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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ジプロピルトリスルフィドを有効成分として含有する記憶障害改善剤。
【請求項２】
ジプロピルトリスルフィドが、ネギ属植物由来のものである請求項１記載の記憶障害改
善剤。
【請求項３】
ネギ属植物が、タマネギである請求項２記載の記憶障害改善剤。
【請求項４】
ジプロピルトリスルフィドを、乾燥重量を基準として０．０１５〜０．０６０重量％含

10

有する請求項１記載の記憶障害改善剤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、トリスルフィドを含有する記憶障害改善作用を有する組成物に関する。
【０００２】
【従来の技術】
記憶障害は、シナプシス機能低下や海馬の酸化等が原因と考えられており、痴呆症の治
療には、これまで投薬ドネペジルが使用されている。また、老化促進モデルマウス（SAMP
8）において、記憶障害改善効果がガーリック抽出液（非特許文献１、同２、同３）、赤
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ピーマン（非特許文献４）で見られ、大豆レシチン（非特許文献５）は老齢ラットで、サ
フラン（非特許文献６）はエタノール誘発による学習障害モデルラットで、イチョウ葉エ
キス（非特許文献７、同８、同９）は虚血マウスおよびアルツハイマー患者でそれぞれ改
善効果が見られた。
ネギ属（Allium属）植物（タマネギ、ギョウジャニンニク、長ネギ等）について、近年
生活習慣病の予防効果に関する多数の研究がなされている。その結果、脳梗塞・心筋梗塞
などの動脈硬化症の予防（メチル

アリル

トリスルフィド、ビニルジチイン類、セペン

など）、発ガン予防（硫化アルキル類）、抗糖尿病や脂質代謝改善（含硫アミノ酸、硫化
アルキル類）などに有効であることが明らかにされつつある。これら生理作用を有する揮
発性含硫化合物は、本来的にネギ属植物に存在している訳ではなく、当該植物に内在する
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酵素Ｃ−Ｓリアーゼの作用によって二次的に生成するため、その生成量は調理、加工の仕
方などにより大きな差を生じる。
【０００３】
【非特許文献１】
Biol. Pharm. Bull., 17(12), 1589‑1594, 1994
【非特許文献２】
Biol. Pharm. Bull., 19(3), 305‑307, 1996
【非特許文献３】
Exp. Gerontol., 32(1‑2), 149‑160, 1997
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【非特許文献４】
J. Nutr. Sci. Vitaminol., 45, 143‑149, 1999
【非特許文献５】
J.

Nutr., 131(11), 2951‑2956, 2001

【非特許文献６】
Phytother. Res., 14, 149‑152, 2000
【非特許文献７】
Psychol. Rep., 84(2), 481‑484, 1999
【非特許文献８】
J. Chin. Med., 26(2), 127‑132, 1998
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【非特許文献９】
Neuropsychobiology, 45(1), 19‑26, 2002
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
いわゆる先進国においては、寿命の伸びに伴って人口比率における高齢者の割合が高く
なると共に、老人性痴呆症の患者が増加する傾向にある。そのため、より安全性の高い痴
呆症予防薬あるいは当該予防作用のある食品が望まれている。

しかしながら、科学的裏

づけを持った安全性の高い予防薬あるいは予防食品がこれまでなかった。
したがって、本発明の目的は、かかる課題を解決して安全性が高く、日常的に摂取する
ことができる、記憶障害改善作用を有する物質を天然物の中から求めて提供することであ
る。
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【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、ネギ属植物に由来する生理活性物質について探索する研究を続けており
、その過程で当該ネギ属植物を処理することによって生じるトリスルフィドが抗酸化作用
を有することを見出している。さらに検討を重ねた結果、当該物質が記憶障害改善効果を
持つことを見出し、本発明を完成させた。
【０００６】
すなわち、請求項１記載の本発明は、ジプロピルトリスルフィドを有効成分として含有
する記憶障害改善剤である。
請求項２記載の本発明は、ジプロピルトリスルフィドが、ネギ属植物由来のものである
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請求項１記載の記憶障害改善剤である。
【０００７】
請求項３記載の本発明は、ネギ属植物が、タマネギである請求項２記載の記憶障害改善
剤である。
請求項４記載の本発明は、ジプロピルトリスルフィドを、乾燥重量を基準として０．０
１５〜０．０６０重量％含有する請求項１記載の記憶障害改善剤である。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明において、「トリスルフィド」とは、結合：−Ｓ−Ｓ−Ｓ−を有する化合物であ
る限り、特に限定されない。また、トリスルフィドは１種のみでも２種以上から構成され
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ていても良い。トリスルフィドのうち、ネギ属に由来するものとしては、例えば、下記の
式（１）で示される化合物が挙げられる。
【０００９】
【化１】
Ｒ1 −Ｓ−Ｓ−Ｓ−Ｒ2

（１）

（式中、Ｒ1 及びＲ2 は、それぞれ独立して、飽和又は不飽和であり、直鎖又は分岐鎖状
の、炭素数１〜３の一価炭化水素基である。）
【００１０】
上記式（１）においてＲ1 及びＲ2 は、同一でも異なっていてもよい。飽和又は不飽和
であり、直鎖状又は分岐鎖状の、炭素数１〜３の一価炭化水素基Ｒ1 とＲ2 としては、例
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えば−ＣＨ3 、−ＣＨ2 ＣＨ2 ＣＨ3 、−ＣＨ2 ＣＨ＝ＣＨ2 、−ＣＨ＝ＣＨＣＨ3 が挙
げられる。なお、記憶障害改善作用の点からは、トリスルフィド中に、活性の高いジプロ
ピル

トリスルフィドが含まれることが好適である。

【００１１】
記憶障害については、例えば老化促進モデルマウス（SAMP8)における学習記憶障害は、
空間認知学習におけるモリス水迷路学習試験（Journal of Neuroscience Method, 11, 47
‑60(1984) 、長期記憶を反映し、脳の海馬が関与しているとされる。）の他、受動的回避
反応試験、多重Ｔ字型水迷路において記憶学習の障害が認められ、加齢依存性の学習障害
を示している。 SAMP8マウスにおける学習記憶障害の原因について、脳組織の異常として
、海馬における過酸化及び錘体細胞樹状突起スパイン数減少、脳幹部の海綿状変性、海馬
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、脳幹部などでのアストログリアの増加、アミロイド蛋白免疫反応微細顆粒の海馬、白質
、小脳への出現が認められる。
神経化学的異常として、特に海馬でのグルタミン酸、アセチルコリンなどの神経伝達物
質の受容体量減少や遊離量の減少、さらに炎症性サイトカインの発現増加、過酸化脂質量
の増加などが認められる。これらの異常が SAMP8マウスにおける学習記憶障害の原因と考
えられている。また、 SAMP8は過酸化物の生成増加やフリーラジカル消去機能低下が認め
られ、強い酸化ストレス下にあり、ＤＮＡを含む生体成分の酸化の過程がより強く進行し
ている。
本明細書における「記憶障害改善作用」とは、上記の、特に空間認知学習によるモリス
水迷路学習試験における記憶障害を軽減させる作用を指す。
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【００１２】
「ネギ属植物」とは、Allium属に属する植物を指し、例えばタマネギ、長ネギ、ギョウ
ジャニンニク、ニラ、ノビル、アサツキ、ラッキョウ、ニンニク等が挙げられる。これら
の中でジプロピル

トリスルフィドを比較的多く含むタマネギが好適であるが、それ以外

のネギ属植物にも弱いながらも記憶障害改善作用が認められる。
【００１３】
トリスルフィドは、前記したように、その由来は限定されないが、ネギ属植物に由来す
るものが好ましく、とりわけ当該ネギ属植物を適当な手段で処理することによって生成す
るトリスルフィドが好適である。
ネギ属植物由来のトリスルフィドは、例えば温度、ｐＨ、時間等の条件を適宜設定して
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ネギ属植物を処理することによって、内在する酵素をコントロールして発生させることが
できる。すなわち、ネギ属植物には、元来、トリスルフィドは含まれていないが、含硫ア
ミノ酸と酵素Ｃ−Ｓリアーゼが存在し、これらが反応し、その後、得られた反応生成物が
熱化学反応によってトリスルフィドに変わることにより生成する。
なお、ネギ属植物に含まれる含硫アミノ酸は、下記の式（２）で表される。
【００１４】
【化２】
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【００１５】
上記の含硫アミノ酸において、硫黄に結合する炭化水素基Ｒが、−ＣＨ3 のものは、タ
マネギ、ニンニク、ラッキョウ、ニラ、ノビル、ギョウジャニンニクやアサツキに含まれ
、
―ＣＨ2 ＣＨ2 ＣＨ3 のものは、タマネギ、長ネギ、アサツキやラッキョウに含まれ、
―ＣＨ2 ＣＨ＝ＣＨ2 のものは、ニンニク、ギョウジャニンニクやニラに含まれており、
―ＣＨ＝ＣＨＣＨ3 のものは、タマネギ、長ネギ、アサツキやノビルに含まれている。
これらの含硫アミノ酸の酵素（Ｃ−Ｓリアーゼ）反応と熱化学反応で得られるトリスル
20

フィドが記憶障害改善作用を有する。
【００１６】
よって、記憶障害改善作用の点からは、ネギ属植物のすべてが有効であるが、中でも好
適なトリスルフィドであるジプロピル

トリスルフィドを多く含有するネギ属植物を有効

成分とする組成物が好ましいものである。
【００１７】
したがって、トリスルフィドを多く発生させ、かつＣ−Ｓリアーゼを活性化するための
条件を選定する必要がある。通常は、ネギ属植物をみじん切り、短冊切り等の調理分野に
おいて採用されている方法で適当な大きさにカットしたり、叩いたり、潰すという方法で
細砕したものを、例えば１５〜１００℃、好ましくは２５〜８０℃にて適当な時間、例え
ば２〜１５０分間程加温処理する。加温手段としては、通風乾燥機、湯浴、油浴、フライ
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パン等で炒める方法などがあるが、カットしたりしたネギ属植物を常温（２０〜２５℃）
に適当な時間（１５分間以上）放置することでもよい。
【００１８】
上記の処理を行ったネギ属植物に含まれるトリスルフィドは、そのままの形態で、ある
いは公知の方法によって処理物から抽出して、本発明に係る組成物の成分とすることがで
きる。
【００１９】
さらに、例えば以下の方法で合成して得られるトリスルフィドも、本発明に使用するこ
とができる。
40

【数１】
２Ｒ1 （Ｒ2)Ｘ＋Ｎａ2 Ｓ3 →

Ｒ1 −Ｓ−Ｓ−Ｓ−Ｒ2 ＋２ＮａＸ

【００２０】
（式中、Ｒ1 及びＲ2 は、それぞれ独立して飽和又は不飽和であり、直鎖状又は分岐鎖状
の、炭素数１〜３の一価炭化水素基である。Ｘは、臭素又は沃素である。）
【００２１】
本発明の記憶障害改善作用を有する組成物には、通常は乾燥重量を基準として０．０１
５〜０．０６０重量％のトリスルフィドが含まれている。
この組成物を摂取して目的とする効果を奏するためには、タマネギ由来の場合は、１日
あたりその乾燥重量で２５〜２００ｇ／体重、好ましくは５０〜１００ｇ／体重のトリス
ルフィドを摂取することが好ましい。この組成物は１回で摂取しても良く、あるいは１日
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に数回に分けて摂取しても良い。
【００２２】
本発明の組成物には、有効成分であるトリスルフィドもしくは当該トリスルフィド含有
物質の他に、賦形剤、保存料、安定剤、湿潤剤、乳化剤、可溶化剤、着色料、着香料、甘
味料、緩衝化剤、コーティング剤などの常用の成分を適宜添加することができる。
また、組成物の形状は特に限定されず、例えば錠剤、丸剤、粉末剤、コーティング錠、
カプセル剤、液剤、乳剤、懸濁剤、クリーム剤、注射用液剤などの剤型とすることができ
る。さらには、飲食品中に配合することもできる。
本発明の組成物は、経口的に摂取する他、局所又は経皮的に投与すること等も可能であ
10

る。
【００２３】
【実施例】
以下、本発明を実施例により詳細、かつ具体的に説明するが、本発明はこれらに限定さ
れるものではない。なお、ネギ属植物からトリスルフィドもしくは当該トリスルフィド含
有物質を取得するための具体的な手法については、特願２００２−１２０７１号明細書に
記載の方法に準じて行うことができる。例えば、タマネギ等のネギ属植物をみじん切りし
た後、２５〜１００℃で３０〜１５０分間加温する方法である。
【００２４】
実施例１

マウスにおける記憶障害改善作用について

加齢に伴って若齢期より学習記憶障害を発症するマウスSAMP8(以下、P8と略記する)及
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びその対照動物である正常マウスSAMR1(以下、R1と略記する)に対してトリスルフィド投
与試験を行った。
P8及びR1マウスの飼育は、温度（２３℃±１℃）と湿度（５５％±５％）を一定に保ち
、照明を１２時間毎に点灯と消灯を繰り返す環境下で行った。P8及びR1は３０日齢で離乳
した。離乳時に、雄のみを、ある特定の親から生まれた仔が特定のケージに偏らないよう
に考慮して、１ケージに６匹ずつ入れて飼育し、試験終了時までは通常の固形飼料（ＣＥ
−２、日本クレア社製）と水を自由摂取させた。
【００２５】
被検物質であるトリスルフィドは、化学合成したジプロピルトリスルフィド（以下、DP
TSと略記する）及びジアリルトリスルフィド（以下、DATSと略記する）を、１％カルボキ
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シメチルセルロース（以下、CMC と略記する）溶液が５ｍｌ／ｋｇの容量に懸濁したもの
を用いた。
【００２６】
P8は平均体重になるべく差が出ないように３群に分け、各群１０匹とした。一つの群に
は対照として被検物質の溶媒である１％ CMC溶液を投与し、他の二つの群には被検物質DP
TS又はDATSを投与した。R1は対照群（１０匹）として１％ CMC溶液を投与した。
投与は、４ヶ月齢から開始し、P8の被検物質投与群にはDPTS又はDATSを体重当たり２５
ｍｇ／ｋｇの用量で１日１回、P8及びR1の対照群には同量の１％ CMC溶液を同じく１日１
回、８週間連続強制経口投与を行った。
８週間投与後にモリス水迷路試験（前出）を行い、DPTS及びDATSの学習記憶障害に対す
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る有効性を確認した。試験にはニューロサイエンス社製の装置（AXIS 90 system）を用い
た。この装置は直径１２０cm、高さ１８cmのプラスチック製の円形のプールで、マウスの
遊泳軌跡をコンピュータが自動的に追跡し、遊泳時間及び遊泳距離を計測した。
【００２７】
モリス水迷路試験は、マウスが水を嫌い、水から逃れようとする習性を利用した空間認
知能力を見る試験である。プールには水を１３ｃｍの深さに張り、水温を２３℃に保ち、
図１ａ（側面図）のように、水面下約１ｃｍに円形（直径１２ｃｍ）の透明なアクリル製
プラットフォームをマウスから見えないように設置した。
試験は、図１ｂ（平面図）のような３ヶ所（Ａ、Ｂ、Ｃ）のスタート位置のうち１ヶ所
から、マウスにプラットフォームの位置が見えないように、マウスをプールの壁に向けそ
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っと水に入れて実施した。なお、試験前日に、マウスを水に馴らすために、プールからプ
ラットフォームをはずした状態でマウスを１２０秒間泳がせた。
【００２８】
試験開始のスタート位置はランダムな組み合わせで、前日の最終スタート位置と次の日
の最初のスタート位置が同じにならないようにして、１日に３ヶ所からマウスを水中に入
れ、プラットフォームに到着するまでの時間を最大１２０秒、連続５日間計測した。
マウスが１２０秒以内に水から逃れてプラットフォーム上に２０秒間留まっていた場合
、自動的に計測がストップし、マウスがプラットフォームに到着した時間をそのマウスの
遊泳時間とした。１２０秒以内にプラットフォームに到着しなかった場合は、実験者がマ
ウスをプラットフォームに３０秒間乗せて終了し、１２０秒をそのマウスの遊泳時間とし
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た。
【００２９】
投与試験期間における各群の体重の平均値の変化を、標準誤差とともに図２に示す。P8
マウスの対照群とDPTS群及びDATS群では、体重の変化に違いは見られなかった。
上記水迷路試験で測定された各群の遊泳時間（秒）及び遊泳距離（ｃｍ）の測定結果（
平均値及び標準誤差）を、それぞれ図３及び図４に示す。
これらの図から明らかなように、P8マウスのDPTS投与群において、P8マウスの対照群に
比較し、第１日目より逃避遊泳時間の減少が見られた。特に、４日目、５日目には逃避遊
泳時間の有意な減少を示し、正常マウスのR1対照群とほぼ同程度まで改善した。遊泳距離
においても、P8マウスのDPTS投与群はR1マウスと同程度の短縮が見られ、５日目にはP8マ
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ウスの対照群に比べて有意な短縮を示した。しかしながら、P8マウスのDATS投与群は、改
善作用が弱く、逃避遊泳時間、遊泳距離ともにP8マウスの対照群と有意な違いが見られな
かった。
この結果は、DPTSはP8マウスにおける学習記憶障害に対する改善作用を有していること
を示している。
【００３０】
実施例２
記憶障害の原因の一つが脳海馬の過酸化の過程を経ていることから、海馬における過酸
化リン脂質（PCOOH)をバイオマーカーに、正常マウス（R1) と記憶障害を持つ老化促進モ
デルマウス(P8)のそれぞれの海馬におけるPCOOH を化学発光(CL)−HPLCで定量を行った。
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すなわち、それぞれのマウス５匹から海馬を摘出し、全脂質をクロロホルムで抽出した後
、定量を行った。その結果を図５に示す。図５から明らかなように、P8の方がR1よりも P
COOHの含量が高い。
さらに、P8を用い、試験物質の溶媒である１％ＣＭＣを投与したコントロール群６匹と
試験物質DPTS

５０ｍｇ／匹を９日間毎日経口投与した試験群７匹から、海馬をそれぞれ

摘出し、上記と同様の方法により PCOOHの含量を測定した。結果を図６に示す。図６から
明らかなように、DPTS投与群の方がコントロール群に比べて PCOOH量が減少し、DPTSが海
馬において抗酸化活性を有していることが分かる。
これらの結果から、記憶障害改善効果に関連する海馬における生体内抗酸化性にDPTSが
寄与していることが明らかとなった。
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【００３１】
【発明の効果】
本発明に係るトリスルフィドを含有する組成物は、記憶障害改善作用を有している。し
かも、この組成物の有効成分であるトリスルフィドは、天然物に由来するので、安全性が
高く、日常的に摂取することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】

水迷路試験に用いた装置を示し、ａは側面図をｂは平面図を示す。

【図２】

試験期間中の各マウス群の平均体重の変化を示す。

【図３】

水迷路試験における逃避遊泳時間の結果を示す。

【図４】

水迷路試験における遊泳距離の結果を示す。
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【図５】

R1及びP8それぞれの海馬における過酸化リン脂質量の測定結果を示す。

【図６】

P8にDPTSを経口投与した試験群と１％ＣＭＣのみを与えたコントロール群のそ

れぞれの海馬における過酸化リン脂質量の測定結果を示す。

【図１】

【図３】

【図２】
【図４】

(8)
【図５】

【図６】
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