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本発表の特徴

利点：紅茶から抽出した高分子ポリフェノールに、
ミトコンドリアを活性化することで、
持久力を増強する効果があることを発見した

相違点：緑茶カテキン、紅茶テアフラビン、
ウーロン茶ポリフェノールでは
確認されていない効能を持つ

パートナー募集：実用化への手助けをして欲しい
□紅茶由来高分子ポリフェノールの大量精製
□食品への加工
□ヒトを使った臨床試験
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ミトコンドリアの働き

酸素呼吸によって、細胞のエネルギーの源であるATPを
産生する。我々が運動すると酸素呼吸が盛んになり、糖
や脂肪を沢山消費して多くのATPを生産する。

ATP
燃料

糖と脂肪
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発酵茶高分子ポリフェノールMAF

•紅茶やウーロン茶の高分子ポリフェノールが

細胞(原生生物：テトラヒメナ)のエネルギー産生工場である

ミトコンドリアを活性化することを発見し、

これをMitochondria activation factor (MAF)と命名した。

•MAFは脂肪肝を防ぎ、精子の動きを活性化することも発見。

(筑波大学：沼田治研究室)

Bars=10mm

(Fujihara, 2007)MAFDMSO (control)
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紅茶高分子ポリフェノール
MAFの部分構造
MAFは、紅茶やウーロン茶に含まれる高分

子ポリフェノールでミトコンドリア活性化

因子である

ガロイル基

MAF
( 分子量 9,000～18,000)

A BC

B 環-B環結合

ガロイル基

プロシアニジン結合

A

C

カテキンの基本骨格
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持久運動は骨格筋の遅筋化を引き起こす

(運動生理学20講 勝田 茂 編著 より改変）

骨格筋筋線維
ミオシン重鎖
（MHC）

ミトコンドリア

遅筋線維 I 多い

速筋線維
酸化的筋線維 IIa 中間

解糖的筋線維 IIb 少ない

MHC（IIb⇒ IIa ⇒ I）
ミトコンドリア ⇑
ミオグロビン ⇑
糖取り込み ⇑
脂肪酸b酸化 ⇑

持久運動
競技種目 速筋線維の割合

陸上・短距離 ~70%

陸上・中距離 ~50%

陸上・長距離 ~20%

球技 ~50%

一般人 ~50%
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MAFは骨格筋のミトコンドリアを活
性化するのか？

→培養骨格筋細胞(C2C12)で検証

紅茶由来ポリフェノールが培養骨格筋細胞の
ミトコンドリア膜電位を上昇させた（筑波大＆産総研）
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 従来技術では不可能であった、培養細胞のミ
トコンドリアの活性化をリアルタイムで確認す
ることに成功した。

• 動物実験では解析に数ヶ月要していたが、培
養細胞を使うことで、解析期間の短縮が可能
となった。

• 本技術の適用によりミトコンドリア活性化物質
を簡単にスクリーニングすることが期待される。
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想定される用途

• 本技術の特徴を生かし、MAFの有効濃度、作

用時間などを予想することが容易になり、ヒト
サプリメントへの実用化の時間が短縮される
と考えられる。

• 培養細胞を骨格筋から他の細胞に変えること
で、その細胞への効果を確認することも期待
される。

• ポリフェノール以外にも、ミトコンドリアを活性
化する可能性のある物質の探索にも応用可
能と思われる。
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MAFが個体の持久力に及ぼす効果の検証

マウス（C57BL/6、♂）を以下の群に分け、

9週間に渡り週１回持久力を測定した（筑波大学・武政研究室）

①非トレーニング(Non-Tr.)＋ＤＷ (n=8)

②非トレーニング(Non-Tr.)＋ＭＡＦ (n=8)

③トレーニング(Tr.)＋ＤＷ (n=8)

④トレーニング(Tr.)＋ＭＡＦ (n=7~8)

MAF摂取群にはD.W.で0.04%に希釈したMAFを与えた。

トレーニング群のトレーニング：15 m/min で 30 min, 5days/week で 9週間

Tr. Tr. Tr. Tr. Tr. 休み

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7

休み休み休み休み休み休みNon-Tr.群

Tr.群

持久力
測定

持久力
測定
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トレッドミルでトレーニング中のマウス

走
る
方
向

←電極
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持久力測定試験（漸増負荷試験）

トレッドミルの傾斜は9度とした。
9週間に渡り、週1日、疲労困憊までの時間を測定した。
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MAFは運動による持久力の向上を亢進

走行時間 走行距離

7週目における、Tr.+MAFの走行時間・走行距離は、
Tr.+DWに比べて、有意に高い値 (p<0.05)

→MAFは骨格筋の遅筋化を促進
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運動による持久力向上の作用機序とMAFの促進作用

AMPK
Ca2+

Calcineurin/CaM kinase

PGC-1α

GLUT4
myoglobin

糖取り込み亢進

ミオシン重鎖の変化（Ⅱb→Ⅱa）

ミトコンドリア新生

血糖値低下

脂質代謝亢進

持久力の向上

骨格筋の遅筋化

運動
MAF

（筑波大学・武政研究室）
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MAF→骨格筋の遅筋化促進→筋持久力の向上

筑波大学生命環境系、筑波大学体育系、

産総研の共同研究で証明

•MAFは培養骨格筋細胞のミトコンドリアを活性化する

•持久性運動と併用でMAFはマウス個体の持久力を高める

•MAFは糖輸送体GLUT4を増加させ、糖取り込みを促進する

•MAFが遅筋化に関わる活性化型AMPK、 PGC-1α、PPARδの

量を増加、遅筋型ミオシンを増加させる

まとめ
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MAF の問題点の改善

MAF の調製にはブタノールやアセトン等の
ヒトが口にするには相応しくない溶媒を使用

調製に時間がかかる（約２週間）

紅茶抽出E80 分画（E80）の調製

水と80%エタノールのみを用いて抽出

調製時間の短縮
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紅茶 30g

熱湯1L, 11分抽出

残渣
トヨパールHW-40F,  250ml

トヨパール

トヨパール

トヨパール

トヨパール

トヨパール、再使用

水洗、150ml x10

80％EtOH抽出、150 mlx12

70%アセトン洗浄、150ml x3

水洗
洗液

0.34g

2.96g

7.44g

濃縮
FD

紅茶由来E80の調製法(実験室レベル)

濾液

濾液

濾液

トヨパール

水洗、150ml x2

濃縮
FD

濃縮
FD

E80
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E80の組成

E80にはカフェインがほとんど含まれていない
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 従来技術の問題点であった、有機溶媒を使用
せずにMAFを抽出することに成功した。

• 従来は抽出段階での有機溶媒の使用により
ヒトへの投与はできなかったが、この方法によ
りヒトへの投与が可能となった。

• 本技術の適用により、MAF抽出の手間が減り、

抽出時間も短縮できるため、コストの大幅な
削減が期待される。
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想定される用途

• 運動との組み合わせで効果が出るため、アス
リートの持久能力を向上させるサプリメントを
想定している。

• 上記以外に、骨格筋肥大効果、脂肪肝抑制
効果、精子運動活性化の効果が得られること
も期待される（本日はデータは出していない）。
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実用化に向けた課題

• 現在、ヒトに投与が可能なE80の調製法は開
発済み。しかし、実験室レベル（数十グラム程
度）の精製が限度であり、大量調製の点が未
解決である。

• また、大量調製した原末（少しずつ性質が違う
ものと思われる）のロットチェックを行う動物実
験以外の方法を確立する必要もあり。
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企業への期待

• 高分子ポリフェノール精製の技術を持つ、企
業との共同研究を希望。

• また、ミトコンドリアを活性化する物質を開発
中の企業、スポーツサプリメント分野への展
開を考えている企業には、本技術の導入が有
効と思われる。
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：筋肉遅筋化促進剤

• 出願番号 ：特願2009-042255

• 出願人 ：国立大学法人筑波大学

• 発明者 ：沼田治、武政 徹、小澤哲夫
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産学連携の経歴

• 1999年-2001年 大手飲料メーカ—と共同研究実施

• 2005年 大手食品メーカ—と共同研究実施

• 2005年-2008年 大手飲料メーカ—と共同研究実施

• 2007年 大手飲料メーカ—と共同研究実施

• 2012年 大手総合商社に試料（E80）提供

• 2013年-2014年 JST研究成果展開事業 A-STEP

（FS）探索タイプに採択

• 2017年 大手食品メーカ—と共同研究実施

• 2017年 大手アスレチッククラブ、大手スポーツ

ギアメーカー、との共同研究検討中
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お問い合わせ先

国立大学法人筑波大学
国際産学連携本部
技術移転マネージャー 河野 良治

ＴＥＬ 029-859-1682

ＦＡＸ 029-859-1693 

e-mail kono.ryoji.fu@un.tsukuba.ac.jp 


