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論 文 内 容 の 要 旨 

カロテノイドの一種であるリコピンは、トマトやスイカ等に含まれる赤色色素である。カ

ロテノイドの中でも非常に高い一重項酸素除去能力を有し、ビタミン E の約 105倍、βカロ

テンの約 1.27 倍と報告されている。そして、その高い抗酸化能から種々のがんや心疾患、

動脈硬化などのリスクを低減させることが明らかとなっている。しかし、リコピンは体内吸

収性が低く、摂取した内 10から 30%程度しか吸収されないと言われており、リコピンの健

康効果を最大限享受するために効率的な摂取方法の確立が求められている。 

リコピンは、分子内に 11 個の共役二重結合を持つことから理論上 2048 個もの幾何異性

体を持つと推算されている。通常自然界では、全ての共役二重結合がトランス型のオールト

ランス体として存在しているが、人体内の血清や組織から発見されたリコピンは 50%以上

もシス体を含んでいることが報告されている。この事実は、シスリコピンのバイオアベイラ

ビリティがオールトランスリコピンよりも高い可能性を示唆しており、実際にシス体を多

く含んだトマト加工品の摂取により、オールトランス体を豊富に含んだ食材の摂取の場合

と比較して、血漿中のリコピン濃度が向上した報告もある。更に、シスリコピンはオールト

ランスリコピンと比較して抗酸化能が高いことが報告されている。以上より、リコピンの効

率的な摂取に向けて、シスリコピンはブレークスルー技術となり得るため、近年シスリコピ

ンに注目が集まっており実用化が期待されている。

しかし、シスリコピンの社会実装の実現に向けて 3つの問題点がある。1つ目は、シスリ

コピンの優位性のメカニズムが未解明であることが挙げられる。既往研究では、シスリコピ
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ンはオールトランスリコピンと異なる物性を持ち、そのため生体内で吸収されやすくバイ

オアベイラビリティの向上に寄与する可能性を示唆しているものの、立証した例は存在せ

ず、上記仮説を裏付けるデータが必要と考えられる。2つ目は、シス体リコピンの生成に多

大な熱エネルギーの投入と有機溶媒の使用が必要であることが挙げられる。通常リコピン

は有機溶媒中での加熱で容易にシス体へと異性化することが知られているが、有機溶媒は

人体に有害なものもあり、最終製品への残留を防ぐため高温で加熱処理を行い除去する必

要がある。更に、昨今の健康ブームや環境問題を背景に、有機溶媒の使用を避けることが望

ましい。そのため、高効率かつ環境に配慮したシスリコピンの生成プロセスの開発が求めら

れている。3つ目は、シスリコピンの製品化に向けて重要な保管安定性のデータの不足が挙

げられる。理論的にシスリコピンはオールトランスリコピンと比較して不安定であるため、

保管中に分解の促進やオールトランスリコピンへの異性化が予想されるが、実験的に実証

した例は存在しない。シスリコピンの製品化に向けて、保管安定性の解明および向上技術の

確立が課題である。本研究では、シスリコピンの実用化を目指し上記 3つの課題を解決する

べく、シスリコピンの物性調査・シスリコピンの生成プロセスの開発・保管安定性の調査お

よび向上技術の確立を検討した。 

 本論文は全 6 章で構成される。まず第 1 章では、研究の背景として世界的な長寿命化に

伴う疾患罹患率増加による社会負担増加の問題を提起し、解決策としてリコピンの摂取に

よる健康効果の享受を提案した。更に、人体への吸収性や抗酸化能に優れているシスリコピ

ンに着目し、シスリコピン実用化のための本研究の位置づけを明らかにし、各章における目

的と実施内容を述べた。 

 第 2 章では、シスリコピンの優位性を裏付けるべくシス体を含んだリコピンの有機溶媒

への溶解度測定と、粉末 X 線回折(XRD)による結晶構造の解析、示差走査熱量(DSC)による

融点測定、走査電子顕微鏡(SEM)による外観観察、以上より物性の評価を行った。まず、精

製したオールトランスリコピンをジクロロメタン(DCM)に 1 mg/mLの濃度で溶解し、80 °C

の湯浴で 15 min, 1, 8 h 熱異性化することで、シス体をそれぞれ 23.8, 46.9, 75.6%含んだシス

リコピンを調製した。試験はオールトランスリコピン(all-E)とシス体を 23.8, 46.9, 75.6% 

(23.8% Z, 46.9% Z, 75.6% Z)含んだリコピンの計 4種類についてそれぞれ評価した。有機溶媒

への溶解度測定は、代表的な有機溶媒としてカロテノイドの抽出や精製によく使用される

エタノール、アセトン、酢酸エチル、ヘキサンについて行った。溶解度測定の結果、全ての

有機溶媒についてシス体の割合が増加するほど溶解度が向上する傾向が確認された。特に

エタノールへの溶解度は劇的な向上が確認され、all-E, 23.8% Z, 46.9% Z, 75.6% Zそれぞれ

0.6, 484.5, 914.7, 2401.7 mg/mLとなり 75.6% Zでは all-Eと比較して約 4000倍となった。次

に、DSC 測定では、シス体割合増加に伴い融点および融解熱が低下する傾向が確認され、

XRD 測定では、オールトランスリコピンにおいて鮮明なピークが複数得られたが、シス体

割合増加に伴いピーク強度の低下およびピーク数の減少が確認され、シス異性化を通じて

結晶性が劇的に変化したことが裏付けられた。更に SEM の分析結果から、DSC と XRD の
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結果より裏付けられた結晶性の低下を外観からも確認され、オールトランスリコピンは柱

状の結晶を形成していたが、シス体になると結晶性が崩れ、アモルファス状になる様子が確

認された。以上より、リコピンはシス体が増加することで結晶性が低下し有機溶媒への溶解

度が向上することが確認され、この劇的な物性変化が人体への吸収性向上などのバイオア

ベイラビリティの優位性に繋がる可能性が示唆された。 

 第 3 章では、高効率かつ環境に配慮したシスリコピンの生成プロセスの開発を目的とし

て、液化ジメチルエーテル(DME)を用いたシス異性化・濃縮を行った。DME は次世代のグ

リーンソルベントとして注目を集めており、低毒性かつ溶媒除去の容易さから食品加工へ

の応用が期待されるため、今回のシス異性化溶媒として選択した。更に第 2章で述べたシス

体とトランス体の溶解度の違いに着目し、濃縮プロセスの構築を行った。まず、精製したオ

ールトランスリコピンを、DME に 0.05 mg/mL の濃度となるように溶解し、湯浴にて温度

40, 60, 80 °C、時間は 1,3,6 hにて異性化反応を行った。比較溶媒としてヘキサンを用いて同

様の条件にて試験を行った。反応温度 60°C、反応時間 3hでのシス異性化率は DME：49.6%、

ヘキサン：52.3%となり、全ての温度・反応時間において DME とヘキサンでは同程度のシ

ス異性化率となった。以上より、DME のシス異性化効率は一般的な溶媒であるヘキサンと

概ね同等であり、DME を異性化溶媒として用いることの有用性が示唆された。次に、オー

ルトランスリコピンを 1.0 mg/mLの濃度で DME に溶解し、60 °C, 3 hで異性化反応を行っ

た後、4 °C で 24 h 静置することで、熱異性化反応の停止および DME の溶解度を制御しオ

ールトランスリコピンのみを析出させた。その後、ステンレスフィルターを通過させてリコ

ピン溶液を回収したところ、フィルター後の回収溶液およびフィルターに捕捉されたリコ

ピン中のシス異性化率は 72.0, 6.3%となった。熱異性化後のシス異性化率が 49.6%であるこ

とから、シス異性化率は 22.4%向上しシス体の濃縮に成功した。以上より、DME を用いる

ことで 3hの熱異性化反応と分離操作により高いシス異性化率のリコピンを回収可能な新規

プロセスの構築に成功した。 

 第 4 章では、シスリコピンの製品化を目指し、熱・光に対する保管安定性の評価を行っ

た。精製したオールトランスリコピンを 0.1 mg/mLの濃度で DCMに溶解し、50 °C の湯浴

で 24 h 熱異性化反応を行うことでシス異性化率 56.1%のリコピンを調製した。次にリコピ

ンを 0.1mg/mLの濃度でヘキサンに再溶解し、N2を充填したバイアルに分注した。このバイ

アルを遮光した後、4, 25, 40 °C の冷蔵庫またはオーブン内に静置させて 30日間の保管安定

性の評価を行った。また、光照射下における保管安定性の評価は、同様に調製したリコピン

溶液を 4 °Cの冷蔵庫に静置後、30 cm離れた距離から蛍光灯を照射し 336 h保管することで

行った。リコピン濃度・シス体割合の継時変化を確認するため、一定間隔でサンプリングを

行った。まず熱安定性については、保管温度の上昇に伴いリコピンの分解速度が上昇する傾

向が確認された。一方で、どの異性体も同様の分解挙動を示し、異性体間での違いは確認さ

れなかった。リコピンの分解が一次反応で表されることから、各温度におけるシス・トラン

スを合算した全リコピンの分解速度定数を求めると、本試験のリコピンの分解反応におけ
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る活性化エネルギーは 71.0 kJ/mol と算出された。更に光安定性については、異性体間で安

定性に差があることが確認された。特に、保管開始から 92 h までの間は、三重項励起状態

においてより安定な異性体(オールトランス体等)へと即座に異性化する傾向が確認され、そ

の後は全ての異性体が緩やかに減少した。以上より、シス体を多量に含んだリコピンの保管

は、保管時の温度上昇に伴い分解速度が上昇し、光照射下では三重項励起状態において安定

な特定の異性体へと異性化した後分解することが明らかとなった。 

 第 4 章ではシス体リコピンの製品化を目指して、保管時の媒体として有機溶媒のヘキサ

ンを使用したが、より実用化を見据えて、第 5章では食用油中での保管安定性を評価した。

食用油間での保管安定性の違いを比較することで最適な油の選定を行い、更に安定化に最

適な抗酸化剤の選定を行った。試験に使用する食用油は 25種類とし、全て市販で購入可能

なものを選定した。抗酸化剤は化粧品や食品業界で使用される BHA, BHT, propyl gallate, 

ascorbic acid, α-tocopherolの 5種類を選定した。精製したオールトランスリコピンを 2 mg/mL

の濃度で DCM に溶解し、80 °C で 5 h 熱異性化処理を行ったものを濃縮し、シス異性化率

90%以上のリコピンを調製した。その後、各食用油に 10 mg/gの濃度で上記リコピンを懸濁

させて、約 0.1 g ずつエッペンドルフチューブに分注し、30 °C にて保管した。保管は 3 週

間とし、1週間毎にサンプリングを行った。抗酸化剤添加試験については、オリーブ, グリ

ーンナッツオイル, ゴマ油の 3種類を使用し、各抗酸化剤をリコピンのモル比で 5倍量添加

した後、同様に保管試験を行った。まず食用油のみでの保管では、1週間保管後において最

もリコピンの残存率が高かったグリーンナッツオイルでも 31.7%となり、4種類の油では残

存率が 5%を下回っていた。また最もシス体の残存率が高い食用油はゴマ油であり、3 週間

の保管を通じて最もシス体の分解速度が高位だった食用油はオリーブオイルであった。抗

酸化剤添加試験ではリコピンの分解は大幅に抑制され、BHT を添加したオリーブオイルで

は 1週間保管後における全リコピンの残存率が 96.3% (抗酸化剤なし：0.2%)、シスリコピン

の残存率は 71.0% (抗酸化剤なし：<0.1%)となった。3 週間保管後において最も全リコピン

の残存率が高かった食用油と抗酸化剤の組み合わせは、オリーブオイルと BHT、グリーン

ナッツオイルと BHT、ゴマ油と α-tocopherolであり、保管時の媒体によって適した抗酸化剤

がある可能性が示唆された。 

 第 6章では、各章における結論を総括として述べ、今後の展望を示した。本研究ではシス

体を含んだリコピンの物性を初めて評価し、劇的な変化を確認した。この結果は、シスリコ

ピンのバイオアベイラビリティの優位性を裏付ける重要なデータになると考えられる。更

に、上記の物性変化を活用して DMEを溶媒として用いることでシス体含有率を大幅に向上

可能な濃縮プロセスを実現した。また、シスリコピン実用化の課題である保管安定性の向上

については、最適な食用油と抗酸化剤の組み合わせを見出すことができた。これらの知見は

シスリコピンの社会実装に役立つことを確信しており、今後のシスリコピンの開発技術の

発展が期待される。 


