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肥満に拒食―人間はなぜ
適正な「食行動」
ができないのか？
肥満や、拒食症など、人間の肉体的・精神的健康は食べものによって左右されている―。一見、ごくあ
たりまえのことのように見えるが、実は、食欲や食の嗜好といった、体や健康にとって重要な「食行動」を
コントロールするメカニズム、とくに
「司令塔」
として働く神経回路の全体像は、ほとんど見えていない。
「健
康寿命」
をのばすためにも、さらなる追究が必要という。
食べるものが私たちの健康を左右するのは自明なの

負荷を見る指標として採用している「障害調整生命

ですから、体に良いとされるもの、必要と思われるも

年（Disability-adjusted life year）
」
によれば、25 位までの

のを適量摂っていれば、健康を維持できるはずです。

危険因子のうち 13 の項目が肥満や食に関連するもの

ところが、実際はそれほど単純な話にはならず、食べ

となっています。しかも現在、世界の肥満人口の割

過ぎ、偏食による肥満やその関連疾患、あるいは拒食

合は 13％ですが、この数字は増加傾向にあります。

症といった疾病が原因で健康寿命が縮まる結果となっ
ています。食行動が改善すれば、多くの病気は防げる

日本人は肥満による健康障害が起きやすい

はずです。しかし、それができない理由とはなんだろ

日本人は、一見すると肥満傾向が少ないと思われて

うか？ このような問いから、
私は食欲、
食嗜好をテー

おり、肥満による健康被害が起きていると自覚してい

マに研究を続けています。

る人も多くありません。しかし、日本人を含む東アジ

食行動がコントロールできずに起きる問題として、

ア人は、欧米人に比べると肥満による健康障害が起こ

最初に挙がるのが肥満です。肥満は、耐糖能障害、脂

りやすい傾向があります。これはカナダやハワイに移

質異常、高血圧、冠動脈疾患、脳梗塞など、多くの疾

民された方を対象にした調査にも表れており、民族的

患の原因とされています。 WHO が各種の疾病による

な特徴といえます。そのため BMI においても、世界基
準が 30 であるのに対して、日本の場合は 25 が用い
られています。この基準にあてはめると、日本でも中
年男性の約 1/3、女性の約 1/5 は肥満という結果にな
ります
（図 1）
。
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このように日本でも肥満は健康を阻害する大きな要
因の一つです。その状況を背景に、日本は肥満の研究
者人口も多くまた世界でも研究が進んでいる地域なの
ですが、現状では肥満をエネルギー消費量と摂取量の
カロリーバランスの不均衡ととらえて、その是正を目
指した取り組みが主流となっています。肥満に対して
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医学的にアプローチする場合、食事の量を
「意
思の力で」コントロールしなさい、難しかっ

図1 肥満は健康を脅かす重大な要因の一つ

たら薬を使います ―という“治療”をする

健康リスク

ことになりますが、そもそも、人々の間では
これだけ健康への関心が高く、食べ過ぎるこ

生活習慣への介入

とが健康を害することも知られているにもか

●食事療法
●運動療法

かわらず、どうして適正な食事ができないの

糖尿病

（世界第3位）

肥満

（世界第4位）

でしょうか？
肥満に至るような食行動の異常は、いくつ
か原因がわかっています。
まず、肥満になるほど食べるのは、欲求を

利点：指導のみなので安価
欠点：患者が指導を守れないことがある

抑えられなかった結果なのかというと、必ず
しもそうしたケースばかりではありません。

医学的介入
●薬物療法
●手術療法

なぜか？

肥満は健康リスクの大きな要因。適量の食事を摂れば健康でいられる
はずだが、なぜか、それができない。

アメリカで、肥満の人の満腹感について調べる実験
が行われました。いくら飲んでも皿が空にならないよ

レプチン、インスリンなどに対する抵抗性が起きてい

うな細工をして、肥満の人にスープを飲んでもらうと

て、末梢からの情報が中枢に伝わりにくい、たとえば

いうものです。満腹になったらスープを飲むのをやめ

血中のホルモンが到達しにくい、到達してからも中枢

ていいと伝えてあるのですが、被験者はいくら飲んで

の標的の神経細胞に伝わらない、到達して受容体に結

もやめることがありません。そこで満腹になるのはい

合しても細胞内にうまく情報が伝わらないなど、食欲

つかと問うと
「スープ皿が空になったら」
という答えが

の制御のいくつかの段階で不具合が生じていることが

返ってきました
（図 2）
。

わかっています。

これは食べた量を感じるメカニズムに何らかの障害
があることを示唆する結果です。実際、肥満の患者は、

また糖質を好むなど、肥満における食嗜好の問題で
は、脳内報酬系という快感を生む脳の神経回路が関連
しています。糖は脳の主なエネルギー源とな

図2 「意思が弱い」から肥満するとは限らない
Bottomless Bowls

（底なしのスープ皿） を用いた実験

るため、脳内報酬系が活性化されるメカニズ
ムがあります。肥満の場合、このメカニズム
に異常が起きている場合があります。

飲んだスープの量を

単純なカロリー計算で考えると炭水化物

体感できないので、

（糖）
もタンパク質も 1g あたり 4kcal、脂質は 9

いつまでも飲み続ける。

kcal ですが、実際には、これら三大栄養素をそ
れぞれ 100kcal 摂取しても、体に対する影響が
違います。同じ高カロリーの食事だとしても、
私たちは「唐揚げが食べたい」
「ケーキが食べ
たい」というように、その時々で食べたいも
のが異なります。これは食の好み、嗜好とい

この場合、
視覚情報が

うよりも、体調や時間によって食べたいもの

スープを飲む量を

が変わるということです。起き抜けに甘いも

左右している。

のを食べたいと思うのに、日中になるとそれ

肥満は中枢の異常が原因の場合もあり、欲求を抑えられないことだけ
が原因ではない。

ほど欲しくないということもあります。であ
れば、肥満対策として、単にカロリーに注目
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また発症の時点で患者本人に治療の

図3 食欲を左右する脳内の働き

外からの刺激
●嗅覚
●味覚

恒常性

体内からの情報
●栄養素
●ホルモン

体を一定に保つ

脳

意志がなく、危機的な状況になって周
囲が病院に連れて行くということがほ
とんどです。そのため、初期の病態の
データが極端に少なく、また治療して

報酬系
快感

食生活が改善すれば、当然生理的な
マーカーは改善しますが、それは食欲
が改善したのが原因なのか、全身状態
が改善した結果を反映しているだけな
のかわからず、根本原因がどこにあっ

未解明な点が多い

たのかを解明することもできません。
さらに診察では、罹患の原因を「こ
ころ」に求める場合がほとんどで、そ

判断

のような背景からも拒食症の分子・神

（条件に依存）
食べるかどうか？
何を食べるか？

経基盤を解明するに至っていません。
拒食症ではカロリーの高いものを食
べたがらないという特徴がありますが、
これは、甘いものや脂肪に対して味覚

食べ物を飲み込む
（反射行動）

異常があるために起きる現象でないこ

体の内外からの情報が脳内の二つのシステムで処理・統合され
「何をどれだけ食べるか」
の判
断が下される。

とがわかっています。また末梢の情報
が脳で処理されないという異常ではな
いこともわかっています。

するだけでは、根本的な解決にはなりません。特定の
栄養素を求めるメカニズムに着目する必要があります
が、未解明な点が多く、このメカニズムの異常がどの

カナダの脳神経の研究で、拒食症でうつ症状を併発

程度、肥満に関与しているのかもわかっていません。

している患者の脳の特定部位を刺激することで症状が

食行動の問題としてはもう一つ、拒食症（神経性無

改善したという報告がありました。うつ症状が拒食症

食欲症）
があります。
拒食症は、世界では 0.6％が罹患する疾病で、一生

の原因の一つである場合は有効ですが、うつ症状のな
い患者は反応がなかったという結果も出ています。

を通じて罹患する率は男女変わらないという報告もあ

拒食症の初期は、食欲がないのではなく、食べたい

りますが、思春期の女性に圧倒的に多いと一般的には

という自分の欲求に打ち勝った快感を覚え、さらに体

言われています。精神疾患の中でも最も予後の悪い疾

重が減った、頑張ったという周囲からの言葉にも反応

病の一つですが、分子的な発症機序の研究は遅れてい

して、摂食という体のニーズに応えることを優先しな

ます。

いという現象も起きます。

それは一つには、疾病の集団が非常に雑多だからで
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拒食症につながる過度のダイエット

先日参加した国際学会では、離乳期前後のマウスに、

す。実際、多くの疾病では遺伝子の一塩基多型と疾患

突然親から離すというストレスを与えたあと、成長期

の関連を見るという試みが行われて、統合失調症など

に食事を減らすという段階を踏むと拒食になるという

はいくつかの原因候補遺伝子が同定されました。しか

現象が報告されていました。拒食症をはじめ、食欲に

し、拒食症は疾病の分類も難しく世界的なコンソーシ

ついてはさまざまな要素が複雑に絡んでいるので、ど

アムの試みでも原因遺伝子の同定に失敗しています。

うしても現象論で話が進んでしまうところがあります
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が、この観察だけを見ると、食事を制
限する機会が訪れやすい思春期の女性
に発症が多いという現実に結びつけた
くなるところはあります。
食行動が異常になって起こる代表的
な疾病として肥満と拒食症を例にとり

図4 摂食に関する脳への刺激

外からの刺激
●嗅覚

体内からの情報
●栄養素

●味覚

●ホルモン

ました。このように健康を脅かすほど

液性伝達（血流）

にものを食べる、反対に、本来、体が
神経伝達（迷走神経）

欲しているものを食べたいと思わない
という摂食行動においては、どちらの
場合も正常なメカニズムのどこかに異
常が起きているはずです。しかし、
「正
常なメカニズム」がわからない状態で
はどこに異常があるのかを解明するこ
とはできません。

味覚、嗅覚など外部からの刺激と、ホルモン、神経伝達物質など体内からの
刺激が脳に届く。

まず、最終的に食の行動を判断する
のは脳ですから、脳における情報処理について見てみ
ます。

次に末梢から脳に伝わる情報としては、摂食以前の
においの刺激、味覚の刺激、迷走神経を介した消化管

中枢において摂食に関する末梢からの情報を処理す

からの刺激や、摂食後、血中の栄養素が変化して分泌

る神経経路には、生命維持に必要な食物を摂取する上

されるホルモン等の情報が脳に伝わるものなどがあり

で作用する恒常的摂食調節機構と、快感を求める脳の

ます
（図 4）
。

報酬系の二系統に分けて考えることができます
（図 3）
。

たとえば、味覚では、食欲を抑制する作用のあるレ

現在、恒常的摂食調節機構については、脳の視床下

プチンの濃度によって、甘味の感受性が変化するなど、

部が司り、糖や脂肪の血中濃度を感知する神経細胞や

ホルモンによって起きる味の修飾があることが知られ

各種のホルモンの受容体なども多数見つかっています

ています。また最新の研究では幼少期の食経験がシナ

が、この情報がどのように統合され摂食を調節するの

プスに関連する特定のタンパク質の発現を促進するこ

かは、まだわかっていません。

とが報告されています。

「おいしい」
が報酬系を刺激
脳内報酬系については、よく知られている糖による

では、食行動について、今、わかっていないのはど
のようなことでしょうか？
まず、感覚系の脳内の一次中枢から、調節系にはど

快感の他に、
「おいしい」
という経験が報酬系を刺激し、

のような経路で情報が伝わり、食行動の制御につな

その刺激を期待する摂食促進が起きることがわかって

がっているのか、全体像は見えません。末梢からの情

きました。

報伝達も、迷走神経から脳の延髄孤束核という部位へ

脳内の中枢に作用する物質としては、炭水化物嗜好
性を促進するペプチドとしてニューロペプチド Y（NP

の経路はわかっていますが、食行動の調節系にどう伝
わり食行動を制御するのかはわかっていません。

Y）が古くから知られていますが、逆にオキシトシンが

また消化管から脳への情報経路はある程度わかって

炭水化物の摂取を抑制するという報告もあり、体内の

きましたが、脳内ではどのように調節されているのか、

栄養状態を感知して、特定の栄養素の摂取を促す分子

こちらも解明されていません。

が見つかっています。これらがどのように働くのか、
全体像の解明が期待されます。

末梢からの情報として生体の栄養情報を検知して分
泌される液性物質で、食行動に関連するものがどの程
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図5 D-serine投与による食嗜好の変化
A

B

C

普通食
（NC）
ともう一つの食事
（高脂肪食＝ HFD、高ショ糖食＝ HSD、もしくは高タンパク食＝ HPD）
という選択肢を与えた場合に、D-serine なし
（0％、
）の水を飲ませたマウスと、D-serine あり（1.5％、
）の水を飲ませたマウスの食嗜好。それぞれ A は高脂肪食を好む割合、B が高ショ糖食、
C が高タンパク食を好む割合を示している。D-serine 飲水開始後 2 日目から、水のみを飲ませたマウスよりも、それぞれの食事に対する嗜好性が
（図版提供：佐々木 努）
抑制されていることがわかる。

度同定されているのか、また同定されている物質の脳
内標的がすべてわかっているわけでもありません。
脳内の神経経路における恒常的摂食調節系と報酬系
は、呼応していることがわかっていますが、その詳細
は明らかになっていません。それぞれさらなる調節系
の全容解明も必要と思われます。とくに脳内報酬系に

このように食行動を調節するメカニズムを解明する
視点は多岐にわたるのですが、現状では、個々の研究
が進む一方、全体を網羅して議論する場がありません。

嗜好の逆転が起きて餓死することも

関しては、アルコールや薬物など、依存性のある物質

私自身も、摂食行動における量的な制御（カロリー

の摂取を
「断つ」
ために研究が進められていますが、食

摂取量の調節）
だけではなく、質的な制御
（何を食べる

物の場合は依存があっても食べないと生きていけない

か、いつ食べるか）
に着目し、興味深い研究結果を得

ので、食物の摂取を断つことはできません。ですから

ています。

食物に対する脳内報酬系の作用だけを適切なレベルに

マウスに、D- セリンという物質を投与すると、そ

コントロールする方法を模索する必要があると考えて

れ以前に好まなかった食事を好むようになる、つまり

います。

嗜好の逆転が起きることを 2015 年に報告しました（図

他にも、腸内細菌の食嗜好への影響という視点も

5）。この現象は、栄養素や味覚、末梢の神経に依存し

あっていいだろうと思います。すでに腸内細菌が食物

ているわけでないこともわかったため、脳内の神経回

を分解する過程で産生する短鎖脂肪酸が肥満を抑制す

路の情報処理が変容した現象と考えることができます。

ることなどがわかっていますが、たとえば腸内細菌が

実験では、食事の選択肢がある場合には、一方から他

宿主に対して、自分たちに都合の良い食事を食べたい

方へ食嗜好が変わりますし、選択肢がなければ餓死し

と思わせる物質を産生するようなことがあってもいい

てしまうということも起こっています。それまで築い

はずです。

てきた価値判断が、一瞬にして逆転してしまうという

また摂食を促す作用について、研究が先行する嗅覚

現象が起こりうること自体、非常に興味深いことです

だけでなく、視覚も
「おいしさ」
を後押ししています。

し、こうなると食嗜好とは何なのか、という思いを抱

食品メーカーでは、パッケージによる食欲の刺激につ

かざるを得ません。研究が進めば、拒食症との関連な

いて関心が高いのですが、それらの刺激によってどの

ど実用的な貢献も想定できるでしょう。

ようなメカニズムが働き、最終的に食べるという行動

6

に至るのかというテーマも興味深いと思います。

また、脳内で特定の遺伝子の発現量を変化させると、
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図6 食行動のメカニズムを解明する要素

何を

きません。そこで自分の食欲と食べられる時間との乖
離が間食につながるのではないかとも考えられますが、

What

質

の兼ね合いで、もはやそのような生活を送ることがで

では生体本来の食のリズムはどのように作られていく

食嗜好（食選択）
栄養素のバランス

量

のでしょう？ それも、狩りをする肉食の動物と草食
動物では食のリズムが異なるかもしれません。しかし、
そのような疑問に答えられる研究は見当たりません。

いつ

食べる

When
摂取のタイミング

どれだけ
How much

食欲（カロリー）
エネルギーバランス

3つの要素すべてが健康を考える上で重要

生物にとって、摂食という行為の最大の目的は生命
維持のためであり、だからこそ体に必要なものがおい
しいという感情にもつながっているはずです。しかし、
それでは説明のつかない現象がいくつも起きているの
です。

大きな目標は
「健康寿命の延伸」
私の大きな目標は
「健康寿命の延伸」
です。そのため

「何を、いつ、どれだけ食べるか」
を決める要素は複雑に絡み合って
いる。ヒトでは社会的な要因もあり、食行動を決定するメカニズム
の解明には、網羅的な視点が欠かせない。

に何ができるかを考えて、生命の基本である食に行き
着いたというわけです。冒頭でも言及したように、健
康であるためには体に良いものを適量食べればよいの

炭水化物への嗜好性が下がり、脂質への嗜好性が上が

ですが、なぜかそれができずに、健康を害してしまう

ることを見つけています。この遺伝子は、末梢では細

のです。では、どうして摂食行動に異常が生じるので

胞の糖質利用を脂質利用に変える作用があります。一

しょうか。それを知るには摂食行動がどのように決ま

見、食の嗜好が変化したように見えるのですが、実際

るか、そのメカニズムを解明しなくてはならないはず

は、体の栄養素ニーズに応じた恒常的摂食調節のコン

ですが、現実的には摂食行動を決定するメカニズム解

テクストにおける栄養素の選択ではないかと推察して

明への包括的なアプローチ（図 6）
は海外も含めてほと

おり、現在論文にまとめています。この遺伝子の脳内

んど知りません。好みの問題も、どのような神経メカ

活性は加齢とともに低下することが知られており、加

ニズムが作用して、最終的な決定を下すのかという点

齢による食嗜好の変化に関係があるのではないかと考

を解明できればと考えていますが、まだまだ食行動に

えています。

ついて科学的な追究が進まず、現在は一般の人も科学

また、食事の摂取リズムに関しても、興味深い知見
を得ています。脂肪の摂取に関するマウスの観察では、

的な根拠が薄弱なさまざまな情報に右往左往する状態
ではないでしょうか？

同量の高脂肪食でも一日のうちの活動期と休息期で摂

そこで私は、国内の研究者とともに、2016 年に「食

取する時間が異なると、太り方がまったく異なるとい

欲・食嗜好研究会」
を立ち上げました。ここでは会の

う結果が出ています。他方、高脂肪食を摂取すると自

名前の通り、食欲や食嗜好について、分野を横断して

発的な食事のリズムが崩れるということもわかってい

議論を進める場を提供し、科学的な追究を進めていま

ます。高脂肪食が引き起こす食事のリズムの乱れを、

す。

マウスで予防できる薬剤を見つけ、現在論文にまとめ

私自身は、神経科学というバックグラウンドもあっ

ています。このプロジェクトから、そもそも摂食のリ

て、脳による食欲・体重調節メカニズムを研究してい

ズムとは何なのだ、という疑問も生まれました。

ますが、それ以外の分野でも、このテーマについて関

基本的にヒトを含む動物全般は、食べたい時に食べ
るというのが基本だと思いますが、ヒトは社会活動と

心を持つ研究者が増え、さらに食欲や嗜好についての
研究が深まることを願ってやみません。
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