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体脂肪の燃焼を促進させる機能性食品に関する研究

(ト ウガラシ摂取が ヒ トの運動時 のエネルギー代謝 および

心肺機能 に与 える影響)

灘本 知憲 ・ 岡本 秀己 ・伏木 亨*

(滋賀県立大学,京 都大学つ

緒 言

生体のエネルギー代謝を活発化し,脂 肪分解を

充進する食品成分の存在が明 らか となりつつあ

る1^5)。体重調節能への寄与を通 した生活習慣病

予防のみならず,円 滑なエネルギー供給による運

動能力の向上などの観点から,ヒ トへの応用が期

待される所以である。なかでもトウガラシに含 ま

れるカプサイシンは動物に対する生理作用に関 し

て研究が最 も進んだ例であろう。

トウガラシ中の辛味成分カプサイシンが自律神

経系および内分泌系を介 し,生 体の代謝系を活性

化することが報告され,こ の作用機作については,

口腔などの感覚神経以外に吸収されたカプサイシ

ンが交感神経を刺激して副腎からカテコールアミ

ンの分泌を促し,肝 臓ではグリコーゲン,脂 肪組

織では脂肪の分解を促進するということが動物実

験で明らかにされている6,7)。

このように生体の代謝系に影響を及ぼす食品の

非栄養成分の存在が,次 第に明 らかにされている

中で,更 に最近ではカプサイシンの多量摂取がマ

ウスの運動持久力に与 える影響が報告され8,9),

非栄養成分の新たな機能 として注目されている。

ヒトについても同様の効果があるのかについては

非常に関心 も高 く,他 の食品にもヒトのエネルギ

ー代謝を制御したり
,運 動能力を高めたりするも

のがある可能性 も含め,ヒ トに与える作用を評価

する実験系の確立が急がれる。そこで,す でに知

見が集積されているトウガラシをメルクマールに

して,エ ネルギー代謝に与える影響や運動能力に

ついて検討を行った。

材料および実験方法

1.ト ウガラシ

トウガラシは,韓 国安東産 トウガラシ(発 売元

海平観光)粉 末を使用した。カプサイシン含量は,

アセ トン抽出物を高速液体クロマ トグラフィー法

によって測定を行ったところ,実 測値300μg/g

であった。

2.運 動負荷

2.1エ ルゴメーター

運動負荷の方法は,負 荷運動量を定量化できる

こと,乳 酸測定のための採血がしやすいというこ

とから,コ ンビ社製エルゴメーター232CXLを 用

いた。

2.2踏 み台昇降運動

踏み台昇降は,一 般に行われている体力測定で

簡便さと経済性の観点から多く利用されている。

一定の運動量を負荷 した後の脈拍の回復で
,循 環

機能の良否から持久体力を推定できる。本実験の

踏み台昇降の方法は,高 さ35cmの 台に1分 間に

30回の割合で昇降を負荷し,3分 間継続して行い,

運動期間中3分 問と終了後回復期10分 間の脈拍を

経時的に測定した。 また,運 動終了後1分 から1

分30秒,2分 から2分30秒,3分 から3分30秒 の

脈拍から,判 定指数を求めた。
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{昇降運動の継続時間(秒)}×100判定指数=
2×(3回 の脈拍数の合計)

3.呼 気ガス分析

呼気ガス分析は,ミ ナ ト社製AE280Sに よ り

酸素濃度と炭酸ガス濃度,同 時に換気量 と呼吸数

を測定 して,そ れらの測定値から,酸 素摂取量,

炭酸ガス排泄量パラメーターを得,更 に心拍数を

加えて,呼 吸循環や運動能力,エ ネルギー燃焼状

態などの指標を得た。

4.被 検 者

すべての被験者に対して本研究の目的と方法を

十分に説明し,口 頭で同意を得た上で,ヘ ルシン

キ宣言の精神に則して実施 した。

実験1.被 検者 は,健 康 な男子4名(年 齢

20.0±0.82才,身 長174.8±7.14cm,体 重69.0±

7.87kg,最 大 酸 素 摂 取 量46.9±8.51m1/W

(kg))で あった。

実験2.健 康な女子学生12名(年 齢20.8±0.38

才,身 長159.9±5.23cm,体 重50.7±3.39kg)

を対象とした。

実験3.健 康な学生6名(身 長165.0±5.1cm,

体重53.8±6.8kg,年 齢19.8±0.95才)を 対象 と

した。

5.血 糖値および血中乳酸値の測定

血糖値は京都第一科学㈱グルテストセンサー,

血中乳酸値は京都第一科学㈱ ラクテー ト・プロを

用い測定し,採 血は,指 先からとした。

6.実 験のプロトコール

実験1.ト ウガラシ摂取後2時 間を測定の開始

とし,10分 間の安静時測定の後,VO2m。x50%の

有酸素運動を30分行い,続 いて60%,70%,80%

の運動負荷を各3分,計39分 間のエルゴメーター

による運動を負荷 した。なお,測 定前30分は安静

とした。

トウガラシ摂取量は,ヒ トが摂取可能な量であ

る1g,2g,5gと し,コ ン トロールはOgと した。

50%終 了時および80%終 了時には,採 血を行い乳

酸値の測定を行った。

実験2.食 後2時 間以上の空腹時にトウガラシ

1gを 摂取させ,1時 間後,踏 み台昇降を行わせ,

運動中および運動後10分間の リカバリー期にわた

って,心 拍を測定した。心拍数は,ポ ーラエレク

トロ社製ハー トレー トモニターバンテージと手首

触脈の両方にて行った。また,判 定指数は,触 脈

とヤガミ社製集団ハートペットの両方で測定した。

対照はトウガラシ摂取なしで,1週 間後の同時

刻 に測定を行った。(但 し,半 分のグループは,

先にトウガラシ摂取なし,1週 間後にトウガラシ

摂取で実験を行 った)。

実験3.ト ウガラシ1gを 摂取させ,1時 間後

に踏み台昇降を限界まで行い,運 動中と終了後10

分間のリカバ リー中の心拍および昇降運動継続時

間を測定した。

7.統 計処理

統計は一対の標本による平均値の検定(Stu-

dent'st・test)にて行った。

結果と考察

1.実 験1

1.1ト ウガラシ摂取量の違いによる異なった

運動負荷レベルに対する酸素消費量への

影響

VO、m。x50%の有酸素運動を30分行い,続 いて

60%,70%,80%の 運動負荷を各3分,計39分 間

のエルゴメーターによる運動を負荷した時の酸素

消費量への影響をFig.1に 示した。

トウガラシ投与群すべてにおいて,無 投与のコ

ントロール群の酸素消費量を下回 り,特 に,1g

摂取 群で は,VO2max50%負 荷時 においてp〈

0.02,VO2max60%に おいてp<0.05で 有意な低

下であった。特にVO、max50%で は,1分 間当た

り150ml以 上の低下であ り,30分 の運動で51程



34 浦上財団研究報告書Vol.6(1998)

Fig.lChangeofoxygenconsumptionindifferentexerclse

intensitiesfordifferentdoselevelsofredpepper.

度の節約であった。

ヒトの場合でも安静時では,比 較的長い時間エ

ネルギー代謝の充進が報告されているが,運 動時

では むしろ酸素摂取量が減少する結果となり,

同じ運動量(同 じ仕事)を 少ない酸素量で行えた,

すなわちエネルギー効率が高まったと考えられ,

このように酸素摂取量が減る現象は,ト レーニン

グ効果として見られる現象とよく似ていた1°)。

1.2ト ウガラシ摂取量の違いによる異なった

運動負荷レベルに対する呼吸商への影響

呼吸商(R)への影響をFig.2に 示 した。呼吸商 と

は,二 酸化炭素排泄量を酸素摂取量で割 った値で,

糖質 と脂肪の燃焼比を表わす。エネルギー代謝の

Fig.2Changeofrespiratoryquotientindifferentexercise

intensitiesfordifferentdoselevelsofredpepper.

状態だけを考えれば呼吸商は,0.82ぐ らいから1

の問を示すが,運 動時,運 動負荷が高くなると産

生された乳酸を緩衝するために二酸化炭素が産生

され,呼 気から排出される。そのため呼吸商は1

を越え,運 動によっては1.5近 くまであがる。

本実験では,安 静時では トウガラシ摂取群はい

つれも呼吸商が低下しており,脂 肪燃焼が高まっ

ていると考えられ,1g摂 取群でp〈0.05,5g摂

取群でp<0.02の 有意な差があった。

ところが,運 動負荷時の2g摂 取群 と5g摂 取

群で,コ ントロールの呼吸商 を上回 り,特 に2g

摂取のVO2m。x50%時 でp<0.01,VO2max60%で

p〈0.02,VO2max70%でp〈0.03,VO2max80%で

p<0.05の 危険率で有意な上昇であった。

それとは反対に,運 動負荷時の1g摂 取群では,

安静時からVO2m。x70%ま での運動時にわた り,

コントロールより低い呼吸商であったがこれは有

意な差ではなかった。

呼吸商の値がエネルギー燃焼状態をしめす指標

と考えるならば,2gと5g摂 取では,炭 水化物の

燃焼割合がたかまり,1g摂 取では,反 対に脂肪

の燃焼割合が高 くなったと考えられる。

1.3ト ウガラシ摂取量の違いによる異なった

運動負荷レベルに対する心拍への影響

心拍への影響をFig.3に 示した。

Fig.3Changeofheartrateindifferentexerciseintensitiesfor

differentdoselebelsofredpepper.
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心拍は,す べての運動負荷レベルにおいて,

5g摂 取群が一番高 く次いで,コ ントロール群,

っいで2g摂 取群,つ いで1g摂 取群であった。

コントロールの心拍 を大 きく下回った1g摂 取

群では,特 にVO2max60%で1分 聞当た り8.5拍

(p<0.03),VO、max70%で5拍(p<0.03)の 有

意な低下であり,一 番心拍の高かった5g摂 取群

と一番心拍の低かった1g摂 取群では,VO2max50

%負 荷の30分にわたり,1分 間当たり,約5拍 か

ら10拍(p<0.05),VO2m。x60%で 約11拍(p<

0.05)の 有意な差であった。

今回の実験では,心 拍への影響は,ト ウガラシ

の量によって,そ れを充進 したり,抑 制したりと

興味深い結果を示し,カ プサイシン含量により,

副交感神経の緊張度や交感神経の活動度のバラン

スが微妙 に変化した可能性 も考えられる。

1.4ト ウガラシ摂取量の違いによる心拍 と酸

素消費量の関係

心拍 と酸素消費量の関係をFig.4に 示した。

この相関図は,ト レーニング効果における酸素運

搬系の改善を確認するときに一般的に使われる。

コントロールより1g,2g摂 取群で低 く,5g摂

取群で高くなった。直線が下にあれば,同 じ量の

酸素を摂取するのに,よ り少ない心拍で対応でき

ることを示 しており,少 ない量(こ こでは1gと

2g)の トウガラシ摂取は酸素運搬系や酸素取込

Fig.4Therelationshipbetweenoxygenconsumptionand
heartrate.

み能を改善することが示唆された。

2.実 験2

トウガラシの少量摂取が同一運動負荷にも関わ

らず,酸 素摂取量の減少を引き起こし,心 拍と酸

素摂取量の関係から,酸 素運搬機能の向上が示唆

されたので,ト ウガラシの摂取が運動負荷時およ

び回復期の心拍に及ぼす影響について検討した。

2.1ト ウガラシ摂取が踏み台昇降運動中の心

拍に与える影響

トウガラシ1gを 摂取させ,1時 間後に踏み台

昇降運動を行った時の心拍の変化をFig.5に 示 し

た。

トウガラシ摂取群では,コ ントロールと比べ,

運動期間中にわたって,約5拍 低い心拍数を示 し

た。特に,運 動開始1.5分 から3分 間は有意な低

下であり,心 拍出量の増加と酸素供給量の低下に

起因すると考えられた。また,立 ち上がりの程度

を見るため,Fig.6に 心拍増加率を示した。1分

から1.5分の間の30秒間の心拍増加がトウガラシ

群で18.2拍/分,コ ントロールで25.7拍/分 と有

意に差が出,こ こでの差が運動終了までの有意な

心拍差として表れた。運動立ち上がり初期の心拍

の増加率にほとんど差はなかったが,踏 み台昇降

に必要なレベルの心拍へ到達は約30秒早 く,on-

responseの 加速効果が認められた。

Fig.51ncreaseinheartrateduringexerciseperiodofthe

steptestfor3min.
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Fig.61ncreaserateofheartrateduringexerciseperiodof

thesteptestfor3min.

2.2ト ウガラシ摂取が踏み台昇降運動後の心

拍回復に与える影響

3分 間の踏み台昇降運動終了後10分 の回復期に

おける心拍をFig.7に 示した。 トウガラシ摂取群

では,コ ントロール群をリカバリー10分間にわた

り,5拍 程度低い心拍数を示し,特 に,運 動終了

3分 間までは連続して有意な低下であった。また,

心拍がほぼ横這いになるまでの時間が トウガラシ

摂取群では3分,コ ントロールでは5分 と,心 拍

のoff-responseが 加速 され,ト ウガラシ群で心

拍の早い回復が認められた。回復率は0～1分 間

と2～3分 間が トウガラシ群で高かった(Fig.

8)。3～4分 間では,す でにトウガラシ群でプラ

トーな状態に達したのに対し,コ ントロールでは,

Fig.7Decreaseofheartrateduringrecoveryperiodafterthe

steptestfor3min.

Fig.8Decreaserateofheartrateduringrecoveryperiod

afterthesteptestfor3min.

回復の途上状態を示し,こ の時点での回復率に有

意な差がでた。

2.3ト ウガラシ摂取が血糖値に与える影響

トウガラシ摂取前後の血糖値と運動後の血糖値

をFig.9に 示した。 トウガラシ摂取前に比べ,摂

取1時 間後の血糖値は増加したが,有 意な差では

なかった。運動後の血糖値は,ト ウガラシ摂取前

および摂取後に比べ有意に低下,コ ントロール群

でも有意に低下し,ト ウガラシ群 とコントロール

群の運動後の血糖値に有意な差がないことから,

トウガラシ摂取は運動10分後の血糖値に影響を与

えなかった。

Fig.9Bloodglucoselevelsbeforeandafterexercise.
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3.実 験3

3.1ト ウガラシ摂取 による運動継続限界時間,

持久力判定指数および心拍への影響

踏み台昇降運動継続限界時間は,ト ウガラシ摂

取群で30.3±8.1分,コ ントロール群で21.3±6.3

分とトウガラシ摂取が10分程度の統計的に有意な

運動継続時間の延長をもたらした(Fig.10)。

また,心 拍から求めた持久力判定指数では,ト

ウガラシ摂取群で73.9±10.4点,コ ントロール群

で64.9±11.9点 とトウガラシ群で,有 意にスコア

が向上 した(Fig.10)。

また,判 定指数に用いた心拍の生データでは,

トウガラシ摂取群で127.5±19.3拍,コ ントロー

ル群で142±22.8拍 と約15拍/1分30秒 の有意な

差で トウガラシ群が低い心拍数 となった(Fig.

10)0

ま と め

ヒトに摂取できる量あるいは日常摂取している

範囲の量で,ト ウガラシが生体に与える影響につ

いて,安 静時および運動負荷時のエネルギー代

謝・心肺機能等に注目し,ま た,ト ウガラシ摂取

が運動負荷時および回復期の心拍に及ぼす影響に

っいて検討し,以 下の結果を得た。

(1)ヒ トに1か ら5gの トウガラシを摂取

(カプサイシン含量300μgか ら1500μg)を さ

せ,そ の後運動負荷を与えると,同 一負荷にも

関わらず酸素消費量の節約が起こり,そ の効果

は5g摂 取より1g摂 取で大きかった。

(2)呼 吸商から見た運動時のエネルギー源は,

コントロールを基準にして,1g摂 取で は脂質

への依存が増大し,2gと5g摂 取では糖質依存

となった。

(3)同 じ運動負荷にも関わらず,ト ウガラシ

1g摂 取は,心 拍を低下させ,2gと5gで は心

拍を高めた。

(4)ト ウガラシの摂取は踏み台昇降運動中の

心拍を有意に減少させ,on-responseの 加速効

果を示した。

(5)ト ウガラシ摂取は同一運動負荷後の心拍

回復時間を早め,off-responseの 加速効果を示

した。

(6)ト ウガラシ摂取は摂取1時 間後の血糖値

を増加させたが,運 動10分後の血糖値には影響

を与えなかった。

(7)ト ウガラシ摂取は,運 動継続時間を有意

に延長させ,持 久力の指標 となる判定指数でも,

有意にスコアを上げた。

以上のことから,ト ウガラシの少量摂取が運動

時心拍数の減少,運 動後の心拍回復の加速,運 動

時間の延長など運動耐容能を高め,い わゆるトレ

Fig.10Effectsofredpepperintadeonthemaximalexercisetimeandjudgementindexofthe
endurancecapacityandtotalheartrate.



38 浦上財団研究報告書Vo1.6(1998)

一ニング効果と類似した作用を示すことが明らか

にされた。

現在心肺機能への影響の原因を明らかにするた

め,血 流量,血 中酸素量,心 拍出量,交 感神経活

動等への影響について検討を考えている。

最後に,本 研究を遂行するにあたり,研 究助成

を賜りました浦上食品・食文化振興財団および関

係各位に心から感謝いたします と共に貴財団の

益々のご発展を祈念申し上げます。
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humanlipidoxidation

(Effectsofredpepperintakeonenergymetabolismand

cardio-respiratoryfunctionsinhumanduringexercise)

TomonoriNadamoto,HidemiOkamotoandToruFushiki*

(UniversityofShigaPrefectureandKyotoUniversity*)

Weinvestigatedtheeffectsofdietaryredpepperonenergymetabolismandcardiopul-

monaryfunctioninhumanduringexercise.

Inthefirstexperiment,thesubjectsweredosedO,1,2and5gofredpepper,respec-

tively,andafterlh,wereloadedexerciseonabicycleergometerattheintensityof50%

VO2maxfortheinitial30min,60%VO2max,70%VO2maxand80%VO2maxfor3min,consec-

utively.Valuesoftheoxygenconsumptionintheredpepperadministrationgroups,

especially,inthelg-group,waslowerthanthoseinthecontrolgroup.Despitethesame

intensityofexercise,therespiratoryquotientsandtheheartratesobservedinthe2g-and

5g-groupwerehigherandthoseinthelg-groupwerelowerthanthecontrolgroupvalues.

Itwasshownthatratioofglucoseandfatoxidationwasdifferentbydoselevelofred

pepper.Thisphenomenonwassimilartothoseintheimprovementofthecardio-

respiratorybytraining.

Inthesecondexperiment,thesubjectsweredosedadrinkwithorwithoutlgofred

pepper,andafterlh,wereloadedStep-Testfor3min.Theheartrateduringtheexercise

andtherecoveryweremeasured.Theingestionofredpeppercausedthedecreaseinheart

rateduringexerciseandtheaccelerationofoff-responseduringtherecovery.Theinges-

tionofredpeppercausedtheincreaseinthebloodglucoseatlhaftertheintake,but

therewasnodifferenceinbloodglucoseafterexercisebetweentwogroupsfedwithand

withoutlgredpepper.

Inthethirdexperiment,theadministrationofredpeppercausedtheincreaseinthe

maximalexercisetime.

Inconclusion,theresultsinthisstudysuggestthatthesmallintakeofredpepper

increasetheendurancecapacityinhuman.


