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Abstract

ThrOughOut human history,uscful fcrmcntcd f00ds havc bccn dcvclopcd thrOugh trial and cror With thc progrcss in lifc

scicnccs,ulc cfncacy of Fcmcntcd foods has bccn scicntincally Vcrincd MorcOvcr,thc utility of fcrmcntcd f00ds in tcnns of

hcalth has bccn widcly invcstigatcd,such as imprOving nOt Only lifcstylc― lclatcd discascs but alsO thc quality of lifc,including

slccp,skin conditiOn and intcstinal cnvironmcnt Wc invcstigatcd thc uscfulncss of fcmcntcd plant products Obtaincd f10m morc

than 100 kinds of ingrcdicnts,such as vcgctablcs,fnlits,sca、 vccd,musllr00ms and ccrcals,and natura‖ y fcmcntcd and maturcd

by ycasts and lactic acid bactcria prcscnt in thc ingrcdicnts and fcnncntation barcls As a rcsult,thc uscfuincss Of fcnncntcd

plant products was comprchcnsivcly cOnflnllcd through biochcmical,ccllular and clinical studics,including antiOxidant and

antiglycatiOn activitics,lcgulation of an intcstinal cnvironmcnt,hair growth,skin brightcning,fat buming,immunOstimulatow

cffccts and anti―innammatOry cffccts Fcrmcntation and ripcning by yeasts and lactic acid bactcria,rcspcctivcly,plays an

impOrtant rOlc in thc manufacturing proccss and arc kcy proccsscS tO all of thcsc functiOnalitics Wc hypOthcsiscd that thc

compounds dcnvcd from tllc inttdicnts and micЮ organisms obtained in mis ploccss cXCrt thcir fllnctions in thc body as biogcnic,

cithcr dilcctly or thЮ ugh thc improvcmcnt of intcstinalllllcrobiota,for ovcrallllcalth ln dlis rcvicw,wc introduccd tllc functiOnalitics

and appcal of fcrlncntcd plant products bascd on thc scicntinc kn。 、vlcd.・ e and disPlaycd its bcncncial cffccts on hcalth

抄録

人類 は長 い歴史の中で,試行錯誤 を繰 り返 しなが ら有用 な発酵食品を見出 して きた。 それに付随 して生命科学の発

展 と共 に,発酵食品の有効性 について科学的検証が進め られて きた。 その有用性 は幅広 く,慢性疾患な どの医学的疾

病や生活習慣病 の改善 に寄与す るだけでな く,睡眠や肌質の改善,整腸作用 な ど生活の質 (QOL)の 向上に効果的で

あることが確認 されている。我 々は発酵食品の中で も 100種類以上の野菜・果物・海藻・ キノコ類・穀物等 を原料

として,原料や発酵樽 に存在す る酵母や乳酸菌による自然発酵・熟成 を経て得 られ る植物発酵物 に着 日し,そ の有用

性 を検証 して きた。その有用性 は抗酸化作用 にはじま り,抗糖化作用,整腸作用,育毛作用,肌健全化作用,美自作

用,脂肪燃焼作用,免疫賦活・抗炎症作用 な どが生化学・細胞・ ヒ ト試験 により総合的に確認 された。 いずれの作用

も植物発酵物の製造工程で重要 となる酵母や乳酸菌の発酵・熟成が キーポイ ン トとな り, この工程 によって得 られ る

野菜・果物・海藻・ キノコ類・穀物等の微生物由来の化合物がバイオジェニ ックス として体 内に直接 もしくは腸内細

菌叢の改善を介 して全身の健康への機能性 を発揮す ると推測す る。 この総説では科学的知見 をもとに植物発酵製品の

機能性 とその魅力を紹介 していきたい。
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植物由来微生物およびヒノキ樽に生息する微生物がもたらす自然発酵による食品の機能性とその実態

はじめに

1.発酵食品の歴史

発酵食品は,細菌 (例 :予L酸菌や枯草菌),酵母 (例 :出芽酵母や分裂酵母),真菌類 (例 :コ ウジカビや

アオカビ)な どの微生物 とその酵素の働きによる有機物を代謝する過程 (発酵)を経て得られる。これら微

生物は発酵原料に使用される野菜や果物,穀類などの食物に存在する他,発酵に用いられる器具や容器, ま

た発酵させる場所の環境中にも生息する
1)。

発酵に関わる微生物の構成比は発酵過程に影響を与え,そ の他

に発酵に使用 した食物素材に含まれる糖質類や栄養成分,酵素,発酵過程にかける時間や温度,湿度,季節

なども発酵に影響を与える要因 となる
1)。

発酵食品の誕生は,食品の保存手段の一つ として人類が見出してきたことが最初 と言われるが,その発酵

過程で得 られる独特の風味や食感,見た目などの変化が楽しまれるようになり,現在でも発酵食品は世界中

の多 くの人々に消費されている
"。 発酵食品 といっても発酵させる方法はいくつかあり,意図的に発酵を促

進させるために乳酸菌などの微生物を人為的に加える方法と,素材や環境などに存在する微生物を利用 した

自然発酵の方法に大別され, 日本を含むアジアでは後者の方法で発酵食品を作ることが多い
"。

近年,発酵食品の健康に関する機能性に着目した総説や研究論文,書籍などが多数発表され L3,),機
能性

が確認される発酵食品の種類は様々で,発酵乳や穀物発酵物,野菜および果物発酵物,肉および魚の発酵物

など,幅広い発酵形態で明らかにされている°
。このように発酵食品は嗜好品 という枠組みを超えて,今で

は健康における機能性が期待される食品と位置付けられている。

2.発酵食品の機能性と作用機序

人類はその歴史において試行錯誤を繰 り返 し有用な発酵食品を見出し,近代科学の発展 とともに発酵食品

の有用性について科学的検証が進められてきた。酵母由来 (主 に清酒など)の発酵食品では睡眠の質を高め

るバイオジェニックス (後述)と しての機能が報告されており",そ の他プロバイオティクスとしての機能

や抗酸化作用,免疫系の調節に関わることも確認されている°
。乳酸菌由来の植物発酵物において抗アレル

ギー機能
H)や

中性脂肪低減機能 り,血糖値上昇抑制効果
。,睡眠の質改善効果 り,整腸効果

け など, さま

ざまな機能性が報告されている。

八雲香産 (株)が独自開発する「植物発酵ペース トAOJや「植物発酵液 SW(低分子コラーゲン含有)」 (以

下,植物発酵液 SWと する。)は抗酸化作用を持つ野菜や果物を原材料 とし,発酵・熟成の製造工程後にお

いても抗酸化能を有することが確認されている“
い
。野菜や果物,ハーブなど食品としての抗酸化物質は体

内における酸化ス トレスおよび炎症ス トレス緩和に有効であり
。,糖尿病や高血圧症,脂質異常症などの慢

性疾患の改善に寄与する報告もされている°
。このようにヒトの健康を維持する上で,植物を利用 した発酵

物は重要な役割を果たしている食品と言える。

発酵食品は,そ れらがもつ作用メカニズムの違いによリプロバイオティクス,プレバイオティクス,バイ

オジェニックスの 3つ に分類されている。プロバイオティクスは「腸内微生物のバランスを改善することに

より宿主動物に有益に働 く微生物添加物Jと され,発酵微生物の生菌がその対象 となる
2°
。これは生きた菌

を摂取することで腸内フローラを改善して体調調節を行うことであるが,摂取 した生きた菌を腸内にて発育・

定着させるのは困難 とされている。プレバイオティクスは「結腸内の有用菌の増殖を促進 したり有害菌の増

殖を抑制 し,そ の結果,腸内環境改善によって宿主の健康に有利に作用する難消化性成分Jと し,発酵食品

中に含まれる食物繊維やオリゴ糖などが腸内の善玉菌の増殖を促進 し腸内フローラのバランスを整える作用

とされる 2)。 バイオジェニックスは「直接あるいは腸内菌叢を介 して免疫賦活, コレステロール低下,血圧

降下,抗血栓などの生体調節・生体防御に働 く食品成分」と定義され,有機化合物など微生物の二次代謝産

物 (微生物そのものの生存に関係 しない代謝)が直接または腸内フローラを介 して間接的に身体に働 きかけ

る作用を意味 している
2"。 このように発酵食品に存在する微生物 (生菌・死菌問わず)や代謝産物,糖・食

物繊維により生体への機能性がもたらされている。
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3.酵素栄養学に基づく発酵物の利用

酵素栄養学の創始者であるアメリカのエ ドワー ド・ハウエル博士は「生の野菜や果物などの食物酵素を摂

ることで食品の消化が助けられ,体内の消化酵素が温存される分,体内の代謝酵素が活性化される」 という

理論
2つ

を提示 している。生の野菜や果物などの摂取による食物酵素の補完は,疾病発症にも関わると考え

られており,1947年にレンショー博士によって,雑誌「Annals of Rheumttic Discasc」 にリウマチ性疾患の要

因が腸の萎縮,お よび “タンパク質の消化 と代謝に十分に対処することができないこと"である可能性が報

告されている
2●
。レンショー博士は食物酵素の欠乏が多 くの疾患の原因であるという自身の理論を検証する

ために,700人以上の様々な悩みを持つ患者に酵素を補給させ,そ の結果,関節 リウマチ,変形性関節炎,

強直性脊椎炎,ス チル病の患者のほとんどが非常に良好な反応を示 したことを報告 している。さらに, レン

ショー博士は自身の仮説 として立てたリウマチ性疾患の要因が腸の萎縮,お よび “タンパク質の消化 と代謝

に十分に対処することができないこと"については,自 己免疫疾患,ア レルギー,精神状態などの疾患とも

関連するであろうと考察 した。このように,植物発酵物の摂取,す なわち食物酵素の摂取は体内酵素の補助

的機能を示 し, ヒトの健康に寄与することが示唆されている。

植物発酵物の製造で用いられる同種の生の野菜や果物における酵素力価を示した文献は多く,生食野菜類

におけるアミラーゼ 2●
ゃキノコ類の糖質加水分解酵素

20,果
実におけるタンパク質分解酵素

2■ 2め
などが報

告されている。実際に,八雲香産 (株)が独自開発 した「植物発酵液末 EX」 にはアミラーゼ,酸性プロテ

アーゼおよび中性プロテアーゼ活性が確認されている
2"。

また,八雲香産 (株)が扱う「植物発酵ペース ト

AO」 や「植物発酵液 SW」 には抗酸化作用が確認されているにい
。このことから,植物発酵物は食物酵素の

補完および抗酸化・抗炎症作用 という二つのアプローチによってヒトの健康の維持・増進をもたらす魅力あ

ふれる食品であると考えられる。本総説では,原材料や製造工程において様々な微生物が織 りなす産物であ

る植物発酵物の人の健康における機能性について生化学的および細胞レベル, ヒト試験 レベルでの検証試験

結果を述べ,そ の魅力について語つていきたい。
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