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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
数平均分子量が５，９７０かつ重量平均分子量が１３，２００であるカテキン酸化重合
体からなるコレステロール低減剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はコレステロール低減剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
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コレステロールは、食品中に含まれ食事によって摂取するものと、体内で合成されるも
のとがある。コレステロールは細胞膜や性ホルモンの材料になる成分であるが、過剰摂取
などによって体内に増え過ぎると、生活習慣病をまねくおそれがある。例えば、血液中の
コレステロールが増加すると、動脈硬化が進行し狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、
脳出血や脳梗塞などの脳卒中の原因になりやすい。
【０００３】
下記特許文献１には、茶に由来するテアフラビン類を有効成分とするコレステロール低
下用組成物が開示されている。なおこの文献には茶に由来するテアルビジン類も高脂血症
及び／又は高コレステロール血症の治療において有用であり得ることを信じている、との
記載があるが、該テアルビジン類の有効性を示す試験例は無い。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４−１５５７８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
コレステロール低減剤としては、安全性が高いものが望ましい。
本発明者等は、茶の葉とビワ葉を一緒に揉みこんだ混合発酵茶葉の抽出液にコレステロ
ールを低減させる効果があることを見出し、それに着目して鋭意研究を重ねた結果、コレ
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ステロール低減に有効な成分を突き止めたので、これを特許出願するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明は、テアシネンシン、および数平均分子量が５，９７０かつ重量平均分子量が１
３，２００であるカテキン酸化重合体からなる群から選ばれる１種以上を有効成分として
含有するコレステロール低減剤を提供する。
【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、安全性が高いコレステロール低減剤が得られる。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係る混合発酵茶葉の成分分画方法を説明するための図である。
【図２】本発明に係る製造例で得られたフラクションのＨＰＬＣによるクロマトグラムで
ある。
【図３】本発明に係る有効成分の構造式である。
【図４】本発明に係る有効成分および比較成分の１３Ｃ−ＮＭＲスペクトルである。
【図５】本発明に係る有効成分の推定部分構造式である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
本発明において、有効成分として用いられる（１）テアシネンシンおよび（２）数平均
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分子量が５,９７０かつ重量平均分子量が１３,２００であるカテキン酸化重合体は、いず
れも、茶の葉とビワ葉を原料として製造された混合発酵茶葉から得られる。
上記（２）カテキン酸化重合体は、後述の［実施例］に示されるように、茶葉に含まれ
る４種のカテキン（エピガロカテキン、エピカテキン、エピガロカテキンガレート、エピ
カテキンガレート）が酸化的に結合して生成した高分子化合物で、分子量は数平均分子量
（Ｍｎ）５，９７０、重量平均分子量（Ｍｗ）１３，２００と推定される。一般に茶葉だ
けを発酵させて製造した紅茶にもカテキン酸化重合体が含まれる。
【００１０】
［混合発酵茶葉の製造方法］
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混合発酵茶葉は、以下の方法で製造することができる。
原料として用いられる茶の葉は、いわゆるツバキ科の常緑低木Ｃａｍｅｌｌｉａ
ｎｅｎｓｉｓ

ｓｉ

Ｌ．の葉である。茶の葉としては、一番茶以外に二番茶、三番茶、秋冬番

茶、刈番茶なども使用でき、比較的多くのポリフェノール類を含む二番茶以降の安価な茶
の葉のほうが好ましい。なお、これらの遅手の番茶は、現在価格が低迷し、かなりのもの
が廃棄されているが、このものを有効に利用できる。
【００１１】
原料として用いられるビワ葉は、バラ科、植物名「ビワ」の葉であり、特に制限なく用
いることができる。
【００１２】
混合発酵茶葉を製造するには、まずビワ葉および茶の葉を用意する。前処理として、ビ
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ワ葉および茶の葉を必要に応じて乾燥し、含水率を５０〜６０質量％程度としておくこと
が好ましい。また適宜の寸法、例えば１〜１０ｍｍ角程度の大きさに切断しておくことが
好ましい。
【００１３】
次いで、茶の葉を乾燥し、水分量を減少させ、萎凋させる。この工程では、例えば粗揉
機や、直火または電気で加熱した鍋または板状の器具を用い、茶の葉を撹拌しつつ、温度
４０〜１５０℃の加熱空気を茶の葉に当てる方法、密閉撹拌容器内に茶の葉を投入し、容
器内の空気を吸引して内部を減圧状態として撹拌して乾燥する方法、萎凋槽を用いてネッ
ト上に散布した茶の葉の下方から通気する方法などが用いられる。
この萎凋により原料の茶の葉の含水率を４５〜６５質量％、好ましくは５０〜６０質量
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％程度に減少させると、次の揉捻工程で茶の葉から水分が揉み出され難くなるため、有効
成分の流亡を防止できる。また後の乾燥工程が短縮できる点でも好ましい。
【００１４】
次いで、萎凋工程を経た原料の茶の葉を加圧しながら揉む（揉捻する）とともに、この
揉捻時にビワ葉を添加して、両者を一緒に揉捻する。ビワ葉は茶の葉の揉捻開始と同時に
添加してもよく、あるいは一定時間茶の葉のみの揉捻を行った後、びわ葉を添加してさら
に揉捻してもよい。全揉捻時間のうち、揉捻開始から０〜４０％の時間が経過したのち、
ビワ葉を添加することが好ましい。ビワ葉を揉捻工程の最初から添加しておくことがより
好ましい。
この揉捻により、茶の葉およびビワ葉の組織が破壊され、茶の葉に含まれるポリフェノ
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ールオキシダーゼなどの酸化酵素が茶の葉およびビワ葉に含まれるポリフェノールを酸化
、重合し、酸化重合物が生成する。
【００１５】
ビワ葉の添加量は、ビワ葉／茶の葉の絶乾質量比が、５／９５〜３５／６５の範囲が好
ましく、８／９２〜２５／７５の範囲がより好ましい。ビワ葉の添加量が上記範囲内であ
れば、上記（１）、（２）の有効成分が効率良く得られ、特に上記（２）カテキン酸化重
合体が効率良く生成する。
揉捻は、茶の葉の揉捻に用いられている通常の揉捻機を用いる方法など、公知の方法を
適宜採用できる。揉捻時間は１５〜２５分が好ましい。揉捻時の原料の温度は２０〜４０
℃が好ましい。２０℃未満では発酵不足となり、４０℃を越えると上記（１）、（２）の
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有効成分が効率良く得られない。
【００１６】
次いで発酵工程を行う。すなわち、揉捻後の混合原料を数ｃｍの厚さに堆積させた状態
で、温度２０〜２７℃、湿度３０〜６０％ＲＨの発酵室内などの環境下に静置する。なお
、茶類の製造工程における「発酵」とは葉中の酸化酵素による酸化反応を意味する。
発酵時間は０〜４時間が好ましい。揉捻工程の時間は発酵工程に含めない。先の揉捻工
程において、揉捻の開始と同時に発酵が開始するため、揉捻工程とは別に発酵工程を設け
なくても、すなわち発酵時間が０時間でも、発酵した混合発酵茶葉を得ることができる。
【００１７】
次いで、所定の発酵時間が経過したならば、原料を加熱して発酵を止め、乾燥する。例
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えば、連続式乾燥機に原料を投入し、これに温度８０〜１２０℃の熱風を吹き込み、排気
温度が５０〜６０℃となるように操作する。加熱時間は１０〜３０分程度で十分であり、
これにより原料中の含水率を５質量％程度とする。
【００１８】
こうして混合発酵茶葉が得られる。本発明で用いられる混合発酵茶葉は、加熱工程後の
荒茶でもよく、これに必要に応じて仕上げ加工を施した仕上げ茶でもよく、荒茶または仕
上げ茶を適宜の大きさに粉砕して粉末状としたものでもよい。
【００１９】
［有効成分の分画］
混合発酵茶葉を抽出し、該抽出液から有効成分（１）、（２）を分画する。抽出溶媒は
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水または有機溶媒が用いられる。有機溶媒と水の混合物を抽出溶媒として用いてもよい。
有機溶媒の具定例としてはメタノール、エタノール、アセトン等が挙げられる。
抽出方法および抽出液から有効成分を分画する方法は特に制限されないが、図１に示す
方法で行うと有効成分（１）、（２）を効率良く得ることができる。
また、本発明における混合発酵茶葉の抽出液にはテアフラビンも含まれており、有効成
分（１）、（２）を分画すると同時にテアフラビンを分画することができる。上記特許文
献１に開示されているように、テアフラビンもコレステロール低減に有効な成分である。
【００２０】
まず、抽出溶媒として水を用いて混合発酵茶葉の抽出を行い、固液分離を行って抽出液
１と残滓２を得る。水の温度は１０〜２５℃程度が好ましい。この工程では主に糖・カフ
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ェイン糖が抽出される。有効成分（１）、（２）、およびテアフラビンを含むポリフェノ
ール類の一部も抽出される。得られた抽出液１を、セファデックスＬＨ−２０カラムを用
いた吸着クロマトグラフイーに供し、糖およびカフェイン類を透過させ、ポリフェノール
類だけを吸着させる。
一方、上記残滓２を有機溶媒で抽出して抽出液３を得る。この工程で、水抽出後の茶葉
（残滓２）に含まれるポリフェノール類が抽出される。抽出液３を得る際は、抽出操作後
に有機溶媒を除去して濃縮し、さらに不要な固形分（残渣４）を取り除いて抽出液３とす
ることが好ましい。こうして得られた抽出液３を、前記抽出液１の処理を終えたセファデ
ックスＬＨ−２０カラムに通し、低いアルコール濃度の溶媒を用いて残存する糖、カフェ
イン、フラボノール配糖体を洗い流し、アルコール濃度を上げて有効成分を溶出させ、上
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記（１）テアシネンシン、（２）カテキン酸化重合体、およびテアフラビンを含むフラク
ション２を得る。
【００２１】
次に、得られたフラクション２を、７Ｍ尿素−アセトン混合液を溶媒とするセファデッ
クスＬＨ−２０カラムを用いたゲルパーミエーションクロマトグラフィーにより、分子量
が大きいカテキン酸化重合体を含むフラクション２−１と、分子量が比較的小さいテアシ
ネンシンとテアフアラビンを含むフラクション２−２に分画する。
フラクション２−１からアセトンを留去して水溶液として、ダイアイオンＨＰ２０ＳＳ
カラムを用いたゲルパーミエーションクロマトグラフィーに供し、尿素と塩酸を水で洗い
流し、アルコールでポリフェノールを溶出することにより、目的とする（２）カテキン酸
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化重合体のフラクション３−１が得られる。
一方、フラクション２−２もアセトンを留去した後、ダイアイオンＨＰ２０ＳＳカラム
を用いた吸着クロマトグラフィーに供し、尿素と塩酸を水で洗い流した後、アルコール濃
度を増加させながらアルコールで溶出することにより、テアシネンシン類とテアフラビン
類が分離され、目的とする（１）テアシネンシンのフラクション３−２、およびテアフラ
ビンのフラクション３−３が得られる。
【００２２】
図１に示す抽出および分画方法にあっては、まず混合発酵茶葉を水で抽出して、水溶性
成分を多く含み、ポフェノール類の含有量が少ない抽出液１を得るため、該抽出液を濃縮
せずにカラムに通して糖およびカフェイン類を容易に分離・除去することができる。仮に
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、カラムに通す抽出液に糖分が高濃度で含まれていると、ゲルの収縮が生じ易くカラムへ
の負荷が大きくなるが、上記の方法では、かかる不都合を防止できる。また抽出液を濃縮
する手間も省ける。
また、フラクション２の分画に、７Ｍ尿素−アセトン混液を溶媒とするセファデックス
ＬＨ−２０を用いたゲルパーミエーションクロマトグラフィーを適用することにより、１
段階で分子量が大きい（２）カテキン酸化重合体を含むフラクション２−１と、分子量が
比較的小さい（１）テアシネンシンとテアフアラビンを含む画分であるフラクション２−
２に分けることができる。
さらに、フラクション２−２から尿素を除く段階でダイアイオンＨＰ２０ＳＳカラムク
ロマトを用いることにより、（１）テアシネンシン類とテアフラビン類が分離されて溶出
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され、極めて効率的に目的の有効成分を得ることができる。
【００２３】
［コレステロール低減剤］
このようにして得られる上記（１）テアシネンシン、及び（２）カテキン酸化重合体を
それぞれ含むフラクションは、そのまま本発明のコレステロール低減剤（以下、本発明の
剤ということがある。）として用いることができる。該フラクションに対して、溶媒除去
、濃縮、乾燥等の後処理を適宜施したものを本発明の剤の有効成分として用いてもよい。
本発明の剤は、上記（１）テアシネンシン、及び（２）カテキン酸化重合体からなる群
から選ばれる１種以上を有効成分として含有する。これらはいずれか一種でもよく、２種
以上を併用してもよい。
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本発明の剤は、上記有効成分（１）、（２）の他に、賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤
、防腐剤、安定剤、保存剤、矯味矯臭剤、希釈剤、香味剤等の、製剤上許容される１種ま
たは２種類以上の添加剤を含有してもよい。
さらに、例えばテアフラビンなど、コレステロール低減作用を有し、安全性が確認され
ている公知の成分を含有させてもよい。
【００２４】
本発明の剤は、これを経口投与することにより、血液中のコレステロール濃度を低減さ
せる効果、および肝臓中のコレステロール濃度を低減させる効果が得られる。投与方法は
特に制限されるものではないが、２週間以上の期間にわたって継続的に投与することが好
ましい。
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本発明の剤の有効投与量は、成人１日当たりの投与量が、（１）テアフラビンおよび（
２）カテキン酸化重合体の総量として、１０〜５０００ｍｇが好ましく、５０〜２０００
ｍｇがより好ましく、５０〜７００ｍｇがさらに好ましい。
また、上記有効成分（１）、（２）の他に、例えばテアフラビンなどのコレステロール
低減作用を有する公知成分を同時に投与する場合は、これらの総量が上記範囲になること
が好ましい。
本発明の剤の剤形は、特に制限されないが錠剤、顆粒剤、カプセル剤、水薬、ドリンク
剤等の内服剤形とすることが好ましい。このような製剤化は、医薬の製造に用いられる常
法に従って行うことができる。
【実施例】
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【００２５】
以下において「％」は特に断りのない限り「質量％」である。
以下において原料として用いた「茶の葉」はいずれも長崎県総合農林試験場東彼杵茶葉
支場で栽培したヤブキタ種の三番茶の葉である。
［参考例１：混合発酵茶葉の製造］
茶の葉にビワ葉を投入し、揉捻機で揉み込んだ。茶の葉とビワ葉の配合割合は茶の葉：
ビワ茶の絶乾質量比が９：２とした。揉み込みの時間は２０分とし、揉捻時の原料の温度
は３３℃とした。この後、直ちに熱風式乾燥機内に移し、１００℃で３０分間加熱するこ
とにより、発酵を止めるとともに乾燥した。こうして含水率５質量％の混合発酵茶葉を得
た。
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【００２６】
＜製造例１＞
（抽出および分画）
図１に示す手順で、有効成分の抽出および分画を行った。
まず、参考例１で得た混合発酵茶葉１９３０ｇを水（１５℃）３０Ｌに浸し、室温で２
日間抽出した後、吸引ろ過した。得られたろ液（抽出液１）を、水で置換したセファデッ
クスＬＨ−２０カラム（ファルマシア・ファイン・ケミカル社製、ゲル直径１０ｃｍ、長
さ３５ｃｍ）にそのまま流し込み、ポリフェノールを吸着させた。
一方、残滓２として得られる、水抽出後の茶葉は、５０％アセトン水溶液（アセトン：
水の容量比＝１：１）３０Ｌで、２日間、室温での抽出を２回繰り返し、２回分のろ液を
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合わせてロータリーエバポレーターでアセトンを留去した。得られた沈殿を含む溶液に２
０容量％の濃度となるようにメタノールを加えて攪拌し、溶けずに残ったクロロフィルな
どをろ過して除いた。得られたろ液（抽出液３）を、上記抽出液１を通導したセファデッ
クスＬＨ−２０カラムに続けて流し込んだ。
次いでカラムに４０％メタノール（メタノール：水の容量比＝４：６、以下同様。）の
２Ｌを流し、糖類、カフェイン及びフラボノール配糖体を流出させた。さらにカラムに６
０％メタノールの２Ｌ、８０％メタノールの２Ｌ、１００％メタノールの４Ｌ、メタノー
ル−アセトン−水混合液（メタノール：アセトン：水の容量比＝８：１：１）の２Ｌ、お
よびアセトン水混合液（アセトン：水の容量比＝６：２）の６Ｌを、この順に流して成分
を溶出させた。溶出液は２５０ｍｌずつガラス容器に分け取り、それぞれについて蛍光剤

10

入りシリカゲル薄層クロマトグラフィー（展開溶媒はトルエン：ギ酸エチル：ギ酸の容量
比＝１：７：１の混合液、検出は紫外吸収、及び塩化鉄（ＩＩＩ）試薬噴霧）で成分を確
認することで分画し、ロータリーエバポレーターで濃縮乾固した。
こうして、主にカテキン類を含むフラクション１（５２．３ｇ）と、テアシネンシン、
テアフラビン、及びカテキン酸化重合体を含むフラクション２（７４．６ｇ）を得た。
【００２７】
フラクション２は７Ｍ尿素−アセトン混合液（尿素：アセトンの容量比＝２：３、塩酸
でｐＨ２に調整）に溶解し、同じ溶媒で置換したセファデックスＬＨ−２０カラム（ゲル
直径１０ｃｍ、長さ３５ｃｍ）に流し込み、カテキン酸化重合体を含むフラクション２−
１とテアシネンシンとテアフラビンを含むフラクション２−２に分画した。

20

フラクション２−１はアセトンを留去して水溶液とし、ダイアイオンＨＰ２０ＳＳカラ
ム（三菱化学社製、ゲル直径５ｃｍ長さ３０ｃｍ）に流し込み、尿素と塩酸を水で洗い流
した後、メタノールでポリフェノールを溶出してカテキン酸化重合体のフラクション３−
１（２１．４ｇ）を得た。
フラクション２−２もアセトンを留去した後、ダイアイオンＨＰ２０ＳＳカラム（ゲル
直径５ｃｍ長さ３０ｃｍ）に流し込み、尿素と塩酸を水で洗い流した後、１０％メタノー
ルの０．５Ｌ、２０％メタノールの０．５Ｌ、３０％メタノールの０．５Ｌ、４０％メタ
ノールの０．５Ｌ、６０％メタノールの０．５Ｌ、８０％メタノールの０．５Ｌで溶出さ
せ、テアシネンシンのフラクション３−２（８．５ｇ）、その他のポリフェノール混合物
のフラクション（７．４ｇ、図示せず）、およびテアフラビン類を主成分とするフラクシ
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ョン３−３（３０．１ｇ）を得た。
【００２８】
（同定）
得られたフラクションのＨＰＬＣ（高速液体クロマトグラフィー）によるクロマトグラ
ムを図２に示す。図２の（Ａ）はカテキン酸化重合体のフラクション３−１、（Ｂ）はテ
アシネンシンのフラクション３−２、（Ｃ）はテアフラビン類のフラクション３−３につ
いてのクロマトグラムである。
各試料のＨＰＬＣ分析条件は以下の通りである。
［カテキン酸化重合体及びテアシネンシンの分析］
カラム：Ｃｏｓｍｏｓｉｌ

５Ｃ１８

ＡＲ

II（ナカライテスク社製、４．６×２５０

40

ｍｍ）、
カラム温度：３５℃、
移動相：Ａ；５０ｍＭリン酸、Ｂ；ＣＨ３ＣＮ、Ｂ

４％から３０％（３９分間）、３０

％から７５％（１５分間）、
流速：０．８ｍｌ／ｍｉｎ。
［テアフラビン類の分析］
カラム：Ｃｏｓｍｏｓｉｌ

５Ｃ１８

ＰＡＱ（ナカライテスク社製、４．６×２５０ｍ

ｍ）、
カラム温度：３５℃、
移動相：Ａ；５０ｍＭリン酸、Ｂ；ＣＨ３ＣＮ、Ｂ

１０％から２５％（５分間）、２５
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％から８０％（４０分間）、
流速：０．８ｍｌ／ｍｉｎ。
【００２９】
テアシネンシンおよびテアフラビン類は標準品とＨＰＬＣクロマトグラフを比較するこ
とにより同定した。
図２に示されるように、フラクション３−２の主成分はテアシネンシンＡ、フラクショ
ン３−３の主成分はテアフラビン類である。
テアシネンシンＡおよびテアフラビン類の構造式を図３に示す。テアフラビン類のうち
、ＴＦは構造式中のＲ１とＲ２が水素原子であるもの、ＴＦ３ＧはＲ１がガロイル基（ｇ
ａｌｌｏｙｌ）でＲ２が水素原子であるもの、ＴＦ３

ＧはＲ１が水素原子でＲ２がガロ

10

イル基であるもの、ＴＦｄｉＧはＲ１とＲ２がガロイル基であるものをそれぞれ示す。
【００３０】
（分子量の測定）
上記で得られたカテキン酸化重合体をジメチルホルムアミドに溶解し、ゲルろ過用高速
液体クロマトグラフィーで分析した。分析条件は以下の通りとした。
カラム：ＴＳＫ−ｇｅｌ−α

３０００カラム、長さ３００ｍｍ×径７．８ｍｍ、（東ソ

ー社製）、
流速：０．５ｍｌ／ｍｉｎ、
溶媒：１０ｍＭ塩化リチウムを含むジメチルホルムアミド、
温度：４０℃、
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検出：２５４ｎｍにおける紫外吸収。
ピークトップの保持時間から分子量を推定した。分子量標準品としては、ポリスチレン
標準品（分子量４，０００、２５，０００、５０，０００、及び１７０，０００）、トル
エン（分子量９２）を用いた。その結果、得られたカテキン酸化重合体の分子量は、数平
均分子量（Ｍｎ）が５，９７０、重量平均分子量（Ｍｗ）が１３，２００であった。
【００３１】
＜比較製造例１＞
製造例１において、混合発酵茶葉に代えて市販紅茶を用いた他は、同様の処理を行って
得られたフラクション３−１について、同様にして分子量を測定したところ、数平均分子
量（Ｍｎ）が２，０６２、重量平均分子量（Ｍｗ）が１０，４１３であった。
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【００３２】
＜測定例１＞
製造例１で得られたカテキン酸化重合体を、重水を５％含む重アセトンに溶解し、１３
Ｃ−ＮＭＲスペクトルを測定した。その結果を図４に示す。
比較のために、紅茶の高分子ポリフェノールおよび新鮮ビワ葉から得られたプロシアニ
ジン（エピカテキンが酸化的に重合したもの）について、同様にして１３Ｃ−ＮＭＲスペ
クトルを測定した。その結果を図４に示す。
図４の（Ａ）は製造例１で得られたカテキン酸化重合体、（Ｂ）は紅茶の高分子ポリフ
ェノール、（Ｃ）はビワ葉のプロシアニジンについてのスペクトルである。
この図の結果より、製造例１で得られたカテキン酸化重合体は、紅茶高分子ポリフェノ
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ールの特徴的シグナルとビワ葉プロシアニジンの特徴的シグナルの両方を併せ持つことが
わかる。このことから、ビワ葉に含まれるプロシアニジンが共存しているか、あるいは茶
カテキンと共重合している可能性もある。
また、図４（Ａ）の１３Ｃ−ＮＭＲスペクトルは、カテキン骨格に共通のシグナル（図
中Fで示す。）に加えて、エピガロカテキンに特徴的なピロガロール型カテキンのシグナ
ル（図中ｐｙｒで示す。）とエピカテキンに特徴的なカテコール型カテキン由来のシグナ
ル（図中ｃａｔで示す。）、さらにそれらにエステル結合したガロイル基由来のシグナル
（図中Ｇで示す。）を示している。このことより、製造例１で得られたカテキン酸化重合
体は、茶葉に含まれる４種のカテキン（エピガロカテキン、エピカテキン、エピガロカテ
キンガレート、エピカテキンガレート）が酸化的に結合して生成した高分子化合物である
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ことがわかる。
製造例１で得られたカテキン酸化重合体の推定部分構造式を図５に示す。該推定部分構
造式は、カテキンを酵素酸化して得られる物質の化学構造（Ｌｉ，Ｙ．，ｅｔ．ａｌ．，
Ｐｙｔｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，２００７，６８，１０８１；Ｋｕｓａｎｏ，Ｒ．，ｅｔ．
ａｌ．，Ｃｈｅｍ．Ｐｈａｒｍ．Ｂｕｌｌ．，２００７，５６，１７６８）と、ビワ葉プ
ロアントシアニジンの構造をもとに推定した。
【００３３】
＜試験例１：血清総コレステロールおよび肝臓総コレステロールに対する効果＞
製造例１で得られたテアシネンシン、テアフラビン、およびカテキン酸化重合体を用い
、ラットにこれらの成分を含む食餌を摂取させたときの、血清総コレステロール濃度およ
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び肝臓総コレステロール濃度に及ぼす影響を調べた。
実験動物として、４週齢のＳｐｒａｇｕｅ−Ｄａｗｌｅｙ（正常ラット）を用い、室温
２２±１℃、湿度５５±５％、８：００〜２０：００点灯のライトサイクルの動物飼育室
で飼育した。５週齢までは市販のＭＦ固形飼料（オリエンタル酵母（株）製）を与えて予
備飼育をし、その後試験食の摂食を開始した。すなわち、５週齢の時に平均体重が同じに
なるように１群７匹ずつ、（Ｉ）群〜（Ｖ）群の合計５群に群分けし、以下の試験食を４
週間自由摂食させた。
試験食は、ＡＩＮ−７６に基づいた純化食をコントロール食とした。その組成（単位：
ｇ／ｋｇ）は、カゼイン２００、コーン油１００、ミネラル混合（ＡＩＮ−７６−ＭＸ）
３５、ビタミン混合（ＡＩＮ−７６−ＶＸ）１０、セルロース５０、重酒石酸コリン２、
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ＤＬ−メチオニン３、コーンスターチ１５０およびショ糖４５０である。
（Ｉ）群：コントロール食をそのまま試験食として摂取させた。
（ＩＩ）群：コントロール食に０．２％のテアシネンシンを添加し、その添加分だけショ
糖を減じた試験食。
（ＩＩＩ）群：コントロール食に０．２％のテアフラビンを添加し、その添加分だけショ
糖を減じた試験食。
（ＩＶ）群：コントロール食に０．５％のカテキン酸化重合体を添加し、その添加分だけ
ショ糖を減じた試験食。
（Ｖ）群：コントロール食に０．２％のテアシネンシンと０．２％のテアフラビンの両方
を添加し、その添加分だけショ糖を減じた試験食。
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いずれの群も飼育期間中、摂食量と体重は１日おきに測定した。試験食の摂取を開始し
てから４週間後に血清総コレステロール濃度と肝臓総コレステロール濃度を測定した。測
定結果を表１に示す。
【００３４】
血清総コレステロール濃度はcholesterol oxidase・3, 5 ‑ dimethoxy ‑ N ‑ ethyl ‑
N‑ (2 ‑ hydroxyl ‑ 3 ‑ sulfopropyl) ‑ aniline sodium・DAOS法によるコレステロール
E‑テストワコー（和光純薬工業社製、大阪）を用いて測定した。
肝臓総コレステロール濃度は、まず肝臓総脂質の抽出をFolch法[Folch J, Lees M, Slo
ane‑stanley GH.：A simple method for the isolation and purification of total lip
ids from animal tissues. J Biol Chem , 226 : 497‑506 (1957)]により行い、抽出後、
血清総コレステロール濃度と同様の方法で測定した。
【００３５】
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【表１】
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【００３６】
表１の結果より、血清総コレステロール濃度については、０．２％テアシネンシン食を
摂食した（II）群、０．２％テアフラビン食を摂食した（III）群、０．５％カテキン酸
化重合体食を摂取した（IV）群、０．２％テアシネシン食と０．２％テアフラビン食の両
方を含む食餌を摂食した（Ｖ）群のラットは、（Ｉ）群のラットに比べて大きく低下した
。
肝臓総コレステロール濃度については、（Ｉ）群に比べて、いずれの群も低下しており
、特に０．２％テアシネンシン食を摂食した（II）群および０．５％カテキン酸化重合体
食を摂取した（IV）群のラットで大きく低下した。
これらのことから、本発明に係るテアシネンシンおよびカテキン酸化重合体はいずれも
、血清総コレステロール濃度および肝臓総コレステロール濃度を低下させる効果を有する
ことが認められた。
またテアフラビンが血清総コレステロール濃度および肝臓総コレステロール濃度を低下
させる効果を有することも確認された。
これらの有効成分は、混合発酵茶葉に含まれる成分であるため安全性が高い。
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【図２】

【図３】

【図４】
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