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研究成果の概要：植物ポリフェノール類（カテキン類）が生理機能を発揮するためには、生体 
成分、特にリン脂質二重層に対する相互作用が重要であると考えられる。本研究では、NMR 
を用いてカテキン類のリン脂質膜中における存在位置や動的挙動を明らかにした。さらに、
植物ポリフェノール類のリン脂質膜に対する親和性を、リン脂質カラムを備えた HPLC 測
定によって数値化する評価系を構築した。 
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１．研究開始当初の背景 
 
本報告書では、カテキン類に関して以下の
略号を使う。(Fig. 1) 
epicatechin (EC), epigallocatechin (EGC), 
epicatechin gallate (ECg), 
epigallocatechin gallate (EGCg) 
 

食品は様々な機能を有し、栄養機能（1次
機能）、嗜好に関する機能（２次機能）、生活
習慣病のリスクを低減する効果などの生理
機能（３次機能）の３種類に分類されている。 
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１次機能と３次機能の根本的な違いは、前
者が生命維持に必須な栄養素の機能である
のに対し、後者は必須でない成分の機能とい
うことにある。したがって、前者の消化、吸
収、代謝、細胞内への取り込み、シグナル伝
達等が人間や動物が本来備えている生物的
なメカニズムによって遂行されているのに
対し、後者の場合は、前者のために備えられ
ているメカニズムの転用か、あるいはまった
く別のメカニズム（例えば食物繊維の機能と
して推定されている物理的な吸着作用）によ
って遂行されていると考えられる。このため、
３次機能を担う成分（機能性成分）の作用機
構の解明は個別あるいは物質群ごとに進め
ざるを得ないが、栄養成分のそれに比べて未
解明の部分が多い。 

機能性成分の中でもカテキン、フラボノイ

ド、イソフラボン、アントシアニン等のポリ

フェノール類の効果が注目されており、その

生理機能がヒト、動物、動物細胞などの実験

系で精力的に研究されている。最近では摂取

されたポリフェノールが吸収されて血中に

アグリコンあるいは抱合体として存在する

ことも明かになっている。いままでの研究か

ら、カテキン類など同一グループ内の個々の

物質において生理活性に大きな差があるこ

とが明らかになっているが、その理由は詳し

く調べられていなかった。そこで、我々は植

物ポリフェノール類（カテキン類）が生理機

能を発揮するためには、生体成分、特にリン

脂質二重層に対する相互作用が重要であり、

その強度の差が活性の差に影響を及ぼして

いるという考えに至った。 
  
２．研究の目的 
 
(1) 先行研究の溶液 NMR 実験と、重水素ラベ
ルした EGCg を用いた固体 NMR 実験において、
リン脂質膜中でのカテキン類の存在位置に
ついて解析を進めてきた。しかし、カテキン
類とリン脂質膜との相互作用と生理活性強
度との関連を調べ、さらに作用メカニズムを
明かにするためには、リン脂質膜中でのカテ
キン類のより詳細な挙動を解析する必要が
ある。そこで、化学合成した [13C]-ECg 
 (Fig. 2) とモデル生体膜である多重膜リポ
ソーム (MLV) を用いて固体 NMR を測定し、
カテキン類が相互作用したときのカテキン
分子あるいはリン脂質膜の動的挙動を解析
する。 
 
(2) 先行研究の溶液 NMR を用いた NOESY 測定
では、同種核 (1H) NOE 相関が、カテキン類
の B環と galloyl 基の水素原子あるいはリン
脂質分子のトリメチルアミノ基 (γ 位) の水
素原子との間で観測されたことから、これら 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
の部位が相互作用によって近接しているこ
とを明らかにした。本研究では、化学合成し
た [13C]-ECg をバイセル膜に作用させて溶液
NMR を用いて異種核 NOE 相関を測定し、
galloyl 基がリン脂質分子の γ 位と近接して
いることを炭素原子で NOEを観測し確認する。 
 
(3) 従来、カテキン類のリン脂質膜に対する
親和性はリポソームへの取り込み量を測定
することで評価していた。しかし、実験操作
が煩雑であり、また取り込み量の少ない物質
を定量することは困難であった。そこで、リ
ン脂質膜を反映した、リン脂質分子を固定相
に持つ特殊なカラム (Immobilized 
Artificial Membrane: IAM カラム) を用いて
HPLC 分析を行い、その保持時間からポリフェ
ノール類とリン脂質との親和性を簡便に解
析できる系を構築する。この分析法により、
微量試料でも簡便にリン脂質膜親和性が評
価することができると期待される。 
 
３．研究の方法 
 
(1) [13C]-ECg の化学合成 
 
 [13C]-ECg の合成には、まずカルボキシ基を
13C で安定同位体ラベルした [13C]-gallic 
acid を 1-bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
と [13C]-CO2ガスを用いて2段階で合成した。
次に、水酸基を塩化ピバロイル (PivCl) を
用いて保護した後、カルボキシ基を酸無水物
の形で活性化させた。さらに、フェノール性
水酸基をクロロぎ酸イソブチル (iBocCl) 
によって保護した ECとカップリングさせた。
最後に塩基による脱保護を行った後、カラム
クロマトグラフィー及び分取逆相 HPLC を用
いて精製し、[13C]-ECg を得た。 
 
(2) メチル化カテキン類 (EGCg-4′OMe 及び
EGCg-4′,4″diOMe) の化学合成 
 
 EGCg のメチル化体である EGCg-4′OMe 及び
EGCg-4′,4″diOMe は入手困難であったため、化
学合成によって得ることにした。EGCg を DMF 
(N,N-dimethylformamide) に溶解し、CH3I と
Li2CO3を用いて水酸基を選択的にメチル化し
た。反応時間を制御することにより、
EGCg-4′OMe 又は EGCg-4′,4″diOMe のどちらか



 

 

を得た。反応液は液液分配した後、分取逆相
HPLC にて精製し、質量分析及び NMR 測定によ
り目的物の確認を行った。 
 
(3) 固体 NMR 測定 
 
 固体 NMR の測定試料である [13C]-ECg が作
用している MLV は以下の方法で調製した。
[13C]-ECgとDMPCをモル比が1:10になるよう
に量り取り、トリス緩衝液 (20 mM Tris,  
100 mM NaCl, pH 7.0) を加えて水和した。
その後、凍結・融解操作を繰り返して固体 NMR
測定用 MLV 試料溶液を作製した。固体 31P 及
び 13C NMR 測定には DD-MAS 法と DD-static 法
を用いた。固体 NMR は、Chemagnetics CMX 
infinity-400 分光器を用いて測定した。主な
各測定パラメータは以下の通りである。共鳴
周波数，161.15 MHz (31P), 100.11 MHz (13C)；
90º パルス，5.0 µs (31P), 5.6 µs (13C)； 1H
デカップリングパルス， 
50 kHz (31P), 45 kHz (13C)；繰り返し時間，
2.0 s (31P), 4.0 s (13C)． 
 
(4) 溶液 NMR 測定 
 
 溶液 NMR の異種核 NOE 相関実験には、バイ
セル膜に [13C]-ECg を作用させて測定した。
MeOH に溶解させた [13C]-ECg を DMPC と DHPC
の CHCl3溶液と混合した ([13C]-ECg : DMPC : 
DHPC = 0.48 : 1 : 2)。エバポレータと真空
ポンプで溶媒を完全に除去して脂質フィル
ムを作製し、D2O にて水和した (最終総脂質
濃度 8% w/v)。バイセル膜を構成するリン脂
質分子の γ 位の水素原子に対して選択的に
パルス照射して飽和し、異種核である炭素原
子で NOE を観測した。溶液 NMR は、JEOL 
JNM-α400 分光器を用いて測定した。主な各測
定パラメータは以下の通りである。共鳴周波
数，399.65 MHz (1H), 100.40 MHz (13C)；励
起パルス，6.5 µs (1H)； 1H 選択的照射パル
ス，50 µs；繰り返し時間，3.0 s． 
 
(5) リン脂質膜親和性の数値化 
 
 リン脂質膜親和性は IAM カラムを備えた
HPLC 測定により評価した。各ポリフェノール
試料は MeOH に溶解させて調製し、HPLC の移
動相を 15% (アントシアニン類), 20% (カテ
キン類), 30% (その他のポリフェノール類) 
MeCN (100 mM NaCl, pH 2.5) に設定し測定
した。得られた各ピークの保持時間 (tR) を 
(式 1) に代入してKIAMという定数でリン脂質
親和性を算出した。なお、t0は IAM カラムに
保持されないクエン酸等の溶出時間である。 
 
                                  (式 1) 
 

 
 主な HPLC測定条件を以下に示す。カラム，
IAM.PC.DD2 (4.6 × 150 mm)；流速，1.0 
mL/min；サンプル注入量，10 µL；カラム温
度，30ºC；検出 UV 波長，200 nm． 
 
４．研究成果 
 
(1) 固体 NMR 測定 
 
 カテキン類には巨大リポソームの破壊を
誘導するという報告がある。しかし、本研究
で作製した MLV 試料の固体 31P NMR 
(DD-static) 測定において、異方性を示す固
体 NMR で特徴的なパウダーパターン（粉末線
形）が観測されたため、この実験系では MLV
は [13C]-ECg によって破壊されないというこ
とを確認した。さらに得られたパウダーパタ
ーンの解析により、[13C]-ECg が作用した MLV
は磁場中において楕円に近い形状で配向し
ていることが明らかとなった。DMPC で構成さ
れる MLV の相転移温度は 23ºC である。しか
し、今回の測定では相転移温度以下である
20ºC においてもパウダーパターンが観測さ
れた。これらの結果は、[13C]-ECg がリン脂質
膜の性質を変化させているためであると推
測できる。さらに、カテキン類非存在下と比
較して、[13C]-ECg 存在下では 31P NMR の化学
シフト異方性及び DD-MAS 法で得られる δiso

値（等方化学シフト値）に変化が見られた。
従って、カテキン類は相互作用することによ
りリン脂質膜、特にリン脂質分子のリン酸基
付近の運動性に影響を与えていることが示
唆された。 
 一方、水和試料の固体 13C NMR (DD-static) 
測定では、δ// と δ⊥ の 2軸で表される軸対称
パウダーパターン (Fig. 3A) を示し、化学
シフト異方性が観測された。この得られたス
ペクトルは δ⊥ 成分が強く出ているため、
[13C]-ECg はリン脂質二重層中で膜法線の周
りで 1軸対称回転運動を行っていることが示
唆された。また、固体 13C NMR (DD-MAS, 
 2000 Hz) 測定において δiso値が観測され 
(Fig. 3B)、DD-static 法で得られた化学シフ
ト異方性との解析により、ECg はリン脂質膜
中で異方性を持った運動を有していること
が確認された。先行研究において、[2H]-EGCg
の運動性に関する情報を得ることに成功し
ているが、今回の測定結果も同様の結果であ
った。今後はリン脂質膜中でのカテキン分子
の運動性だけでなく、より正確な存在位置情
報を得るために、31P–13C rotational echo 
double resonance (REDOR) 法を用いて 
[13C]-ECg のカルボニル炭素（ラベル部位）と
リン脂質分子のリン原子との原子間距離測
定を行う予定である。 
 

K IAM =
(tR − t 0)
t 0



 

 

 
 
(2) 溶液 NMR 実験 
 
 バイセル膜を構成しているリン脂質分子
の γ 位の水素原子に対して選択的にパルス
照射して飽和し、異種核である炭素原子で
NOE を観測した。その結果、リン脂質分子の 
 γ 位と β 位炭素原子への分子内異種核 NOE
相関だけでなく、[13C]-ECg のカルボニル炭素
原子への分子間異種核 NOE相関も観測された 
 (Fig. 4)。従って、カルボニル炭素を含む
galloyl 基はリン脂質分子の γ 位と近接して
いることが示された。この結果は、NOESY 実
験で得られた結果を強く支持し、カテキン類
がリン脂質膜表面と相互作用するという確
かな証拠を得た。 

 
 
(1) の固体 NMR 測定及び (2) の溶液 NMR 測
定の結果は新規合成した [13C]-ECg を用いた
ことにより得られたものであり、[13C]-ECg
の有用性が認められた。また、13C ラベル化さ
れたカテキン類を多段階合成により作製し、
それを研究に用いている研究例は今までに
なく、先駆的である。今後、[13C]-ECg や本研
究で用いた手法は、リン脂質膜との相互作用
解析だけでなく、他の生体成分（糖類やペプ
チド、タンパク質など）とカテキン類の相互
作用解析にも応用できると期待される。 
 

(3) リン脂質膜親和性の数値化 
 
 IAM カラムを用いたカテキン 4種類 (EC, 
EGC, ECg, EGCg) の HPLC 分析の結果、リン
脂質への親和性の強さは KIAM値が大きい順に
ECg > EGCg > EC > EGC となり、先行研究に
おけるリポソームへの取り込み量、そして
n-octanol/PBS 系での分配係数と強い相関を
示した (Fig. 5)。このことから、化学構造
の違いによるカテキン類の疎水性の強弱が
リン脂質膜への相互作用の違い（リン脂質膜
親和性）を決定づけていることが示唆された。 
 他のポリフェノール類（フラボン類 5 種，
フラボノール類 6種，イソフラボン類 8種，
アントシアニジン類 5 種，アントシアニン類 
3 種）についても同様に、IAM カラムを用い
てリン脂質膜親和性を測定した。その結果、
リポソームへの取り込み量や疎水性に反映
した各 KIAM値を得た。アントシアニジン類や
アントシアニン類はリポソームへ取り込ま
れる量が少なく、今までリン脂質膜親和性を
測定することが困難であったが、本法を用い
ることで簡便に測定することが可能になっ
た。 

 
 
 メチル化カテキン類の KIAM値は
EGCg-4′,4″diOMe > EGCg-4′OMe > EGCg-4″OMe > 
EGCg-3′OMe であった。一方、n-octanol/PBS
系にて分配係数を測定したところ、
EGCg-4′,4″diOMe は IAM カラムでの結果と同
様に高い値を示したが、それ以外のメチル化
カテキン類に関しては全く相関が見られな
かった。前述したように、カテキン類に関し
ては化学構造の違いによる疎水性の強弱が
リン脂質膜への親和性を反映していたが、メ
チル化カテキン類には疎水性以外の要因も
リン脂質膜への相互作用に影響を与えてい
る可能性が考えられた。今後は、メチル化カ
テキン類をバイセル膜に作用させて溶液 NMR
を測定し、相互作用様式がカテキン類と異な
るのかどうかを調べる予定である。 
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