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新奇植物性ポリフェノールの生活習慣病改善における
SIRTとFGF21の活性化メカニズム
加齢に伴う血管老化は、動脈硬化の引き金となり心疾患・脳血管疾患の発症につながる。また、過
食や飲酒、運動不足等で引き起こされる生活習慣病も動脈硬化の原因となる。日本人の死因の約 3 割
は心疾患・脳血管疾患であることから、生活習慣病および動脈硬化の発症・進展を抑制することは
人々の健康長寿を実現する上で重要である。
健康長寿の鍵として長寿遺伝子 SIRT1 が注目されている。SIRT1 は老化抑制作用を示すほか、
動脈硬化や脂肪肝といった生活習慣病を抑制するとされる。近年、赤ワインに含まれるポリフェノール
の一種であるレスベラトロールが SIRT1 を活性化することが報告され、夢の長寿薬として脚光を浴び
た。これらの研究をはじめとして食由来ポリフェノールの研究は盛んに行われており、生活習慣の中心
である食の機能性への関心が高まっている。しかし、レスベラトロール以外の食由来ポリフェノールによ
るSIRT1の活性化に関する報告は極めて少ない。
本 研 究は、コーヒーをはじめゴボウやサツマイモ等、多くの食 品に含まれるポリフェノール、
3,5-Dicaffeoylquinic acid（ 3,5-di-CQA ）とChlorogenic acid（ CGA ）に着目した。これら二種の
化合物はクロロゲン酸類として知られ、動脈硬化や生活習慣病を抑制することが報告されている。しか
し、クロロゲン酸類による動脈硬化と生活習慣病の抑制作用への SIRT1 の関連性は未解明である。
本研究は、クロロゲン酸類とゴボウ抽出物による動脈硬化および脂肪肝の発症予防メカニズムに関し
て、SIRT1 に焦点を当て検討した。3,5-di-CQAとCGA は、培養肝細胞 HepG2 においてもSIRT1
のタンパク発現量を増加させた。そしてこれら二種のクロロゲン酸類は、炭水化物依存的な脂質蓄積
量の増加を有意に抑制し、その作用は SIRT1 を介している。クロロゲン酸類を含むゴボウ抽出物に関
しても、炭水化物依存的な脂質蓄積量の増加を抑制することが示された。C57BL/6J マウスを用いた
動物実験では、10 日間の短期的な 3,5-di-CQAとゴボウ抽出物の投与は肝臓において SIRT1 の
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発現量を増加させた。肝臓において SIRT1 は抗生活習慣病因子の FGF21を上方制御することが知
られている。そのため、FGF21 のタンパク発現を評価したところ、3,5-di-CQAとゴボウ抽出物の投与
は肝臓での FGF21 の発現量を増加させることが認められた。また、脂肪組織において善玉ホルモン
として知られるアディポネクチンのタンパク発現が各化合物投与群において上昇した。アディポネクチン
は、動脈硬化や生活習慣病の予防・改善に有効であることが報告されている。以上より、3,5-di-CQA
とゴボウ抽出物は肝臓での SIRT1 、FGF21 のタンパク発現、さらに脂肪組織でのアディポネクチンの
発現亢進により生活習慣病および動脈硬化の発症・進展を抑制することが示唆された。C57BL/6J マ
ウスに高炭水化物食を負荷し脂肪肝を誘発するモデル実験では、3,5-di-CQA は高炭水化物食によ
る肝臓中性脂肪量の増加を有意に抑制した。しかし、ゴボウ抽出物の投与では肝臓中性脂肪量の
増加は抑制されなかった。3,5-di-CQAとゴボウ抽出物の投与は、肝臓において SIRT1 の発現には
影響を及ぼさなかったが、3,5-di-CQA 投与によって FGF21 の発現が有意に増加した。FGF21 は肝
臓の脂肪酸合成酵素や脂肪酸分解酵素の働きを制御することで、脂肪肝を予防・改善する。本実験
の 3,5-di-CQA 投与群でも脂肪酸合成酵素の発現が抑制され、脂肪酸分解酵素の発現が促進され
る傾向にあった。したがって、3,5-di-CQA は肝臓において FGF21 の発現を上昇させることで脂肪酸
の合成・分解機構を制御し、過剰な炭水化物摂取によって発症する脂肪肝を抑制したと考えられる。
ゴボウ抽出物も脂肪酸合成酵素の発現を抑制する傾向にあったことから、過剰な脂肪酸合成を抑制
する可能性がある。
以上の結果より、3,5-di-CQAとCGA 、それらのクロロゲン酸類を含むゴボウ抽出物は、血管内皮
細胞と肝臓細胞に直接的に働きかけ、動脈硬化および脂肪肝の発症・進展を抑制することが示唆さ
れた。本研究で用いた 3,5-di-CQA をはじめとするクロロゲン酸類は、ゴボウやコーヒー、サツマイモ
等、身近な食品に含まれており日常的に摂取できる。このような食由来化合物が、長寿遺伝子 SIRT1
および抗生活習慣病因子 FGF21 の働きを促進し生活習慣病を予防できることから、健康長寿の実現
に食の機能性が非常に重要であると言える。本研究は、3,5-di-CQAを日々の食生活の中で摂取する
ことが健康長寿に寄与する可能性を示すものである。

はじめに
15 年の統計によると、日本における65 歳以上の高齢者人口は過去最高の 3384 万人となり、総人口
に占める高齢者比率は 26.7 ％と過去最高となっている。過食や飲酒、運動不足等が生活習慣病を発
症させ、最終的に動脈硬化を引き起こす。動脈硬化性疾患はわが国の死亡原因の約 3 分の 1を占め
ている。そのため、生活習慣病の予防・改善は健康長寿を実現する上で非常に重要である。
健康長寿の鍵として近年、SIRT1 が注目されている。SIRT1 は生物の寿命に関わる長寿遺伝子の
一つとして同定され、アンチエイジングを実現する可能性があるとして世界中で研究が進められている。
酵母の長寿遺伝子として発見された Sir2 は哺乳類の SIRT1 である。SIRT1 は、老化関連タンパクで
ある p53 を制御する作用などによって老化を抑制する 1 。また、加齢や種々のストレスによって引き起こ
される各器官、組織の機能傷害に対して SIRT1 が抑制的に働くとされる。肝臓において SIRT1 は糖
代謝や脂質代謝を制御することで、生活習慣病の一種である脂肪肝を抑制する 2 , 3 。脂肪肝は、過食
や運動不足、飲酒などによって肝臓に過剰な脂質が蓄積した状態である。特に飲酒に依らない非ア
ルコール性脂肪性肝疾患（ NAFLD ）の患者数は、現在日本で約 1000 万人いると推定されている。
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脂肪肝は悪化すると肝硬変、肝ガンへ進展する。そのため、脂肪肝の発症・進展を抑制することは非
常に重要である 4 。SIRT1は肝臓から分泌される繊維芽細胞成長因子 21（ FGF21 ）を上方制御する
ことが報告された 5 。FGF21 は糖や脂質の代謝調節を行うホルモンで、主に肝臓から分泌され、全身
に作用する。また、FGF21は白色脂肪組織に作用し褐色脂肪様細胞へ分化させる。この変化が熱産
生能を増加させ、体重減少に寄与する。ヒト臨床試験においても、FGF21 アナログを投与すると血糖
値および血中の中性脂肪量の低下、総コレステロール値および HDL 、LDL 値の改善などの効果が示
されている 6 。抗糖尿病薬であるチアゾリジン系薬剤は脂肪組織の FGF21 の発現を増やし FGF21 の
感受性を上げるという報告もあり、抗糖尿病薬の効果の一部は FGF21 経路を介している7 。このような
作用から FGF21 の変異体や FGF21 アゴニストは臨床研究においても注目されつつあり、今後の代謝
疾患の治療薬として有望視されている。SIRT1は脂肪組織から分泌されるアディポネクチンシグナル系
に関与することが報告されている。また、FGF21 においてもアディポネクチンの発現、分泌を増加させ
ること、FGF21 による脂肪肝抑制作用などの生活習慣病予防作用は一部アディポネクチンを介して行
われることが示されている5 , 8 。アディポネクチンは、動脈硬化や 2 型糖尿病などの生活習慣病の発症を
予防する上で非常に重要な善玉ホルモンで、抗生活習慣病予防因子として注目を集めている。
食品由来の機能性成分であるポリフェノールによる疾病予防に関する研究は盛んに行われている。
フランスで動物性脂肪の摂取が多い食生活にも関わらず、他の欧州諸国に比べて心疾患死亡率が
低いとされる、
「フレンチパラドックス」においても、赤ワインに含まれるレスベラトロールをはじめとするポ
リフェノールの効能が寄与していると考えられる 9 , 10 。レスベラトロールは 2003 年に SIRT1 を活性化す
ることが報告され、その後 2006 年にはヒトと同じ哺乳類であるマウスの寿命を延長させることが示され
た 11 , 12 。現在、SIRT1 の活性化に関する研究は世界中で行われているものの、レスベラトロール以外
の食由来ポリフェノールが SIRT1を活性化するという報告は極めて少ない。
本研究は、3,5-Dicaffeoylquinic acid（ 3,5-di-CQA ）および Chlorogenic acid（ CGA ）に着目し
た（ Fig. 1 ）。これらの化合物はクロロゲン酸類の一種であり、ゴボウやサツマイモ、コーヒーなど多くの

Fig. 1 本研究で用いたクロロゲン酸類
の構造
（ A ）3,5- Dicaffeoylquinic acid
および（ B ）Chlorogenic acid は、
Caffeic acid のカルボキシル基が
Quinic acid のヒドロキシ基と脱水縮合
した構造を持つ化合物である。
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食品に含まれ、日常的に摂取する機会が多いポリフェノールである。クロロゲン酸類は脂肪肝をはじ
めとする生活習慣病や、生活習慣病に起因して発症する動脈硬化を抑制することが報告されている
が 13 , 14 、その抑制作用とSIRT1 の関連性は未解明である。そこで本研究は、クロロゲン酸類とゴボウ
抽出物が動脈硬化および脂肪肝をどのようなメカニズムで抑制するのかに関して、SIRT1とその下流
に存在する抗生活習慣病因子であるFGF21、アディポネクチンに着目して検討した。

方
試

法

薬

タンパク定量に用いた BCA Protein assay kit は Pierce から、PVDF メンブレンは Millipore か
（ Thr 172 ）rabbit
ら購入した。抗体については、Adiponectin rabbit mAb 、Phoso-AMPKα
mAb 、AMPKα rabbit mAb 、Phospho-acetyl-CoA carboxylase（ Ser 79 ）antibody 、
Acetyl-CoA carboxylase rabbit mAb 、Fatty Acid Syntase rabbit mAb, Anti-rabbit IgG,
HRP-linked antibody 、Anti-rat IgG HRP-linked antibody は Cell Signaling Technology か
ら購入した。多量体アディポネクチン検出用の Anti-mouse adiponectin rat mAb はオリエンタル酵
母工業から購入した。SIRT1 antibody 、Anti-mouse IgG-HRP は Santa Cruz から、Monoclonal
anti-β-actin antibody, Monoclonal Anti-FGF21 antibody は Sigma-Aldrich から、Anti-α
-tubulin mouse mAb は Calbiochem から購入した。
HepG2 の培養
HepG2の培養は10％FBS 、1％ P/S 、5.5mM Glucoseを含む DMEM 、37 ℃、5％ CO2 環境下
で培養した。脂肪肝実験では HepG2を3.5cm dish に 5×105cells/dish で播種し、24 時間かけて接
着させた。無血清培地で 24 時間同調培養後、脂肪酸添加または高グルコース DMEM を添加した。
高炭水化物添加系では 30mM の Glucose を含む高グルコース DMEM に 3,5-di-CQA（ 10 、30 、
50μM ）
、CGA（ 10 、30 、50μM ）
、焙煎ゴボウ（ 1/10000 、1/1000 、1/100 希釈）を添加し、48 時間
、CGA（ 30、50μM ）を添加して24 時間培
培養した。脂肪酸添加系では3,5-di-CQA（ 30、50μM ）
養後、各化合物共存下で FA を培地に加えて 24 時間培養した。FA の濃度は 0.66mM のオレイン酸
と0.33mM のパルミチン酸を混合して1mMとした。
オイルレッド O 染色
各刺激後の細胞をPBS（ - ）で 3 回洗浄し、10％ ホルマリン液を加えて 1 時間固定した。水で 3 回
洗浄してから60％ イソプロパノールを加えて5 分間静置後、オイルレッドO 溶液を加えてトリグリセリドを
染色した。20 分後に再び水で3回洗浄し、DMSOを加えてオイルレッドO 色素を抽出して1.5mL tube
に回収した。10,000rpm で 10 分間遠心分離後に上清を採取し、540nm の吸光度を測定して定量化
した。
動物実験
4 週齢の雄マウス（ C57BL/6J ）を 1 週間環境条件下にならし、5 週齢より実験を開始した。マウス
は、コントロール群と3,5-di-CQA 投与群、焙煎ゴボウ投与群に各群 6 匹ずつ分けた。各化合物は、
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5mg/kg/day 、15mg/kg/day の濃度で、コーン油に溶かし 10日間毎日経口投与した。焙煎ゴボウ
パウダーは、焙煎ゴボウエキスとデキストリンが 1：1 に配合されているため、2 倍量の 10mg/kg/day 、
30mg/kg/day の濃度で投与し、焙煎ゴボウエキスの濃度が 5mg/kg/day 、15mg/kg/day の濃度
になるようにした。4 週齢の雄マウス（C57BL/6J）を1 週間研究室の環境条件下にならし、5 週齢より実
験を開始した。マウスは通常食コントロール群と高炭水化物食を与えるコントロール群、3,5-di-CQA 投
与群、焙煎ゴボウ投与群に分けた。なお、通常食の組成は 100g 換算でタンパク質が 23.1 ％、炭水化
物が 55.3％、脂肪が 5.1％であり、高炭水化物食の組成は、タンパク質が 20％、炭水化物が 66％、脂
肪が 5％であった。各化合物の濃度は、3,5-di-CQA は5mg/kg/day 、焙煎ゴボウは20mg/kg/day
（焙煎ゴボウエキス 10mg/kg/day ）とした。体重測定は 1 週間に 1 回行い、血糖値測定を 2 週間に
1回行った。
血液検査
血漿サンプルは長浜ライフサイエンスラボラトリー
（オリエンタル酵母工業）に発送し、アディポネクチ
ン、アラニンアミノトランスフェラーゼ（ ALT ）
、トリグリセリド（ TG ）
、遊離脂肪酸（ NEFA ）
、総コレステ
ロール、HDL コレステロールおよび LDL コレステロール濃度を測定した。マウスの肝臓を Folch 溶媒
（メタノール：クロロホルム=2：1 ）中でホモジナイズし、800rpm で 20 分間遠心分離した。下層（クロロ
ホルム層）を回収して乾燥窒素ガスで脱溶媒した後、残った沈殿物に10％ Triton X-100を含むイソ
プロパノールを加えた。これを肝臓の脂質溶液とし、ラボアッセイ・トリグリセリド（ Wako ）を用いて脂質
溶液中のトリグリセリド量を測定した。
ウエスタンブロット法
HepG2 は 3.5cm dish に 2×105cells/dish で播種し、24 時間かけて接着させた。無血清培地で
24 時間同調培養後、3,5-di-CQA（ 50μM ）、CGA（ 50μM ）を添加し各時間培養した。各時間
培養後、PBS（ - ）を用いて 2 回洗浄を行った後、直ちに - 80 ℃で凍結させた。その後、Lysis
Buffer（ 50mM HEPES pH7.5 、50mM NaCl 、1mM EDTA 、50 ％ Glycerol 、100mM NaF 、
10mM Sodium pyrophosphate 、1％ Triton X-100 、1mM NaVO4 、1mM PMSF 、10μg/mL
Antipain 、10μg/mL Leupeptin 、10μg/mL Aprotinin ）を150μL/dish 加え、5 分間静置した。そ
の後、スクレーパーで剥離した細胞を回収し、氷上で 15 分間静置した後に4 ℃、14000rpm で 15 分間
遠心分離し上清を回収した。-80 ℃で保存したマウスの各組織を氷上で融解後、一部を切り出して組
織用 Lysis バッファー
（50mM HEPES pH 7.5 、50mM NaCl 、1mM EDTA 、50mM NaF 、1mM
NaVO4 、25mM β-Glycerophosphate 、200μM Dithiothreitol 、0.02 ％ Triton X-100 ）中でホ
モジナイズし、14,000rpm で 30 分間遠心分離して上清を回収した。さらに 14,000rpm で 15 分間遠心
分離し、回収した上清を最終的なサンプルとした。回収した細胞抽出液内のタンパク質濃度を BCA
protein assay kit（Pierce）を用いて測定し、30μg 相当のタンパク質をSDS-PAGE に供し、泳動し
た。泳動後、分離したタンパク質をPVDFメンブレン（Millipore）に転写した。その後、メンブレンを5％
Skim milk/Tris-buffered saline containing 0.1％ Tween20（ TBS-T ）または5％ BSA/TBS-T
でブロッキングし、各種 1 次抗体を反応させた。1 次抗体の希釈には 5％ BSA/TBS-Tを用いた。メン
ブレンをTBS-Tで15分間洗浄した後、各1次抗体を認識する2 次抗体を反応させた。再び TBS-Tを
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用いて15 分間洗浄を行った後に、Chemi-lumi one Lを用いて2 次抗体に標識された Horse radish
peroxidase（ HRP ）による化学発光をLAS 4000mini（ FujiFilm ）で検出した。
統計処理
実験結果は、平均値±SE（Standard error）で示した。各集団の比較はBonferroni 検定を行い、
P ＜0.05のときに有意に差があると判断した。

研究結果
クロロゲン酸類が HepG2の脂質蓄積に与える影響
クロロゲン酸類による脂肪肝抑制作用を検討するために、培養肝細胞 HepG2 を用いて各実験を
行った（ Fig. 2 ）。HepG2 に 30mM グルコース培地を添加する高炭水化物添加系では、コントロール
の低グルコース培地より1.5 倍程度に脂質蓄積量が有意に増加した。3,5-di-CQAとCGA は濃度依
存的に炭水化物依存的な脂質蓄積量の増加を抑制し、50μM の濃度において有意に脂質蓄積量
を抑制した（ Fig. 3 ）。したがって、クロロゲン酸類は炭水化物依存的な脂質蓄積を抑えることが示さ
れた。クロロゲン酸類が脂肪酸添加による脂肪肝を抑制するかを検討した。HepG2 に 3,5-di-CQA
または CGA を 24 時間前処理し、その後化合物共存下で脂肪酸を添加した。脂肪酸の添加によって
HepG2 の脂質蓄積量は約 2 倍に増加した。3,5-di-CQAとCGA は脂肪酸添加による脂質蓄積量の
増加に対して抑制作用を示さなかった（ Fig. 3C ）。この結果から、クロロゲン酸類は脂肪酸負荷による
脂肪肝を抑制しないことが明らかとなった。

Fig. 2 培養肝細胞 HepG2を用いた脂肪肝モデル
3.5cm 細胞培養皿に HepG2を5×105cells/dish で播種して24 時間培養後、無血清培地で24 時間同調培養した。
その後以下の2つの条件で実験を行った。
条件1 – 高炭水化物添加系
30mMグルコースを含む DMEM に培地交換し、各化合物を添加して48 時間培養した。
阻害剤を用いた実験では、30mMグルコース培地に交換する1 時間前に阻害剤を処理した。
条件2 – 脂肪酸添加系
1 ％ BSA を含む DMEM に培地交換し、各化合物を添加して 24 時間培養後、化合物共存下で脂肪酸（ FA ）を添加
して24時間培養した。FA の濃度は1mM（オレイン酸 0.66mM＋パルミチン酸 0.33mM ）とした。
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Fig. 3 クロロゲン酸類が HepG2 の脂質蓄積に与え
る影響
各グルコース濃度の条件（A, B）、および脂肪酸添加
（ C ）とともに HepG2 に 3,5-di-CQA（ A, C ）また
は CGA（ B, C ）を添加し、24 時間培養後に細胞を
回収してオイルレッド O 染色法によりトリグリセリドを
染色した。その後色素を抽出し、540nm の吸光度
を測定して定量化した。
（ n=3～4 ）
*P<0.05 vs. control in Low Glucose DMEM,
#P<0.05 vs. control in High Glucose DMEM

クロロゲン酸類、ゴボウ抽出物による脂質蓄積抑制作用とSIRT1 の関与
クロロゲン酸類が肝臓において SIRT1タンパク発現を亢進するのかを検討した。その結果 SIRT1
発現は、3,5-di-CQA により有意差は得られなかったものの 1.5 倍程度にまで増加し、CGA の添加後
24 時間では有意に増加することが認められた（Fig. 5）。SIRT1は肝臓において糖代謝、脂肪酸代謝
を制御し脂肪肝を抑制するとされる。3,5-di-CQAとCGA が HepG2において SIRT1 発現を増加させ
ること、および炭水化物依存的な脂質蓄積を抑制したことから（ Fig. 3, 4A ）
、クロロゲン酸類による脂
質蓄積抑制作用は SIRT1 を介して行われるかを検討した。3,5-di-CQAとCGA は脂質蓄積量の増
加を有意に抑制した。SIRT1を阻害した条件下では、3,5-di-CQA の脂質蓄積抑制作用は阻害され
る傾向にあり、CGA による脂質蓄積抑制作用は有意に阻害された（ Fig. 4B ）。したがって、3,5-diCQAとCGA は SIRT1 を介して脂肪肝を抑制することが示唆された。クロロゲン酸類を含むとされ
るゴボウ抽出液に関しても脂質蓄積抑制作用を検討した。焙煎ゴボウ抽出液を終濃度が 1/100 ～
1/10000 希釈となるようにHepG2に添加した結果、濃度依存的に脂質蓄積量の増加を抑制し、1/100
希釈で有意な抑制作用が認められた（ Fig. 4C ）。SIRT1を阻害した条件では、焙煎ゴボウ抽出液に
よる脂質蓄積抑制作用が有意に抑制された（ Fig. 4D ）。したがって、焙煎ゴボウ抽出液もクロロゲン
酸類と同様にSIRT1を介して炭水化物依存的な脂質蓄積量の増加を抑制することが示された。
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Fig. 4 クロロゲン酸類が HepG2におけるSIRT1のタンパク発現に与える影響
（ A ）HepG2 を無血清 DMEM で 24 時間同調培養後、3,5-di-CQA または CGA を 50μM 添加した。0 ～ 24 時間
培養後、各時間で細胞を回収し Western blot 法により SIRT1 発現レベルを解析した。
（ n=6 ）*P<0.05 vs. 0 h
control（ B ）HepG2 を培養後、SIRT1 阻害剤である Ex-527（ 10μM ）を一時間前処理した。その後 3,5-diCQA または CGA を添加し、48 時間培養後、細胞を回収してオイルレッド O 染色法によりトリグリセリドを染色した。
その後色素を抽出し、540nm の吸光度を測定して定量化した。
（n=3～4）*P<0.05 vs. control in Low Glucose
DMEM, #P<0.05vs. control in High Glucose DMEM $P<0.05 vs. CGA without Ex-527（ C, D ）
HepG2に焙煎ゴボウ抽出液を1/10000～1/100までの各希釈で添加した（ C ）。
HepG2 に SIRT1 阻害剤である Ex-527（ 10μM ）を一時間前処理し、その後各化合物を添加した（ D ）。以上の処
理の後に 48 時間培養し、細胞を回収してオイルレッド O 染色法によりトリグリセリドを染色した。その後色素を抽出し、
540nm の吸光度を測定して定量化した。
（ n=3～5 ）*P<0.05 vs. control in Low Glucose DMEM,
#P<0.05 vs. control in High Glucose DMEM. $P<0.05 vs. burdock extractwithout Ex-527
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Fig. 5 マウス実験の方法
（A）雄の 4 週齢の C57BL/6J マウスをコントロール群と3,5-di-CQA 投与群（ 5mg/kg/day,15mg/kg/day ）、焙
煎ゴボウ投与群（5mg/kg/day, 15mg/kg/day ）に分けて飼育した。
10 日間各化合物をコーンオイルに懸濁して経口投与した。
（ B ）C57BL/6J マウスを通常食コントロール群、高炭水
化物食コントロール群、3,5-di-CQA 投与群（ 5mg/kg/day ）、焙煎ゴボウ粉末投与群（ 20mg/kg/day ）に分けて
飼育した。各化合物は粉末飼料に混ぜて自由摂取させた。体重（ 1 週間に 1 回）と血糖値（ 2 週間に 1 回）を経時的に
測定しながら12週間飼育し、解剖時に採血及び各種組織の摘出を行った。

3,5-di-CQAとゴボウ粉末の短期投与が C57BL/6J マウスに与える影響
3.5-di-CQAと焙煎ゴボウ粉末が肝臓に及ぼす影響を調べるため、C57BL/6J マウスを用いて動
物実験を行った（ Fig. 5A ）。各化合物の 10日間の短期投与は、体重および肝臓重量には影響を与
えなかった。しかし精巣上体脂肪組織重量は、3,5-di-CQA 投与群で濃度依存的に減少する傾向
にあった（ Fig. 6 ）。3,5-di-CQAと焙煎ゴボウ粉末投与群において、肝臓での SIRT1 のタンパク発
現量が増加した（ Fig. 7A ）。SIRT1 は肝臓から分泌されるホルモンであるFGF21を上方制御するこ
とが知られていることから FGF21 の発現を検出した。その結果、FGF21 の発現量も3,5-di-CQA お
よび焙煎ゴボウ粉末投与によって増加した（ Fig. 7B ）。それぞれの化合物による SIRT1 、FGF21 の
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Fig. 6 3,5-di-CQAとゴボウ抽出物の短期投与が C57BL/6J マウスの体重、肝臓、脂肪組織重量に与える影響
（A）定時に体重測定を行った。
（B,C）解剖時に肝臓および精巣上体脂肪組織を摘出し、重量を測定した。
（ n=6 ）

タンパク発現レベルに相関性が認められたことから、SIRT1 の発現上昇によりFGF21 の発現が増加し
た可能性が示唆された。SIRT1 は脂質燃焼に関わるAMPK シグナルを制御することが知られている。
肝臓において活性化した AMPK は、脂肪酸合成に関与するアセチル CoAカルボキシラーゼ（ ACC ）
をリン酸化することによって不活性化し、脂肪酸合成を抑制する 3 。そこで、AMPKとACC のリン酸化
レベルをウェスタンブロット法により評価した。その結果、CQA 投与群、焙煎ゴボウ投与群では AMPK
のリン酸化レベルが上昇傾向にあることが確認された。しかし、ACC のリン酸化レベルの上昇は、各化
合物投与群で認められなかった（Fig. 7C, 7D）
。肝臓での AMPKリン酸化とSIRT1 発現に相関が見
られたことから（Fig. 7A, 7B）
、3,5-di-CQA および焙煎ゴボウは SIRT1 の発現誘導を介して AMPK
を活性化する可能性が示唆された。脂肪組織から分泌されるホルモンとしてアディポネクチンが知られ
ている。アディポネクチンは肥満や種々の生活習慣病、またそれらに起因する動脈硬化性疾患の発症を
防ぐことが報告されており、抗生活習慣病因子として近年注目を集めている 15 。そのため、脂肪組織の
アディポネクチン発現量を調べた。3,5-di-CQA および焙煎ゴボウ投与群において、脂肪組織のアディ
ポネクチン発現量が増加しており、特に 3,5-di-CQA の 15mg/kg/day 投与群において有意な発現増
加が認められた（ Fig. 7E ）。アディポネクチンは、生体内で多量体の形成を通じて機能することが知ら
れており、非還元・非熱処理の条件下で SDS-PAGE に供することにより高分子量（ HMW ）多量体、
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Fig. 7 3,5-di-CQAとゴボウ抽出物の短期投与が C57BL/6J マウス肝臓におけるタンパク発現に及ぼす影響
3,5-di-CQAとゴボウ抽出物をマウスに投与後の肝臓の SIRT1（ A ）、FGF21（ B ）、pAMPK（ C ）、pACC（ D ）、
全量アディポネクチン（ E ）、多量体アディポネクチンをウェスタンブロット法により検出した。
（ n=6 ）
* P<0.05 vs. control
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6 量体及び 3 量体を分離できることが報告されている 16 。3,5-di-CQAと焙煎ゴボウ投与群において
HMW 多量体、3 量体の発現が増加する傾向にあった。多量体アディポネクチンの発現も3,5-di-CQA
投与群において発現が増加した（ Fig. 7F ）。以上より、3,5-di-CQAと焙煎ゴボウ粉末はアディポネク
チンを介して生活習慣病の予防・改善に寄与する可能性が示された。
5 . 3,5-di-CQA と焙煎ゴボウ粉末の投与が高炭水化物負荷 C57BL/6J マウスに与える影響
3,5-di-CQAと焙煎ゴボウ抽出物は炭水化物依存的な脂質蓄積を減少させたことから（ Fig. 3,
4A ）、生体内での機能性を検討するため C57BL/6J マウスに高炭水化物食を負荷する実験を行った
（ Fig. 5B ）。飼育期間中、高炭水化物食負荷群は、通常食の対照群に比べて体重および血糖値の
増加は認められなかった（ Fig. 8A, 8B ）。脂質異常症の特徴として、高 TG 血症や高 LDL 血症、低
HDL血症が挙げられ、これらは動脈硬化性疾患の発症に深く関与する。肝臓で合成されたコレステロー
ルは、LDLと結合して全身の組織に運ばれる。過剰な LDL の分泌によって血管壁にコレステロールが
蓄積すると動脈硬化を引き起こす。一方で、HDL はコレステロールを末梢組織から肝臓へ運搬するこ
とで抗動脈硬化作用を有する。そこで、高炭水化物食の負荷が血中の脂質プロファイルに及ぼす影響
を検討した（ Table.1 ）。血中の総コレステロール量は高炭水化物食負荷によって有意に増加した。しか
し、血中の TG 濃度および遊離脂肪酸（ NEFA ）濃度、HDL/ 総 - コレステロール比、LDL/ 総 - コレ
ステロール比は高炭水化物食負荷による変化が認められなかった。3,5-di-CQA 投与群は、総コレステ
ロール量の増加を抑制する傾向にあった。したがって、3,5-di-CQA はコレステロールの合成および分
泌に作用する可能性が示唆された。一般に、肝細胞が壊れるとアラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）
が血中に放出される 17 。そのため、血中 ALT 濃度は肝障害マーカーの指標として広く用いられる。
Table 1 3
 ,5-di-CQA とゴボウ抽出物の短期投与が高炭水化物食負荷 C57BL/6J マウスの血中脂質
プロファイルおよび肝障害マーカーに与える影響
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Fig. 8 3,5-di-CQAとゴボウ抽出物の投与が高炭水化物負荷 C57BL/6J マウスに与える影響
C57BL/6J マウスを通常食コントロール群、高炭水化物食コントロール群および 3,5-di-CQ A 投与群、焙煎ゴボウ群
に分けて12週間飼育した（飼育期間中に、体重（A）と血糖値（B）を測定して経時変化を観察した。肝臓の写真（C）、
肝臓重量（D）、肝臓の HE 染色像（ E ）、肝臓トリグリセライド量（ F ）
（ n=7 ）
*P<0.05 vs. control mice fed normal diet,#P<0.05 vs. control mice fed high carbohydrate diet
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Fig. 9 3,5-di-CQAとゴボウ抽出物の投与が高炭水化物負荷食 C57BL/6J マウスに与える影響
C57BL/6J マウスを通常食コントロール群、高炭水化物食コントロール群および 3,5-di-CQA 投与群、焙煎ゴボウ群
に分けて 12 週間飼育した。肝臓 SIRT1 タンパク（ A ）、肝臓 FGF21 タンパク（ B ）、pAMPK および pACC タンパク
（C）、肝臓 FASタンパク（ D ）、肝臓 ATGLタンパク（ E ）を測定した。
（ n=7 ）
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高炭水化物食の負荷によって血中の ALT 濃度が増加する傾向にあった。このことから、高炭水化
物食負荷によって肝細胞が傷害を受けている可能性が示唆された。しかし、各化合物の投与は血中
ALT 濃度の上昇に影響を及ぼさなかった。過食などによる非アルコール性脂肪肝は肝硬変症や肝が
んへと進行することが知られている 4 。高炭水化物食の投与は肝臓重量には影響を及ぼさなかった。
しかし、高炭水化物食負荷によって肝臓の白色化および脂肪滴の蓄積、肝臓中 TG 量の有意な増
加が認められた。3,5-di-CQA 投与群の肝臓中 TG 量は、高炭水化物食を与えたコントロール群と比
べて有意に減少した。焙煎ゴボウ粉末投与による肝臓中 TG 量の減少は認められなかった（ Fig. 8C,
8D, 8E, 8F ）。高炭水化物食の負荷実験においては、3,5-di-CQAと焙煎ゴボウ粉末投与は SIRT1
のタンパク発現に影響を及ぼさなかった（ Fig. 9A ）。FGF21 のタンパク発現は、3,5-di-CQA の投
与群において 2.5 倍程度まで有意に増加した（ Fig. 9B ）。このことから炭水化物を負荷した条件下で
は、3,5-di-CQAと焙煎ゴボウ粉末は SIRT1 発現に影響を及ぼさず、3,5-di-CQA 群のみ AMPK の

Fig. 10
3,5-di-CQA とゴボウ抽出物の投与が高炭
水化物負荷食 C57BL/6J マウスのアディポ
ネクチンに与える影響
C57BL/6J マウスを通常食コントロール
群 、高 炭 水 化 物 食コントロー ル 群 および
3,5-di-CQ A 投与群、焙煎ゴボウ群に分け
て 12 週間飼育した。血中アディポネクチン
濃度（ A ）、精巣集脂肪組織のアディポネク
チンタンパク（ B ）を測定した。
（ n=7）
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リン酸化レベルは CQAと焙煎ゴボウ粉末投与群で上昇する傾向にあったが、ACC のリン酸化レベル
には影響を及ぼさなかった（ Fig. 9C ）。高炭水化物食投与により脂肪酸合成酵素（ FAS ）の発現量
が約 1.5 倍に増加し、各化合物投与群ではその発現増加を抑制する傾向にあった（ Fig. 9D ）。脂肪
酸分解酵素の一種であるATGL の発現量は、3,5-di-CQA の投与群で有意差は得られなかったもの
の 1.7 倍程度まで増加することが認められた（ Fig. 9E ）。以上の結果より、3,5-di-CQA および焙煎ゴ
ボウは AMPK のリン酸化レベルを上昇させ FAS 発現を抑制することで、脂肪酸合成経路を抑制する
ことが示唆された。3,5-di-CQA においては、FGF21 を増加させることで、脂肪酸合成経路に関わる
その他の酵素群、および脂肪酸分解酵素群を促進し、肝臓 TG 量の有意な減少をもたらした可能性
が示された。
血中アディポネクチン濃度および脂肪組織のアディポネクチンの発現に与える影響
血中アディポネクチン量は高炭水化物食の負荷によって減少する傾向にあった。3,5-di-CQA 投与
群においても血中アディポネクチン濃度が減少する傾向が見られたが、焙煎ゴボウ投与群においては
アディポネクチン濃度が回復する傾向にあった（ Fig. 10A ）。また、精巣上体脂肪組織におけるアディ
ポネクチンの発現についても同様に、高炭水化物食負荷によってアディポネクチン発現量がわずかに低
下し、焙煎ゴボウ投与群において発現量が増加する傾向が認められた（ Fig. 10B ）。

考

察

本研究より、クロロゲン酸類と焙煎ゴボウ抽出物は長寿遺伝子 SIRT1 の発現を増加させ、SIRT1
を介して動脈硬化および脂肪肝の発症・進展を抑制する可能性が示された。また、3,5-di-CQAとゴ
ボウ抽出物の投与は、抗生活習慣病因子である FGF21 やアディポネクチンの発現を増加させた。以
上のことから、クロロゲン酸類および焙煎ゴボウ抽出物は長寿遺伝子 SIRT1 や抗生活習慣病因子
FGF21、アディポネクチンを介して人々の健康長寿に貢献できると考えられる。
SIRT1 の発現、活性を亢進するメカニズムはクロロゲン酸類と同じ食由来ポリフェノールで、SIRT1
活性化剤として広く研究されているレスベラトロールにおいても未だ不明な部分が多い。SIRT1 は
NAD＋依存的な脱アセチル化酵素であり、AMPK などの因子を介して NAD＋濃度を上昇させること
で SIRT1 の活性、発現が制御されることが報告されている 18 , 19 。また肝臓では、PPARαや PPARα
がプロモーター領域に作用することで SIRT1 の発現を制御する 12 。本実験より、3,5-di-CQAとCGA
は培養肝細胞において SIRT1 のタンパク発現量を増加させることが示された。今後はクロロゲン酸類
が SIRT1の活性上昇に関しても寄与するか検討すると共に、各化合物が SIRT1 発現を制御するメカ
ニズムに関して、AMPK や PPARα、PPARβ等の因子に着目して検討する必要がある。
培養肝細胞 HepG2 を用いた実験では、3,5-di-CQAとCGA は炭水化物依存的な脂質蓄積量
の増加を抑制し、その抑制作用は SIRT1 を介していることが示唆された。肝臓において SIRT1 は
AMPK のリン酸化を促進することで脂肪酸合成酵素 FAS を抑制し、脂肪肝の発症を抑制すること
が報告されているため 3 、3,5-di-CQA および CGA に関してもSIRT1-AMPK 経路を介した脂質合
成経路の抑制によって脂肪肝を予防することが推察された。動物実験では、3,5-di-CQAと焙煎ゴ
ボウ粉末を10日間短期投与すると、肝臓での SIRT1 、FGF21 発現が亢進された。肝臓の SIRT1 は
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FGF21 の発現を上昇させること、レスベラトロールをはじめとする SIRT1 活性剤が肝臓での FGF21
発現を亢進することが報告されている 20 。本実験においても、3,5-di-CQAと焙煎ゴボウ粉末の投与
によって肝臓で SIRT1 の発現が増加したことが FGF21 の発現増加につながったと考えられる。また、
肝臓で分泌された FGF21 は脂肪組織に作用しアディポネクチン発現を増加させることが報告されてい
る 21 。FGF21KO マウスは WT マウスに比べて脂肪組織の肥大化が認められ、FGF21 は脂肪細胞
の機能維持や向上に関与すると考えられている 22 。アディポネクチンは肥満に伴う生活習慣病に対し
て抑制的に働く善玉ホルモンで、その分泌量は脂肪細胞の状態によって異なる。一般的にアディポネ
クチンの発現量が最も高いのは小型の脂肪細胞であり、肥満によって過剰に脂肪を蓄え肥大化した
脂肪細胞ではアディポネクチンの転写が抑制され発現量が減少する 23 , 24 。アディポネクチンが脂肪細
胞から血中へ分泌されるためには、3 量体以上の多量体を形成することが必要とされる 16 。高分子量
のアディポネクチンは中、低分子量のアディポネクチンに比べて著しく細胞膜表面への結合性が高く、
他の器官や組織に働きかける際は分子量が大きいほど活性が強い 25 。したがって、肥満や生活習慣
病の発症を防ぐためには、小型化脂肪細胞を増加させ多量体アディポネクチンの発現量を増やすこと
が重要である。本実験において、3,5-di-CQAと焙煎ゴボウ粉末の 10日間の短期投与は、脂肪組織
における全量アディポネクチンの発現量、高分子量アディポネクチン発現量の増加をもたらした。特に
3,5-di-CQA の 15mg/kg/day 投与群において、アディポネクチンのタンパク発現の有意な増加およ
び多量体アディポネクチンの発現増加が認められた。肝臓での FGF21 発現は、焙煎ゴボウ群の方が
3,5-di-CQA 群よりも増加していたことから、3,5-di-CQA は肝臓での FGF21 発現のみならず異なる
経路においてもアディポネクチンの発現を増加させる可能性が示された。今後はクロロゲン酸類が脂肪
細胞に対する直接的な作用に関して、脂肪細胞のサイズやアディポネクチン遺伝子の転写因子として
知られるSREBP-1c や C/EBPαなどに着目しながら検討する必要がある26 , 27 。
マウスに高炭水化物食を負荷する実験では脂肪肝の発症が認められ、3,5-di-CQA の投与によっ
て脂肪肝の発症が抑制された。先行研究より、SIRT1 の過剰発現は高炭水化物食によって誘発さ
れる脂肪肝を改善することが報告されていることから 28 、SIRT1 シグナルを焦点に当て解析を行った。
しかし、3,5-di-CQA 投与群、焙煎ゴボウ投与群において肝臓での SIRT1 の発現増加は認められ
なかった。一方、肝臓での FGF21 発現は 3,5-di-CQA 投与群のみにおいて有意に増加していた
（ Fig. 9B ）。したがって、3,5-di-CQA は SIRT1 を介さずに FGF21 の発現量を増加させる可能性が
示された。また、脂肪組織におけるアディポネクチンのタンパク発現および血中濃度は高炭水化物食負
荷によってわずかに低下し、3,5-di-CQA の投与はその低下に対して回復傾向を示さなかった。このこ
とから、3,5-di-CQA は FGF21 の発現を増加させることで脂肪肝を抑制したと推察される。FGF21 が
肝臓から血中に分泌されると、肝臓の脂肪酸合成酵素群の発現の抑制および脂肪酸分解酵素の発
現が促進され、脂肪肝が抑制されることが報告されている 29 。3,5-di-CQA の投与は、高炭水化物食
負荷によって増加した脂肪酸合成酵素の FAS のタンパク発現を減少させる傾向にあった。また FAS
は AMPK によって制御されており、3,5-di-CQA は AMPK のリン酸化レベルを上昇させることも認め
られた（ Fig. 9C, 9D ）。また、脂肪分解酵素であるATGL の発現も3,5-di-CQA 群において上昇す
る傾向にあった（ Fig. 9E ）。したがって 3,5-di-CQA は、肝臓での FGF21 発現量を増加させ、FAS
をはじめとする脂肪酸合成関連酵素に抑制的に作用するほか、ATGL などの脂肪酸分解酵素の働
きを促進した結果、肝臓 TG 量を有意に減少させたと推察される。そして、FGF21 の発現制御には
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SIRT1 や PPARα、CREBH 等の因子が関わることが報告されているため 30－32 、これらの因子に着目
しながらクロロゲン酸類によるFGF21 発現制御メカニズムに関しても検討する必要がある。
本研究では、3,5-di-CQA および CGA が脂肪酸添加系では脂肪肝抑制作用を示さず、糖による
脂肪酸合成系において脂肪肝抑制作用が示したため、高炭水化物食による動物実験を行った。しか
し、本実験の一連の動物実験から 3,5-di-CQA が肝臓における FGF21 の発現を増加させたことか
ら、肝臓での FGF21 発現を介して脂肪分解を促進する可能性も十分に有りうる。今後は、マウスに高
ショ糖・高脂肪食を負荷し肥満を呈する条件において、3,5-di-CQA が及ぼす影響を FGF21 および
アディポネクチンに着目しながら検討する。
本研究のまとめとして、3,5-di-CQA は血管内皮細胞および肝細胞に直接的に働きかけ、動脈硬化
と脂肪肝の発症に対して抑制的に働く。その抑制作用は SIRT1 を介して行われる可能性が高いこと
が明らかとなった。また、3,5-di-CQA は肝臓において FGF21 発現を亢進し FGF21 は肝臓から分泌
され全身に作用し、脂肪肝を初めとした生活習慣病、および生活習慣病に起因して発症・進展する
動脈硬化に対して抑制的に働く。したがって、3,5-di-CQA は肝臓に直接的に働きかけて FGF21 発
現を亢進し、肝臓から分泌された FGF21 が全身に運ばれることで脂肪肝を初めとした生活習慣病を
予防する可能性が示唆された。ゴボウ抽出物も短期投与実験で FGF21 の発現を上昇させていること
から、クロロゲン酸類同様の効果が期待される。本研究によって、3,5-di-CQAとクロロゲン酸類を含
むゴボウ抽出物による脂肪肝に対する抑制メカニズムにSIRT1および FGF21が関与することが明らか
となった。クロロゲン酸類はゴボウをはじめコーヒー、サツマイモ、プロポリスなど様々な食品に含まれる。
本研究は、人々にとって身近な食品に含まれるクロロゲン酸類が長寿遺伝子 SIRT1 、抗生活習慣病
予防因子 FGF21 を介して脂肪肝を抑制することを明らかにし、人々の健康長寿を実現する上で食機
能の重要性を強く示したものである。
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