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−第6回カレー再発見フォーラム−

自律神経活動がエネルギー代謝に及ぼす影響
〜小児肥満とカレーの効能〜
森谷敏夫氏（京都大学大学院人間・環境学研究科教授）

「カレー再発見フォーラム」も本年で、設立か
ら4年目を迎えました。カレーはだれからも好
まれる日常食でありながら、健康に有益な多
くの機能性を持つ食品であることが、科学的
に解明されつつあります。今後もカレーに秘
められた奥深い魅力を、みなさまにご紹介し
ていきたいと考えております。
さて6回目のフォーラムでは「肥満」をテーマ
に、京都大学大学院人間・環境学研究科教授
の森谷敏夫氏をお招きしました。肥満は生活
習慣病のリスクファクターであり、昨今では
小児肥満の増加も懸念されています。森谷氏
は成人及び小児を対象にした臨床試験の結果、
カレーライスには食後の熱産生を活発にして、
エネルギー代謝を促進させる作用が認められ
たことなどを発表されました。これは肥満予
防食としてのカレーライスの可能性を示唆す
るものといえるでしょう。
なお本ニュースレターは、森谷氏の講演内容
をまとめたものです。
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増加する肥満〜肥満は生活習慣病の危険因子
現代ほど肥満に高い関心が寄せられた時代はな
い。しかしその実、肥満について誤った情報に
振り回されている人が多い。肥満とは体内に過
剰な脂肪が蓄積された状態を指し、単に体重が
重いことではない。つまり体重では肥満かどう
か判断できないのである。実際に体重は少なく
見た目はスリムでも、体にたっぷりと脂肪を蓄
えた「隠れ肥満」の人はいくらでもいる。
肥満の指標には通常、体脂肪率を用いるが、体
脂肪率は一般家庭で正確に測定することが難し
いので、日本肥満学会では体脂肪率と相関性が
高いBMI（Body Mass Index／体格指数）によっ
て肥満を判定している。これを用いると日本人
成人の20%以上が肥満であるという報告もなさ
れている［資料1-1参照］
。
（%）
＜男性＞
30

肥満

（%）＜女性＞
30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

15 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
未〜〜〜〜〜〜〜〜〜以
満 17 19 21 23 25 27 29 31 33 上
BMI

0

肥満

15 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
未〜〜〜〜〜〜〜〜〜以
満 17 19 21 23 25 27 29 31 33 上
BMI

▲資料1-1 BMI値の分布
＊出典：平成11年度国民栄養調査結果

ところで肥満はなぜ問題なのだろう。それは肥
満がさまざまな生活習慣病のリスクファクター
となるためである。現在、日本の糖尿病患者は
690万人にのぼり、予備軍を含めると1,200万人
を超えるといわれているが、この糖尿病は肥満
と密接に関係している。
本来、東洋人は体質的に膵臓が弱いので、太る
と糖尿病になりやすい。膵臓の強い欧米人は、
脂質を過剰に摂取し続けても、インスリンをさ
かんに分泌して、際限なく脂肪細胞に脂肪を蓄
積することができる。つまり極端に太ることが
できるのだ。しかし日本人が同じことをすると、
先に膵臓が悲鳴を上げ、インスリンが十分に分
泌されなくなったり、うまく機能しなくなった
りする。その結果、糖尿病を発症してしまう。
また糖尿病だけでなく、肥満が進行すると、血
液中に脂肪がだぶつき、血液の粘度が上がるた
め、高脂血症や高血圧症のリスクも高くなる。
これら肥満症、糖尿病、高脂血症、高血圧症は
「死の四重奏」ともいわれ、どれか1つでもあれ
ば死亡率は2倍になり、すべてあれば死亡率は
16倍に跳ね上がる。そしてこの「死の四重奏」
には音がない。つまり無自覚、無痛のまま進行
し、症状が出たときには取り返しのつかないこ
とになっているのである。

＜Column＞ 戦後まもなくに比べて50倍に増加した糖尿病
現在ではおよそ10人に1人が糖尿病患者またはそ
の予備軍であるが、これは戦後すぐと比較すると
約50倍の数である。裏を返せば、ひと昔前まで糖
尿病は珍しい病気だったのである。
「親が糖尿病だから遺伝だ」と言う糖尿病患者が
多いが、本当にそうだろうか。日本人の糖尿病の
5%が「インスリン依存型糖尿病」だが、残り95%
は「インスリン非依存型糖尿病」である。「遺伝」
によって発症するのは前者であり、大部分を占め
る「インスリン非依存型糖尿病」は食生活や運動
不足など生活習慣が大きく関与する。もちろん
「遺伝的体質」の影響もあるが、本文で述べたよ

うに日本人は糖尿病になりやすい体質なのだ。
糖尿病が「遺伝」でのみ発症するならば、わずか
数十年で糖尿病患者が50倍に膨れあがったことの
説明がつかない。やはり急増の原因は、生活習慣
の変容と見るのが自然だろう。たとえ糖尿病にな
りやすい遺伝的体質を持って生まれても、粗食で
体をよく動かしていた昔の生活では、知らずと糖
尿病のリスクを回避していた。それがいつのまに
か糖尿病の温床となる生活スタイルに変わってし
まったのである。「ほとんどの糖尿病は生活習慣
に依存して起こる」。50倍という数字はこのこと
を雄弁に語っている。
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小児を取り巻く現状〜増加する肥満とキレる子ども
最近では成人だけでなく、小児の肥満も目立
つようになってきた。資料2-1に示したように、
肥満児童の数は増加傾向にあり、その割合は
10%に迫っている。
人間には約250億の脂肪細胞があるといわれる
が、その数は胎児期、乳児期（生後1年）、思
春期に増殖し、それ以降は増えない。従って
成人後の肥満は、脂肪細胞の数はそのままで、
そのひとつひとつが脂肪を蓄えて肥大化する
のである（脂肪細胞肥大型肥満）。このタイプ
の肥満は比較的コントロールしやすい。
しかし小児期、つまり脂肪細胞が増殖する時
期に太ると、脂肪細胞の数を増やすことにな
る（脂肪細胞増殖型肥満）。いったん増えた脂
肪細胞は、たとえその後やせても、その数が
減少することはない。それぞれが小さくなる
だけである。しかも縮小した脂肪細胞には、
再び脂肪を蓄えて元の大きさに戻ろうとする
力が働き、それが食欲を亢進させるので、そ
の数が多いほど強い食欲と闘わなければなら
ない。つまり小児期に太ると、その後一生、
太りやすく、やせにくい体質を抱えていかな
くてはならず、それだけ生活習慣病のリスク
を高めてしまうのである。この点で小児肥満
は成人の肥満より深刻である。
昨今、小児の摂取エネルギー自体が増えてい
るかといえばそうではない。むしろ減少傾向
さえ見られる。しかしその食事内容は魚より
肉を好み、ご飯よりファーストフードという
ように、高脂質に傾いている［資料2-2参照］
。
詳細は後述するが、このような食生活に加え
て、ライフスタイルからくる運動不足と自律
神経活動の低下が小児肥満を増加させている
と推察できる［資料2-3参照］
。
また、しばしば取り沙汰される「キレる子ど
も」の問題も、ライフスタイルとの関係が指
摘されている。例えばスナック菓子やファー
ストフードと炭酸飲料の組み合わせでは、食
後、ごく短時間のうちに血糖が増加し、大量
のインスリンが膵臓から分泌される。その後、

▲資料2-1 小児肥満の割合とエネルギー摂取量

▲資料2-2 食事の高脂質化

▲資料2-3 小児肥満増加の背景

インスリンが糖を一気に処理してしまうので、
反動性の低血糖状態に陥る。人間はふつう低
血糖状態になるとイライラしてくるが、それ
が極端な形でやってくるのである。また糖と
同時にビタミンB 1 も枯渇しており、これもイ
ライラを助長させている。
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太りやすい食事と太りにくい食事〜ダイエット食の誤り
戦後、日本人の食生活は米を主食とし、魚や野
菜を食べる「高糖質食」から、肉や油を多く摂
る「高脂質食」へと急速な勢いで変化した。
近年増加している肥満の背景には、この食の高
脂質化が大きく関与している。
脳は糖質しかエネルギーとして利用できないた
め、糖質によって血糖値があるレベルまで高く
ならないと、脳の視床下部にある満腹中枢が満
たされず、摂食が抑制されない。高脂質食では
いつまでも満腹感が得られずに、食べ過ぎてし
まうのである。例えば焼き肉屋で、肉（高脂質）
ばかりを食べたとしよう。1人で4〜5人前はた
やすいだろう。しかしそれで満腹したかといえ
ば、膨満感はあっても、満腹はしていないので
ある。それを証拠に、帰り道にラーメンやそば
が食べたくなる。これらで糖質が補われて初め
て、脳のエネルギーが満たされ、満腹を感じる
のである。このような食事を週に1度でもして
いると、確実に肥満するだろう。
また同エネルギーでも、高糖質食と高脂質食で
は、高脂質食の方が肥満しやすいことが、スイ
スの研究グループによって明らかにされている
［資料3-1参照］。9日間にわたり、通常の食事に
加えて2,000kcal／日の脂肪（脂質）、または炭
水化物（糖質）を余分に摂取した場合の結果で
あるが、脂質摂取では、余剰エネルギーのほと
んどは体に脂肪として蓄積された（太った）の
に対し、糖質摂取の場合では合成された脂肪は
わずか1日平均9gで、ほとんどが代謝されてい
た。余剰分の糖質は、後で述べる自律神経を介
した褐色脂肪細胞の活性化によって、約25%が
熱となって消費され、残りの大部分も、脂肪で
はなくグリコーゲンに合成され、その後すぐに
エネルギーとして利用されていたのである。
従来、余剰エネルギーはそれが糖質であれ脂質
であれ、すべて肝臓で脂肪に合成されて脂肪細
胞中に蓄えられると考えられてきた。しかしこ
れはラットを用いた研究によるもので、人間の
肝臓では糖質はほとんど脂肪に合成されないこ
とを、この研究結果は裏づけている。

つまり高脂質食は満腹感が得にくい、脂肪に合成
されやすい点から「太りやすい食事」といえる。
反対にご飯など高糖質食は「太りにくい食事」
なのだが、ご飯を抜くダイエットが世間にまか
り通っている。確かにご飯などの糖質を減らす
と体重はすぐに減る。しかしこの場合、減った
のは脂肪ではなく、グリコーゲンと水なのだ。
グリコーゲンが消費されるときには、その3倍
にあたる水分も同時に脱水するため、すぐに体
重は減少する。しかしグリコーゲンは脳の唯一
のエネルギー源なので、再び糖質を摂ると体は
優先的にグリコーゲンを水分とともに蓄え、す
ぐに体重は元に戻る。つまり、ご飯を抜くダイ
エットでは一時的に体重を減らすことはできて
も、脂肪を減らすことはできないのである。
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▲資料3-1 脂質食と糖質食の代謝量の比較
＊出典：Eric Jequier, Body Weight Regulation in Humans:The Importance of
Nutrient Balance , News In Physiological Sciences (8), 273-276, 1993
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肥満のメカニズム〜自律神経による体重調節機能
私たちの体重は自律神経によりコントロール
されている。そして肥満はこの自律神経が深く
関与している。肥満研究の世界的権威である
J.A.Bray教授が1990年に発表した「エネルギー
の消費機構、なかでも自律神経活動の低下そ
のものが肥満を惹起する因子である（Most
Obesity kNown Are Low In Sympathetic Activity）」
という説は、その頭文字をとってMONALISA
（モナリザ）仮説と呼ばれ注目された。
人間は1年に700〜800kgの食物を摂るが、通常、
体重はあまり変化しない。これは自律神経の
働きによるものである。太り気味、つまり脂
肪細胞（白色脂肪細胞）が肥大すると、白色
脂肪細胞は自らレプチンという物質をさかん
に分泌し、視床下部にある満腹中枢に信号を
送る。するとこれまでより少ない食事量で満
腹感が得られるようになる［資料4-1参照］
。

▲資料4-1 体重調節における自律神経の役割
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▲資料4-2 肥満児と非肥満児の自律神経活動
上段のグラフ／振り幅（揺らぎ）が自律神経活動の大きさを表す
下段のグラフ／ 左の黒塗り部分が交感神経活動、
右の白塗り部分が副交感神経活動を表す

またレプチンによって肥満傾向を察知した満
腹中枢では、同時に自律神経のひとつである
交感神経を介して、アドレナリンやノルアド
レナリンといったホルモンを分泌し、白色脂
肪細胞や褐色脂肪細胞に働きかけて、脂肪の
分解、燃焼を促進させる。褐色脂肪細胞とは、
肩甲骨周辺やわきの下に局在している細胞で、
ふつうの脂肪細胞（白色脂肪細胞）のように、
それ自身に脂肪を蓄積する働きはない。褐色
脂肪細胞はいわばラジエーターで、白色脂肪
細胞から切り出された脂肪を取り込み、これ
を使って熱を産生する細胞なのである。その
熱産生能力は通常の基礎代謝の100倍ともいわ
れており、寒い環境でも体温が保てたり、食
後に体温が上がる（これを「食事誘導性熱産
生」という）のは褐色脂肪細胞の働きによる。
肥満気味になるとこの褐色脂肪細胞の熱産生
能力が亢進し、いわばエネルギーのむだ使い
をすることで、だぶついた脂肪を消費する。
肥満は生体にとって都合が悪い。そのため自
律神経は肥満の傾向が表れたら、それを早い
段階で解消しようと、このような働きをする
のである。しかし自律神経機能は加齢に伴い
低下傾向を示す。若いころと食べる量は同じ
なのに太る、といういわゆる中年太りはこう
して起こる。また加齢以外にも運動不足、冷
暖房完備の室内、咀嚼の少ない食生活など、
現代社会は自律神経を衰えさせる要因に満ち
ており、自律神経機能の低下による肥満は、
世代を問わず懸念されている。実際に自律神
経活動を測定してみたところ、小児であって
も肥満児と非肥満児では、明らかな差が認め
られる［資料4-2参照］
。
さらに日本人の3人に1人は、脂肪細胞にある
アドレナリン受容体に遺伝子異常があり、自
律神経による体重調節が正常に機能しないと
いうことが最近になってわかってきた。
つまり現代の日本人には環境的にも遺伝的に
も、自律神経による体重調節機能がうまく働
かず、太りやすい条件が揃っているのである。
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カレーライスと代謝〜成人と小児を対象に検証

AM7:30

エネルギー比

来室・安静

8:00

測定①
（10分）
ECG&GAS

8:30

食事

糖質 70％／20％
脂質 20％／70％
タンパク質 10％

エネルギー量

9:00

測定②
（6分）

9:30

測定③
（6分）
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測定④
（6分）
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測定⑤
（6分）

11:00

測定⑥
（6分）

11:30

測定⑦
（6分）

12:00

測定⑧
（6分）

（学生）
12kcal/kg
777±20kcal
（小児）
17kcal/kg
621±18kcal
※年齢別基礎代謝
量基準値及び生活
活動強度より算出

エネルギー消費量の変化（％）

▲資料5-1 実験方法
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▲資料5-2 食後のエネルギー消費（成人）

エネルギー消費量の変化
（％）

成人の肥満、そしてさらに深刻な小児の肥満。
増加が続くこれら肥満に対し、科学的根拠に
基づいた「より肥満しにくい食事」が求めら
れている。
肥満増加の要因として、高脂質食と自律神経
活動の低下についてこれまで述べてきたが、
私たちはこれらに対するアプローチとして、
カレーライスを用いて次のような実験を行っ
た。カレーライスを選んだのは、米飯を同時
に摂取できる高糖質食であること、カレーに
含まれる多種類のスパイスには、自律神経を
刺激し、熱産生を促進する作用が期待できる
ことなどが理由として挙げられる。
実験では健康な成人（男子大学生）14名と、
小学生男児13名の協力を得て、資料5-1のスケ
ジュールで呼気ガスによるエネルギー代謝測
定、心拍変動解析による自律神経活動の測定
等を行った。試験食に用いたのは、「カレーラ
イス（高糖質＋スパイス食）」、カレーからス
パイスを除いた「擬似カレーライス（高糖質
食）」、ハンバーガー、ホイップクリーム、バ
ターを多めに使用したスクランブルエッグで
構成した「高脂質食」の3種である。
実験の結果、成人では3種類の試験食で、食後
のエネルギー消費量に差が認められた。カレー
摂取では、食後210分にわたりエネルギー消費
が有意に高値を示し、エネルギーの総消費量
は、高脂質食よりも20kcal以上も多かった。小
児の場合でも、カレー摂取でエネルギー消費
が最も亢進しているのがわかる。他の試験食
と比べて、摂取後180分で10kcal以上の差が認
められる［資料5-2と資料5-3参照］
。
また資料5-4はカレーと擬似カレーで、摂取後
の体熱産生によるエネルギー代謝に関わる自
律神経活動（VLO）を測定したものだが、明
らかにカレー摂取の方が自律神経活動が活性
化されていることがわかる。擬似カレーは、
カレーからスパイスのみを除いたものなので、
この差はカレーに含まれている数々のスパイ
スに由来するものと考えられる。

食後の熱産生（DIT）
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▲資料5-3 食後のエネルギー消費（小児）
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▲資料5-4 VLOの変化（小児）
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資料6-1はカプサイシン（CAP：トウガラシの
辛み成分）が脂肪の分解を促し、褐色脂肪細
胞での熱産生を促進させるメカニズムを図式
化したものだが、おそらくトウガラシ以外の
コショウやショウガ、ガーリックなどカレー
に含まれる複数のスパイスにもカプサイシン
と同様、もしくはそれに類似した働きがあり、
これらの相加、相乗作用でカレー摂取後には
より顕著に体熱産生が亢進されるのではない
かと推察される。
このほか試験食の中で、カレー摂取の場合に
最も満腹感が得られることもわかった［資料62参照］。反対に高脂質食摂取では、摂取後の
満腹感が低く、その満腹感も持続しなかった。
これは高脂質食は、脳の満腹中枢を満たす糖
質が少なく、加えて脂質は質量あたりのエネ
ルギーが大きいため、同エネルギーでは食べ
る量が少なくなることが考えられる。また擬
似カレーライスよりもカレーライスで長時間、
満腹感が維持されたのは、資料6-1のようにス
パイスによって脂質代謝が促進されるためと
思われる。

▲資料6-1 カプサイシンによる交感神経を介した熱産生促進
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▲資料6-2 満腹感スコア

まとめとして〜肥満予防の機能性食品としてのカレー
今回の一連の検証で、高糖質食であり、スパイ
ス食でもあるカレーライスは、食後の体熱産生
によるエネルギー消費が大きく、しかも十分な
満腹感が得られることが確認された。また調理
面でもカレーライスは手軽なメニューで、しか
も具材を選ばないので、肉や魚といった良質の
タンパク質や、不足しがちな野菜が摂りやすい。
これらの点からカレーライスは、成人はもちろ
ん、小児における肥満予防に大きな可能性を持
つ機能性食品といえるだろう。
最後に、肥満は予防がなにより重要であること
をくり返し述べておきたい。そのためには肥満
に関する正確な情報が不可欠だ。米や麦を主食
に、魚や野菜を食べるのが当たり前だった時代
には、肥満の知識は必要なかったかもしれない。

だが現代ではそうはいかない。私たちは、食生
活はもちろん、生活全般において常に賢明な選
択を迫られる。選択を間違うと、すぐに肥満が
やってくる。しかし逆にいえば、選択さえあや
まらなければ、肥満を予防することは決して難
しいことではない。味気ないワンパターンの食
事を強いるものでも、苦痛を伴うものでもない
のである。
特に未来を担う子どもや若い世代には、肥満の
ない健康な体づくりのために、科学的な根拠に
基づいた正しい知識を伝える必要性を強く感じ
ている。
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