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研究成果の概要（和文）：希少な天然抽出物質等の一重項酸素消去速度定数を微量の試料で計測するための近赤外発光
寿命スポット計測法を開発し、微量溶液やゲル・固形試料に対しファイバープローブの0.4 mmのスポットで抗酸化評価
のための計測を可能にした。0.05 mgのカロテノイド異性体やヒドロゲル試料の一重項酸素消去活性の測定に成功した
。また、脂溶性香辛料成分のシクロデキストリンによる水溶液分散化による一重項酸素消去活性評価について検討し、
水環境化の構造活性相関を明らかにした。一方、1測定10分を要する現状では評価対象や増感剤の計測中のダメージが
スポット計測の障害であり、測定時間を大幅に短縮する必要がある。

研究成果の概要（英文）：In order to evaluate antioxidant activities of trace amount of natural materials, 
a method of measuring lifetimes of singlet oxygen near-infrared luminescence using a fiber-spot probe (0.4
 mm) was developed. Time-evolutions of singlet oxygen luminescence were successfully obtained from measure
ments of less than 0.1 mL of solutions and also hydrogel samples by the spot method. The quenching rate co
nstants for trace amount of samples such as 0.05 mg of carotenoid isomers, and also that of the quencher i
n hydro-gel samples were determined. The relationship between singlet oxygen quenching activity and chemic
al structure for the lipophilic constituents of spices such as capsaicin were investigated in the cyclodex
trin aqueous solution. However, in the spot measurements, the photo-damages often occurred in test materia
ls and/or photosensitizers in the accumulation time (10 min). The shorter accumulation time (< 1 min) is h
opeful for applying the spot-scan method to the antioxidant assay.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

活性酸素・フリーラジカル（LOO･, LO･, 
HO･, 1O2, O2

･）は生体組織に傷害を与え、
機能障害や疾病を引き起こすとされている。
生体では細胞や微小器官を構成する脂質膜
中や体液中に抗酸化性物質が含有され、活
性酸素種による過酸化脂質の生成や生体膜
の傷害を抑制し、生体を維持している。研
究代表者のグループでは、均一溶液やミセ
ル系においてビタミン類・カテキン・フラ
ボノイド・ポリフェノールなどの低分子量
天然物質による活性酸素種の消去過程を、
ストップトフロー分光法や酸素吸収法等に
より速度論的に研究し、その反応機構や構
造活性相関を明らかにしてきた。このよう
な天然物質の活性酸素種に対する抗酸化活
性評価は、医学・薬学・農学・食品化学な
どの広い分野において注目されており、基
準となる信頼性の高い活性酸素消去パラメ
ーターのニーズは高い。 
研究代表者は、2004 年度愛媛大学研究開

発支援経費により単一光子計数型高感度近
赤外発光寿命測定装置を導入し、一重項酸
素（1O2）近赤外発光（1274 nm）の時間分
解測定による 1O2 動態の研究を開始した。
また、平成 16-17, 19-20 年度基盤研究(C)
課題において、光学的透明性が低い油滴・
微細粒子分散系（エマルション）の天然抗
酸化剤による活性酸素種消去過程について、
過渡吸収法や発光寿命法などの ns ~ ms 領
域の時間分解計測を応用した研究を遂行し
た。研究成果の例として、油滴形成による
1O2 寿命の増大という油滴界面での動的過
程を捉えた挙動や、薬剤のミセル溶解に伴
い 1O2 寿命が増大する特異な挙動を観測す
ることに成功した。また、過渡吸収計測に
より、エマルション系のビタミン E 光分解
で生成するスーパーオキシドアニオンラ
ジカル（O2

･）を抗酸化剤がマイクロ秒領
域で消去する高速反応の速度を求めるこ
とにも成功した。 
一方、これまで利用されてきた速度論的

手法に基づく活性酸素消去パラメーター測
定法では、最小でも数 mL の試料溶液が必
要で、貴重な生体微量成分や生細胞の測定
には障壁が大きい。今後のターゲットであ
る植物由来の機能性成分であるアスタキサ
ンチン・葉酸・サポニンなど中･高分子量天
然分子や、血清成分のタンパク質・脂質・
糖など、高価で貴重な天然物質の計測には、
必要試料量を大幅に削減しなければならな
い。また、生体試料から抽出したタンパク
質などの分離同定にはゲル電気泳動が広く
利用されているが、この方法で分離した有
効成分を一旦回収し抗酸化や薬理活性の評
価に用いることは、成分の変性等もあり、
容易ではない。溶出過程不要でゲル試料を
そのまま測定できる評価方法が望まれる。 
スピントラップ法のように活性酸素種と

定量的に反応する分子プローブを用いた抗
酸化活性計測法に対して、時間分解分光法
で得られるタイムドメインのデータは、よ
り直接的に反応ダイナミクスを反映してお
り、特に不均一系や複数の減衰過程が起こ
りうる場合に有用である。この時間分解法
は、医学・薬学・農学分野においても近年
応用が試みられているが 1,2)、おそらく計測
に必要な試料量の問題から、入手が容易な
物質のモデル系での計測にとどまっている。
一方、近赤外発光の時間分解計測で得られ
る 1O2 消去速度定数は、最も信頼できる抗
酸化パラメーターの一つであり、微量試料
で精度の高い計測が可能ならば、その適用
範囲は大きく広がり、高いニーズが期待で
きる。研究代表者は、懸濁･分散系での研究
経験から、発光寿命計測では測定形態によ
る強度の揺らぎの影響が小さいので、プロ
ーブ光束をファイバーで 1mm 以下に絞り
込み反射光学系で液滴試料を計測すること
が可能ではないかと考えた。この方法なら
ば、微量の液滴試料で貴重な天然由来の試
料の抗酸化活性を精度よく計測できる。さ
らに、ファイバーの計測スポットを移動す
ることでゲルやプレートのような固体や膜
形態の試料に対する２次元スキャンも可能
になる（図 1）。例えば、電気泳動ゲル上
に展開した生体微量成分の抗酸化作用をそ
のまま検出しマッピングできる様な手法が
確立できると期待できる。 
1) A. Boullier, et al. Biochem. 2007, 46, 5226-5237, 

and references cited therein. 
2) S. Oelckers, et al. J. Photochem. Photobiol. B 

1999, 53, 121-127, and references cited therein. 
 
２．研究の目的 

本研究課題では、天然抽出物等の希少な
物質の 1O2 消去速度定数を微量の試料で決
定し構造活性相関についての検討を可能と
するための 1O2 近赤外発光寿命のファイバ
ースポット計測法を開発し、微量フロー計
測，液滴試料計測，２次元スキャン計測へ
の応用を試みる。本法の実現は、希少試料
のみならず、牛乳や野菜ジュース等の飲
料・血液・インク・塗料など評価や、フィ
ルム・スピンコート膜・マイクロクリスタ
ルの物性評価にも応用展開が期待できる。 

 
３．研究の方法 

(1) 近赤外発光寿命のファイバースポット
計測法の開発 
既存の近赤外発光寿命測定装置（浜松ホ

トニクス C7990-01）にマルチチャンネル分
光システム用の開口φ0.2 ~ 0.6 mmの反射
ファイバープローブを接続し、ファイバー
先端のスポットで発光寿命を計測するシス
テムを開発する。標準抗酸化剤の 1O2 消去
速度計測により、性能評価，諸条件の最適
化，測定法の改良を行う。さらに、ファイ



バー検出の利点を生かし、バイエル瓶・マ
イクロウェルプレートでの計測や溶液のマ
イクロフロー計測、微小液滴計測など、希
少試料計測のため計測法を開発する。 
分光イメージングの観点では、高空間分

解能の蛍光標識寿命イメージング顕微分光
システムが市販されており、微粒子や細胞
をトラップして計測する手法も開発されて
いるが、操作が煩雑な上、大変高価である。
本手法は、ゲル・フィルム上に展開された
試料や液滴のスポット計測を低コストで実
現する実用性が高い試みで、空間分解能よ
りも感度を優先する。 

 
(2) 微量試料による天然抗酸化剤の 1O2 消
去速度定数の計測 
マイクロフロー法やスポット計測法を応

用し最適化することで、微量の試料の 1O2

消去速度定数 kQ計測を実現し、構造活性相
関の検討を行う。抗酸化剤濃度の異なる試
料の発光寿命計測で得られる 1O2 減衰速度
定数（kd）と抗酸化剤濃度の相関から、種々
の形態の試料中の 1O2 と薬剤のダイナミク
スの検討や、二分子反応による 1O2 消去の
速度定数 kQの決定が行える。 
 
(3) ゲル／フィルム試料のための 2 次元ス
キャン計測の検討 
ファイバースポット計測と精密 XY 駆動

ステージの利用で近赤外発光寿命の２次元
スポットスキャン計測システムを製作し、
モデル試料で最適測定条件を探索する。電
気泳動または TLC で展開した生体微量成
分の抗酸化作用をスキャン検出しデータを
マッピングできることを目標とする。 

 
 
 
 
 
 
 

図 1 発光寿命の 2 次元スキャン計測 
 
４．研究成果 

(1) 近赤外発光寿命のファイバースポット
計測法の開発 
近赤外発光寿命測定装置に反射ファイバ

ープローブ（開口φ0.4, 0.6 mm）を接続し
て、標準物質溶液の蛍光（750 nm）の寿命
を計測した。簡易固定ながら、1 - 10 ns の
蛍光寿命が従来法と同等の精度で計測可能
であった。2 ns – 50 μs の時間領域におい
て、ファイバーによる励起光の多重散乱・
末端反射の time profile への影響は無視で
きる程度で、時間分解能（ 1 ns）に問題が
ないことも確認した。標準光学配置に対し
てトリガーパルスから 20 ns の光学遅延が
起こるが、遅延回路で解決できた。このフ

ァイバー検出光学系で、Rose Bengal エタ
ノール溶液の 1O2 発光（1274 nm）寿命計
測を試みた。発光検出強度は標準光学配置
の 1/10 以下となったが、1O2寿命（15 μs）
が測定できた。さらに、感度と再現性向上
のため、市販のコリメーターレンズ・カプ
ラー・ドローチューブ等のパーツを組み合
わせて反射ファイバー計測用光学アタッチ
メントを自作し、光軸・光路長等の諸条件
を微調整して最適化した結果、検出光量が
大きく改善され、ファイバー計測でも従来
の標準光学系による計測の最大で 65%の 
1O2発光強度を得ることに成功した。励起光
をファイバーに導入する時のケラレと検出
領域の縮小化の影響を考慮すると、標準光
学系と遜色ない感度に達したと評価できる。
また、1O2 寿命計測時間も 1 測定あたり 10
分に短縮できた。これらの検討の結果、標
準の装置構成から５分程度の簡単なアタッ
チメント交換だけで、光ファイバー先端の
プローブ光束のスポットにおいて、1 ns – 
50 μs の時間領域の近赤外発光寿命を高感
度で計測することが可能となった。 
このスポット計測を利用し、測定試料の

微量化について検討した。市販の細胞学・
生化学研究用オプティカルボトムマイクロ
ウェルプレートを用いることで、50 – 300 
μL の溶液の 1O2 発光寿命がプレートの下
面・上面のどちらからでも高精度で計測で
きた。また、マイクロバイエル中の少量試
料（ 100 μL）について、バイエル底部に
プローブをかざすことで計測が可能で、標
準抗酸化剤（ビタミン E 誘導体）の 1O2消
去速度定数が微量で決定できた。一方、ス
ライドガラス上の液滴における 1O2 寿命計
測（ドロップオン型スポット検出）を試み
たが、検出発光量が不十分であった。蛍光
色素を試料に用い、液滴計測の検討を続行
中である。これらの成果により、スライド
ガラス上やマイクロウェルプレート・バイ
エル中の微量試料や微小領域の 1O2 寿命を
高精度・高感度でスポット計測可能となり、
計測に必要な試料／溶媒量を劇的に減少さ
せることで、本課題の目標である貴重な天
然試料や高価な溶媒中の計測が容易となっ
た。 

 
(2) 微量試料による天然抗酸化剤の 1O2 消
去速度定数の計測 
カロテノイド，アスタキサンチン，アン

トシアニジン，シコニン等の光ダメージが
顕著な物質について、マイクロフロー法に
よる 1O2 消去速度定数の計測を行った。一
例として、不安定な微量抽出成分であるカ
ロテノイドの幾何異性体について 0.05 mg
の試料で 1O2 消去速度定数の決定に成功し
た（図 2）。また、2 種類のカロテノイドを
含む系の 1O2 消去の相乗効果やフェルラ酸
類の 1O2消去活性と酸-塩基解離平衡との相
関を定量的に明らかにした[7]。 

ファイバープローブ カバーガラス 

試料ゲル 

検出系へ 励起光 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 微量カロテノイドの 1O2 消去活性計測 
 
食品／飲料の評価への応用を目指して、

難水溶性のカプサイシンをはじめとする香
辛料成分６種について、シクロデキストリ
ンにより水溶液へ分散・可溶化し、1O2消去
活性の検討を行った。可溶化した抗酸化成
分が水溶液中で生成した 1O2 を定量的に消
去する動態が観測され、その 1O2 消去反応
の速度定数を決定することができた（図 3）。
シクロデキストリンによる包接化の影響は、
分子サイズと溶液の粘性に依存する拡散速
度の低下と包接による保護効果から説明で
き、各成分の 1O2 消去活性について定量的
なデータを得ることができた。また、水溶
液分散系で pH 依存性などのデータを得る
ことも可能で、この方法が広範囲な用途に
応用できることが分かった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 シクロデキストリン水溶液中の香辛料成分
Zingerone, Capsaicin による 1O2 消去 

 
1O2 発光寿命の微量測定技術の応用とし

て、飲料・食品製品の抗酸化力の簡便迅速
な評価手法を開発した（JST A-STEP FS ステ
ージ AS231Z01141E と同時進行）。評価対象
の飲料を 1 mL サンプリングし、前処理を加
えずに増感剤溶液を定量加えて混合後、そ
のまま微量フロー法で 1O2 発光寿命計測を
行うことで、10 分程度の所要時間で誰でも
容易に信頼性・再現性の高い 1O2 消去パラ
メーターを決定できる手法を構築した。濁
りを有する透明度の低い試料においても再
現性よく高精度な計測ができた。この方法
では前処理を全く加えないため、評価にか
かる所要時間が少ない上、サンプリング計
測データの再現性が極めて高い。この方法
で 6 種の市販ジュースを計測して得た 1O2

減衰速度定数 kdの結果を図 4 に示す。得ら
れた kd値は、試料に含有されるリコピン、
ベータカロテンなどカロテノイドの種類と
含有量に相関しており、製品の分析データ
から計算した値とよく一致した。この結果

は、kd 値を用いて飲料製品の 1O2 消去能を
定量的に表示できることを実証している。
この評価法の物理的バックグラウンドの信
頼性・評価の簡単さ・迅速さ・再現性の高
さは従来の評価技術を凌駕しており、製品
機能の定量的評価技術として産業界での応
用が期待できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 飲料の一重項酸素消去活性評価 
 
(3) ゲル／フィルム試料のための 2 次元ス
キャン計測の検討 

50 × 50 mm の範囲において 50 μm ステ
ップで微動可能な電動精密XYステージ（愛
媛大学研究開発支援経費で導入）とスポッ
ト検出近赤外発光寿命測定装置を組み合わ
せた２次元スキャン計測システムを製作し
た（図 5）。このシステムで 1O2近赤外発光
のスポット計測についての基礎検討を行っ
た。光増感剤を含有したアガロースのヒド
ロゲルを調製し、1O2発光のスポット計測を
試みた。この系では 1O2 発光スペクトルを
得ることができたが、発光寿命計測では、
積算時間（10 分）中に励起光によるダメー
ジで増感剤の脱色が生じ、スポット固定の
条件での計測は困難であることも明らかと
なった。計測スポットを随時移動すること
により試料の光ダメージを回避すると、ゲ
ル中での 1O2 の生成・減衰曲線を再現よく
得ることができた。抗酸化剤（Zingerone, 
ショウガ成分）をドープしたアガロースゲ
ル中の 1O2 寿命計測では、抗酸化剤濃度に
伴う 1O2 減衰曲線の速度論的変化が観測さ
れ、その結果から求めた 1O2 消去の速度定
数は水溶液中と比較して 10%小さかった。
このことから、計測中のダメージがなけれ
ば、1O2の挙動や消去ダイナミクスの検討が
ゲルやフィルム試料上のスポットでも可能
であることが確認された。一方、ヒドロゲ
ル中の発光強度は小さく、酸素濃度のコン
トロールも困難であることから、1O2寿命が
長く大きな発光強度が期待できる重水をベ
ースにしたヒドロゲルを使用する必要があ
るかもしれない。 
一方、強力な 1O2 消去剤であるカロテノ

イドをスポットしたセルロースシートを光
増感剤水溶液に含浸してスポット計測を試
みた結果、1O2発光の時間変化を観測できた
が、カロテノイドによる 1O2 消去の効果は
判別できなかった。この結果は、液相に溶
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出しない脂溶性抗酸化剤は水中の 1O2 挙動
に影響しないことを示唆している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 近赤外発光寿命のファイバースポット 

2 次元スキャン計測システム 
 
以上の成果により、希少な天然物試料の

抗酸化評価を行うための近赤外発光寿命ス
ポット計測法の開発に成功し、微量液状試
料の計測やゲル・固形試料のスポット計測
を実現した。しかし、現在の単一光子計数
法では 1 測定に 10 分以上を要するため、ゲ
ル・膜などの固体／フィルム試料や液滴試
料では評価対象物質や増感剤の計測中のダ
メージが避けられず、評価の信頼性と精度
に影響する。この 1O2 消去活性評価法をよ
り実用的にするには、測定時間を大幅に短
縮する必要がある。次期研究課題では、高
感度・短時間（5 - 60 秒）でのスポット計測
を実現し、マイクロ流路を応用した微量フ
ローで時間分解吸収・発光計測する手法を
確立する計画である（科研費課題番号
26450160）。 
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