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県産農産物のcox活性阻害能評価

藤川護，柴崎博行，吉岡直美，大谷尚美

本県を代表する農産物とその未利用資源についてCOX活性阻害能を指標として機能性評価を実施
した.その結果，アスパラガス，ブロッコリー及び葉ニンニクではCOX-l活性阻害能が，ニンニク及
び新漬けオリーブ廃液ではCOX-l及びCOX-2活性阻害能が確認された.

1 緒言

近年， 日本ではアレルギー疾患の患者数は増加し
ており，例えばアレルギー疾患の 1つで、あるスギ花
粉症は国民の 16協が擢患しているとの報告がある 1)

アレノレギー反応の発現の多くに Cyclo旦 ygenase(以
下COX)が関与しており，このCOXには恒常型のCOX-l
と誘導型の COX-2など複数のアイソザイムが存在し

ている.このうち誘導型の COX-2の阻害によりアレ
ノレギー症状が緩和されることが知られている.また，
鎮痛薬や抗炎症薬として利用されているアスピリン
はCOX-l及び COX-2の活性を阻害することが知られ
ており，継続的な低容量のアスピリン服用による
COX-l及び COX-2活性の阻害は，大腸がんや胃がん

の予防につながることが複数の疫学調査から報告さ
れている 2)

このように COXは生体内において重要な役割を果

たしており， COXを制御することでアレルギー症状
の緩和や消化管系疾患の予防が期待される.

本研究では県産農産物の機能性評価のため， COX 

活性阻害能を指標として県産農産物及び未利用資源

である新漬けオリーブ廃液について， COX活性阻害能
の調査を実施した.また，より高し、COX活性阻害能を
有する素材の開発を目的として，柴崎ら 3)によりポ

リフェノーノレ回収技術が確立している新漬けオリー
ブ廃液の可能性について検討を行った.これらの結

果について報告する.

2 実験方法

2. 1 試料

スイートスプリングの摘果果実については， 2012 

年7月に小豆島島内で採取したものを1mm幅で、輪切

りし，凍結乾燥後にミキサーで粉砕して用いた.ま

た，同完熟果実については， 2012年1月に採取したス

イートスプリングの完熟果実を果皮と果肉に分け，

果皮を凍結乾燥後にミキサーで粉砕して用いた.次

に果肉をハンドブレンダーで粉砕し，ガーゼでろ過

したものを完熟果汁として用いた.

アスパラガス，ブロッコリー，ニンニクについて

は， 2012年から2013年にかけて小豆島で栽培された
ものを凍結乾燥又は冷風乾燥し，ミキサーで粉砕し

て用いた.葉ニンニクについては，県内での入手が

困難であったため， 2013年3月に高知市内で市販され
ていたものを凍結乾燥後粉砕して用いた.

新漬けオリーブp廃液については， 2012年産オリー

ブ果実(ミッション種)500 gに対して2犯の水酸化

ナトリウム溶液を500m1加え， 10時間脱渋を行った
廃液を塩酸で、中和して用いた.

2. 2 抽出操作

スイートスプリングを野方の方法4)に従い，フラ

ボノイドの抽出を行った.摘果果実及び熟果果皮の

凍結乾燥粉末100mgをねじ口試験管に採取し， 5 m1 
の抽出溶媒(メタノール:ジメチルスルホキシド=

1 : 1)を加え，一晩室温で振とうを行った.その後，
遠心分離 (3，000rpm，10 min) し，上澄みを回収し

た.沈澱に1m1の抽出溶媒を加え，上記条件で遠心

分離を行い，上澄みを回収する操作を2回繰り返した.
合わせた抽出液を水で10倍に希釈し， Presep-C C18 

short (Wako) に添加した. 10 m1の10九メタノール

で洗浄後， 4.5 m1の抽出溶媒を通し，フラボノイド
画分を回収し，最終的に溶出液を抽出溶媒で5m1に
定容した.スイ}トスプリング熟果果汁については，

約5gを試験管に採取し，遠心分離(3，000中m， 10 

min)を行った.上澄みを回収後，沈澱に0.5mlの抽

出溶媒を加えて沈澱を懸濁させ，上記条件で遠心分
離を行い，上澄みの回収操作を2回繰り返した.合わ

せた上澄みをPresep一CC18 shortに添加し， 10 ml 
の10%メタノールで洗浄した. 10 %メタノールに

よる洗浄後4.5mlの抽出溶媒を通し，フラボノイド

画分を回収し，最終的に溶出液を抽出溶媒で5mlに
定容した.

アスパラガス及びブロッコリーについては，凍結
乾燥粉末1gに対して20m1の80九メタノール溶液を

加え， 30分間振とう抽出を行った.一晩静置後， No. 
2のろ紙でろ過し， 50 m1に定容した.

ニンニク及び葉ニンニクについては，ニンニクに、

含まれる酵素のアリイナーゼによる影響を考慮、し，
50九メタノール溶液及び、メタノール溶液で前述のア

スパラガス等と同様に抽出操作を行った.ニンニク

及び葉ニンニクについては抽出溶液を適宜希釈し，
没食子酸を標準物質とじFolin-Oenis法5)により総

ポリフェノーノレ量を求めた.

2. 3 COX阻害活性能の評価

COX阻害活性能の評価はCo1orimetricCOX(ovine) 

inhibitor screening assay kit (cayman chemica1 

社製)を用いた.阻害物質を添加しない場合の590

nmの吸光度を100犯とし，各種抽出液を添加した場合
の吸光度の減少率からCOX活性阻害能を評価した.

2. 4 合成吸着剤処理によるcox活性阻害能の変化
より高いCOX活性阻害能を有する素材の開発を目

的とし，新漬けオリーブ廃液に対し合成樹脂を用い
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図 1 県産農産物のcox活性阻害能

阻害物質を添加しない場合を 100弘として算出

た処理を実施し，そのときのCOX活性阻害能の変化を ニンニクでは抽出溶媒によってCOX-1活性阻害能は

測定した.新漬けオリーブ廃液5m1に対し， 三菱化 変化しなかったが， COX-2活性阻害能は増加した.葉
学社製合成吸着剤セパビーズSP700を乾物換算で400 ニンニク及びニンニクの乾燥粉末100gあたりの総ポ

mg加え， 30分間撹枠を行った.撹枠終了後ろ過を行 リフェノール量を表 1に示す.50九メタノール抽出
ってろ液を回収し， これを処理液とした.次に，ろ はメタノ ール抽出と比較して総ポリフェノ ール量が

別したセパビーズに5m1のメタノーノレを加え， 10分 多かった.しかしながら， COX活性阻害能はメタノー

間撹枠を行ったのち，上澄みを回収した.同様の操 ノレ抽出の場合が高く，ニンニクの場合はCOX活性阻害

作を2回繰り返し，回収したメタノールを減圧濃縮後， 能と総ポリフェノーノレ量との間には相関が低いこと

メタノーノレで5m1に定容し，これを抽出液とした. が示唆された.

この処理液及び抽出液について上記の方法で総ポリ 新漬けオリープ廃液ではCOX-1及びCOX-2の活性阻

フェノール量の測定及びCOX活性阻害能の評価を行 害が確認され，いずれも活性が約40九阻害された.

った. 今回評価を実施した中では，新漬けオリーブ廃液が

最も強し、COX-2活性阻害を示した.

3 結果及び考察

各種抽出液のCOX活性を図 1に示す.スイー トスプ 表1 葉ニンニク及びニンニクの総ポリフェノール量
リングは全試験区においてCOX-1に対して弱し、活性

阻害が確認されたが， COX-2に対しては活性阻害は確

認されなかった.ラット炎症性腹腔マクロファージ

を用いた試験結果から，柑橘lこ含まれるhesperidin

や， narirutinのアグリコンであるhesperetinやnar

ingeninにより COX-2の活性が阻害されることが石川

によって報告されている 6) 今回， スイートスプ

リングの各種抽出液でCOX活性の阻害がほぼ確認さ

れなかったのは， hesperidinやnarirutin等のフラボ

ノイドが配糖体として存在し，これらの配糖体はCO

X活性阻害能が無いためと推測された.

アスパラガス及びブロッコリ ーではCOX-1の活性

が約50九阻害されたが， COX-2の活性阻害は確認され

なかった.葉ニンニクではCOX-1活性阻害が，ニンニ

クでは∞X-1及びCOX-2活性阻害が確認された.葉ニ

ンニクでは50見メタノール抽出液で約20札メタノ

ーノレ抽出液では約70犯のCOX-1の活性が阻害された.

またニンニクでは50九メタノール抽出液及びメタノ

ーノレ抽出液ともに約30協のCOX-1活性が阻害され， C 

OX-2活性はそれぞれ約15比約25九阻害された.

葉ニンニクでは50九メタノール抽出と比較してメ

タノーノレ抽出でCOX-1活性阻害能が増加した.しかし

抽出溶媒 サンプル
総ポリフエノール量(mg/100g)

平均 標準偏差

50略
葉ニンニク 710.8 :!:15.6 

メタノール
ニンニク1 162. '5 
ニンーク2 142.8 

菜ーンーク 377. 1 :!:10.0 

メタノ ール ニンニク1 31. 1 

ニンニク2 23.8 

(没食子酸換算)

次に新漬けオリ ーブ廃液に対し合成樹脂による処

理を実施した結果を図 2に，そのときの各総ポリ

フェノール量を表2に示す.セパビーズSP700で処理

表2 総ポリフェノール量

サンプル 総ポリフエノール量(mg/lOOm 1) 

新漬けオリーブ廃液 124.5 

SP700処理液 4.5 

SP700抽出液 100.4 

(没食子酸換算)
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図2 合成吸着剤処理によるcox活性阻害能の変化

することにより，処理液のCOX-2活性阻害が10犯に減

少し，抽出液のCOX-2活性阻害が50切に増加した.一

方， COX-1活性阻害能は処理の前後で変化は僅かであ

った.セパビーズSP700による処理でポリフェノーノレ

の多くは抽出液へと移行しており，これに伴い抽出

液のCOX-2活性阻害能が増加したものと考えられる.

4 結言

本調査によりアスパラガスとブロツコリー及び葉

ニンニクでCOX-l活性阻害能が，ニンニクと新漬け

オリーブ廃液ではCOX-1及びCOX-2活性阻害能が確

認された.また，新漬けオリーブ廃液を合成吸着剤

で吸着，抽出処理することにより抽出液中のCOX-2

活性阻害能を高めることが可能で、あり，新規素材と

して活用の可能性が明らかとなった.
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