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はじめに

体が有益な食品と，毒や腐敗した食品を区別し，
毎日必要な栄養素を摂取するために味覚は重要であ
る。２１世紀初頭までは，甘味，苦味，塩味，そして
酸味の４つの基本味が一般的に受け入れられていた
が，日本ではすでに１９０９年にうま味物質であるグル
タミン酸が発見され，それが５番目の基本味＝うま
味として受け入れられたのは，その受容体 T１R１
＋T１R３がヒトで同定された２００２年の事であっ
た。１９９７年ラットの有郭乳頭でトランスポーター
FAT/CD３６が発見され１），その後約２０年間，「脂肪
（脂質）の味」やそれと同義の「oleogustus」が提
案されてきたが２），基本味の要件を満たしているか
どうかの議論は続いていた。なぜならヒトの官能評
価，げっ歯類の嗜好性，そして細胞の応答性に関す
る研究では，５基本味とは異なる脂肪酸独自の味覚
を証明するのは難しかったからである。

甘味に関しては T１R２＋T１R３ヘテロダイマーが
受容体であることが多くの研究によって証明されて
いるが，２００３年に報告した遺伝子ノックアウト（T
１R３-KO）マウスの甘味応答の中で，グルコースに
対する応答は正常マウスと差が無かった３）。同じ KO
マウスでその後グルコースによるインスリン脳相分

泌が報告され４），T１Rs に依存しない糖の受容体の
存在が示唆されていた。これは受容体だけの問題で
はなく，それに続く神経が糖以外の甘味とは独立し
ていなければこの現象はあり得ない。つまり糖の味
覚は存在するのかということも課題であった。

味覚神経の記録による脂肪酸の味覚研究

遅延整流性 K＋（DRK）チャネル，CD３６，G タン
パク質共役受容体の GPR４０，および GPR１２０は，
げっ歯類の味蕾の細胞で発現すると報告されてい
る。CD３６，GPR４０，または GPR１２０のいずれかを
欠くマウスは，脂肪酸に対する神経および行動の味
覚応答の選択的な低下を示す５，６）。CD３６の場合，舌
上皮での発現は，ラット１），マウス７），ヒト８）の有郭乳
頭と葉状乳頭からの味蕾に限定される。単離された
（磁気標識された）CD３６陽性味蕾細胞では，５µM
リノール酸および１２～２０µM 長鎖脂肪酸での刺激後
に細胞内 Ca２＋濃度の増加が観察された。CD３６の機
能としては，マウス５）とヒト９）の脂肪の検出や嗜好に
重要な役割を果たすことが示されている。一方，GPR
１２０については，舌全体の味蕾の主に II 型細胞に発
現が観察されている６）。細胞レベルの研究では，２０
µM リノール酸に対する Ca２＋応答は，マウスおよび
ヒトの GPR１２０を発現する味蕾細胞で観察されてい
る１０）。正常型（WT）マウスと比較して，GPR１２０を
発現しない GPR１２０ノックアウト（KO）マウスは，
リノール酸とオレイン酸に対する嗜好性の低下を示
し，多くの不飽和脂肪酸に対する鼓索神経，舌咽神
経共に，全神経線維束応答の低下を示すことを我々
は以前報告した６）。しかし他の研究グループでは，
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CD３６とは対照的に，GPR１２０はマウスの食物脂質の
口腔内での検出に不可欠であるとは考えられていな
かった。なぜなら GPR１２０-KO マウスは WT マウ
ス同様に，脂質の IntralipidⓇ（静脈投与用の脂質混
合物）やリノール酸への嗜好性をかなり維持してい
たからである１１）。ところで，同時期に脂肪酸の味が
基本味かどうかについて焦点を当てた研究者もい
た。Pittman は，リノール酸への味覚嫌悪（CTA）
が他の味物質に汎化するかどうかをラットで評価し
たところ１２），甘味，塩味，酸味，苦味に汎化せず，
区別できていることを示した。さらに，神経切断実
験により，ラットの遊離脂肪酸の味の区別に鼓索神
経が必要であることも示された１３）。しかし，鼓索神
経支配のマウスの茸状乳頭における CD３６の発現レ
ベルは，有郭乳頭の９分の１で５），上記の味の区別
には他の受容機構が機能している可能性があった。

人間では，認識閾値の定義が困難であるため，脂
肪の味の測定は複雑である。評価者が２年間もしく
はそれ以上の感覚訓練セッションに参加した場合，
長鎖脂肪酸の“fatty”と刺激性の“scratchy”の感
覚を識別することができた。その研究において
“fatty”の感覚の閾値濃度は０．１～０．４mM で，
“scratchy”の口腔感覚は最大２．２mM の閾値濃度
で検出された１４）。ただし多くの研究では，検知閾値
について，３つの溶液の中から脂肪酸が含まれるも
のを強制的に選択するという手順を使用している。
これらのレポートで平均検知閾値は，オレイン酸で
約１～３mM であった１５－１７）。前述のように，ヒトの

脂肪酸閾値濃度は，分離された味蕾細胞を刺激する
ために必要な濃度の５０倍以上のため，細胞の記録に
疑問を持たざるを得ない。５年ほど前に Running
らはヒトの知覚マッピングを取得する新しいデータ
処理を生み出し，中鎖および長鎖脂肪酸には，他の
基本的な味（甘味，酸味，塩味，苦味）とは異なる
味覚があることを示したが，その中で脂肪酸とうま
味の間には重複が観察された２）。そこで筆者らはマ
ウスを用い，舌に脂肪酸（１～１０mM を蒸留水に
入れ超音波にて懸濁）を与え，鼓索神経と舌咽神経
の単一神経レベルでの解析を行うことで，脂肪酸の
味覚がどの基本味に所属するのか，もしくは独立し
ている（基本味である）のか，そしてどの受容体が
関与しているのかを明らかにすることを目的として
解析した１８）。

鼓索神経単一線維におけるリノール酸とオレイン
酸応答を記録したところ（図１），５基本味に応答
しないがこれらの脂肪酸にのみ応答を示す神経線維
を含む，脂肪酸に最大の応答を示す神経群（F タイ
プ）が全体の約１７．９％を占めていた。また，スク
ロースに対して最大の応答を示す神経線維（S タイ
プ）・うま味応答神経（M タイプ）が脂肪酸にも応
答した。GPR１２０-KO マウスではこの F タイプ神経
は激減し，全体の約４％だった。二元配置分散分析
によって S タイプ・M タイプ神経の脂肪酸応答が
有意に減少していることも確認できた。以前行った
全神経線維束記録では，マウス舌後方の舌咽神経領
域でも脂肪酸応答が検出され，GPR４０と GPR１２０が

図１ 舌で受容される脂肪酸の味覚
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機能していることが示唆されていた。最近筆者がマ
ウス舌咽神経の単一神経応答を記録したところ，F
タイプ神経は鼓索神経と比べかなり少なく，味覚神
経全体の約７％だったが，脂肪酸に応答する S タ
イプと M タイプ神経が全体の４割強も見られ，鼓
索神経と同様であった。したがって図１のように，
舌咽神経の脂肪酸情報は甘味・うま味が優位である
と言える。さらに GPR１２０-KO マウスの舌咽神経の
単一神経応答を記録したところ，F タイプ神経が
WT マウスの半分以下になったが，脂肪酸に応答す
る S タイプ，M タイプ神経は，やはり全体の約４
割存在していた。その KO マウスで残存する脂肪
酸応答に，GPR４０および CD３６のアンタゴニストを
用いたところ，鼓索神経では抑制が検出できなかっ
たが，舌咽神経ではいずれのアンタゴニストでも有
意な抑制が見られた。特に CD３６アンタゴニストに
よる抑制は大きく，CD３６が舌の後方で嗜好性の味
覚である甘味，うま味として脂肪酸の情報を脳に伝
えている可能性は大きい。

それでは，この脂肪酸の味覚情報は，動物のどう
いった行動と関連してくるのか。現在までに２つの
行動実験を試みた。１つ目は嗜好性への関与とし
て，WT と GPR１２０-KO マウスで１mM キニーネ塩
酸塩（QHCl）と混合した１～３０mM オレイン酸と
リノール酸の１０秒間リック数を測定した。マウスは
２３時間の絶水条件のため，水や脂肪酸は最大値のお
よそ７０リックまで好んで飲む。したがって，忌避性
の苦味を混ぜることで濃度応答を得る方法を用い
た。その結果，オレイン酸とリノール酸両方におい
て GPR１２０-KO マウスの脂肪酸＋QHCl 混合物の
リックの数は，WT マウスのそれよりも有意に少な
かった。しかしこの KO マウスに残存する嗜好性
が見られたため，引き続き GPR１２０-KO マウスで，
CD３６の拮抗薬である５００µM Sulfosuccinimidyl
oleic acid（SSO）とオレイン酸もしくはリノール
酸＋１mM QHCl の混合物のリックの数を測定し
た。その結果いずれの脂肪酸も SSO によるリック
数の抑制が有意に検出されたため，CD３６が脂肪酸
に対する嗜好性に関与することが証明できた。

２つ目の行動実験は味覚嫌悪学習を用いた。マウ
スに１０mM リノール酸を繰り返し与えた後，塩化
リチウムを腹腔内投与することで嫌悪学習を獲得さ

せ，オレイン酸と基本味物質を嫌悪するかどうかを
試験した。その結果，WT マウスはオレイン酸にの
み汎化したが，GPR-１２０KO マウスはオレイン酸だ
けでなくうま味のグルタミン酸カリウム（MPG）
にも汎化した。このことから，脂肪酸を他の味と区
別するために GPR１２０が重要な役割を果たすことが
明らかとなった。以上２つの実験より，GPR１２０は
嗜好性と脂肪酸独自の味覚の両方に関与することが
示唆された。神経のデータと照らし合わせると，図
１のように F タイプ神経が脂肪酸検出，S タイプ・
M タイプ神経がそれぞれ甘味・うま味としての嗜
好性の味を伝えていることが示唆された。加えて，
味覚嫌悪学習には脳の扁桃体が関与することが知ら
れているが，脂肪酸独自の F タイプ神経の情報が
扁桃体に送られていることが確実と思われた。

脂肪酸の味覚情報が脳腸連関に関与するか

脳相反応は食物を消化管に飲み込む以前の感覚
（視覚，嗅覚，口腔感覚，味覚）による消化管反応
やホルモン分泌だが，脂肪酸の味覚に関しても脳相
反応の研究が増えてきている（図２）。口腔内の刺
激（sham-feeding）のみで血糖の上昇を介さずにイ
ンスリン分泌，血中トリアシルグリセロール濃度上
昇を起こす１９）。血中トリアシルグリセロールに関し
ては脂肪の割合が多いほど，また１価より多価不飽
和であるほど口腔内刺激が有効であると報告があ
る。コレシストキニン（CCK）と GLP-１は脳相だ
けで検出できたとする研究と否定的な研究があり，
賛否両論状態なのでさらに検討が必要であるが，摂
食と組み合わせることで効果が増加すると考えられ
ている。膵臓ポリペプチド（PP）については炭水
化物食よりタンパク質や脂肪を含む食の方が強力な
脳相分泌を起こすことが確認されている２０）。これら
は満腹感に繋がり，適切な食調節には欠かせない。

一方，摂食促進に働く胃ペプチドのグレリン分泌
は口腔内を脂肪で刺激後に摂取した場合，摂取のみ
の場合と比べて低濃度となったため２１），食欲を抑え
るためには口腔内で脂肪を受容することが重要だと
言える。また，高脂肪食 sham-feeding による刺激
で，それを摂食した時と同様のエネルギー消費が１
時間後に見られたという報告もある２２）。興味深いこ
とに，長鎖脂肪酸を豊富に含む餌を口に入れたラッ
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トでは，小腸上部から内因性カンナビノイドが分泌
され，迷走神経を介して脳に伝わり，快感物質ドパ
ミンが分泌され，油脂を好んで食べるという報告が
ある２３）。口を経由せずに十二指腸に直接脂肪酸（リ
ノール酸）を入れた場合はこの現象は起きず，油脂
でない栄養素である糖とタンパク質を口に入れても
起きなかった。つまり，脂肪酸に特化した味情報で
起きていることが示唆されている。さらに，昨年末
Murtaza らは GPR１２０のアゴニスト TUG８９１でマウ
スの舌を刺激すると，CCK と GLP-２の血中濃度が
上昇し，血中 LDL が低下したことを報告した２４）。
以上の２つの研究では確実に F タイプと GPR１２０に
よる情報が関与すると考えられる。今後は受容体を
特異的に抑制した状態で脳相反応を検査すること
で，さらに詳細な機能が明らかになると期待してい
る。

味覚神経の記録による糖の味覚研究

糖を検出するための T１Rs に依存しないメカニズ
ムの存在が示されている。糖に対する残存応答が最
初に観察されたのは，２００３年の我々の研究で３），糖
に対する鼓索神経と舌咽神経の全神経線維束応答，
およびスクロースとグルコースの行動応答が T１R３-
KO マウスで示された。その中では，T１R３-KO マ
ウスは，SC４５６４７（SC）やスクラロースなどの非
カロリー甘味料に対する神経応答が大幅に低下し，
甘味料の感知には T１R３の存在が必要であることを
示したが，５００mM グルコース応答については KO
およびその WT マウスで差が検出されなかった。

引き続き同じ KO マウスを用いた研究が行われ，
スクロースおよびグルコースに対する残存反応が温
度依存的に増加し，フルクトースではなくスクロー
スおよびグルコースの経口投与が，脳相インスリン
分泌（CPIR）を仲介することが示された４）。今から
１０年ほど前に，これらのメカニズムの背景にある糖
センサーの候補がラット２５）とマウスの味覚組織より
見出された２６，２７）。

腸細胞と味覚受容細胞の類似性を考慮して調査を
行った研究では，ラット有郭乳頭（CV）における
グルコース輸送体（GLUT）２，GLUT５およびナ
トリウムグルコース共輸送体（SGLT）１の発現を
確認された２５）。マウスの舌乳頭では GLUT２，GLUT
４，GLUT８，GLUT９および SGLT１２６），ならびに
GLUT１および SGLT１２７）の発現が認められた。ヒト
では特に味覚組織に焦点を当ててはいなかったが，
SGLT１，GLUT１，GLUT２および GLUT３が口腔
粘膜の上皮細胞で発現することが示唆された２８）。
さらに，SGLT１は，K-cell２９）からのグルコース誘導
GIP 分泌と L-cell３０）からの GLP-１分泌のための腸の
グルコースセンサーとして機能することが報告され
た。この機能については SGLT１-KO マウスでも確
認された。そこで味覚器でのセンサー機能はどうな
のかと，筆者らは以前使用した T１R３-KO マウス
を用い，舌に甘味物質を与え鼓索神経と舌咽神経解
析を行うことで，グルコーストランスポーターの味
覚への関与と，糖の情報を伝える単一神経の応答特
性を解析した３１）。その結果全神経記録では，スク
ロースとグルコースに対する味覚神経応答が，NaCl

図２ 脂肪酸の味覚による脳相反応と摂食調節
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（１０mM）の添加によって大幅に増強されたが，SC
４５６４７やサッカリンのような人工甘味料とポリコー
ス（グルコースポリマー）では有意な増強はなかっ
た。

糖応答の増強部分は，SGLT ブロッカーのフロリ
ジンによって抑制された。WT マウスの単一神経記
録では，甘味神経 S タイプについて，SC４５６４７，グ
ルコースおよびグルコース＋NaCl やそれらのグル
コース溶液に対する応答へのフロリジンの効果を調
べることで分類できた。すなわち，フロリジン非感
受性タイプ（図３右側の神経），フロリジン感受性
グルコースタイプ（図３左側の神経），そして Mixed
（フロリジン感受性グルコース応答と SC４５６４７応答
を示す）タイプ神経（図３中央の神経）の３種類で
あった。それらの中で，フロリジン非感受性タイプ
は T１R３-KO マウスでは消失し，このタイプが T１R
３を介してグルコースや他の甘味物質に応答するこ
とを示していた。Mixed タイプ神経に関して，グ
ルコース＋NaCl への応答はフロリジン感受性であ
り，SC４５６４７への応答は T１R３-KO マウスの Mixed
タイプ神経では大幅に減少した。これは，Mixed
タイプ神経のつながる味細胞が SGLT と T１R３の両
方を持っていることを示唆している。SGLT に加え
て，グルコース輸送体（GLUT）も味細胞のグル
コース検出に寄与している。我々の研究の中で，
GLUT のブロッカーであるフロレチンを味細胞の
先端膜側に作用させた場合，蛍光グルコースアナロ

グの取り込みが有意に阻害されたからである３１）。こ
の実験ではフロリジンによる抑制の方が大きかった
ため，SGLT の機能は明確であることもわかった。
SGLT１によるグルコース輸送は３０～５０mM のグル
コースで最大に達したが３２），GLUT は受動的トラン
スポーターであるため，GLUT によるグルコース
輸送は飽和しない。したがって，より高いグルコー
ス濃度で GLUT はグルコース検出に大きな役割を
果たす可能性がある。

フロリジン非感受性タイプ，フロリジン感受性グ
ルコースタイプ，そして Mixed タイプ神経線維の
割合は，それぞれ２８．６，２８．６，４２．９％だった３１）。以
前の免疫組織化学的研究では，SGLT１および
GLUT のメンバーが T１R３陽性味覚細胞で高発現す
ることが示されていた３３）。その中で KATP サブユ
ニットであるスルホニルウレア受容体１（SUR１）
の合計８０～８５％が，有郭乳頭と葉状乳頭味細胞で T
１R３を共発現することが報告された。我々の研究で
は，７１．５（４２．９＋２８．６）％の甘味細胞が SGLT を
発現すると予想されたので３１），SGLT を発現する味
細胞の６０％（７１．５％のうち４２．９％）は，味覚乳頭で
T１R２＋T１R３を共発現することが示唆されている。
T１R３陽性味細胞の６５～９０％が T１R２を発現してい
ることを考えると３４），この割合は免疫組織化学デー
タと一致している。ところで，G タンパク共役型受
容体の T１Rs とトランスポーターによる受容が同一
細胞でなされるのはどういう意義があるのか。NaCl

図３ 舌で受容される糖の味覚
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がある場合もない場合も，グルコースの平均インパ
ルス頻度は，WT マウスのグルコースタイプの神経
線維よりも混合タイプの方が大きかった３１）。これ
は，糖による T１Rs とトランスポーター系の両方の
活性化が，いずれかの受容体単独の場合よりもグル
コースへの応答を増強する可能性を示唆している。
次の項目では，複数の受容体の共発現の意義を論じ
たい。

脂肪と糖の相互作用はあるのか

「脂肪と糖はやめられない」という決まり文句に
あるように，これらのおいしい味に関しての相互作
用はあるのだろうか。例えば，うま味ではグルタミ
ン酸が含まれる植物系の出汁と，イノシン酸が含ま
れる動物系の出汁（もしくはシイタケに代表される
キノコ類に多く含まれるグアニル酸）を合わせる
と，相乗効果によって美味しさが増すことが広く知
られている。これはマウスの神経レベルでは，鼓索
神経の甘味に最もよく応答する S タイプ神経が，T
１R１，T１R２，T１R３を発現する味細胞につながって
おり３５），T１R１のグルタミン酸結合サイトの隣で，
それをしっかり固定するようにイノシン酸が結合す
ることによるものである３６）。一方，脂肪酸と糖の受
容体の関係はどうかと言えば，一部の味細胞で共発
現していると考えられる。S タイプ神経の半数以上
は脂肪酸応答を示しており，S タイプ神経の約７割
はフロリジンに抑制がみられ，SGLT を発現してい
ると言える。したがって S タイプ神経がつながる
味細胞の約３割は，脂肪と糖のなんらかの相互作用
がありうる。

今までの予備実験で大きな相乗効果が観察できな
かったことから，相互作用があってもうま味のよう
な劇的な増大は無いだろうと筆者は予想している。
そこで，他の臓器における脂肪酸と糖の受容体の共
発現について見てみると，腸管内分泌細胞である K
細胞と L 細胞にはマウスの味細胞同様に GPR４０，
GPR１２０が発現し，インクレチンである GLP-１，GIP
の分泌に関与することが示されている３７，３８）。さらに
L 細胞には短鎖脂肪酸を受容する GPR４１，GPR４３
も発現している３９）。グルコーストランスポーターに
関しては前述のように，K-cell３０）からのグルコース
誘導 GIP 分泌と L-cell２９）からの GLP-１分泌のため

の腸のグルコースセンサーとして機能することが明
らかになっている。他の３大栄養素のアミノ酸に関
しては，代謝型グルタミン酸受容体，共輸送型ペプ
チドトランスポーターである peptide transporter
１（PEPT１）とカルシウム感知受容体が腸内分泌
細胞の GLP-１と peptide YY 分泌に関与すると報
告されている４０）。それでは，腸内分泌細胞での脂肪
と糖の同一細胞内での相互作用はあるのだろうか。
今のところそのような研究は見当たらないが，GPR
１２０は Gq と共役しており PLC の活性化を介して IP
３の産生，細胞内カルシウムの上昇を引き起こすこ
とが知られている。味細胞では，甘味うま味による
T１Rs のみならず苦味 T２Rs に関しても，G タンパ
ク活性化から PLCβ２，IP３R３を介して小胞体から
のカルシウム放出による細胞内濃度上昇が TRPM
５チャネルの開口を起こすことで４１－４３），Na＋の流入
が起こり，味細胞の活動電位発生へとつながること
が報告されている。つまり，細胞内情報伝達経路が
共通しているため，例えば，甘味か脂肪酸単独では
閾値以下だったとしても，両方で同時に刺激すれば
閾値を超える現象や，相加的に味覚が強まる可能性
がある。さらに脂肪や糖のトランスポーターの場合
は，それらが細胞内に取り込まれた後，代謝経路に
入り，最終的に ATP が生成すると，KATP チャネル
の閉鎖によって細胞内電位が脱分極側へシフトす
る。したがってやはり単独の刺激の場合よりも味覚
が強まる可能性がある。このような仮説のもとに，
今後脂肪と糖の相互作用について検証したいと考え
ている。

結 語

ヒトでは，脂肪酸の味について他の味覚のように
明確に表現できる世界共通の言葉は無い。また，甘
味の一種ではあるが糖に特異的な味覚情報は，栄養
素の取捨選択や，食後の消化吸収などに確実に生体
に影響を与えていると考えられる。今後幅広く詳細
な検証によって，口腔機能を生かした健康の増進に
向かって研究を進めていきたい。
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