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従来技術とその問題点

• 食品機能成分の生活習慣病予防効果が注目されて
いる。

• 抗酸化活性を指標とした機能性評価が多いが、
効果の分子作用機構は必ずしも明らかではない。

• 食品機能成分の作用は、薬剤に比べて弱い。

長所：副作用が少ない

短所：効果が現れるまでに長時間が必要である

科学的検証を困難にしている
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「薬食同源」

１）薬と食物は、源が同じである

東洋医学の基本思想

生薬‥‥天然物より抽出・精製

COX ：アスピリンなど非ステロイド性抗炎症薬の標的

PPAR ：脂質異常症、糖尿病などの治療薬の標的

薬剤標的に作用する食品機能成分を探索

２）標的を同じくするものがある
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シクロオキシゲナーゼ(COX)経路
COX:プロスタグランジン産生の律速酵素

非ステロイド性抗炎症薬の標的

アラキドン酸

PGH2

アスピリン
インドメタシン
イブプロフェン
(NSAIDs：非ステロイド性抗炎症薬)

PGD2PGE2PGF2a PGI2TXA2

細胞膜(リン脂質)
ホスホリパーゼA2

15d-PGJ2

PPARg (核内受容体)PG受容体群 (Gタンパク質共役型受容体）

合成酵素群

COX１＆２
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PPAR
(核内受容体, リガンド依存性転写因子)

脂質・糖代謝改善薬の標的

PPARb=PPARd

分布 機能

PPARa 肝臓、腎臓、
小腸、心臓、
骨格筋など

脂質分解、脂質異常症改善、
糖新生、ケトン体合成、
炎症の制御

PPARb/d 様々な組織
(骨格筋など)

脂質分解、逆コレステロール輸送
創傷治癒、熱産生

PPARg 脂肪細胞、
マクロファージ、
大腸など

脂質貯蔵、
インスリン感受性改善、
脂肪細胞分化促進、炎症の制御
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脂質異常症改善 [a]
脳保護効果 [a] 

インスリン抵抗性改善 [g]

生活習慣病予防

PPAR [ a, b/d, g ]
ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体

発現抑制

食品機能成分

活性化

COX-2
誘導型シクロオキシゲナーゼ

抗炎症

がん予防効果

COX-2とPPARを指標とした機能性評価
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新技術の特徴

• 生活習慣病治療薬等の薬剤標的への作用を指標と

して、食品成分の機能性を評価する。

『COX-2発現抑制とPPAR活性化』

• 培養細胞を用いた評価系による候補成分の探索を

行う。

• 各種モデル動物を用いて、候補成分の生体内での

作用の解析を行う。
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BAEC

ベクターの共導入
PPRE-luc 
GS-hPPARa

もしくは pCMX-hPPARg
pSV b-galactosidase

培地交換

食品成分の添加

ルシフェラーゼ活性測定

4 h

24 h

24 h

ウシ血管内皮細胞（BAEC）

ベクターの共導入
phPES2(-327/+59) 
pCMX-hPPARg
pSV b-galactosidase

培地交換

1 mg/ml LPS, 食品成分の添加

ルシフェラーゼ活性測定

4 h

4 h

48 h

測定方法

COX-2発現抑制 PPAR活性化
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植物油のCOX-2発現抑制とPPAR活性化

*
*
*

*

*

* ： P<0.05 ,  ** ： P<0.01 ,  *** ： P<0.001
*： P<0.05 , ** ： P<0.01

Carvacrol
Hotta et al :

J. Lipid Res (2010) 

タイム油から両効果をもつカルバクロールを同定した。
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レモングラス油による
COX-2発現抑制とPPAR活性化

*：P<0.05, **：P<0.01, ***：P<0.001

レモングラス：
ハーブ、調味料
鎮痛、抗炎症、殺菌作用
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香辛料精油によるCOX-2発現抑制効果

1 mg/ml LPSと共に1/1000容量のエタノール又はDMSOを添加したものをコントロール（100%）とし、
LPSに誘導されるCOX-2プロモーター活性に対する香辛料精油の抑制効果を示した。
*: P<0.05, **: P<0.01, ***: P<0.001

＊ ： 0.001% 添加
その他 ： 0.01% 添加

＊

＊
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香辛料精油によるPPAR活性化

1/1000容量のエタノール又はDMSOを
添加したものをコントロール（1.0）とし、
各香辛料精油のPPAR活性化の相対値
を示す。各香辛料精油は0.01% 
（*：シナモンバーク油とジンジャー油は
0.001%）になるように細胞培養液に
添加した。

*: P<0.05, **: P<0.01, ***: P<0.001
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シトラール (レモングラス油)

O

O

trans

cis

OH

シトロネロール

ゲラニオール

OH

(バラ油)

バチカノールC
(レスベラトロール４量体)

ベンジルイソチオシアネート
（辛味成分）

trans-シンナムアルデヒド

（シナモンバーグ油）

レスベラトロール
（ブドウ、ピーナッツ）

これまでに同定した
COX-2発現抑制とPPAR活性化能を有する機能成分

OH

HO
OH

カルバクロール
(タイム油)

OH
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レスベラトロール
(resveratrol)

・ 赤ワインに含まれるポリフェノールで、

心血管系疾患のリスク軽減に関与するフィトアレキシン
（抗菌性物質）として注目される（1992年頃より）

・ バイケイソウ (Veratrum grandiflorum O. Loes) の根より
抽出し、命名（北海道帝大、高岡博士、1940年）

・ 虎杖根 (イタドリの根)より抽出

（薬学雑誌, 83, 988-990, 1963）

OH

HO

OH
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レスベラトロールによるCOX-2発現抑制とPPAR活性化

・実験動物を用いた系

PPARα活性化を介した

脳保護効果 2)

内臓脂肪蓄積の抑制と寿命延長

運動持久力の改善

抗動脈硬化作用

cAMPによるPPARα活性化増強 4)

PPARα, β/δ, γの活性化 2) 3)

1)  J. Biol. Chem (2000) 2）Neurosci. Lett. (2003)   3) Nutr. Metab. (2010)
4)  PLoS One (2015)  

・培養細胞系

細胞選択的なCOX-2発現抑制 1)
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脳卒中実験モデル
中大脳動脈を血管内挿入した
ナイロン糸で閉塞し､ 脳血流量
を遮断.
24時間後、脳梗塞の程度を切
片(2mm)にした組織染色
(2,3,5triphenyl-tetrazolium) で
評価

レスベラトロールのPPARaを介する脳保護効果

Neurosci Lett. 352, 
203-206  (2003)

経口3日投与 脳卒中モデルマウスに
レスベラトロールを投与すると、
脳梗塞の程度が軽減した。
PPARα欠損したモデルでは
その効果は認められなかった。
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レスベラトロール長期摂取による
PPARaを介した内臓脂肪蓄積抑制

高脂肪食とともにレスベラトロールを
38週間摂取したマウスの腹部CT画像

WT

High Fat (HF) HF+0.02%R

Pink：内臓脂肪 Yellow：皮下脂肪
Blue：臓器

HF HF＋R

肝臓組織切片のＨＥ染色

高脂肪食ともにレスベラトロールを長期間摂取させたマウスでは、
内臓脂肪蓄積、肝臓脂肪が減少した。
PPARα欠損マウスではレスベラトロールの効果は見られなかった。
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・ レスベラトロール摂取により、運動持久力が改善した。

一方、PPARα欠損マウスでは改善効果は認められなかった。

0

1

2

3

HF HF+Res HF HF+Res

相
対
的
走
行
時
間

各群の0週の走行時間を１とする *,： WT-Cに対する有意差（**：ｐ＜0.01）

0

1

2

3

C C+Res C C+Res

**
野生型 野生型PPARα欠損

普通食 高脂肪食

PPARα欠損

レスベラトロール摂取による運動持久力の変化
レスベラトロール4週間摂取後のトレッドミル走行時間

・ レスベラトロール摂取による運動持久力改善効果は、

同時に摂取する食餌に依存していた。

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

「戦略的イノベーション創造プログラム（次世代農林水産業創造技術）‐次世代機能性農林水産物・食品の開発‐」委託研究
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想定される用途

• 食用動植物由来成分から、糖・脂質代謝改善、

抗炎症作用、骨格筋代謝改善が期待できる

成分の探索

• 各種モデル動物を用い、糖・脂質代謝改善、

運動持久力改善、抗動脈硬化作用等の評価

• 新規機能性食品の開発に向けた科学的

エビデンスの提示
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企業への期待

• COX-2, PPARに作用する食品成分の探索を

共同で行う。（食素材の提供）

• 新機能性の高付加価値商品の開発に向けた

共同研究を展開する。

・本技術による科学的エビデンスの提供

・ヒト試験への応用
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産学連携の経歴

• 2010年 JST研究成果最適展開支援事業

（A-STEP）に採択

• 2017年 JSTイノベーションジャパン2017に出展

• その他、食品および化粧品メーカー等の共同研究を

継続的に行っている。



22

お問い合わせ先

奈良女子大学

研究協力課社会連携推進係 八木 崇之

ＴＥＬ ０７４２－２０ － ３９６８

ＦＡＸ ０７４２－２０ － ３９５８

e-mail kenkyou@cc.nara-wu.ac.jp


