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生体内代謝変換を考慮した機能性ポリフェノール類の
果実類からの探索法の開発
Development of screening method of functional polyphenols in
fruits in consideration of their metabolic conversion in vivo
There are over thousands of polyphenolic compounds found in nature and almost all of them
come from plants. They have long been believed to protective our body against a variety of chronic
diseases including cardiovascular diseases and carcinogenesis, whereas the whole functions
of natural polyphenols have yet been uncovered. Thus, it is quite important to develop new
screening methods for functional polyphenols in plants. In this study, we focused on grape-derived
polyphenols and examined the anti-inflammatory effects of polyphenolic fractions of grape juices
and red wines. Solid-phase extraction of grape juices and red wines using C18 cartridge column
resulted in the efficient concentration of grape-derived pigments. We then examined the antiinflammatory effects of grape-derived polyphenols and demonstrated significant inhibitory effects
on lipopolysaccharide-induced cyclooxygenase-2 expression in RAW264 murine macrophage
cells. The anti-inflammatory effects were highly correlated with total amounts of polyphenols
determined by Folin-Ciocalteu reaction. Fractionation of grape-derived polyphenols by highperformance liquid chromatography also showed that the fractions containing grape-derived red
pigments exhibited significant inhibitory activity. These results showed that semi-purification of
grape-derived polyphenols by solid-phase extraction will be useful for evaluation of biological
activities of the polyphenols in cell culture experiments. Further investigation combined with mass
spectrometry will clarify the relative contribution of each polyphenol and possible synergistic
effects of multiple polyphenols in grape-derived drinks.
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はじめに
ポリフェノールは植物の樹皮や種子などに多く含まれる苦味・渋み成分であり、植物においては紫外
線や外来生物から自らを保護する役割なども担っている。フェノール性水酸基は電子供与性をもつた
め、フリーラジカル捕捉活性を示すものが多く、抗酸化物質として古くから研究されてきたが、最近では
細胞内シグナル制御に関わる多彩な生理活性が注目されている。ポリフェノールは食事や飲料から容易
に摂取可能であることやこれまでの食経験に基づく安全性の高さから、日常生活に最も密着した機能
性食品であると考えられる。天然には数千種類に及ぶポリフェノール化合物が存在するとされているが、
実際に機能性食品として応用されている例はごくわずかである。このような天然に眠る新たな機能性ポ
リフェノール成分を効率よく探索し、安全な応用を目指すための新たな方法論や概念が望まれるところ
である。
ポリフェノールの中でも機能性に関する研究が最も進んでいるのがフラボノイド類である。これらフラボ
ノイドは色素として古くから存在は知られていたものの、当初は栄養学的に評価されることはなく、嗜好
的にも渋みや苦みを伴うことから敬遠されてきた。しかし、フレンチパラドクス（欧米諸国では高い脂肪
摂取量に比例して動脈硬化性心疾患の死亡率が増加している中で、フランスだけが高い脂肪摂取量
と反比例して死亡率が低いという現象）が明らかになり（ 1 ）、この要因として赤ワインに含まれるポリフェ
ノールの機能性が注目されることとなった。また、赤ワイン1L あたりに含まれているポリフェノール量は平
均して 1300-1700mg 程度であるが、フラボノイドはその中でも特に量が多く、その含有量は総ポリフェ
ノールの8-9 割を占める（2 ）。一方、赤ワインの機能性については、近年スチルベン類に属するレスベラト
ロールの関与が注目されているが、その含有量は赤ワイン1L あたり0.2-7mg 程度含まれているにすぎ
ない（ 2 , 3 ）。赤ワインの機能性に本質的に寄与する成分としては、まだ議論の最中であるが、ブドウ由来
の赤色色素であるアントシアニジンおよびその配糖体であるアントシアニンは含有量も多く、赤ワインある
いはブドウ飲料における機能性への寄与が推察される。これらアントシアニン類の機能性については視
機能改善作用、脂質代謝改善作用、活性酸素消去能、肝機能改善作用などが知られている（ 4－6 ）。
ポリフェノール類を摂取すると、その一部は主に腸管から体内に吸収され、血中を循環し各種臓器で
機能性を発揮すると考えられている。一方、吸収されたポリフェノール類は腸管や肝臓などで発現する
第二相解毒酵素による代謝反応を受け、速やかに排出へ向かう。これはポリフェノール類の環境異物・
毒性物質としての側面である。このように、生理活性物質であるポリフェノール類は、食品として安全性
と機能性の二面性を有している。筆者らはこれまでに、ケルセチンやカテキンをモデルとしてポリフェノー
ルの安全性と機能性に焦点を当てたケミカルバイオロジー研究に取り組んだ結果、ケルセチングルクロン
酸抱合体やエピカテキンガレートに対する新規モノクローナル抗体の開発により、これらがヒト血管内で
マクロファージに特異的に蓄積することを見出し、マクロファージがポリフェノールの標的細胞であること
を明らかとした（ 7 , 8 ）。さらに、不活性なグルクロン酸抱合体はマクロファージに特徴的な脱抱合反応によ
り活性化体（アグリコン）へと変換され抗炎症作用を発揮することが明らかとなった（ 9 ）。また、メチル化
酵素（ COMT ）による細胞内でのメチル化によって異なる活性を示すことも明らかとしている。
このように、ポリフェノールは経口摂取後に「吸収」
「代謝」
「循環」
「標的細胞」など様々な要因に
よる構造変換を受けることで安全性を確保しながら、多様な機能性を発揮しているものと予想された。
たとえば植物中では多くのポリフェノール類は配糖体として存在しているが、腸管で加水分解を受け
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吸収されると同時に抱合反応を受け、さらにマクロファージなど特定の細胞においては脱抱合やメチル
化によって機能性を発揮すると考えられる。しかし、このような吸収・代謝変換・活性発現機構を考慮
せずに機能性評価が行われていることも多い。そこで、本研究ではこれまでに明らかにしたポリフェノー
ルの体内動態に基づき、吸収・代謝などの構造変換を考慮した培養細胞評価系の構築を目指した。
具体的には、果実類に含まれるポリフェノール配糖体の加水分解および抱合反応（グルクロン酸抱合、
硫酸抱合、およびメチル化）を担う酵素系を過剰発現させた培養細胞株の樹立を目指したが、本研究
期間内にこれらについて実現することは出来なかった。本論文では、ポリフェノール配糖体が多く含まれ
る果実としてブドウの赤色色素に着目し、ブドウジュースおよび赤ワインを評価対象モデルとして、ポリフェ
ノール画分の簡便な活性評価法について検討した結果を報告する。

実験材料と方法
国内で入手可能な市販ブドウ飲料として以下のグレープジュースおよびワインを用いた（ A ～ Eとし
た）
：A（ブドウジュース、アメリカ産、果汁 100％）
；B（ブドウジュース、アメリカ産、果汁 100％）
；C（ブ
ドウジュース、国産、果汁 100％）
；D（ブドウジュース、国産、果汁 20％）
； E（赤ワイン、アフリカ産、カ
ベルネ・ソービニヨン100％）
；F（赤ワイン、フランス産、カベルネ・ソービニヨン：メルロー =70％：30％）
；
G（白ワイン、フランス産、シャルドネ100％）
；H（白ワイン、フランス産、ソービニヨン・ブラン100％）。こ
れらの飲料 10mlをC18カートリッジカラム（Sep-Pak C18 Plus Short Cartridge, 360mg ）にアプライ
し、色素成分を吸着させた。水 5ml で洗浄した後、メタノール 5ml で色素成分を溶出した。遠心濃縮
機によって乾固させジメチルスルホキシド 100µl に溶解することでポリフェノール画分とした（飲料原液
の 100 倍濃縮となる）。抗炎症活性については、マウスマクロファージ様細胞 RAW264 に対してリポ多
糖（ LPS, 1µg/ml）を投与することで炎症を惹起し、6 時間後に細胞を溶解しウェスタンブロット法によっ
てシクロオキシゲナーゼ -2（ COX-2 ）発現量を評価した。各ポリフェノール画分試料を培地に一定量
添加することで、抗炎症活性の評価を行なった。また、各種リン酸化抗体を用いて作用機構について
もウェスタンブロット法によって検討を行った。一方で、調製したポリフェノール画分に含まれる総ポリフェ
ノール量はフォリンチオカルト法を用いて測定した。また、ポリフェノール画分試料のラジカル捕捉活性に
ついて DPPH（ 1-1-Diphenyl-2-picrylhydorazyl ）法を用いて評価を行なった。ポリフェノールの分
析には高速液体クロマトグラフィー
（HPLC）を用いた。

結

果

（1 ）ブドウ飲料由来ポリフェノール画分の調製
ブドウジュース A および赤ワインE の原液を水で適宜希釈した後、分光光度計にて極大吸収波長を
検出した。その結果、グレープジュースに含まれる色素成分の極大吸収波長は 522nm 、赤ワインに含
まれる極大吸収波長は 523nm であった。そこで HPLC で赤色色素を分析する際には 522nm で検出
することとした。ブドウジュース A 、赤ワイン E およびそれらから抽出したポリフェノール試料について、
HPLC 分析を行った。その結果、固相抽出前後を比較すると、抽出後に若干の変化が見られるものの、
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原液とほぼ同じ HPLCクロマトグラムが確認された（図 1 ）。よって、C18カートリッジカラムを用いた固相
抽出法によって、飲料に含まれるポリフェノール画分を簡便に濃縮することが可能であることが示され
た。果実飲料には多くの糖類が含まれており、そのまま濃縮して細胞へ投与することは困難である。ま
た、多くの果実にはビタミン C が含まれており、飲料によってはビタミン C が添加されている場合もある。
ビタミンC が水溶性抗酸化ビタミンであることから、ポリフェノール由来の抗酸化性と区別するためにはビ
タミンC の除去が必要である。本研究で用いた C18 カートリッジカラムを用いたポリフェノール画分の精
製法は溶媒分配など他の方法に簡便であることに加え、最小限の損失でポリフェノールを回収すること
が可能と考えられ、各種実験に応用する場合に非常に有効であることが示された。

図１．ブドウ飲料の固相抽出前後の HPLC 分析
（ A）ブドウジュース A 、
（ B ）赤ワイン E

次にフォリンチオカルト法を用いて各飲料から抽出したポリフェノール画分に含まれる総ポリフェノール
量を測定した。本法では、標準物質として没食子酸を用い、ポリフェノール量を没食子酸当量（mg /ml）
で算出した。適宜希釈した試料または没食子酸標準溶液にフォリンチオカルト試薬を加え、さらに
20 ％炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、730nm で吸光度を測定した。その結果、最もポリフェノール
量が多かったのはブドウジュース A 試料でありその値は 0.431mg /ml であった。次に赤ワインE 試料
0.305mg /ml 、赤ワインF 試料 0.301mg /ml の順であり、その他ブドウジュース B 、C 、D の値は同程
度であった（図 2A ）。また、ラジカル捕捉能について DPPH 法を用いて測定した。本法ではアスコルビ
ン酸を標準物質として用い、ラジカル捕捉活性をアスコルビン酸当量で算出した。最も強いラジカル捕
捉活性を示したのはブドウジュースA であり、その値は0.855mg /ml であった（図 2B ）。
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図2．各ブドウ飲料由来ポリフェノール画分の総ポリフェノール量（ A ）とDPPH ラジカル捕捉活性（ B ）

（2 ）ブドウ飲料由来ポリフェノール画分の抗炎症活性
LPS（ 1µg /ml ）を添加した培地にブドウ由来ポリフェノール試料を5000 倍希釈（原液の50 倍希釈
換算）となるよう添加し、これをRAW264 細胞に対して 6 時間処理した。その後、細胞を回収し、ウェ
スタンブロット法を行うことによって COX-2タンパク質発現量を評価した。その結果、赤ワインまたはブ
ドウジュース試料を処理した細胞において COX-2 の発現が顕著に抑制されたが、白ワイン試料を処
理した細胞では抑制作用は見られなかった（図 3A ）。また、ブドウジュース A の試料を段階的に希釈
し細胞に処理した結果、125000 倍希釈（原液の 1250 倍希釈換算）した場合においてもCOX-2 発
現の抑制効果が確認されたことから、含まれるポリフェノールの抗炎症活性は非常に強いことが予想
された（図 3B ）。

図3．
（ A ）各ブドウ飲料由来ポリフェノール画分の抗炎症活性
（ B ）ブドウジュース A の濃度依存的な抗炎症活性

また、図3Aにおいて用いた試料によって抗炎症活性能に差が見られたことから、フォリンチオカルト法
で算出した各試料中の総ポリフェノール量を基に、培地に添加するポリフェノール量が一定となるように
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細胞に処理し、COX-2 発現抑制作用を比較検討したところ、各試料の COX-2 発現抑制作用は同程
度となった（図 4 ）。よって、COX-2 発現抑制効果は試料に含まれるポリフェノール量に依存することが
示された。

図4．各ブドウ飲料由来ポリフェノール画分の抗炎症活性（一定ポリフェノール量を投与の場合）

さらに、ブドウ試料 A について HPLC に供し、5 分ごとに分画した後に濃縮・乾固し、これらを細胞に
添加することで各画分の COX-2 発現抑制効果について検討した。その結果、522nm で検出した赤
色色素多く含む画分 3 において顕著な抗炎症活性が確認された（図 5 ）。以上の結果より、ブドウ由来
の主にアントシアニン類によって構成される赤色色素は、顕著な抗炎症活性を有することが強く示唆され
た。画分 3 には多種多様なポリフェノール化合物が含まれており、COX-2 発現抑制活性に寄与する化
合物の同定が今後必要である。データは省略するが、ブドウジュース A について代表的なアントシアニ
ン配糖体であるシアニジン-3- グルコシドやデルフィニジン-3- グルコシド、さらにはフラボノールであるケ
ルセチン配糖体の存在を示唆するピークを LC-TOF 型質量分析計による測定において検出している。
また、これらのピークは用いるブドウ飲料、特にブドウジュースと赤ワインの間で大きく異なっており、今後
詳細な解析が必要である。

図 5 ．HPLC で分画したポリフェノール画分の抗炎症活性
（ A ）ブドウジュース A 試料の HPLC 分画、
（ B ）各画分の抗炎症活性
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最後に、今回認められた抗炎症活性の作用機構について検討することとした。LPS およびブドウ
ジュースA 試料を細胞に同時処理し、30 分後および 1 時間後に細胞を溶解し、ウェスタンブロットを行な
い、各種炎症シグナル経路（NFκB 経路および MAPキナーゼ経路）について検討した。これらの経路
は LPSをはじめとする種々の刺激によって活性化され、様々な遺伝子発現を調節することが知られてい
る。今回は、NFκB 経路の活性化の指標であるIκBαの分解および MAPキナーゼ経路の一つである
JNK のリン酸化について評価を行なった。その結果、30 分後および 1 時間後のいずれにおいてもLPS
によって誘導されるIκBαの分解は顕著に抑制され、JNK のリン酸化も抑制されていた（図 6 ）。よって、
ブドウジュース A に含まれるポリフェノールは、NFκB 経路および MAP キナーゼ経路を阻害することに
よって抗炎症活性を発揮していることが予測された。今後は、他の飲料の作用機構についても詳細な
解析を行なうとともに、含まれるポリフェノール個別の活性や作用経路についても注意深く観察していくこ
とが必要である。

図6 ．ブドウジュース A 試料の抗炎症メカニズムの解析（試料は1000 倍希釈で細胞へ投与した）

まとめ
本研究では、数々の健康機能への効果が報告されているブドウ由来ポリフェノールに焦点を当て、ブ
ドウジュースや赤ワインなどのブドウ飲料からポリフェノール画分を簡便に抽出する方法を確立し、さらに
得られたポリフェノール画分に強力な抗炎症活性が存在することを示した。ブドウ由来ポリフェノールとし
て多種多彩なポリフェノールが混在しており、またブドウジュースや赤ワインなどその加工過程によって存
在するポリフェノール量が異なることも明らかになっている。単一成分による機能性研究は広く行われて
いるが、このような多成分存在下における機能性発現機構については不明な点が多い。今後、複数成
分存在下における相乗作用や拮抗作用など詳細な解析を進めることにより、果実由来ポリフェノールの
新たな機能性の一面が明らかになることが期待される。
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