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オリーブの肌機能性に関する検討

柴崎博行，藤津浩子，八木孝1]枝

オリーブの化粧品素材としての有効性を検討した.オリーブ果実，葉，枝の各抽出物について，P.

acnθsに対する抗菌活性及びそのリバーゼ阻害活性，また肌の真皮マトリックスの老化に関わる酵素で

あるヒアノレロニダーゼとコラゲナーゼに対する睦害活性を評価した.その結果，各抽出物にはいずれも

P. a四回に対する抗菌活性及び各酵素に対する阻害活性が認められ，化粧品素材としての有効性が示唆

された.

1 緒言

香川県においては小豆島を中心としてオリーブの栽

培面積の拡大が行われてきており，オリーブ果実の生

産量も増えつつある.今後，増大したオリーブ原料を

利用した商品開発を進めるなかで，食品だけでなく化

粧品分野での新酪品開発や新規参入を検討している地

元企業は少なくない.県外の大手メーカーなどでは近

年オリーブオイルだ、けで、なく，果実や葉に由来する素

材や成分も化粧品素材として利用されている例も見ら

れる.

オリーブオイルの場合，その化粧品素材としての機

能として保湿性などを挙げることができ，我々も既報

において高齢者の乾燥肌への効果について検証を行つ
た1)

果実や葉に由来する抽出物や成分を化粧品素材とし

て利用するためには，まずそれらが化粧品素材として

有効な機能を有するというエピデンスが必要となる.

殊に日本最大のオリーブ産地である香川県小豆島にお

いては，ブランドとしてそれらのデータを共有するこ

とは今後の商品開発や販売促進に有効であると考えら

れる

今回，オリーブ果実と葉，それに栽培上の欝定作業

により毎年大量に産出される枝の抽出物について，い

くつかの肌に関わる機能性を検証した.

2 実験方法

2. 1 試料溶液の鵠製

オリーブ果実，オリーブ葉，オリーブの枝を機能性

評価用抽出試料とした.粉砕した各試料 5勾gにエタノ一

ル 2お5m凶1を加えて振とう抽出したのちに N恥0.2の櫨

用いて吸引櫨過を行い，残濯をエタノールで、洗いつつ

櫨液を 50mlに定事した.この抽出液を減圧濃縮により

いったん乾固させたのち，抽出物の濃度が 10mg/mlと

なるように蒸留水を加え，超音波処理等により溶解，

分散させた.その遠心分離後の上澄液を適宜蒸留水で、

希釈して試料溶液とした

2. 2 P. aonesへの効果

Propio刀ibactθ.riumac刀θsはアクネ菌とも呼ばれる

嫌気性の梓菌であり，表皮の皮脂腺において成育し産

生するりパーゼにより皮脂中のトリグリセライドを分

解しこれを資化することにより増殖する.また皮脂が

分解されて生成した遊離脂肪酸は，毛孔醸表皮細臨に

対する角化充進作用を示すことから毛穴の閉塞につな

がるほか，遊離脂肪酸は駿化して過酸化物となり，こ

れが湿潤性細胞の炎症応答を促進すると考えられてい

るの.本菌はいわゆる「ニキど」をはじめとする炎症

性疾患の原国菌とされており，その予防として主に本

菌の生育を抑える薬剤などが利用されている.今回は

オリーブ由来抽出物の P. ac刀θsに対する抗菌性とその

リバーゼ、活性に対する作用を検討した.

使用菌株として Propionibac tθIゴum acnθS 

ATCC6919株を使用した. GAM液体培地を用いて嫌気

条件下， 370

Cで 48時間培養した培養液を以下の実験に

f其した.

抗菌試験は 96穴マイクロプレートを用いた方法吋こ

より実施した.すなわち，プレートに各試料を含むG

A M液体培地 100μlを分注し，これに上記培養液を

10倍希釈したものを 1μlずつ加え，嫌気条件下，

370Cで 48時間培養し，培養液の濁度 (655nm)をマイ

クロプレートリーダーで測定し，対照!K(菌液の代わ

りにGAM寒天培地を 1，11加えた試験区)の濁度と比

較することにより菌の生育を評価した.

P. acnesのりパーセに対する阻害活性については，

市販のリバーゼ、測定キット(リノfーゼ、キット S，DS  

ファーマバイオメディカノレ社製)を用いて実施した.

前述した培養液 10mlを遠心分離して菌体を回収し，こ

れを 50mMTris一塩酸緩衝液 (pH7.5)で 2回洗浄した

のち，開緩衝液 5mlに菌体を懸濁して超音波処理によ

り菌体を破砕し，これをリバーゼ阻害活性評価用の酵

素液とした.本酵素液 25μIと各濃度の試料溶液 25μ

1を混合して 300Cで 10分間保持したのち，キットの発

色液 (5，5'ージニトロピス (2ーニトロ安患、香駿) ) 1ml 

とエステラーゼ阻害液(フェニルメチルスルホニノレフ

ルオリド)20μlを加えて更に 5分保持し，これに基

質溶液(三酪酸ジメルカプローノレ) 100μlを加えて反

応開始とした.遮光して 300
Cで 24時間反応を行った

のち，反j芯停止液 2mlを加えて混合したのち， 412nm 

の吸光度を測定した. リバーゼにより生成されたジメ

ルカプロールは 5，5'ージニトロビス (2-ニトロ安息香

駿)と定量的に反応して 5ーチオー2-ニトロ安患、香離を

生成し，これを 412nmの吸光度で測定することにより，

リバーゼの活性を評価することが出来る.対照区とし
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て反応停止液を加えたのちに基質溶液を添加した試験

区をとり，これらから試料液のリパーゼ活性に対する

効果を評価した.

2. 3 ヒアルロニダーゼ臨害活性の評価

ヒアルロン酸は駿性ムコ多糖の一種であり，コラー

ゲンやエラスチンなどとともに真皮マトリックスを形

成する. ヒアノレロン酸は加齢に伴いその量が減少し，

皮膚の潤いやハリの喪失， しみやたるみの原因になる

と考えられている 4) 今回は， ヒアノレロン酸減少に関

わる分解酵素であるとアルロニダーゼの活性に対する

効果を評価した.

実験は既報 5)，6) に準じて行った.酵素は

Hy呂luronidase (from bovine testes， SIGMA社製)

をO.1M酢酸緩衝液 (pH4) に0.6mg/mlとなるように

溶解したものを静素溶液として使用した.試料諮液

100μIと酵素溶液 50μlを混合後 37
0Cで 20分間静置

し，酵素活性化溶液(上記緩衝液に Compound48/80

0.5mg/則及び CaC12・2H20 3. 75mg/mlとなるように溶

解したもの) 100 μlを加えて更に 30分静置したのち

に，基質溶液として 0.8mg/ml とアルロン酸カリウム

(和光純薬製)250μl を加えて酵素反応を開始した.

37
0Cで 60分反応後に反応停止液 (0.4NNaOH溶液)

100μIと 0.8Mホウ酸カリウム溶液 100μlを加え混

合したのちに沸騰水で 3分加熱処理し，冷却後に p-

ジメチルアミノベンズアルデヒド溶液 (pージメチルア

ミノベンズ、アノレデ、ヒド 5gを酢酸 44ml， 10N塩酸 6ml

で溶解した原被を適宜酢酸で 10倍希釈したもの)を

3ml加えて発色反応を行った. 37
0Cで 20分静置した

のちに 585nmの吸光度を測定し，ヒアルロニダーゼに

よって生成した N-アセチノレヘキソサミン量を評価し

た.同時に試料溶液の代わりに蒸寝水を加えたコント

ロール区及び酵素溶液の代わりに緩衝液を加えた対照

区を測定し，これらの測定値を基に各試料のとアノレロ

ニダーゼ、に対する阻害活性を評価した.

2. 4 コラゲナ…ゼ姐審活性の評錨

コラーゲンは前述したヒアノレロン酸，エラスチンと

ともに真皮マトリックスの主成分であり， ヒアノレロン

酸と間接に加齢とともに減少し， しわやたるみの原因

になると考えられている 4) このコラーゲン減少の要

国のひとつとして，エンドベプチダーゼのひとつであ

るコラゲナーゼ、が挙げられる.このコラゲナーゼ活性

に対するオリーブ?抽出物の効果について検討した.

実験は既報 7)Iこ準じて行った.酵素は Collagenase

(from C10stridium hi sto1yti cum， SIGMA社製)を

0.05M Tris一塩酸緩衝液 (pH7.4， O. 15M NaCl， 5mM 

CaClc， O. 02%アルブミン (frombovine serum) を含

む)に 5mg/ml となるように法解したものを酵素原液

とし，使用直前にこれを 100倍希釈したものを酵素溶

液として使用した. 5mg/mlの試料溶液 30μ1及び酵素

溶液 30μlを混合して 37
0Cで 10分間静置したのち，

基質溶液 (0.25mM Dnp-Pro-Leu-Gl)ぺle-Ala-Gly-Arg

悶 2)240μ1 を加えて酵素反応を開始した. 37
0
Cで 60

分間反応後に反応停止液として 1M塩酸 600μlを加

えたのちに，酢酸エチノレ 1mlを加えて激しく混合

酵素反応により遊離した Dnpを酢酸エチノレ層に移狩さ

せた.遠心分離により酢酸エチノレ層と水層を分離

酢酸エチノレ層を回収して 365nmの吸光度を測定し，遊

離した Dnpの量とした.問時に試料溶液の代わりに蒸

留水を加えたコントロール区及び酵素溶液の代わりに

緩衝液を加えた対照区を測定し，これらの測定値を基

に各試料のコラゲナーゼに対するi現害活性を評価した.

3 実験結果及び考察

3. 1 P. acnes (アクネ麓)への効果

各抽出物を含有する培地に P. ac刀θsを接種した培養

液の濁度をマイクロプレートリーダーにより測定した

結果を図 1に示した.オリーブの果実，葉，枝のいず

れの抽出物についても P. acnesの生育に対する抑制効

果があることが示唆された.生育阻害率は概ね濃度依

存的であったが，今回の実験系で試行した抽出物の最

大濃度 4mg/叫においても P. acnθsの生育を完全に抑

えるもので、はなかった.

図2にP. acnesのリバーゼに対する岨害活性につい

て示した.オリーブの果実，葉，技の抽出物全てにつ

いて， リバーゼに対する臨害活性が認められた. とく

に葉の抽出物については睦害活性が最も高く，今回の

実験系において濃度が 10mg/mlの抽出物で酵素液を処

理した場合には， リバーゼの活性を完全に随害した.

以上のことから，オリーブ由来の抽出物にはいずれ

もの生育を抑制する効果があり， リバーゼ活性の盟書

がその抑制因子のひとつであることが示唆された.
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3. 2 ヒアルロニダーゼ題審活性の評髄

ヒアルロニダーゼに対する各抽出物の阻害活性を図

4
 

nu 

噌

E
i



製品化を前提とした素材開発とその機能性評価が必要

であると考えられる.
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3に示した.オリーブ果実，業，枝のいずれの抽出物

についてもとアルロニダーゼに対する臨害活性が認め

られた.同じ抽出物濃度で比較すると，組害活性は葉，

枝，果実の )1院に高かったが，葉由来の抽出物で

10mg/mlの濃度においても，本実験系における阻害活

性は 45%程度であった. しかしながら， ヒアノレロニダ

ーゼ活性の抑制は前述したように肌の老化防止につな

がることから，オリーブ抽出物の有効性が示唆される

結果であると言える.
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3. 3 コラゲナーゼ組審活性の評髄

コラゲナーゼに対する各抽出物の障害活性を図 4に

示した.今回の実験系においては各抽出物ともにコラ

ゲナーゼに対する阻害活性が認められた.濃度を同ー

とする抽出物の阻害活性はオリーブ葉が最も高く，果

実，枝のjJJ員で、あった

コラゲナーゼは前述のとアノレロニダーゼと同様に真

皮マトリックスの構成成分の減少に関わる酵素である

が，これらの酵素に対していずれも阻害活性が示され

たことから，オリーブ抽出物は肌の老化を妨止する素

材として有望であると考えられる.
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4 結言

以上の検討結果より，オリーブに由来する抽出物に

は炎症性疾患に関わる P. acnθsに対する抗菌活性のほ

か，各種酵素に対する invitroの限害活性含有するこ

とが示された.これらの結果により，オリーブは化粧

品素材として今後，P. acnesによる疾病の予防や真皮

マトリックスの構成成分の減少に対する肌の老化対策

に有効であることが期待される

また今後，より具体的にこれらの素材化を進めるに

は，動物細胞などを用いたより高度な機能性評価や，
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