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キサンチンオキシダーゼ活性に及ぼす香辛料等に含まれるポリフェノールの影響

Effect of polyphenols contained in spices on xanthine oxidase activity

榮　昭博，関﨑　悦子

Akihiro Sakae, Etsuko Sekizaki

要　約

　日常食している香辛料，嗜好品，果実の成分に尿酸生成抑制作用があるのかを確かめるため，ローズマリー，タ

イム，ヨモギ，コーヒーおよびブラックベリーについてキサンチンオキシダーゼ（XOD）阻害活性を調べた．また，

これらの食材に含まれているいくつかのポリフェノールについて，どのポリフェノールが尿酸生成抑制に関与する

のかを明らかするため，カルノシン酸，カフェ酸，ルテオリン，アピゲニン，α-グルコシルルチン，エラグ酸，プ

ロトカテク酸，クエルセチン，ロスマリン酸についてのXOD阻害活性を調べた．

　その結果，次のことがわかった．

　1. ローズマリーおよびタイムにおいて高い XOD 阻害率（96.7％および84.6％）が示された．ヨモギ，コーヒー，

ブラックベリーの XOD 阻害率は，67.3％，44.9％，20.3％であった．

　2. ローズマリー，タイム，ヨモギ，コーヒーおよびブラックベリーのそれぞれの XOD 阻害率には濃度依存性が

示された．

　3. 各ポリフェノールの XOD 活性の阻害率は，カルノシン酸（86.9％），カフェ酸（75.1％）で高かった．ルテオ

リン，アピゲニンの阻害率は25％～39％で，α- グルコシルルチン，エラグ酸，プロトカテク酸，クエルセチ

ン，ロスマリン酸の阻害率はわずかであった．

　4. カルノシン酸，カフェ酸の XOD 活性阻害には濃度依存性が示された．

　5. ローズマリー，タイム，ヨモギ，コーヒーおよびブラックベリーの XOD 阻害活性はこれらに含まれるポリ

フェノールの種類に影響を受けている可能性が示唆された．

キーワード：尿酸生成抑制，キサンチンオキシダーゼ阻害活性，ポリフェノール，香辛料，コーヒー

はじめに

　痛風は，血液中の尿酸値が異常に高くなる高尿酸血

症に起因した病気である．最近の我が国における痛風

有病率は男性において30歳以降では1％を超えている

と推定され，現在でも増加傾向にあると考えられてい

る1）．痛風や高尿酸血症の発症には遺伝的要因の他に

アルコール摂取や欧米型食生活，エネルギーの過剰な

ど，いくつかの生活習慣が関与しているとされてい

る．痛風と生活習慣病との関係では，特に内臓に脂

肪が蓄積した肥満が，血清尿酸値上昇に影響するこ

と2），肥満者の体重減少に伴って血清尿酸値が低下す

ること等が報告されている3）．高尿酸血症や痛風の直

接的な原因は過剰な尿酸生成であることから，生体内

における尿酸生成の抑制は高尿酸血症や痛風の症状改

善に有効であることは明らかである．我が国では，尿

酸生成を抑制する薬剤としてアロプリノールやフェブ

キソスタットなどのキサンチンオキシダーゼ（XOD）

活性を阻害する薬剤が痛風や高尿酸血症の治療に用い

られている4,5）．アロプリノールは尿酸の基質である

キサンチンやヒポキサンチンと構造が類似しており，

拮抗的阻害により尿酸生成を抑制する6）．フェブキソ

スタットはアロプリノールとは異なる阻害様式によ

り尿酸生成を抑制する5）．著者らは，生活習慣病予防

の視点から，日常食している食品に尿酸生成抑制作用

のある成分の検索を行い，香辛料のタイムやローズマ

リー抽出液に XOD 活性阻害があることを示した7）．

その効果は，香辛料中のポリフェノールを除去すると
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XOD 活性が阻害されないことから，ポリフェノール

に尿酸生成を抑制する作用のある可能性を示唆した8）．

　本研究では，ローズマリーやタイムの他にいくつか

の食材・嗜好品・果実について XOD 活性の阻害を検

討し，さらに，これらの食材に含まれているポリフェ

ノールについて，どのポリフェノールが尿酸生成抑制

に関与するのかを明らかするため，各ポリフェノール

の XOD 阻害活性を調べた．

材料および方法

　実験に供試した乾燥粉末のローズマリー，タイムお

よび粉末焙煎コーヒーは群馬県みどり市の大型小売店

で購入した．ヨモギはみどり市内に自生したものから

葉を採取し，乾燥機にて37℃で48時間乾燥させた後，

細小片とした．ブラックベリーは，みどり市内で栽培

された新鮮果実を供試した．ローズマリー，タイム，

ヨモギを各1g，ブラックベリー10g を石英砂とともに

磨砕し，水19mL または10mL を加えて総量を20mL と

し，これらを撹拌し，1時間室温で放置した後，遠心

分離（1,000× g，10分間）して得られた上澄み液を試

料液とした．また，コーヒー粉末1g を熱湯40mL で抽

出し，これを試料液とした．なお，コーヒー抽出液の

濃さについては，通常に飲用している濃度に調製した．

　実験に供試したポリフェノールは，α- グルコシル

ルチン（和光純薬工業），ロスマリン酸（和光純薬工

業），カフェ酸（和光純薬工業），ルテオリン（和光純

薬工業），アピゲニン（和光純薬工業），クエルセチン

（クエルセチン二水和物）（和光純薬工業），プロトカ

テク酸（カテコール -4- カルボン酸）（東京化成），カ

ルノシン酸（東京化成），エラグ酸（東京化成）で，

これらを含む試料を表1に示した．各ポリフェノール

をその溶解性から次に示す溶媒に溶解し，1mmol/L 溶

液とした．α- グルコシルルチンは純水，エラグ酸は

0.1mol/L 水酸化ナトリウム水溶液，クエルセチン二水

和物，ロスマリン酸およびルテオリンはエタノール，

カルノシン酸，カフェ酸はメタノールでそれぞれ溶解

した．次いで，これらの溶液を純水で10倍希釈し，最

終濃度を100μmol/L に調製した．

2 ．試　薬

　① 基　質

　4mM キサンチン溶液：キサンチン（和光純薬）

60.8mg を0.05M 水酸化ナトリウム水溶液15mL に溶か

した後，純水で100mL とした．

　② 酵　素

　キサンチンオキシダーゼ（販売：和光純薬，製造：

オリエンタル酵母工業㈱，XANTHINE OXIDASE from 
butter milk（E.C.1.1.3.22），Activity0.27U/mg powder）
10mg を1/15M リン酸緩衝液（pH 7.7）で溶かし100mL
とし，これを酵素液とした．

3 ．酵素活性の測定

　紫外部吸収による測定法7）を一部改良して測定し

た．酵素液0.4mL，リン酸緩衝液2.0mL，水1.0mL，基

質1.0mL を加え混和し，37℃で20分間インキュベート

した．インキュベート後，直ちに 5％トリクロロ酢酸

水溶液2.0mL 加えて反応を停止した．室温で30分間放

置した後，濾過（東洋濾紙 No.5B）し，濾液1mL に水

3.0mL を加え撹拌し，293nm における吸光度を測定し

た．盲検として酵素液の代わりに1/15M リン酸緩衝液

（pH 7.7）1.0mL を用いて，同操作を行った．

4 ．XOD 活性の阻害

　① 各香辛料等の抽出液を添加した場合

　上記3において，水1.0mL の代わりに試料液（各香

辛料等の抽出液の5または10倍希釈液）1.0mL を加え，

同様に操作し，それぞれの盲検を差し引き，これらを

XOD 活性 X とした．

　② 各ポリフェノールを添加した場合

　上記3において，水1.0mL の代わりに各ポリフェ

ノール溶液の100μmol 試料液1.0mL を加え，同様に

操作し，それぞれの盲検を差し引き，これらを XOD
活性 X とした．さらに，カルノシン酸およびカフェ

酸を200，100，50および25μmol/L 添加した場合のキ

XOD 活性を同様に測定した．

　③ XOD 活性阻害率の計算

　上記3で測定したものを対照 C とし，阻害率を次式

で求めた．

　阻害率＝（1－ X ／ C）×100（％）

５．統計処理

　t －検定を用いた．
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結　果

　表2には，本実験で用いたポリフェノールを含む

ローズマリー，タイム，ヨモギ，コーヒーおよびブ

ラックベリーから調製した各試料液を5倍または10倍
に希釈した液を添加した場合の XOD 活性阻害率を示

した．5倍または10倍のいずれの希釈液を添加した場

合においても，ローズマリーおよびタイムでは高い阻

害率が示され，ヨモギ，コーヒー，ブラックベリーの

順で阻害率が低くなった．5倍希釈群においてはロー

ズマリー，タイム，ヨモギ，コーヒーおよびブラック

ベリーのそれぞれの阻害率に明らかな差が認められた

（p ＜0.05）．また，いずれの試料についても5倍希釈が

10倍希釈よりの阻害率が高かった（p ＜0.001または p

＜0.01）．
　種々のポリフェノールを添加した場合の XOD 活性

の阻害率を表3に示した．カルノシン酸を添加した場

合，XOD 活性は著しく阻害され，次いでカフェ酸で

高い阻害率が示された．ルテオリン，アピゲニンでは

25％～39％の阻害率で，α- グルコシルルチン，エラ

グ酸，プロトカテク酸，クエルセチン，ロスマリン酸

の阻害率はわずかであった．

　添加したカルノシン酸濃度を段階的に高めた場合の

XOD 活性の阻害率を図1に，カフェ酸添加を段階的に

高めた場合の阻害率を図2に示した．カルノシン酸，

カフェ酸いずれも添加された濃度が高まるにしたがっ

て，XOD 活性の阻害率も高まった．

Table 1. The polyphenol contained in the sample (food and spice).

Table 2. Inhibition rate of xanthine oxidase when extracts of various samples are added.

# : Values are means ± standard deviation.
** : Significantly different from5-fold dilution (p ＜0.01).
*** : Significantly different from 5-fold dilution(p ＜0.001).
a,b,c,d,e :Significant differences were found between 5％ level (p ＜0.05)when the symbols were different.
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考　察

　著者らは，前報7）においてローズマリーおよびタイ

ムに XOD 阻害活性を示す成分を見出し，尿酸生成抑

制物質の存在を示唆した．また，これらの香辛料抽出

液で示された XOD 阻害活性は，抽出液からポリフェ

ノールを除去すると XOD 阻害活性がみられなくなる

ことから，尿酸生成抑制物質は香辛料中のポリフェ

ノールと推察した8）．

　本研究では，ポリフェノールについて XOD 阻害活

性を調べる前に，まず，いくつかのポリフェノールを

含むローズマリーやタイムに加えて他の食材につい

て，XOD 活性の阻害を調べた．その結果，前報7,8）と

同様にローズマリーおよびタイムに高い XOD 阻害活

性が示され，この XOD 阻害活性には濃度依存性が認

められた（表2）．また，ヨモギやコーヒーについて

も XOD 阻害活性が示され，ブラックベリーにおいて

もわずかではあったが XOD 阻害活性が示された（表

2）．ローズマリーとタイムの XOD 活性阻害について

は著者らの報告7,8）以外にも，ローズマリーについて

は増田ら9），タイムについては藤田ら10）によって報告

されている．コーヒーの飲用が血清尿酸濃度に及ぼす

影響については Kiyohara11）らによって以前より報告

されていたが，コーヒー抽出液の in vitro による XOD
阻害活性を示した報告はなかった．本研究における

コーヒー抽出液の XOD 阻害活性は中程度（44.9％）

であったが，これは試料に供したコーヒーの濃さを日

常飲用している濃度に調製することで，他の試料の

1/2濃度を使用したためと考えられた．また，ヨモギ

やブルーベリーの XOD 阻害活性については，本研究

Fig.1 Changes in inhibition rate of xanthine oxidase activity in carnosic acid

Fig.2 Changes in inhibition rate of xanthine oxidase activity in caffeic acid
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により初めて示された．

　次に，ローズマリー，タイム，ヨモギ，コーヒー，

ブラックベリーに含まれるポリフェノールが何である

かを検索し（表1），これらのポリフェノール標準品を

用いて，それぞれの XOD 阻害活性を調べた（表3）．
その結果，カルノシン酸とカフェ酸に高い XOD 阻害

活性が示され，この阻害活性には添加濃度にしたがっ

て阻害率が高まる濃度依存性が認められた（図1およ

び2）．また，ルテオリンにも XOD 阻害活性が示され

た（表3）．

　さらに，各試料に含まれているポリフェノール等の

成分の種類とそのポリフェノールの XOD 阻害活性と

の関係性を検討するため，ローズマリー，タイム，ヨ

モギ，コーヒー，ブラックベリー抽出液とそれぞれ

の試料に含まれているポリフェノールの XOD 活性阻

害を比較した（図3）．高い XOD 阻害活性が示された

ローズマリーでは，カルノシン酸（阻害率86.9％）と

カフェ酸（75.1％）が，次いで阻害活性が高かったタ

イムにはカフェ酸（75.1％）とルテオリン（38.4％）

が含まれていた．中程度の XOD 阻害活性を示したヨ

モギとコーヒーにはカフェ酸（75.1％）が含まれて

いた．わずかな XOD 阻害活性が示されたブラックベ

リーには α- グルコシルルチン（14.6％）とエラグ酸

（13.4％）が含まれていた．以上のことから，各試料

で示された阻害活性の相違は，試料に含まれているポ

リフェノール種類によるものと考えられた．

　カルノシン酸については，神経細胞の維持に重要な

役割を果たす神経成長因子の生成を高める効果がある

こと12）や抗酸化作用を有すること13）も報告されてい

る．本研究においては，カルノシン酸やこれを含む

ローズマリーに高い XOD 阻害活性が示された．カル

ノシン酸の消化吸収等生体内への取り込みや代謝は明

らかでないものの，カルノシン酸を含む食品等の摂取

は高尿酸血症や痛風に対して一定の効果があるものと

考えられる．

　カフェ酸はサツマイモ，バレイショ，アボガド，

Fig.3 Relationship between Inhibition of XOD activity of each polyphenol 
and Inhibition of XOD activity of sample. Each polyphenol was 
reported to be contained in each sample, and these were used for 
this experiment.

Table 3. The inhibitory effect of various polyphenols on the xanthine 
oxidase activity.

# : Values are means ± standard deviation. a,b,c,d,e,e,f,g :Significant 
differences were found between 5％ level(p<0.05) when the symbols 
were different.
Each polyphenol concentration added was 100μ mol/L.
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カカオやコーヒー等の食品に比較的広く分布してい

る16）．また，カフェ酸はコーヒーの生豆中のクロロゲ

ン酸が加熱により生じ，コーヒー中にも比較的多く含

まれる．さらに，カフェ酸は腸内細菌により代謝され

脱炭酸される以外に，腸管からそのまま吸収されるこ

とも報告されている14,15）．本研究においては，カフェ

酸に高い XOD 阻害活性が示された（表3）．また，

コーヒーの飲用そのものに痛風のリスクを低減すると

の報告もある17）．これらのことから，カフェ酸を含む

香辛料や食品の摂取は高尿酸血症や痛風に対して一定

の効果が期待できると考えられる．
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Effect of polyphenols contained in spices on xanthine oxidase activity

Akihiro Sakae, Etsuko Sekizaki

Abstruct

　Inhibition of xanthine oxidase (XOD) activity was examined for rosemary, thyme, Japanese mugwort, coffee and blackberry 
in order to ascertain whether uric acid production inhibitory action is present in the food components.　Also, in order to clarify 
which polyphenols among these polyphenols participate in suppression of uric acid production, XOD inhibitory activities on 
carnosic acid, caffeic acid and luteolin, apigenin, α-glucosylrutin, ellagic acid, protocatechu acid, quercetin and rosmarinic acid 
were investigated.
　As a result, the following was found.
1. High XOD inhibition rates (96.7％ and 84.6％) in rosemary and thyme were shown.　XOD inhibition rates of Japanese 

mugwort, coffee, blackberry were 67, 3％， 44.9％， 20, 3％．

2. The XOD inhibition rates of rosemary, thyme, Japanese mugwort, coffee and blackberry showed concentration dependence.
3. The inhibitory rate of XOD activity of each polyphenol at 1 mmol / L concentration was high with carnosic acid (86.9％) 

and caffeic acid (75.1％).　Inhibition rate of luteolin and apigenin was 25％ to 39％.　The inhibition rates of α-glucosyl 
rutin, ellagic acid, protocatechuic acid, quercetin, rosmarinic acid were slight.

4. Concentration dependency was shown for XOD activity inhibition of carnosic acid and caffeic acid.
5. It was suggested that the XOD inhibitory activity of rosemary, thyme, Japanese mugwort, coffee and blackberry may be af-

fected by the type of polyphenols contained in them.

Keywords: uric acid production inhibition, xanthine oxidase inhibitory activity, polyphenols, spices, coffee


