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POINT 

肉類に含有される L-カルニチンは、長鎖脂肪酸をミトコンドリア内に運搬してエネルギー代謝を支

える必須分子である。本分子はアセチル-L-カルニチンとしてアセチル基を脳内に動員して神経

組織のアセチルコリン代謝に関与し、短期記憶を支援したりγ-アミノ酪酸の前駆体として疲労知

覚現象にも関与する。本稿では、われわれの最近の研究成果をもとに、「ミトコンドリアの品質管

理を支援して細胞死を抑制する機能分子」としての L-カルニチンの可能性に言及した。 

 

Ⅰ 

L-カルニチンとは 

 L-カルニチンはコリン類似構造をもつ水溶性の栄養素であり（図１）、肉類に多く含まれることか

らラテン語で肉を意味する Carnis-という語源を冠して呼ばれるようになった。肝臓、腎臓などで必

須アミノ酸のリジンを主骨格として合成されるほか、肉を食することにより摂取される。植物中の含

有量はきわめて少ない。動物ではヒツジ、ウマ、ウシなどの草食哺乳類の筋肉に特に豊富に含ま

れているが、雑食性のブタ、鳥類、魚類などには比較的少ない。ヒト体内では 90 数％以上が筋肉

中に分布する。 

 

図 1. L-カルニチンの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 

L-カルニチンの働き 

 L-カルニチンの働きは、脂肪酸残基（アシル基）を身体随所の需要に応じて運搬することである。

運搬されるアシル基の種類やその標的器官により、下記のような生理的意義に分類することができる。 
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1. 長鎖脂肪酸のミトコンドリア内への運搬（β-酸化促進作用） 

 これはサプリメントや機能性食品として最も広く知られた機能である。L-カルニチンには、脂肪の

消費促進効果やそれにより産生されるアデノシン三リン酸（adenosine triphosphate ; ATP）に着目

したスポーツニュートリションとしての効果も期待されている。脂肪酸がミトコンドリアのマトリクス

内に運搬される過程を図 2 に示す。この系では、カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ

（carnitine palmitoyltransferase ; CPT）-I が脂質代謝バランスの重要な調節因子となっている。 

 

図 2. L-カルニチンによる長鎖脂肪酸のミトコンドリアへの運搬 

AMP : アデノシン一リン酸、PPi : ピロリン酸、LCAS : 長鎖脂肪酸活性化酵素、CACT : カルニチンア

シルカルニチントランスロカーゼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 消費されなかった脂肪酸のミトコンドリア外への運搬（脂肪酸毒性軽減作用） 

 先天的な代謝疾患で脂肪酸がミトコンドリア内に蓄積する有機酸血症（メチルマロン酸血症な

ど）では、しばしば致死的状況に陥ることがある。これは一種のミトコンドリア病と考えられ、L-カル

ニチンの投与で症状が緩快する場合がある。この目的で、現在も医薬品として利用されている。 

 

3. 「アセチル基の一時預かり所(メタボリックシンク機能)」としての働き 

 脂肪酸残基（アシル基）の最小単位であるアセチル基は、転移酵素によってコエンザイム

A(coenzyme A ; CoA)と L-カルニチンの間を可逆的に移動する。急激な運動などで嫌気的代謝が

亢進すると細胞内で糖由来のアセチル CoA 濃度が高まり、それに対応して遊離 CoA 濃度が低下

し、これがエネルギー代謝の停滞につながる。L-カルニチンはいわば「手荷物（アセチル基）の一

時預かり所」として働く（メタボリックシンク機能）ことにより「手の塞がった CoA」を解放して代謝の

停滞傾向を緩和する。この意味から、L-カルニチンは一種のアセチル基バッファーとして機能する

ことにより、糖質代謝にも重要な役割を演じている。 
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4. 脳神経細胞へのアセチル基の運搬（γ-アミノ酪酸への変換） 

 3.で述べたアセチル基転移反応によって筋肉などで生成したアセチル基は、L-カルニチンに運

搬されて血液脳関門を通過し 1)、脳の特定部位（前頭葉前部、側頭皮質など）に達してγ-アミノ酪

酸の部分構造として利用される 2)。慢性疲労症候群患者ではこの脳部位へのアセチルユニットの

取り込みが低いことから、L-カルニチンが中枢神経系において疲労病態の感受性に関与している

可能性が考えられている 2)。 

 

5. 脳神経シナプスへのアセチル基の運搬（アセチルコリン代謝回転の亢進） 

 アセチルカルニチンを摂取させたラットの記憶能力が向上することが、実験的に示されている 3)。

さらに、当該シナプス近傍を精査した結果、アセチルコリン代謝回転の亢進、シナプス小胞や脳神

経細胞の細胞内骨格の安定化作用などが確認されている 4)。 

 

Ⅲ 

「ミトコンドリアの品質管理」という考え方 

 上述してきた L-カルニチンの機能は、エネルギー代謝から脳神経機能など、多様な作用に関与

している。本物質の「働く場」に注目すれば、その中心は主にミトコンドリアとその近傍である。ミト

コンドリアは細胞内エネルギーを産生する発電所として機能しながら、デリケートな細胞内代謝制

御や細胞小器官膜構造の維持に関与している。エネルギー産生過程で発生するフリーラジカル

や疎水性界面活性分子である遊離脂肪酸などは、ストレッサーとして作用している。このような観

点からのミトコンドリア研究は、特に日本で詳細に解析されている。代表的な長鎖脂肪酸であるオ

レイン酸によって惹起されるミトコンドリアの膜透過性亢進を L-カルニチンが抑制すること、そのメ

カニズムが長鎖脂肪酸のβ-酸化の促進によることなども明らかにされている 5)。このような機能

の解明が進むにつれ、従来より L-カルニチンの作用として個々に観察されてきた中枢神経系で

の代謝制御機能、細胞内骨格安定化機能 4)、運動時の筋肉細胞損傷抑制 6)、抗癌剤シスプラチ

ンによる消化管粘膜損傷の抑制 7)など、さまざまな病態現象に対する保護作用が統一的に理解

できる可能性も高い。これは L-カルニチンによる「ミトコンドリアの品質管理」ともいうべき概念であ

る。このような観点から、L-カルニチンは機能性食品としての利用が期待されている他のさまざま

な抗酸化物質とは一線を画するものであり、病態予防や健康維持におけるより効果的な利用が

期待される。 

 

Ⅳ 

栄養成分としての L-カルニチン 

 このような L-カルニチンを栄養成分として摂取する意義については、どのように考えればよいで

あろうか。従来、アスリートの場合には L-カルニチンによって促進される脂肪燃焼で得られるエネ

ルギーを持久運動の競技力として直接利用する発想が主流であった。最近では L-カルニチンが

筋肉痛を抑制するメカニズムの解明が進み、普段のトレーニング効率を向上させることを通じてベ
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ストコンディションづくりのツールとして新たな活用の途が開けつつある。この場合の競技は持久

運動に限らず、あらゆる競技を含みうる。このように、積極的な身体機能の発達を期待する人々

にとって、L-カルニチンは他の栄養素（たとえば分岐鎖アミノ酸、アンセリン、カルノシンなど筋肉

のコンディションを整える成分、あるいはグルコースやクエン酸などの即効型エネルギー物質）とと

もに摂取を検討する対象となろう。 

 一方、そのような特別な身体能力の発揮を期待しない場合には、L-カルニチンは他のビタミンや

ミネラル類と同様に、不足しがちな状況に応じてその基礎となる量を充足することが目標となる。

わが国の場合、その代表的な対象としては肉の摂取が少なくなりがちな食環境にある高齢者、疾

病療養者、長期透析治療者などが挙げられる。 

 いわゆるダイエットを行う人々では、メタボリックシンドロームの指導の一環として運動療法ととも

に行われたり、単なる痩身願望から偏食をきたすような我流に堕するものなど、その内実はさまざ

まである。メタボリックシンドロームへの対応策としての利用には相応の理論が付随しうるが、む

やみな偏食を担保する目的で L-カルニチンの外部補給を促すことには注意すべきであろう。この

ような場合には、まずは肉食を忌避する食習慣を改善することが L-カルニチン摂取の基本である

ことを関係者に理解してもらうことが肝要である。これは L-カルニチンに限らず、すべてのサプリメ

ントの利用法に共通することである。 

 

Ⅴ 

おわりに 

 栄養成分としての L-カルニチンについては、これが生合成される成分であるために、「外部から

摂取する必要がないもの」と論断する立場がある一方、即効性のあるやせ薬、あるいはマラソン

に勝つためのドーピング的な秘薬などと期待する立場も根強く存在する。前者は主として欠乏症

や飢餓の時代の栄養学に根ざした既成概念に由来し、誤解に基づくものといえる。今後、両者は

実際的な見識をもとに適宜修正改善されてゆく必要がある。L-カルニチンを「ミトコンドリアの品質

管理を担う物質」として捉えていく試みがさまざまな観察事実の統合的理解に寄与し、ひいては実

効性に長けた方法論として多様に結実することを期待したい。 
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