
【００７３】
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【表７】

【００７４】
　表７から明らかなように、群間で上記パラメーターに大きな変動はなく、大麦糠画分又
は小麦糠画分を配合した飼料をＫＫマウスに摂取させた場合であっても、対照群と同様に
、健常に体重等が推移していることが観察された。この結果より、大麦糠画分及び小麦糠
画分には、ＫＫマウスの体重増加及び飼料の摂取に影響を与えるような毒性がないことが
明らかとなった。
【００７５】
（脂肪重量及び後腹壁脂肪細胞サイズの測定）
　２ヶ月の飼料投与期間終了後、ＫＫマウスを解剖し、脂肪重量及び後腹壁脂肪細胞サイ
ズ（長径）を測定した（解剖前に４時間絶食させた）。
【００７６】
　図１～３は、大麦糠画分又は小麦糠画分を２ヶ月間摂取させた後のＫＫマウスの各臓器
周辺に蓄積した脂肪重量を示すグラフである。図４は、大麦糠画分又は小麦糠画分を２ヶ
月間摂取させた後のＫＫマウスの後腹壁脂肪細胞サイズを示すグラフである。図中、数値
は、平均値±標準偏差で示されている。また、「＊」は、２個のデータ間で統計的有意差
（ｐ＜０．０５）があることを示している。
【００７７】
　図１～３から明らかなように、大麦糠画分投与群及び小麦糠画分投与群のいずれの群に
おいても、対照群と比較して、後腹壁脂肪重量（図１）、腸間膜脂肪重量（図２）及び副
睾丸周辺脂肪重量（図３）が低下する傾向が認められたが、大麦糠画分の内臓脂肪低減作
用は、小麦糠画分と比較してより強いことが明らかとなった。
【００７８】
　図４から明らかなように、大麦糠画分投与群では、後腹壁脂肪細胞サイズが対照群と比
較して顕著に小さく、対照群との間で統計的有意差が認められたが、小麦糠画分投与群で
は、後腹壁脂肪細胞サイズが対照群よりも大きく、脂肪細胞肥大化抑制作用は認められな
かった。以上のことから、大麦糠は、脂肪細胞肥大化抑制作用を有し、この作用は小麦糠
には認められない大麦糠特有の作用であることが明らかとなった。
【００７９】
　実施例１及び２により、大麦糠は、内臓脂肪低減作用及び脂肪細胞肥大化抑制作用を有
し、メタボリックシンドローム改善又は予防剤として有用であることが示された。
【００８０】
〔実施例３（食品例１）：蒸しパン〕
　表８（試作１及び２）の配合で、牛乳、卵及び砂糖を混ぜた後に、薄力粉、大麦糠及び
ベーキングパウダーを加え、生地を作製した。次いで、その生地を所定の型に流し込み、
蒸し器で１５分間蒸して、蒸しパンを得た。
【００８１】
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【表８】

【００８２】
〔実施例４（食品例２）：リーフパイ〕
　表９（試作１及び２）の配合で、強力粉、薄力粉及び大麦糠を混ぜ、生地を作製した。
次いで、その生地を所定の形に折り曲げた状態でグラニュー糖をまぶし、２００℃のオー
ブンで１５分間焼いて、リーフパイを得た。
【００８３】

【表９】

【００８４】
〔実施例５（食品例３）：クッキー〕
　表１０（試作１～３）の配合で、薄力粉、大麦糠及びベーキングパウダーを混ぜ、生地
を作製した。次いで、その生地を所定の形に成型し、１５０℃のオーブンで２５分間焼い
て、クッキーを得た。
【００８５】
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【表１０】

【００８６】
〔実施例６：腹腔内脂肪の蓄積及び脂肪細胞の肥大化に及ぼす大麦糠のα－アミラーゼ処
理物の影響〕
（外層画分、脱脂外層画分、外層ＮＤＦ画分及び発芽外層画分の調製）
　脱穀後の大麦種子（品種：ＣＤＣ　Ｆｉｂａｒ）の１８０ｇを、搗精度２０％に設定し
た精麦機（ＴＭ０５Ｃ；サタケ社製）で２～３分間、精麦処理を行い、削り取られた大麦
種子の外層部を外層（大麦糠）画分とした。また、大麦種子の外層部をヘキサンで抽出し
た抽出物を脱脂外層画分とした。また、大麦種子の外層部をα－アミラーゼで処理し、さ
らに中性デタージェント溶液（ラウリル硫酸ナトリウム　３０ｇ、ＥＤＴＡ・２Ｎａ　１
８．６１ｇ、ホウ酸ナトリウム・１０水塩　６．８１ｇ、無水リン酸２ナトリウム　４．
５６ｇ、エチレングリコールモノエチルエーテル　１０ｍＬを蒸留水１Ｌに加温溶解して
得られる溶液。ｐＨ：６．９～７．１）で処理して得られた処理物を外層ＮＤＦ画分とし
た。また、２日間の発芽処理が施された大麦種子（品種：ＣＤＣ　Ｆｉｂａｒ）を上述の
外層画分の調製と同様にして処理して得られた大麦種子の外層部を発芽外層画分とした。
いずれの画分についても、アルファ化処理を行った後、凍結乾燥し、粉砕して粉化した。
【００８７】
　各画分の成分組成を表１１に示す。表中、各成分量の単位は、ｇ／１００ｇ画分である
。なお、いずれの画分においても、水溶性食物繊維の８０質量％以上はβ－グルカンであ
った。
【００８８】
【表１１】

【００８９】
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　表１１に示されるように、外層ＮＤＦ画分は、主として細胞壁成分、特に不溶性食物繊
維、からなる画分である。外層ＮＤＦ画分中の不溶性食物繊維は、一般にＮＤＦ（ｎｅｕ
ｔｒａｌ　ｄｅｔｅｒｇｅｎｔ　ｆｉｂｅｒ、中性デタージェント繊維）と呼ばれるもの
（例えば、ヘミセルロース、セルロース、リグニン、ペクチン、不溶性β－グルカン）に
相当する。
【００９０】
（飼料の調製）
　ＫＫマウスに投与する飼料は、粉末飼料ＡＩＮ９３Ｇを基本に以下のように調製した。
対照群のマウスに投与する飼料は、粉末飼料ＡＩＮ９３Ｇをそのまま使用した。他方、外
層画分投与群、脱脂外層画分投与群、外層ＮＤＦ画分投与群及び発芽外層画分投与群のマ
ウスに投与する飼料は、総食物繊維量が５％となるように、粉末飼料ＡＩＮ９３Ｇに外層
画分、脱脂外層画分、外層ＮＤＦ画分及び発芽外層画分をそれぞれ配合し、タンパク質及
び脂質の含有量が両群で等しくなるように、カゼイン、コーンスターチ、大豆油及びセル
ロースを加えて調製した。
【００９１】
　各飼料の組成を表１２に示す。表中、各成分量の単位は、ｇ／ｋｇ飼料である。また、
「対照」、「外層」、「脱脂外層」、「外層ＮＤＦ」及び「発芽外層」は、それぞれ対照
群、外層画分投与群、脱脂外層画分投与群、外層ＮＤＦ画分投与群及び発芽外層画分投与
群を表す（他の表及び図においても同様）。
【００９２】
【表１２】
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（実験動物の飼育）
　４週齢、雄のＫＫマウス（日本クレア株式会社）に対して、温度２２±３℃（許容範囲
：１８～２６℃）、相対湿度５５±２０％（許容範囲：３０～８０％）、換気回数１２回
／時、明暗時間１２時間（照明時間８時～２０時）に設定した飼育室で、１週間の馴化飼
育を行った。馴化飼育期間中は、各マウスの一般状態を毎日観察し、受入翌日及び馴化最
終日には体重を測定した。
【００９４】
（飼料の投与）
　馴化飼育で一般状態が良好であったマウスを２４匹選択し、各群の平均体重及び分散が
ほぼ等しくなるように無作為に５群（１群８匹）に分けた。各群のマウスには、上記飼料
及び水道水を２ヶ月間自由に摂取させた。
【００９５】
（脂肪重量、後腹壁脂肪細胞サイズ、血清レプチン濃度及び血清インスリン濃度の測定）
　２ヶ月の飼料投与期間終了後、ＫＫマウスを解剖し、脂肪重量、後腹壁脂肪細胞サイズ
（長径）、血清レプチン濃度及び血清インスリン濃度を測定した（解剖前に４時間絶食さ
せた）。
【００９６】
　ＫＫマウスの各臓器周辺に蓄積した脂肪重量を表１３、１４及び図５～７に示す。ＫＫ
マウスの後腹壁脂肪細胞サイズ（長径）を表１５及び図８に示す。ＫＫマウスの血清レプ
チン濃度及び血清インスリン濃度を表１６、図９及び１０に示す。図５～７は、それぞれ
後腹壁脂肪重量、腸間膜脂肪重量及び副睾丸周辺脂肪重量を示すグラフであり、各図にお
いて、（ａ）のグラフ（表１３に対応）は、脂肪の総重量（ｇ）を示し、（ｂ）のグラフ
（表１４に対応）は、マウスの体重１００ｇ当たりの脂肪重量（ｇ／１００ｇ体重）を示
している。図８は、後腹壁脂肪細胞サイズ（長径）を示すグラフである。図９及び１０は
、それぞれ血清レプチン濃度及び血清インスリン濃度を示すグラフである。表中の数値は
、平均値±標準偏差で示されている。表中及び図中のアルファベットは、Ｔｕｒｋｅｙ－
Ｋｒａｍｅｒ法で統計解析した結果を示すものであり、異なるアルファベット間で統計的
有意差（ｐ＜０．０５）があることを示している。
【００９７】
【表１３】

【００９８】
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【表１４】

【００９９】
【表１５】

【０１００】

【表１６】

【０１０１】
　表１３、１４及び図５～７から明らかなように、後腹壁脂肪重量、腸間膜脂肪重量及び
副睾丸周辺脂肪重量のいずれについても、外層画分投与群、脱脂外層画分投与群、外層Ｎ
ＤＦ画分投与群及び発芽外層画分投与群は、対照群と比較して低い値を示した（但し、発
芽外層群の副睾丸周辺脂肪重量を除く）。このことから、外層（大麦糠）画分、脱脂外層
画分、外層ＮＤＦ画分及び発芽外層画分は、内臓脂肪低減作用を有することが明らかとな
った。
【０１０２】
　表１５及び図８から明らかなように、後腹壁脂肪細胞サイズについては、外層画分投与
群、脱脂外層画分投与群、外層ＮＤＦ画分投与群及び発芽外層画分投与群のいずれも、対
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照群と比較して低い値を示し、特に外層ＮＤＦ画分投与群及び発芽外層画分投与群は、顕
著に低い値を示した。このことから、外層（大麦糠）画分、脱脂外層画分、外層ＮＤＦ画
分及び発芽外層画分は、脂肪細胞肥大化抑制作用を有することが明らかとなった。
【０１０３】
　表１６、図９及び１０から明らかなように、血清レプチン濃度及び血清インスリン濃度
については、外層画分投与群、脱脂外層画分投与群、外層ＮＤＦ画分投与群及び発芽外層
画分投与群のいずれも、対照群と比較して低い値を示し、特に脱脂外層画分投与群及び外
層ＮＤＦ画分投与群は、顕著に低い値を示した。このことから、外層（大麦糠）画分、脱
脂外層画分、外層ＮＤＦ画分及び発芽外層画分は、血中レプチン濃度降下作用及び血中イ
ンスリン濃度降下作用を有することが明らかとなった。
【０１０４】
　実施例３により、大麦糠又はそのアミラーゼ処理物、或いは大麦糠のアミラーゼ処理物
の非水溶性成分は、内臓脂肪低減作用、脂肪細胞肥大化抑制作用、血中レプチン濃度降下
作用及び血中インスリン濃度降下作用を有し、メタボリックシンドローム改善又は予防剤
として有用であることが示された。

【図１】 【図２】
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