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日本の糖尿病死亡者数は世界第９位であり、秋田県は日本第２位である（2015年時点）。本研究では、糖

尿病患者を減少させるために、Ｄ-プシコースを利用することを提案する。糖尿病の主な原因の一つであ

るメタボリックシンドロームの解消のために、Ｄ-プシコースが持つ内臓脂肪の増加を抑制する特性に着

目した。また、官能検査を実施した結果、Ｄ-プシコースはガムシロップの甘さと比べてもあまり変わら

ないという結果を得た。これらのことから、Ｄ-プシコースはほかの甘味料に代替することが可能であり、

糖尿病の事前予防のためには、Ｄ-プシコースを代替品として毎日摂取するのがよいと考えた。 
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Ⅰ 問題の所在 

 今日の日本において、生活習慣病患者の増加は大

きな問題の１つと言える。2015 年現在、日本の生

活習慣病患者数は世界第９位であり、その死亡者数

は世界第１位となっている。また、私達は自分たち

の親戚に糖尿病患者が多いことを知り、生活習慣病

の中でも糖尿病に関心を持った。糖尿病は様々な合

併症を引き起こす原因となる深刻な病である。日本

におけるその患者数は世界第４位と、全人口の約

11 人に１人が糖尿病を患っている。我が秋田県に

おいて、都道府県別に見た人口 10 万人に対する生

活習慣病死亡者数は全国第１位、糖尿病死亡者数は

全国第２位であった。以上のことから、私たちは生

活習慣病、特に秋田県の糖尿病に関する研究をする

ことにした。 

 

Ⅱ 問題の背景 

１ 糖尿病の仕組み 

 食事をすると、食べたものが胃で分解され、糖に

なる。それらが腸に運ばれるとブドウ糖に変換され、

血液中に吸収される。そして、すい臓で製造された

インスリンと結合し、栄養分として細胞の中に入っ

ていく。しかし、糖尿病になる人はインスリンやイ

ンスリン受容体 2)に何かしらの問題があり、細胞の

中にブドウ糖が入っていけないという事態に陥る。

その結果、血液中にブドウ糖が余ってしまい、血糖

値が上がる。その状態が続くと糖尿病となる。 

２ 糖尿病の原因 

糖尿病には「１型糖尿病」、「２型糖尿病」、「境界

型糖尿病」があり、「１型糖尿病」は原因がよく分

かっていない。「２型糖尿病」は、血糖値上昇を抑

えるインスリンの量が不十分であること、インスリ

ンに対する細胞の感受性が悪くなることなどが原

因として挙げられる。この、細胞の感受性が悪くな

ることを「インスリン抵抗性」という。また、「境

界型糖尿病」とは、血糖値の高さが、糖尿病という

ほど高くはないが、正常の範囲を超えている（糖尿

病と正常の境目にある）という意味であり、いわゆ

る「糖尿病予備群」のことである。血糖値上昇の主

な原因として、ブドウ糖の過剰摂取、運動不足、内

臓脂肪の増加（メタボリックシンドローム）などが

ある。 

(1) ブドウ糖の過剰摂取 

 糖を取り過ぎると、摂取した大量のブドウ糖に対

してインスリンの放出量が追い付かなくなり、イン

スリンが十分に反応することができなくなる。その

結果、血液中に占めるブドウ糖の割合が大きくなり、

糖尿病になってしまう。 

(2) 運動不足 

 現代人が運動不足である理由として、生活が便利

になるなど、日常的に体を動かすことが減少する方

向に変化したことが挙げられる。また、別の理由と



 

して、スポーツや外遊びに不可欠な要素である時間、

空間、仲間が減少したことが考えられる。運動不足

は肥満へと繋がり、結果糖尿病になる。 

(3) 内臓脂肪の増加 

 内臓脂肪の増加の原因は過食や上記したような

運動不足が考えられ、内臓脂肪の増加はメタボリッ

クシンドロームへと繋がる。そして、さらにメタボ

リックシンドロームは糖尿病へと繋がるのだ。 

 

Ⅲ 仮説 

 上記した原因はどれも重大であるが、全てを調査

することは難しい。そこで、私たちは食事面での原

因に絞り、研究することにした。食事は誰もが日常

的に行うものであるが、運動はわざわざ時間を割い

て行わなければならない。誰もができるわけではな

い運動と比べれば、食生活は改善しやすくかつ、よ

り多くの人に効果が得られると考えた。 

 したがって、血糖値の上昇を抑える効果がある食

品を調べ、その食品を使った料理のレシピを発信す

ることで、より多くの人に糖尿病予防をしてもらお

うと考えた。 

 

Ⅳ 調査結果 

１ 日本の状況 

 まず糖尿病の原因のうち、ブドウ糖の過剰摂取と

内臓脂肪の増加のどちらが、より大きな原因となっ

ているのかを調べた。 

（米穀安定供給確保支援機構ホームページ） 

図１ 摂取量の変化 

 

エネルギー摂取量における脂質の割合は内臓脂

肪の増加、ごはんの摂取量はブドウ糖の過剰摂取に

それぞれ関係していると考えられる。図 1から分か

るように、エネルギー摂取量に占める脂質の割合は

増加し、ごはんの摂取量は低下している。 

米には 100g あたり 37g ものブドウ糖が含まれて

いる。さつまいもは 100g あたり 31.5g、バナナは

100g あたり 22.5g であることからも、米における

糖の含有量が多いことが分かる（東京書籍『家庭基

礎 自立・共生・創造』）。よって、糖を多く含む米

の摂取量が低下しているのに、ブドウ糖を過剰摂取

しているとは考えにくい。 

２ 実際の食事量の変化 

また、実際の食事にはどれほど違いがあるのかを

調べた。図２は、1965 年と 2013 年における食事の

内容の変化を示している。 

 

(東京書籍『家庭基礎 自立・共生・創造』) 

図２ 食事内容の変化 

 

1965 年の牛肉料理では、月１回だったのが 2013

年には月３回に増えている。同じく、豚肉料理も

1965年では月１～２回だったのが 2013年には月７

回に増えている。植物油に至っては 1965 年では１

年で３本消費していたのが、2013 年には１年で８

本も消費している。 

一方でごはんの摂取量は 1965 年には 1 日５杯だ

ったのが、2013 年には１日３杯に減っている。 

米を多く消費していた 1965 年の糖尿病患者は

2015年（316万 6000 人）のおよそ 96分の１にあた

る、３万 3000人である。 

３ エネルギー産生栄養素バランス（ＰＦＣバ

ランス） 

また、米を多く食べる日本食は、世界的に健康に

良いとされている。近年よりも米が多く食べられて

いた 1980 年度は、エネルギー産生栄養素バランス

がとても良い（図３）。 



 

 

          
(東京書籍『家庭基礎 自立・共生・創造』)  

図３ エネルギー産生栄養素バランス 

 

エネルギー産生栄養素バランスとは、栄養の質を

評価する指標の１つである。もともとはタンパク質

（Protein）、脂質（Fat）、炭水化物（Carbohydrate）

の頭文字をとって、ＰＦＣバランスと呼ばれていた。

この３つの栄養素のバランスは健康に大きく影響

を及ぼす。 

図３より、2013 年度のエネルギー産生栄養素バ

ランスは、1980 年度のものよりも炭水化物の量が

減り、脂質が増えている。 

これらのことから、やはり日本人は脂質の多いも

のを過食していると言える。過食により摂取された

カロリーが消費されずに体の中にたまっていくと内

臓脂肪として蓄積される。そして、内臓脂肪の増加

はメタボリックシンドロームへと繋がり、最終的に

は糖尿病にかかるリスクを高めてしまう。 

以上のことから、糖尿病の原因は「内臓脂肪の増

加」の方が有力であると考えられる。 

４ フィールドワーク 

そこで私たちは内臓脂肪の増加を抑えられる食品

やそのより良い摂取方法についてお聞きするため、

フィールドワークとして秋田栄養短期大学を訪れた。

そこで佐藤実教授に教えて頂いたのが、Ｄ-プシコー

スという希少糖である。 

(1) Ｄ-プシコースの特徴 

Ｄ-プシコースは、果糖であるＤ-フラクトースを

Ｃ-３エピマー化 3)したものである。ズイナという植

物にも実際に含まれている天然糖であり、砂糖の

70％の甘味がある。そして、１番重要な特徴は、Ｄ-

プシコースには小腸粘膜上皮で二糖分解酵素を阻害、

肝グルコキナーゼの核から細胞質へ移行を促進して

グルコキナーゼの活性化が肝糖代謝を亢進 4)するこ

とによって、内臓脂肪の蓄積を押さえる効果がある

ということだ（図４）。 

 

（マイナビニュース） 

図４ Ｄ-プシコースの内臓脂肪蓄積抑制効果 

 

たった５％でもＤ-プシコースを含んでいる方は、

含まない方より内臓脂肪が付きにくいことが分かる。 

またＤ-プシコースには食後の血糖値の上昇を抑

える効果もある。 

 

（松尾・路,2011） 

図５ Ｄ-プシコースの食後血糖値への影響 

 

  図５は、Ｄ-プシコースとＤ-フラクトースを摂



 

取した後の血糖値濃度を表したものである（松尾・

路,2011）。上から順に全体、男性、女性における結

果を示している。いずれもＤ-プシコースの方が、摂

取後の血糖値濃度が上昇しにくいことが分かる。 

(2) Ｄ-プシコースの甘みについて 

Ｄ-プシコースの特徴の１つである「砂糖の 70％

の甘み」について調べるため、私たちはガムシロッ

プとＤ-プシコース入りシロップで官能検査を行っ

た。対象はＳＧＨ活動をしているＤ組、Ｇ組の中か

らくじで無作為に選んだ 37 人である。実際にはどれ

ほど甘みの違いを感じるのか、その他香りや後味な

どといった観点において違いはあるのかといったこ

とを知るためである。Ｄ-プシコース入りシロップの

比較対象としてガムシロップを選んだのは、成分に

それほど違いがなく、また見た目による先入観をな

くすためである。 

実験では以下のような方法をとった。 

 

①Ｄ-プシコース入りシロップなのか、ガムシロップ

なのか分からないようにする、あらかじめＡと書

かれた紙コップにＤ-プシコース入りシロップを、

Ｂと書かれた紙コップにガムシロップを入れてお

く。 

②ＡのＤ-プシコース入りシロップを紙スプーンで

すくってなめてもらう。この時に色や香りも確認

してもらう。 

③甘さを＜とても甘い・甘い・そんなに甘くない・

甘くない＞の４段階で評価してもらい、用紙に書

き込んでもらう。 

④後味を調べるために５分待つ。この間にＡについ

て感じたことを書いてもらう。５分後、後味の項

目に後味が残るか残らないかを記入してもらう。 

⑤味が混ざらないように市販の水を飲んでもらう。 

⑥②同様、Ｂのガムシロップをなめてもらう。この

時に色や香りも確認してもらう。 

⑦③同様、甘さを＜とても甘い・甘い・そんなに甘

くない・甘くない＞の４段階で評価してもらい、

用紙に書き込んでもらう。この時に②と⑥で確認

してもらった色や香りについて、ＡとＢで違いが

あるかないかを書き込んでもらう。 

⑦④同様、後味を調べるために５分待つ。この間に

Ｂについて感じたことを書いてもらう。５分後、

後味の項目に後味が残るか残らないかを記入して

もらう。 

 

図６は、Ａ、Ｂそれぞれの甘さの評価の数を示し

たものである。 

 

図６ 官能検査の結果 

 

このグラフから、どちらも結果はあまり変わらな

いことが分かる。香り、後味に関しても、大きな違

いは見られなかった。 

(3) Ｄ-プシコースの安全性について 

ここで、人口甘味料とＤ-プシコースはどのような

点に違いがあるのかを調査した。まず、人口甘味料

は自然界には存在しない物質であるのに対し、Ｄ-

プシコースは自然界に存在する天然糖である。最大

無作量 5)は人口甘味料であるマルチトールやキシリ

トールで 0.3ｇ/㎏体重であるのに対し、Ｄ-プシコ

ースは 0.55ｇ/㎏体重である。また、人口甘味料入

り飲料やダイエットソーダによるメタボリックシン

ドロームの発症率の増加や２型糖尿病の発症リスク

の増加が報告されているが、Ｄ-プシコースはそのよ

うな報告が上がっていない。 

(4) アンケート結果 

私たちは実際にＤ-プシコースはどれほど知られ

ているのかを調べるためにアンケートを実施した。

2017 年７月２日に秋田南高校で行われた文化祭に

おいて、地域の方、職員ら計 96名を対象に行った。

結果は以下に示すとおりである。なお、考察に必要

なデータのみ抜粋してある。 
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図７-１ アンケート結果１ 

 

図７-２ アンケート結果２ 

 

図７-３ アンケート結果３ 

 
図７-４ アンケート結果４ 

これらの結果から希少糖という言葉は知っている

ものの、その効果までは知らないという人がほとん

どであることが分かった（図７-１、図７-２）。また、

希少糖の効果を紹介したところ、希少糖を使いたい

と答えた人は８割近くおり、価格が高くても買いた

いという人は半分以上いた（図７-３、図７-４）。 

 

Ⅴ 仮説の検証 

ここまでをまとめると、Ｄ-プシコースは、内臓脂

肪の蓄積を抑え、さらにガムシロップと甘さや香り、

後味があまり変わらない。よって、普段使用してい

る砂糖をＤ-プシコースに変えても、味や香りに大し

た違いはないうえに、内臓脂肪の増加によるメタボ

リックシンドロームを予防することが出来る。そし

て糖尿病患者の減少に効果があるといえる。しかし、

医療品と認められていないＤ-プシコースは、薬事法

により内臓脂肪を抑えるなどの効果の説明をするこ

とができないため、どう普及させるかが問題となる。 

 

Ⅵ 結果と考察 

したがって、私たちはＤ-プシコースを日々の食事

に取り入れることを提案する。例えば、Ｄ-プシコー

ス入りシロップをコーヒーに入れたり、料理すると

きに砂糖の代わりに使ったりする。さらに、毎日 D-

プシコースを取るために、ヨーグルトにシロップと

してかけて毎朝食べるなどして、Ｄ-プシコースを使

った１品を増やす。図４、５からも分かるようにた

った５％でも違いがあるのだから、Ｄ-プシコースを

１度に大量にとる必要はないのだ。少しずつでも毎

日摂り続けることを推奨する。 

 

図８ Ｄ-プシコースを流通させるためのサイクル 
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第１のステップとして、まず私たち消費者が意識

的にＤ-プシコースを買う。そうすることにより、Ｄ

-プシコースの需要が増え、企業がその有望性に気が

つき、Ｄ-プシコースの研究に投資するなどして、技

術開発が進む。技術開発が進むと、流通量が増えた

り、より低コストで生産したりできるようになり、

価格が安くなる。このようなサイクルが実際に行わ

れるようになれば、より多くの人がＤ-プシコースを

手に入れやすくなり、糖尿病患者の減少につながる

と考える。 

確かに、そんなに上手くサイクルが機能するわけ

はないだろう。しかし、コンビニスイーツなど、実

際にＤ-プシコースを使った商品がすでに販売され

ていることや、近年は大勢の人が健康志向に転換し

てきていることを踏まえれば、決してできないこと

ではない。 

ここで問題となるのがＤ-プシコースをどう消費

者にアピールするかである。内臓脂肪の増加を抑え

る等の効果を説明するには、Ｄ-プシコースが医療品

と認められる必要があり、そのためには学会で大き

く取り上げられる、トクホに認定されるなどしなけ

ればならない。しかし、高校生である私たちがこの

課題を解決することは難しい。 

それでも、このサイクルがうまく回りだせば、多

くの人がＤ-プシコースを摂取し、脂肪の蓄積を押さ

えることができるようになる。その結果、内臓脂肪

の増加によるメタボリックシンドロームを予防する

ことができ、糖尿病予防へと繋がる。また、日本で

この方法が確立されれば、他国、他地域での糖尿病

増加問題の解決を考えるとき、多いに役立つだろう。 

 

注 

1) Ｄ-プシコースは希少糖の一種である。本研究におい

て、特に指定が無い場合、Ｄ-プシコースと希少糖を同義

で扱う。 

2) 細胞膜にあり、ブドウ糖を細胞内に取り込む。 

3) 異性化のこと。分子式を変えることなく、その化学

構造を変えること。 

4) （感情・脈搏・病状などが）たかぶり進むこと（Weblio

辞典）。 

5) 化学物質の毒性試験で、複数の用量段階で動物への

毒性を観察したとき、有害／無害を含めた影響が認めら

れない最高の暴露量のこと（公益社団法人日本薬学会）。 
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