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(茶研報114 ・ 79~88. 2012) 資料

フラボノイドの代謝マップ

元香川大学教育学部

西候了康*

(平成24年10月22日受理)

Metabolic Maps of Flavonoids 

Ryoyasu Saijo 

Summary 

The biosynthetic pathways of flavonoids and the en勾rmesinvolved in those pathways are 

shown in Figures 1， 2， 3， and 4， and Table 1.官lef1avonoids in the metabolic maps inc1ude f1avones， 

flavanones， dihydroflavonols， leucoanthocyanidins， flavonols， anthocyanidins and flavanols 

(catechins). 

Key Words : shikimic acid pathway， catechins， f1avonols， anthocyanidins 

キーワード:シキミ酸経路，カテキン類，フラボノール類，アントシアニジン類

茶葉に存在する主要なフラノボイド

(fiavonoids) はカテキン類 (catechins) 1又

はフラパノール類 (fiavanols)f .フラボノー

ル類 (fiavonols)及びフラボン類 (fiavones). 

それにアントシアニン類 (anthocyanins)で

ある。本資料はこれらフラボノイドの生合成

経路を図 1. 図2. 図3と図4に，関与する

酵素を表 lに整理したものである。

なお，フラボノイド生合成の質的・量的制

御を考えるうえで必要な'情報として，茶葉に

含まれるフラボノイドのおよその含有量を例

示すると以下のようになる。

* 〒420-0834 静岡県静岡市葵区音羽町15-15-307
e-mail:ryosaijo@taupe.plala.or.jp 

カテキン類 (catechins)は茶葉最大の成分

群である。(一)ーエピ型として(一)ーエピカテ

キン 1(一)-epicatechinf. (一)ーエピガロカテキ

ン1(-) -epigallocatechinf. (ー)ーエピカテキン

ガレート 1 (一)-epicatechin gallatef. (ー)ーエ

ピガロカテキンガレート 1(一)-epigallocatechin 

gallatef などがあり，全含有量は乾物当たり

(一例として著者らの定量値) 12.3~ 18.7%の

値が報告されている 1)。カテキン類の(+)一

型としてはい)ーカテキン 1( + ) -catechinf . 

(+ )ーガロカテキン 1(+) -gallocatechinf が

あり，含有量はO.2~O.4%とされている 1)。カ
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フラボノイドの代謝マップ

テキン類には配糖体は存在しない。

フラボノール類の主なアグリコン(配糖体

から糖を除いたフラボノイドの基本骨格部

分)はケンフエロール (kaempferol).ケル

セチン (quercetin). ミリセチン (myricetin)

であり，フラボン類のアグリコンはアピゲニ

ン(apigenin).ルテオリン(luteolin)である。

フラボノール類及びフラボン類は茶葉では配

糖体として存在しているとされている。緑茶

中の含有量はUSDAが取りまとめた報告によ

ると，上記5種類のアグリコンの合計値(配

糖体としては測定されていない)は0.516%で

あった 2)。

アントシアニン類の主なアグリコンは，ベ

ラルゴニジン (pelargonidin).シアニジン

(cyanidin) .デルフィニジン(delphinidin)で

茶葉中では配糖体として存在している。含有

量を記載した文献は多くないが， ‘やぶきた'

では配糖体として0.025%との報告がある 3) 

上述した茶葉中のフラボノイドの種類と含

有量は，茶樹の栽培地域や栽培条件，品種・

系統などの諸条件によって異なる。上述の様

にフラボノイドの中でも(-)ーエピ型カテキ

ン類が圧倒的に多い。(+)一型カテキン，フ

ラボノール類，フラボン類は(一)ーエピ型カ

テキン類に比べ十分の一以下であり，アント

シアニン類は百分の一以下である。即ち，茶

葉組織内では(一)ーエピ型カテキン類が最も

活発に生合成され，且つ貯蔵されていると考

えられる。

以下に生合成経路の概要を説明する。

1 図 1 フラボノイドの代謝マップ(No.1) 

(炭水化物からコリスミン酸)につい
て4.5.9-11)

フラボノイド生合成の最初の段階は

炭水化物から七炭糖である 3 デオキ

シ-D-アラビノーヘプツロン酸 7ーリン

酸 (3-deoxy-D-arabino-heptulosonate-

7-phosphate. DAHP) の生成である(ス

テップ 1)0DAHPを初発物質として脱リ

ン酸化で六員環化合物 3ーデヒドロキナ酸

(3-dehydroquinate) を生成する(ステップ

2)。シキミ酸 (shikimate). シキミ酸 3-リ

ン酸(shikimate3-phosphate)などを経て(ス

テップ4. 5). さらに二重結合が導入され

コリスミン酸 (chorismate)に至る(ステッ

プ7)。コリスミン酸は，フェニルアラニン

(phenylalanine) .チロシン (tyrosine). ト

リプトファン(tryptophan) など芳香族ア

ミノ酸に共通の前駆体として重要な物質であ

る。

2 図2 フラボノイドの代謝マップ(No.2)

(コリスミン酸からナリンゲニンカルコ

ン)について 4.5.9-11)

コリスミン酸はプレフェン酸 (prephenate)

となり(ステップ 8).次いで二重結合が導

入されて芳香環を有するフェニルピルビン酸

(phenylpyruvate) (ステップ 9).フェニル

アラニンに至る(ステップ10)。フェニルア

ラニンは植物，微生物に特有な生成物で，動

物には生合成系が無いため，ヒトの栄養に必

須なアミノ酸とされている。

フェニルアラニンはフェニルアラニンアン

モニアリアーゼ (phenylalanineammonia-

lyase) によって目見アミノイヒして， フェニル

プロパノイドのトランスーケイ皮酸 (trans-

cinnamate)を生成する(ステップ11)。本酵

素は光により制御されるなどフラボノイド生

合成の鍵酵素のーっとされている。 ρークマル

酸 (ρ-coumarate)の次に生成する4-クマロ

イルCoA(4-coumaroyl-CoA) (ステップ13)

は3分子のマロニルCoA(malonyl CoA) と

重合してナリンゲニンカルコン (naringenin

chalcone)を生成する(ステップ14)。
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3 図3 フラボノイドの代謝マップ (No.3)

(ナリンゲニンカルコンからジヒド口フ

ラボノール類)についてト11)

ナリンゲニンカルコン以降のフラボノイド

の生合成では， B環(マロニルCoAから生成

する芳香環はA環， 4-クマロイルCoAからの

芳香環はB環と呼ばれる)の水酸化がフラパ

ノン類(:flavanones)(ステップ17，18)又は

ジヒドロフラボノール類 (dihydro:flavonols)

(ステップ17，18)で起きるとされている。

図3のフラボノイドごとに生合成される物

質は次のようになる。

3， 1 フラボン類(:flavones)

アピゲニン (apigenin)， 

ルテオリン(luteolin)

3， 2 フラパノン類(:flavanones): 

ナリンゲニン (naringenin)， 

エリオジクチオール (eriodictyol)， 

ペンタヒドロキシフラノfノン

(pentahydroxy:flavanone) 

3， 3 ジヒドロフラボノール類

(dihydro:flavonols) : 

ジヒドロケンフエロール

(dihydrokaempferol) ， 

ジヒドロケルセチン (dihydroquercetin)， 

ジヒドロミリセチン(dihydromyricetin) 

4 図4 フラボノイドの代謝マップ (No.4)

(ジヒドロフラボノール類から他のフラ

ボノイド)についてト11)

図4のフラボ、ノイドごとに生合成される物

質は次のようになる。

4， 1 ロイコアントシアニジン類

(leucoanthocyanidins) : 

ロイコベラルゴニジン(leucopelargonidin)， 

ロイコシアニジン(leucocyanidin)， 

ロイコデルフィニジン(leucodelphinidin)

4， 2 フラボノール類(企avonols): 

ケンフエロール (kaempferol)， 

ケルセチン (quercetin)， 

ミリセチン (myricetin)

4， 3 アントシアニジ、ン類(anthocyanidins): 

ベラルゴニジン (pelargonidin)， 

シアニジン (cyanidin)， 

デルフイニジン (delphinidin)

4， 4 フラパノール類(:flavanols) =カテ

キン類 (catechins): 

(+ )ーアフゼレキン 1( + ) -afzelechinf ， 

(+ )カテキン 1( + ) -catechinf ， 

(+)ーガロカテキン 1( + ) -gallocatechinf 

4， 5 フラパノール要員(:flavanols) =カテ

キン類 (catechins): 

(-)エピアフゼレキン 1(一)-epiafzelechinf ， 

(一)ーエピカテキン 1(一)-epicatechinf ， 

(一)ーエピガロカテキン 1( -) -epigallocatechinf 

本フラボノイドの代謝マップでは主として

アグリコンまでの生合成経路を記した。フラ

ボノール類，アントシアニジン類などの二糖

類，三糖類の配糖体の生合成は示さなかった

が，一例として単糖類(グルコース)の配

糖体(グルコシド)を示した(ステップ24，

25)。

5 衰 1 フラボノイドの代謝マップ(図

1，図 2，図 3，図 4)中の酵素につい

て4-11)

フラボノイドの代謝マップに記した各ステ

ップの反応は， }II&番に番号をつけ，酵素名と

EC番号 (enzymecommission numbers) を

示した。酵素名はよく使われている慣用名と

し複数示したものもある。
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図4 フラボノイドの代謝マップ (No.4) (ジヒドロフラボノール類から他のフラボノイド)
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Table 1. Enzymes in metabolic maps of flavonoids shown in Figures 1， 2， 3， and 4. 

表 1 フラボノイドの代謝マップ(図 1，図 2，図 3，図 4)に関与する酵素

(1) 3・Deoxy-7・phosphoheptulosonatesynthas巴(EC2.5.1.54) 

3・D巴oxy-D圃 arabino-2・hep旬losonicacid-7-phosphate s戸thetase

(2) 3-Dehydroquinate synthase (EC 4ユ3.4)

5-Dehydroquinate synthase 

(3) 3-Dehydroquinate dehydratase (EC 4.2.1.10) 

3-Dehydroquinate hydro嗣 lyase

(3 ') Quinate d巴hydrogenas巴(EC1.1.1.24) 

Quinate/shikimate dehydrogenas巴(EC1.1.1.282) 

(4) Shikimate dehydrogenase (EC 1.1.1.25) 

Quinate/shikimate dehydrogenas巴(EC1.1.1.282) 

(5) Shikimate kinase (EC 2.7.1.71) 

(6) 3-Phosphoshikimate l-caboxyvinyltransferase (EC 2.5.1.19) 

(7) Chorismate synthase (EC 4ユ3.5)

(8) Chorismate mutase (EC 5.4.99.5) 

(9) Prephenate dehydratase (EC 4.2.1.51) 

(10) Tyrosine transaminase (EC 2.6.1.5) 

Phenylalanin巴transaminase

Aromatic amino acid transaminase (EC 2.6.1.57) 

(11) Phenylalanine ammonia-lyase (EC 4.3.1.24) 

Phenylalanine deaminase 

(12) trans-Cinnamate 4-monooxygenase (EC 1.14.13.11) 

Cinnamic acid 4-hydroxylase 

(13) 4嗣Coumarate-CoAligase ( EC 6. 2.1.12 ) 

p-CoumaryトCoAsynthetase 
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Table 1. Enzymes in metabolic maps of flavonoids shown in Figures 1， 2， 3， and 4 (continued). 
表 1 フラボノイドの代謝マップ(図 1，図 2，図 3，図 4)に関与する酵素(続き)

(14) Naringenin-chalcone synthase (EC 2.3.1.74) 

Chalcone synthase， f1avanone synthase 

(15) Chalcone isomerase (EC 5.5.1.6) 

Chalcon-f1avanone isom巴rase

(16) Flavanone 3-dioxygenase (EC 1.14.11.9) 

Flavanone 3-hydroxy1ase， Naringenin 3聞hydroxydase

(17) Flavonoid 3 '同monooxygenase(EC 1.14.13.21) 

Flavonoid 3'占

(18) Flavonoid 3'，5にhydroxy1as巴(EC1.14.13.88) 

(19) F1avone synthas巴(EC1.14.11.22) 

(20) Dihydrokaemphero1 4-reductas巴(EC1.1.1.219) 

Dihydrof1avono1 4-reductase 

(21) Flavonol synthase (EC 1.14.11.23 ) 

(22) Leucocyanidin oxygenase (EC 1.14.11.19 ) 

Anthocyanidin synthase 

(23) L巴ucoanthocyanidinreductase，( EC 1.17.1.3 ) 

Leucocyanidin reductase 

(24) FlavonoI3-0-g1ucosyltansferase (EC 2.4.1.91 ) 

(25) Anthocyanidin 3-0-g1ucosy1transferase ( EC 2.4.1.115 ) 

(26) Anthocyanidin reductase (EC 1.3.1.77) 

(27) Galloyltransferase 
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