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新商品『セル スリム ダイエット』発売のお知らせ 

 

当社は、「セル スリム ダイエット」を、平成 18 年 9 月 20 日より発売いたします。（但し、

平成 18 年 9月 20 日（水）より 当社会員向け先行販売開始、平成 18 年 9月 25 日（月）より 

全国販売開始。） 

 当商品は、独立行政法人農業･生物系特定産業技術研究機構 近畿中国四国農業研究センタ

ーが発明した特許（発明の名称：脂肪細胞における脂肪分解促進用組成物、特許番号：特許第

2829387 号）を技術移転機関（ＴＬＯ）であります社団法人農林水産技術情報協会を通じ、同

特許の通常実施権を受けて開発したものであります。 

 

１．商品特長 

  当商品は、農林水産省所管の研究機関（以下「同機関」と言う。）により解明された、大 

 豆の有効成分とされるイソフラボンに着目した脂肪細胞を小さくする特許成分を配合した、 

ダイエットをより効果的にサポートするサプリメントタイプの健康食品です。 

脂肪細胞は糖・脂質代謝を活発に行い生体内のエネルギーの恒常性の維持に重要な役割を

果たしており、人体の皮下や腹部に多く分布しておりますが、大きく拡大した脂肪細胞が、

インスリンの効きの悪い状態を引き起こし、PAI-1、TNFα、脂肪酸などの分泌量が増大する

ことからメタボリックシンドロームや糖尿病、高血圧、高脂血症、動脈硬化などの生活習慣

病の原因になることが指摘されています。 

一方で、小型で良質な脂肪細胞が健康維持に欠かせないため、これを食品で作り出せない

か同機関が研究を重ねた結果、大豆の有効成分イソフラボンが、脂肪細胞中の中性脂肪を分

解しより小さな脂肪細胞を作り出す効果があることが分かり、特許を取得するに至ったもの

であります。 

当社はこの小さな脂肪細胞を作り出すとされる効果・メカニズムに着目し、同機関が持つ

特許の通常実施権を取得した上で、小さな脂肪細胞化を促すすなわちダイエットを効果的に

サポートする健康食品として今般商品化したものであります。 
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大豆の有効成分が脂肪細胞を小さくするメカニズム等の詳細につきましては、添付資料

「脂肪細胞機能を調節する大豆イソフラボン等の機能性」についてのレポートをご参照下さい。 

２．商品概要 

（１）商 品 名: セル スリム ダイエット 

（２）発売時期：平成 18 年 9 月 20 日（水） 

（３）発売方法：平成 18 年 9 月 20 日（水）より 当社会員向け先行販売開始 

        平成 18 年 9 月 25 日（月）より 全国販売開始 

（４）発売地域：全国 

（５）内 容 量：120 粒入り/一本当たり（約 30 日分） 

（６）販売価格：9,240 円（税込） 

（７）形    態：錠剤 

 

 

 

 

本商品に対するお問合せ先 
健康コーポレーション株式会社 営業企画部 
電話：03-5348-6637    FAX：03-5389-8070   

 

 

 

 

本プレスリリースに対するお問合せ先 
健康コーポレーション株式会社 経営企画部 
電話：03-5348-7572    FAX：03-5389-8070   
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（添付資料） 

 

「脂肪細胞機能を調節する大豆イソフラボン等の機能性」について 

      独立行政法人農業･生物系特定産業技術研究機構 近畿中国四国農業研究センター        

特産作物部 成分利用研究室  関谷敬三 

 

１．脂肪細胞の役割 

 脂肪細胞は糖・脂質代謝を活発に行い生体内のエネルギーの恒常性の維持に重要な役割を果

たしている。脂肪細胞は私たちの皮下や腹部に多く分布している。図１は脂肪組織から脂肪細

胞をひとつひとつバラバラにした写真である。細胞内は９０数％がトリグリセライドで占めら

れ、核やミトコンドリアは細胞膜周辺に押しやられて見つけることができにくい状況である。

小さい細胞から大きな細胞までいろいろなサイズのものがある。小さいものは直径約 20 マイ

クロメートル、大きなものは直径百数十マイクロメートルになるので目でも見えるほどの大き

さとなる。例えば細胞の直径が 20μm から 100μm に５倍に肥大した場合には体積や重さにな

ると 5×5×5＝125 になるので、脂肪細胞は 125 倍も大きくなったことになる。痩せた人から

太った人まで脂肪細胞によって自在につくることができる。 

 最近、小さい脂肪細胞と大きい脂肪細胞は性質が全く違うことがわかってきた。大きく拡大

した脂肪細胞は肥満の原因であるが、それ以上に困ったことに拡大した脂肪細胞はインスリン

抵抗性となり、インスリンの効きが悪い状態になる。また、PAI-1、TNFα、脂肪酸などの分泌

量が増大することからメタボリックシンドロームや糖尿病、高血圧、高脂血症、動脈硬化など

の生活習慣病の原因になることが指摘されている。反対に、小さい脂肪細胞はメタボリックシ

ンドロームや生活習慣病を予防改善する作用を持つアディポネクチンを多く分泌する細胞で

あることが明らかにされている（図２、３）１）。また、脂肪細胞が消失する脂肪萎縮症とい

う病気では非常に重い糖尿病や高脂血症になることからも脂肪細胞は私たちの体にはなくて

はならない細胞であることがわかる。脂肪細胞から分泌されるこれらアディポサイトカインが

エネルギー代謝を調節し、インスリン感受性やメタボリックシンドローム、生活習慣病など多

くの生体機能を調節していることが明らかにされてきている。このようなことから小型で良質

な脂肪細胞を持つことが私たちの健康維持に欠かせない。 

 そこで、私たちは小型の脂肪細胞を食品によって作り出すことができないかと考え、図４に

示すような二つの過程に及ぼす農作物成分の影響について検討した。左からは前駆脂肪細胞が

脂肪細胞へと分化して小型の脂肪細胞を作る道筋である。一方、右からは拡大した脂肪細胞に

蓄えられている脂肪を分解してより小型にする道筋である。このような２方向の過程を活性化

すれば小さい脂肪細胞が沢山増えて病気になりにくいのではないかと考えられる。農作物成分

が脂肪細胞のこれらの過程に有効であることを見いだした私たちの成績を紹介する。 

 

２．脂肪細胞と農作物成分(in vitro) 
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 私たちは以前、薬用ニンジンに含まれるサポニンが前駆脂肪細胞の分化を促進し、脂肪細胞

のインスリン感受性を向上させることを見いだし、これが薬用ニンジンの健康増進作用に関わ

っている可能性を示した２）。また最近、糖尿病薬のチアゾリジン誘導体や高脂血症治療薬の

フィブラート化合物が前駆脂肪細胞の脂肪細胞への分化を促進することが示され、生体のイン

スリン感受性を向上させる今までにない新しい作用を持つ糖尿病薬として注目されている３－

５）。分化した小型の脂肪細胞は糖・脂質代謝が非常に活発になり、図４に示すように血液中

から糖（グルコース）を取り去り、さらに血液中の中性脂肪を分解する酵素（リポプロテイン

リパーゼ）を分泌し中性脂肪の分解を促進する作用がある。このような脂肪細胞の働きで糖尿

病や高脂血症が予防されていることになる。したがって薬用ニンジンや上記治療薬の服用によ

り体内での脂肪細胞分化が促進され、それにともなう体質変化で糖尿病や高脂血症に抵抗性の

ある体質となり、病気が改善すると考えられる。 

私たちは前駆脂肪細胞である 3T3-L1 細胞６－８）を用いて農作物の作用を評価することにした。

この前駆脂肪細胞を１０％牛胎児血清を含むダルベッコ変法イーグル培地用い５％ＣＯ２下

で培養した。細胞が密集した後の培地交換時に農作物抽出サンプルを添加した。約１０日のち

分化の指標として、脂肪細胞に分化すると活性の著しい上昇が認められるグリセロール－３－

リン酸脱水素酵素（ＧＰＤＨ）活性（生化学的指標）と細胞内油滴（トリグリセライド、ＴＧ）

（形態学的指標）を定量した９、１０）。また、インスリン感受性を検討するためにグルコース取

り込みを測定した。 

いくつかの農作物抽出物の中でもニンジン、パセリなどはエーテルに可溶な疎水性の強い抽

出画分に脂肪細胞への分化促進作用が認められ、一方、ダイズ、コンニャクなどはエーテルに

不溶な疎水性の比較的弱い画分に作用が認められた。活性を示す物質は農作物により性質が異

なる可能性が示された。 

分化促進活性の強かった野菜のニンジンから活性成分を精製単離したところβ－カロテン

であった。また、トマトやスイカの赤い色素であるリコピン、ミカンの黄色い色素であるβ－

クリプトキサンチンについても検討したところ同様な作用があった。β－カロテンは体内でビ

タミンＡとなり重要な役割を果たしていることはもちろんであるが、カロテノイドには抗酸化、

発ガン抑制などの機能性もあることが報告されている。今回、このような既知の作用に加え、

細胞の分化を促進し糖・脂質代謝に影響を与える新しい機能性がβ－カロテンなどカロテノイ

ドにあることがわかった。次に、カンキツについて検討した。疎水性の比較的弱い画分に脂肪

細胞分化促進活性が認められたことから有効成分の精製を進めた結果、ヘスペリジンが有効成

分として見いだされた。カンキツ類にはヘスペリジンとナリンジンの大きく二つに分けられる

特有のフラボノイドが多く含まれていることから、ナリンジンやそれらのアグリコンなども含

めて活性の評価を行うことにした。ヘスペリジンやナリンジンなどの配糖体やヘスペレチン、

ナリンゲニンなどのアグリコンにも脂肪細胞分化促進活性が認められた。これらのフラボノイ

ドは既に血管を丈夫にするなどの機能性が知られているが、今回、脂肪細胞への分化を促進し

小型の脂肪細胞を増やし糖脂質代謝を改善する作用のあることが分かった。さらに、ナリンゲ

 2



ニンで処理した細胞を用いインスリン感受性を調べるために、インスリン添加の有無でグルコ

ースの取り込みを調べた。ナリンゲニンの濃度に依存してインスリン感受性のグルコース取り

込みが著しく上昇し、細胞のインスリン感受性が高くなっていることがわかった。さらに、糖

尿病モデルマウスにナリンゲニンを投与すると飲水量や血糖値の低下など症状の改善が認め

られた。 

 

３．脂肪細胞と大豆イソフラボン(in vitro) 

大豆は栄養的に優れた価値を持つだけでなく、最近では多くの機能性のあることが明らかに

され健康を維持するうえでも重要な食品として注目されている。大豆成分のなかでもタンパク

質（ペプチド）、オリゴ糖、イソフラボン、植物ステロール、納豆のビタミンＫの５成分が厚

生労働省の許可を受けた特定保健用食品の有効成分として用いられている。このことは大豆の

機能性が際だって高いことを証明するものである。 

大豆抽出物は 10μg/ml の濃度からＧＰＤＨ活性を上昇させ、細胞内ＴＧを増加させた。こ

のことは生化学的にも形態的にも脂肪細胞への分化を大豆抽出物は促進させる作用のあるこ

とを示している。さらに、大豆抽出物で処理した細胞はインスリン感受性グルコースの取り込

みが増加しており、インスリンに対する感受性が上昇していた。大豆抽出物中の分化促進作用

を示す活性成分を精製単離したところ数種のイソフラボンであることがわかった。各イソフラ

ボンには抽出物と同じように分化促進作用が認められた。イソフラボンは豆科の植物に多く含

まれる成分のひとつであり、基本骨格に各種の修飾が加わることで多くの種類が存在する。大

豆には基本骨格の化合物としてゲニステイン、ダイゼイン、グリシテインそして配糖体化合物

としてゲニスチン、ダイジン、グリスチンなどのイソフラボンが存在し、さらにアセチル化や

マロニル化されているイソフラボンも多い。 

大豆の有効成分であるイソフラボンのダイゼインを用いて、インスリン感受性グルコース取

り込みを検討した（図５）。ダイゼインの濃度が３μＭまではグルコースの取り込みに影響は

なかったが、10μＭではインスリンを添加した細胞でのグルコースの取り込みがダイゼインを

加えなかった細胞より約２倍増加した。それ以上の濃度においても 100μＭまで濃度依存的に

インスリン感受性グルコース取り込みが増加した。また、リポプロテインリパーゼはダイゼイ

ンで処理した細胞において酵素活性が上昇しており、リポプロテインリパーゼのタンパク量の

増加、リポプロテインリパーゼのｍＲＮＡ量の増加も認められリポプロテインリパーゼの活性

の上昇は遺伝子発現の上昇に起因することが明らかになった。さらに、脂肪細胞分化のマスタ

ーレギュレーターとして働きリポプロテインリパーゼなど多くの糖脂質代謝に関与する遺伝

子の発現を調節している核内受容体の PPARγのアゴニストとしてイソフラボンが作用するこ

ともわかった(図６，７）。このアゴニストとしての作用はイソフラボンの多くの作用を説明す

ることができる根元的なものであると考えられる。以上の結果より、イソフラボンは PPARγ

のアゴニストとして働き細胞分化を促進しインスリンに感受性の高い小さな脂肪細胞を作り

出す作用のあることがわかった。大人になってからの糖尿病はインスリンに対する感受性の低
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下（インスリン抵抗性）が大きな原因であることから大豆による体質改善が期待される。 

一方、前述したように拡大した脂肪細胞（肥満）は糖尿病などの生活習慣病の根本原因であ

ることから脂肪細胞中の中性脂肪を分解しより小さな脂肪細胞にすることはこれらの疾病の

予防にもつながる（図４）。脂肪細胞にイソフラボンを添加すると脂肪分解が引き起こされる

ことがことがわかった。イソフラボンの中でもダイゼインがもっとも作用が強くダイジン、ゲ

ニステイン、ゲニスチンの順であった。この脂肪分解促進作用はアドレナリンなどの作用機序

とは異なり作用発現までに長時間要し、cAMP を介さないこともわかった。 

以上のようにイソフラボンは前駆脂肪細胞の脂肪細胞への分化を促進すること、また同時に

脂肪細胞中の中性脂肪の分解を促進する両作用によって小型の脂肪細胞を作り出し生活習慣

病になりにくい体質を作るものと考えられる。 

 

４．イソフラボンの動物試験 

次に実験動物を用いてイソフラボンの機能性を検討した１１）。イソフラボンとしてアグリコ

ン型と配糖体型を用い投与量は純度換算しラット体重kg当たりイソフラボンアグリコンは

50mg及び 200mg、イソフラボン配糖体は比較のためモル数換算しイソフラボンアグリコンとし

て 50mg相当量を 0.5%CMC-Na溶液に懸濁し、胃ゾンデを用いて強制的に１日１回午前中に５週

間連日投与した。SD系雌ラットの卵巣を摘出し、10 日間馴化飼育を行った。飼料はAIN-76 準

拠のカゼイン精製飼料を飲料水は公共水道水をそれぞれ自由摂取させた。群構成は、偽手術群、

卵巣摘出したもの４群すなわち群溶媒対照群、イソフラボンアグリコンの50及び200mg/kg群、

イソフラボン配糖体 50mg/kg相当群の計５群とした。血液化学的検査は一夜絶食後エーテル麻

酔下で腹大動脈から採取した血清を用い、総コレステロール(T.Cho.)、トリグリセライド(TG)

などについて検査した。また、各種臓器重量を測定した。図８に投与期間中の体重の推移を示

す。卵巣摘出後１０日間の馴化期間を置いたため、卵巣摘出の全群の体重は投与開始日にすで

に偽手術群と比べて高値を示した。偽手術群は投与期間を通して溶媒対照群との間に有意な低

値を示した。また、イソフラボンアグリコンの 50 及び 200mg/kg群は投与第８日に体重減少を

示し、以降投与期間を通して溶媒対照群と比べて有意な増加抑制が用量に応じて認められた。

イソフラボン配糖体群は投与第８日以降溶媒対照群との間に有意な増加抑制を示したが、その

程度はイソフラボンアグリコンの 50mg/kg群よりも軽度であった。T.Cho.及びTGの検査項目に

おいて偽手術群と溶媒対照群との間に有意な差は認められなかった。イソフラボンアグリコン

の 200mg/kg群ではT.Cho.及びTGともに溶媒対照群と比べて有意に低値を示した。イソフラボ

ンアグリコンの 50mg/kg群ではT.Cho.では有意な低値を示したが、TGでは低値であったが有意

差が認められなかった。イソフラボン配糖体群ではT.Cho.で有意に低値を示しがTGでは効果が

なかった。傍子宮脂肪組織重量に関しては溶媒対照群で偽手術群に比べ有意な高値を示した。

イソフラボンアグリコンの 50 及び 200mg/kg群では有意な低値を示し、用量に関連した変化で

あり、更に、両群とも偽手術群より低値であった。イソフラボン配糖体群も有意な低値を示し

たが軽度であった。子宮は卵巣摘出により著しい萎縮が認められ溶媒対照群では偽手術群に比
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べ有意に低値を示した。イソフラボンアグリコン投与により萎縮の抑制が有意に認められ用量

に関連していた。イソフラボン配糖体群は萎縮の抑制傾向を示したが有意ではなかった。また、

糖鎖の無いアグリコンが配糖体のイソフラボンと比べて効果の強いことが認められた。その原

因として、イソフラボンに関してはアグリコンのイソフラボンの方が配糖体のものより腸管か

ら素早く多く吸収されることが報告されている１２）ことから効果の強弱は吸収性の違いによる

ものと考えられる。 

次に、大豆イソフラボンの中にはいくつかの種類があり効果に違いのあることが推定される

ためイソフラボンアグリコンのなかでも代表的なダイゼインとゲニステインを分離調製し、上

記実験と同様に卵巣摘除ラットに投与して比較検討した（図９）。卵巣摘除ラットにダイゼイ

ン、ゲニステインを毎日経口投与(20mg/kg 体重）し、４週間飼育後各種測定を行った。体重

は卵巣摘除群(271.5g)において偽手術(Sham)群(241g)より有意に上昇した。卵巣摘除ラットに

ダイゼインを投与した群(257.5g)では体重の上昇が有意に抑制さた。ゲニステイン投与群

(266.8g)においても体重低下が有意ではないが観察された。血中 LDL-コレステロールは卵巣

摘除群で有意に上昇したが、ダイゼイン及びゲニステイン投与により有意に低下する。この低

下はダイゼインでより強く認められた。血中中性脂肪(TG)も卵巣摘除群で有意に上昇したが、

ダイゼイン投与により偽手術群以下にまで有意に低下した。ゲニステイン投与群においても低

下作用が認められたが有意ではなかった。一方、子宮重量は卵巣摘除群で顕著に低下した。ダ

イゼイン投与群ではその低下が有意に抑制されたが、ゲニステイン投与群では抑制作用が認め

られなかった。このように卵巣摘除ラットに大豆イソフラボンのダイゼイン、ゲニステインを

投与すると体重、血中脂質の上昇が抑えられたが、この作用はゲニステインよりダイゼインで

強く認められ、イソフラボンの種類により効果の異なることがわかった。 

 

５．おわりに 

平成１２年の平均寿命の調査によると沖縄県男子の平均寿命がとうとう日本の平均寿命を

下まわったことが示されている（女子は全国１位です）。以前は全国１長寿の時もあった男子

平均寿命ですがなぜでしょうか。60 歳の平均余命は一番であるので、働き盛りの 40、50 歳台

の男性が生活習慣病で亡くなっている事を示している。これには食生活が非常に影響している

と言われている。沖縄はアメリカナイズされた一番の地域で脂質の多い非常に高カロリーな食

事を男たちが摂り寿命を縮めていると言われている。このように脂肪細胞の肥大を原因とする

メタボリックシンドロームや生活習慣病が増えているのはなにも沖縄の人たちだけではあり

ません。日本全国で見られる現象です。このような現状を解消するためにも、根本原因となっ

ている脂肪細胞の機能を改善するような食品成分の解明が今後ますます求められると思われ

る。 
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図の説明 

図１ 脂肪細胞 

図２ 種々の脂肪組織由来生理活性物質（アディポサイトカイン）とその作用１）

図３ 肥大した脂肪細胞（肥満）は生活習慣病の根本原因である 

図４ 農作物成分による脂肪細胞分化促進と脂肪分解促進 

図５  イソフラボンによるインスリン感受性グルコース取り込みの増強 

図６ イソフラボンによる核内受容体(PPARγ)の活性化 

図７ イソフラボンの核内受容体(PPARγ)への結合とその作用 

図８ 各群の平均体重の変化１１）

図９ 体重、血清 LDL-コレステロール、血清中性脂肪に及ぼす各種イソフラボンの効果 
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