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(57)【要約】
本発明は新規ポリフェノール化合物であるアセロニジンとの複合体を形成してなるアセロ
ラ果実由来のペクチンまたはその加水分解物に関する。本発明のペクチンは抗酸化剤また
は美白剤の有効成分として使用することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ペクチン骨格と、式：
【化１】

で表されるポリフェノール化合物とが複合体を形成してなる、アセロラ果実由来ペクチン
またはその加水分解物。
【請求項２】
アセロラ果実またはその処理物からペクチンを単離または濃縮する工程を含む、請求項１
記載のペクチンの製造方法。
【請求項３】
アセロラ果実またはその処理物からペクチンを単離または濃縮する工程と、ペクチンを加
水分解する工程とを含む、請求項１記載のペクチン加水分解物の製造方法。
【請求項４】
アセロラ果実から調製されたピューレをペクチナーゼで処理して前記ピューレ中のペクチ
ンを加水分解する工程と、前記工程からの処理物の上清から、加水分解されたペクチンを
単離または濃縮する工程とを含む、請求項３記載の方法。
【請求項５】
ペクチンを単離または濃縮する工程が、エタノールを用いてペクチンを沈殿させる工程で
ある、請求項２～４のいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
ペクチンを単離または濃縮する工程が、分離膜を用いてペクチンを単離または濃縮する工
程である、請求項２～４のいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
分離膜が限外ろ過膜である請求項６記載の方法。
【請求項８】
限外ろ過膜の分画分子量が１０，０００～１００，０００である請求項７記載の方法。
【請求項９】
アセロラ果実またはその処理物からペクチンを単離または濃縮する工程を含む方法により
製造される、アセロラ果実に由来するペクチンを含有する材料。
【請求項１０】
アセロラ果実またはその処理物からペクチンを単離または濃縮する工程と、ペクチンを加
水分解する工程とを含む方法により製造される、アセロラ果実に由来するペクチンの加水
分解物を含有する材料。
【請求項１１】
アセロラ果実から調製されたピューレをペクチナーゼで処理して前記ピューレ中のペクチ
ンを加水分解する工程と、前記工程からの処理物の上清から、加水分解されたペクチンを
単離または濃縮する工程とを含む方法により製造される、請求項１０記載の材料。
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【請求項１２】
ペクチンを単離または濃縮する工程が、エタノールを用いてペクチンを沈殿させる工程で
ある、請求項９～１１のいずれか１項記載の材料。
【請求項１３】
ペクチンを単離または濃縮する工程が、分離膜を用いてペクチンを単離または濃縮する工
程である、請求項９～１１のいずれか１項記載の材料。
【請求項１４】
分離膜が限外ろ過膜である請求項１３記載の材料。
【請求項１５】
限外ろ過膜の分画分子量が１０，０００～１００，０００である請求項１４記載の材料。
【請求項１６】
請求項１記載のペクチンまたはその加水分解物を有効成分として含有する抗酸化剤。
【請求項１７】
請求項９～１５のいずれか１項記載の材料を有効成分として含有する抗酸化剤。
【請求項１８】
アセロラ果実処理物（ただしアセロラ種子の処理物を除く）を有効成分として含有する脂
質に対する抗酸化剤。
【請求項１９】
アセロラ果実処理物がポリフェノールおよび／またはアスコルビン酸を含有する請求項１
８に記載の抗酸化剤。
【請求項２０】
請求項１６～１９のいずれか１項に記載の抗酸化剤が添加された、抗酸化作用を有する食
品。
【請求項２１】
請求項１６～１９のいずれか１項に記載の抗酸化剤を用いて食品の酸化安定性を高める工
程を含む食品の製造方法。
【請求項２２】
請求項１記載のペクチンまたはその加水分解物を有効成分として含有する経口投与用美白
剤。
【請求項２３】
請求項９～１５のいずれか１項記載の材料を有効成分として含有する経口投与用美白剤。
【請求項２４】
アスコルビン酸を更に含む請求項２２または２３記載の経口投与用美白剤。
【請求項２５】
請求項２２～２４のいずれか１項記載の経口投与用美白剤が添加された、美白作用を有す
る食品。
【請求項２６】
アセロラ果実、又はアスコルビン酸とパルプ質とを含むアセロラ果実処理物に、ガラクツ
ロン酸の量がアスコルビン酸に対して５重量％以上となるようにパルプ質中のペクチンの
加水分解処理を施す工程を含む経口投与用美白剤の製造方法。
【請求項２７】
グルコースおよびフルクトースを実質的に除去する工程を更に含む請求項２６に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は抗酸化剤または経口投与用美白剤として有用なアセロラ果実由来ペクチンに関
する。
【背景技術】
【０００２】
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　油脂類、これを含む物品、食品、化粧品、さらには医薬品などの貯蔵、保存、加工の過
程において最も問題になるのは、空気中の酸素による油脂成分などの酸化ないし過酸化で
ある。とりわけ、油脂中に含まれるリノール酸、リノレン酸等の不飽和脂肪酸は、酸素に
より容易に過酸化されて過酸化脂質やフリーラジカルを生成し、さらには発癌性物質をも
生成することが知られている（非特許文献１）。酸化ないし過酸化が起こると、着色、変
色、変性、異臭あるいは栄養価の有効性の低下ばかりか、毒物の生成などが起こり、製品
の品質の劣化を招く。
　不飽和脂肪酸の酸化を抑制して製品の品質の劣化を防ぐために、従来から種々の抗酸化
剤が用いられている。これらの抗酸化剤は、酸化の際に生ずるペルオキシドラジカルに作
用し、酸化の連鎖反応を停止させるか、あるいはフリーラジカルに作用して酸化反応を停
止させる等の作用を有する。抗酸化剤としては、例えば、従来からブチルヒドロキシアニ
ソール（ＢＨＡ）やブチルヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）などの合成抗酸化剤が一般に用
いられている。ところが、こうした合成抗酸化剤の使用が増えるにつれその安全性が問題
にされ、消費者の拒否反応が強くなってきたと共に、その使用量が減ってきている。また
、これらの油溶性抗酸化剤は、水溶液への溶解度に欠けるという点もある。
　かくして、安全性の高い天然物由来の抗酸化剤への期待が非常に大きなものとなってき
ている。
　これまで知られている天然抗酸化剤としてはビタミンＥ（α－トコフェロール）、ビタ
ミンＣ（アスコルビン酸）などが挙げられる。しかしながらビタミンＥは脂溶性が高くビ
タミンＣは水溶性が高いため、いずれも食品工業における脂質酸化の抑制には適当でない
。なぜなら、脂質酸化の抑制が求められる魚肉・畜肉類及び穀物類などの加工製品、塩蔵
食品、油脂含有調味料などは通常は油脂類と水系成分との混合系であるため極端な脂溶性
又は水溶性を有するこれらの抗酸化剤は用途が限定されるからである。また、ビタミンＥ
はそれ自体が食品として好ましくない風味を有するため添加量及び用途が限定されるとい
う問題もある。またビタミンＥ又はビタミンＣは抗酸化活性が長時間安定に持続しないと
いう問題もある。
　種々の方法で植物から分離されたペクチンが、ある条件下で脂質に対する抗酸加性を示
すことは知られていたが、その抗酸加性は微弱であると考えられ一般的な抗酸化剤として
は用いられていない。例えば、おから（大豆）から単離されたペクチン及びその酵素処理
物は脂質酸化防止効果を有することが知られているが（非特許文献２）、抗酸化活性は充
分ではない。なおペクチンは種々の植物に存在する、ガラクツロン酸、そのメチルエステ
ル、その他の中性糖等を構成成分とする多糖類である。中性糖としてはラムノース、アラ
ビノース、ガラクトース等が挙げられるが、その種類及び組成比は植物により顕著に相違
することが知られている（非特許文献３）。
　一方、美白剤は、従来から化粧品・医薬部外品を中心に開発が進められおり、アルブチ
ンやアスコルビン酸誘導体など多くの有効成分が見いだされている。しかし、それらのほ
とんどは、皮膚外用剤として用いられている。現在、経口摂取により、しみ・日焼けなど
による色素沈着を抑制する医薬品としては、アスコルビン酸（ビタミンＣ）を有効主成分
として含み、それと、アミノ酸であるシステインやビタミンＢ類を配合させて相乗効果を
期待した製品などがある。すなわち経口摂取により、安全に色素沈着抑制作用を期待でき
る成分としては、アスコルビン酸が、最も適した成分であると考えられる。
　アスコルビン酸を多く含有している果実としては、アセロラ（Ａｃｅｒｏｌａ、学名：
Ｍａｌｐｉｇｈｉａ　ｅｍａｒｇｉｎａｔａ　ＤＣ．）がよく知られている。このアセロ
ラを美白剤の有効成分とすることは特許文献１に記載されているが、その用途が化粧料な
どの皮膚外用剤に限定されている。また特許文献２にはアセロラを発酵させて得られる、
実質的にアスコルビン酸を含有しない組成物を美白剤として使用することが記載されてい
る。アセロラを利用した、アスコルビン酸とその他の成分から構成される経口投与で有効
な美白剤については見出されていない。
　果実のパルプ質中に含まれるペクチンに由来する成分と美白作用との関連性についても
報告がある。特許文献３ではオリゴガラクツロン酸（オリゴガラクチュロン酸も同じ）が
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動物細胞試験においてメラニン産生抑制作用を示すことが報告されている。ここでオリゴ
ガラクツロン酸とはガラクツロン酸が２個から１０個程度結合したものである。また非特
許文献１では、トマト搾汁液由来のペクチン分解物にメラニン色素生成抑制作用があるこ
とが示され、その中でガラクツロン酸及びポリガラクツロン酸にはメラニン色素抑制作用
は認められなかった、と記載されている。特許文献３と非特許文献１の結果は相反するよ
うに思われるが、これは、ペクチンの構造及び性質が起源植物により大きく異なることが
原因であると考えられる。特許文献３及び非特許文献４ではいずれも、動物細胞に対して
の作用が検討されているのみである。ペクチンに由来する成分と他の成分とを組み合わせ
た場合の美白作用については報告がない。
【特許文献１】特許第３５１３８７１号公報
【特許文献２】特許第３０７６７８７号公報
【特許文献３】特許第３５９６９５３号公報
【非特許文献１】食品の包装、１７巻、１０６頁（１９８６年）
【非特許文献２】食品と科学，ＶＯＬ．３６，ＮＯ．１１，ｐ．９３－１０２（１９９４
年）
【非特許文献３】真部孝明著、第１版、「ペクチン　その科学と食品のテクスチャー」、
幸書房、ｐ．８－２２、（２００１年）
【非特許文献４】成英次ら、フレグランスジャーナル、Ｖｏｌ．３２，Ｎｏ．８，ｐｐ．
２４－３０（２００４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は天然界から単離された水溶性の抗酸化剤およびその製造方法を提供することを
目的とする。
　本発明はまた天然界から単離された経口投与用美白剤およびその製造方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本出願は以下の発明を包含する。
（１）ペクチン骨格と、式：
【化１】

で表されるポリフェノール化合物とが複合体を形成してなる、アセロラ果実由来ペクチン
またはその加水分解物。
（２）アセロラ果実またはその処理物からペクチンを単離または濃縮する工程を含む、（
１）記載のペクチンの製造方法。
（３）アセロラ果実またはその処理物からペクチンを単離または濃縮する工程と、ペクチ
ンを加水分解する工程とを含む、（１）記載のペクチン加水分解物の製造方法。
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（４）アセロラ果実から調製されたピューレをペクチナーゼで処理して前記ピューレ中の
ペクチンを加水分解する工程と、前記工程からの処理物の上清から、加水分解されたペク
チンを単離または濃縮する工程とを含む、（３）記載の方法。
（５）ペクチンを単離または濃縮する工程が、エタノールを用いてペクチンを沈殿させる
工程である、（２）～（４）のいずれか１項記載の方法。
（６）ペクチンを単離または濃縮する工程が、分離膜を用いてペクチンを単離または濃縮
する工程である、（２）～（４）のいずれか１項記載の方法。
（７）分離膜が限外ろ過膜である（６）記載の方法。
（８）限外ろ過膜の分画分子量が１０，０００～１００，０００である（７）記載の方法
。
（９）アセロラ果実またはその処理物からペクチンを単離または濃縮する工程を含む方法
により製造される、アセロラ果実に由来するペクチンを含有する材料。
（１０）アセロラ果実またはその処理物からペクチンを単離または濃縮する工程と、ペク
チンを加水分解する工程とを含む方法により製造される、アセロラ果実に由来するペクチ
ンの加水分解物を含有する材料。
（１１）アセロラ果実から調製されたピューレをペクチナーゼで処理して前記ピューレ中
のペクチンを加水分解する工程と、前記工程からの処理物の上清から、加水分解されたペ
クチンを単離または濃縮する工程とを含む方法により製造される、（１０）記載の材料。
（１２）ペクチンを単離または濃縮する工程が、エタノールを用いてペクチンを沈殿させ
る工程である、（９）～（１１）のいずれか１項記載の材料。
（１３）ペクチンを単離または濃縮する工程が、分離膜を用いてペクチンを単離または濃
縮する工程である、（９）～（１１）のいずれか１項記載の材料。
（１４）分離膜が限外ろ過膜である（１３）記載の材料。
（１５）限外ろ過膜の分画分子量が１０，０００～１００，０００である（１４）記載の
材料。
（１６）（１）記載のペクチンまたはその加水分解物を有効成分として含有する抗酸化剤
。
（１７）（９）～（１５）のいずれか１項記載の材料を有効成分として含有する抗酸化剤
。
（１８）アセロラ果実処理物（ただしアセロラ種子の処理物を除く）を有効成分として含
有する脂質に対する抗酸化剤。
（１９）アセロラ果実処理物がポリフェノールおよび／またはアスコルビン酸を含有する
（１８）に記載の抗酸化剤。
（２０）（１６）～（１９）のいずれか１項に記載の抗酸化剤が添加された、抗酸化作用
を有する食品。
（２１）（１６）～（１９）のいずれか１項に記載の抗酸化剤を用いて食品の酸化安定性
を高める工程を含む食品の製造方法。
（２２）（１）記載のペクチンまたはその加水分解物を有効成分として含有する経口投与
用美白剤。
（２３）（９）～（１５）のいずれか１項記載の材料を有効成分として含有する経口投与
用美白剤。
（２４）アスコルビン酸を更に含む（２２）または（２３）記載の経口投与用美白剤。
（２５）（２２）～（２４）のいずれか１項記載の経口投与用美白剤が添加された、美白
作用を有する食品。
（２６）アセロラ果実、又はアスコルビン酸とパルプ質とを含むアセロラ果実処理物に、
ガラクツロン酸の量がアスコルビン酸に対して５重量％以上となるようにパルプ質中のペ
クチンの加水分解処理を施す工程を含む経口投与用美白剤の製造方法。
（２７）グルコースおよびフルクトースを実質的に除去する工程を更に含む（２６）に記
載の方法。
　本発明における「所定の成分を有効成分として含有する（脂質に対する）抗酸化剤」と
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いう用語は、所定の成分が天然の状態で含まれた、（脂質に対する）抗酸化性を有する組
成物と、所定の成分が人為的に添加された、（脂質に対する）抗酸化性を有する組成物の
両方を包含する。
　本発明における「所定の成分を有効成分として含有する経口投与用美白剤」という用語
は、所定の成分が天然の状態で含まれた、美白作用を有する組成物と、所定の成分が人為
的に添加された、美白作用を有する組成物の両方を包含する。
　上記（２０）における、「抗酸化剤が添加された、抗酸化作用を有する食品」という用
語は、所定の抗酸化剤が人為的に添加された、抗酸化作用を有する食品を意味する。
　上記（２５）における、「抗経口投与用美白剤が添加された、美白作用を有する食品」
という用語は、所定の抗経口投与用美白剤が人為的に添加された、美白作用を有する食品
を意味する。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明に係る、ポリフェノールと複合体を形成してなるアセロラ果実由来ペクチンは、
抗酸化剤として有用であるとともに経口投与用美白剤としても有用である。
　本明細書は本願の優先権の基礎である日本国特許出願２００５－５３４７９号および日
本国特許出願２００５－８８８６０号の明細書および／または図面に記載される内容を包
含する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　図１は、アセロラ果実由来ペクチンから抽出されたサンプルの分析用ＨＰＬＣによるク
ロマトグラムを示す図である。
　図２は、アセロラ果実由来ペクチンから抽出されたサンプルの分取用ＨＰＬＣによるク
ロマトグラムを示す図である。
　図３は、分取用ＨＰＬＣにより分取された成分の分析用ＨＰＬＣによるクロマトグラム
を示す図である。
　図４Ａは、図３のクロマトグラムに示される２２．４分のピークのスペクトルデータを
示す図である。
　図４Ｂは、アセロニジンのスペクトルデータを示す図である。
　図５は、アセロニジン（上段）とアセロラ果実由来ペクチンから分離されたポリフェノ
ール（下段）の１Ｈ　ＮＭＲスペクトルを比較する図である。
　図６Ａは、アセロニジンのトータルイオンクロマトグラムを示す図である。
　図６Ｂは、アセロニジンの高分解能ＥＳＩマススペクトルを示す図である。
　図７は、アセロニジンの１Ｈ　ＮＭＲスペクトルを示す図である。
　図８は、アセロニジンの１３Ｃ　ＮＭＲスペクトルを示す図である。
　図９は、アセロニジンのＤＥＰＴスペクトルを示す図である。
　図１０は、アセロニジンのＤＱＦ－ＣＯＳＹスペクトルを示す図である。
　図１１は、アセロニジンのＨＳＱＣスペクトルを示す図である。
　図１２は、アセロニジンのＨＭＢＣスペクトルを示す図である。
　図１３は、アセロニジンのＮＯＥＳＹスペクトルを示す図である。
　図１４は、ＢＨＡ、アセロラ濃縮果汁及びアセロラパウダーのリノール酸自動酸化抑制
能の測定結果を示す図である。
　図１５は、ビタミンＣのリノール酸自動酸化抑制能の測定結果を示す図である。
　図１６は、アセロラ由来Ｃ１８カラム吸着成分、Ｃ１８カラム吸着成分除去アセロラパ
ウダー及びアセロラパウダーのリノール酸自動酸化抑制能の測定結果を示す図である。
　図１７は、Ｃ１８カラム吸着成分除去アセロラパウダー及びＣ１８カラム吸着成分・ビ
タミンＣ除去アセロラパウダーのリノール酸自動酸化抑制能の測定結果を示す図である。
　図１８は、アセロラ由来の酸処理ペクチン（分子量２００万）及び酵素処理ペクチン（
分子量２万以下）のリノール酸自動酸化抑制能の測定結果を示す図である。
　図１９は、蛍光灯照射条件下での貯蔵後のアセロラ添加試験区及びコントロール試験区
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　図２０は、アセロラパウダー含有浸漬液で処理した塩蔵鮭の蛍光灯照射条件下での貯蔵
におけるａ値の推移を示す図である。
　図２１は、褐色モルモットを用いた色素沈着抑制試験の結果を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
１．アセロラ果実由来ペクチン
　本発明で用いるアセロラ（Ａｃｅｒｏｌａ，学名：Ｍａｌｐｉｇｈｉａ　ｅｍａｒｇｉ
ｎａｔａ　ＤＣ．）の果実の生産地や品種は特に限定されない。生産地としては、例えば
沖縄、ブラジル、ベトナムが挙げられる。
　本発明においてアセロラ果実とは種部を含んだ果実全体であっても、アセロラ果実から
種部の除去、剥皮等の通常の処理を施したものであってもよい。
　アセロラ果実としては成熟果または緑果を使用することができ、緑果がより好ましい。
緑果とは、果実としては十分に成長し搾汁可能な果実であるが、果実の色が緑色～黄色で
、熟度が進行して赤くなる前の果実（未熟果）である。
　本発明にはアセロラ果実自体のほか、ペクチンを含む限り、種々のアセロラ果実の処理
物を使用することができる。例えば、アセロラ果実から調製されるピューレ、果汁、また
はパルプや、アセロラ果実を破砕、粉砕等したアセロラ果実破砕物や、アセロラ果実の抽
出物等を使用することができる。本発明に係るペクチンの製造のための出発原料としては
、アセロラ果実から調製されるピューレ、果汁、またはパルプが好ましく、なかでもピュ
ーレが好ましい。
　果汁は、アセロラの果実を常法に従って搾汁することにより得ることができる。搾汁し
て果汁を採取した後の残留物を「パルプ」と称する。
　アセロラ果実破砕物は、アセロラ果実の可食部と種部、又は種部を取り除いた可食部を
、ミキサー等で破砕することにより得ることができる。また、破砕物に抽出処理、凍結乾
燥等の処理を施したものを使用することもできる。
　アセロラ果実の抽出物は、アセロラ果実を、水、有機溶媒等により抽出することにより
得ることができる。抽出条件はペクチンが失われない条件である限り特に限定されない。
　アセロラ果実に由来するペクチンに限らず「ペクチン」とは一般に、ガラクツロン酸が
α－（１→４）結合したポリガラクツロン酸からなるホモガラクツロナンと、ガラクツロ
ン酸とラムノースが繰り返し結合したラムノガラクツロナンを主鎖とし、ラムノースから
ガラクタンやアラビナン等の側鎖が分岐した構造を有している。ガラクツロン酸のカルボ
キシル基は各々の割合でメチルエステル化またはアセチルエステル化している。また、ペ
クチンはカルシウムやマグネシウムのような多価カチオンと結合し架橋構造をとると考え
られている。
　本発明においては、ホモガラクツロナンとラムノガラクツロナンからなる主鎖および主
鎖より分岐した側鎖から構成されるペクチンの糖鎖構造を「ペクチン骨格」と称する。
　本発明者らは驚くべきことに、アセロラ果実中に含まれるペクチンが、ペクチン骨格と
、式：
【化２】
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で表されるポリフェノール化合物とから形成される複合体であることを見出した。当該ポ
リフェノール化合物は本発明者らにより初めて単離された化合物であり、アセロニジンと
命名されている。当該化合物に関しては２００４年１２月２２日付けで日本国特許出願２
００４－３７２２６６号として特許出願がされている。
　本発明において「複合体を形成してなる」とは、アセロニジンとペクチン骨格とが、エ
タノール沈殿や膜ろ過（例えば限外ろ過）等のペクチンの一般的な単離または濃縮方法に
よっては分離できない様式で共存していることを意味する。アセロニジン－ペクチン骨格
複合体の具体的な構造は明らかでないが、アセロニジンの一部分とペクチン骨格の一部分
とがエステル結合やグリコシド結合などの共有結合により結合している構造や、水素結合
を介して結合している構造、疎水結合を介して結合している構造などが考えられる。また
アセロニジン－ペクチン骨格複合体における、アセロニジンとペクチン骨格との量的な比
は特に限定されない。本発明において、「アセロラ果実に由来するペクチン」とは、特に
限定しない限り、ペクチン骨格とアセロニジンとから形成される複合体を意味する。そし
て、「ペクチンを単離または濃縮する」とは、ペクチン骨格とアセロニジンとの複合体で
あるペクチンを単離または濃縮することを意味する。また、本発明に係るペクチンを、「
抗酸化力を有するペクチン」という意味で「抗酸化ペクチン」と表現する場合がある。
　本発明において「アセロラ果実に由来するペクチンの加水分解物」とは、アセロラ果実
由来ペクチンの主鎖および側鎖からなるペクチン骨格における構成糖間の結合、特に主鎖
における構成糖間の結合を化学的または酵素的に加水分解して得られるものを指す。本発
明者らの検討によれば、ペクチナーゼ（主鎖を加水分解する）によるペクチン骨格の加水
分解後もなお、アセロニジンと、ペクチン骨格の加水分解物（主として側鎖からなると考
えられる）とは、エタノール沈殿または限外ろ過などのペクチンを単離または濃縮するた
めの処理によっては分離できない。すなわち、「アセロラ果実に由来するペクチンの加水
分解物」もまた、ペクチン骨格の加水分解物とアセロニジンとが複合体を形成してなるも
のである。また本発明者らの検討により、分子量２００万程度のアセロラ果実由来ペクチ
ンも、分子量２万以下のアセロラ果実由来ペクチン加水分解物も抗酸化性を有することが
明らかとなった。すなわち、本発明に用いられるアセロラ果実由来ペクチンまたはその加
水分解物の分子量は特に限定されない。
　本発明に係るアセロラ果実由来ペクチンは、アセロラ果実またはその処理物からペクチ
ンを単離または濃縮することにより製造される。ペクチンを単離または濃縮する方法とし
ては、ペクチン含有試料にエタノールを添加することによりペクチンを沈殿する方法や、
分離膜を用いてペクチンを単離または濃縮する方法が挙げられる。これらの方法のうち同
種または異種の複数の方法を組み合わせてもよい。エタノールを用いてペクチンを沈殿さ
せる工程は繰り返し行うことにより、水溶性のアスコルビン酸や有機酸またアルコールに
溶解しやすいポリフェノール類を除去することが可能である。分離膜としては限外ろ過膜
が好ましい。限外ろ過膜は一般に０．１μｍ～２ｎｍ（分子量数百～数百万）の範囲の粒
子や高分子を阻止する膜である。限外ろ過膜は、公称されている分画分子量が１，０００
以上のものであることが好ましく、１０，０００～１００，０００のものであることがよ
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り好ましい。
　またアセロラ果実や、アセロラパルプ、アセロラピューレ等のパルプ質を含む果実処理
物からペクチンを単離または濃縮する場合には、前段落で言及した操作の前に、パルプ質
含有試料に塩酸や硝酸などの強酸を加えて酸溶解性成分を溶解させてもよい。
　膜ろ過により得られたペクチンの濃縮液はそれ自体を抗酸化剤または美白剤の有効成分
として用いることもできるし、粉末化して用いることもできる。濃縮液の粉末化はフリー
ズドライ法やスプレードライ法により行うことができる。膜ろ過における濃縮側の濃縮度
は、任意に選択可能であるが、濃縮液中のペクチンの固形分含量が１０％（Ｗ／Ｗ）以上
、好ましくは２０％（Ｗ／Ｗ）以上となるような濃縮度であることが好ましい。濃縮液を
粉末化するには、濃縮液中のグルコース及びフルクトースを酵母などによる脱糖処理によ
って除去することが必要である場合があるが、濃縮度が前記範囲である場合には脱糖処理
を容易に行うことができる。また、限外ろ過膜の分画分子量と濃縮条件を適宜選択するこ
とにより、膜ろ過においてグルコースおよびフルクトースを濃縮側から除去すれば、濃縮
液を粉末化する際の脱糖処理が不要になる。
　本発明に係るアセロラ果実由来ペクチンの加水分解物は、上述のペクチンの単離または
濃縮工程と、当該工程の前後の少なくとも一方において、ペクチンを加水分解する工程を
含む方法により製造される。ペクチンの加水分解は、アセロラ果実由来ペクチンの骨格に
おける構成糖間の結合、特に主鎖における構成糖間の結合を化学的または酵素的に加水分
解することを意味する。加水分解はペクチナーゼを用いて行われることが好ましい。ペク
チナーゼを使用する場合、その種類は特に限定されないが、例えばエンド型のポリガラク
ツラナーゼ活性を有するペクチナーゼを使用することができる。ペクチナーゼの起源は特
に限定されないが、アスペルギルス属菌、例えばＡ．Ｐｕｌｖｅｒｕｌｅｎｔｕｓ又はＡ
．ｎｉｇｅｒ、に由来するものを一例として挙げることができる。アセロラ果実由来ペク
チンのペクチナーゼによる加水分解物は、主鎖の分解物である遊離のガラクツロン酸を含
んでいる。加水分解物のうち、アセロニジンと複合体を形成してなる成分のみを分離する
ためには、疎水性カラム（例えばＣ１８カラム）を用いて前記成分をカラムに吸着させ、
吸着された前記成分を溶出により回収することができる。こうして回収される前記成分も
また、本発明に係るペクチンの加水分解物の一実施形態である。
　最も好ましい実施形態においては、本発明に係るアセロラ果実由来ペクチンの加水分解
物の製造方法は、アセロラ果実から調製されたピューレをペクチナーゼで処理して前記ピ
ューレ中のペクチンを加水分解する工程と、前記工程からの処理物の上清から、加水分解
されたペクチンを単離または濃縮する工程とを含む。この実施形態では、加水分解された
ペクチンを単離または濃縮する前に、前記上清を好ましくは０．２μｍのフィルターを通
すことが好ましい。この実施形態ではまた、加水分解されたペクチンの濃縮が限外ろ過膜
を用いて行われることが好ましい。限外ろ過により得られる濃縮液はさらに粉末化するこ
とが好ましい。こうして得られた粉末は微粉砕が容易であり、流動性が高く、吸湿性が低
い。
２．アセロラ果実由来ペクチンの用途
　本発明に係るアセロラ果実由来ペクチンまたはその加水分解物は、脂質の自動酸化を抑
制する作用と、フリーラジカル消去作用を有することから、抗酸化剤の有効成分として用
いることができる。
　本発明に係るアセロラ果実由来ペクチンまたはその加水分解物はまた、経口投与により
美白作用を有することから、美白剤の有効成分として用いることができる。
３．アセロラ果実処理物を有効成分とする脂質に対する抗酸化剤
　本発明者らはまた、驚くべきことに、アセロラ果実に含まれる、疎水性カラムに吸着す
る成分（ポリフェノール化合物を含有する）や、アスコルビン酸もまた脂質に対する抗酸
化剤として有用であることを見出した。すなわち、本発明はさらに、アセロラ果実処理物
を有効成分として含有する脂質に対する抗酸化剤に関する。
　アセロラ果実処理物は水溶性のものであることが好ましい。食品工業において特に汎用
され得るからである。
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　本発明のこの実施形態においては、アセロラ果実由来のポリフェノール化合物、および
アスコルビン酸の少なくとも一方、好ましくは両方を含むアセロラ果実処理物であるかぎ
り、脂質に対する抗酸化剤の有効成分として用いることができる。ただし本発明のこの形
態において、アセロラ処理物はアセロラの種子以外の部分、例えばアセロラの果肉、果皮
等に由来するものである。
　アセロラ果実由来のポリフェノール化合物としては具体的には、アセロニジン、シアニ
ジン－３－ラムノシドとペラルゴニジン－３－ラムノシド等のアントシアニン系色素、ク
エルシトリン（ケルセチン－３－ラムノシド）、イソクエルシトリン（ケルセチン－３－
グルコシド）、ハイペロサイド（ケルセチン－３－ガラクトシド）等のケルセチン配糖体
、アスチルビンが挙げられる。これらのポリフェノール類は複数のポリフェノール化合物
からなる混合物として、又は個々の化合物単独で使用することができる。これらのポリフ
ェノール化合物は単離または高濃度化して使用することができる。ポリフェノール化合物
を単離又は高濃度化する方法は特に限定されないが、例えばＨＰＬＣ、合成吸着剤クロマ
トグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、ゲルろ過等があり、特に合成吸着剤クロ
マトグラフィーが好ましい。
　アセロラ果実由来のポリフェノール化合物を含有するアセロラ果実処理物としては、ア
セロラ果汁等から上述の各種クロマトグラフィーにより分取されたポリフェノール化合物
を含有する画分を本発明に好適に使用することができる。なかでも、アセロラ果汁等から
得られたＣ１８カラム（疎水性カラム）吸着画分が、本発明に特に好適に使用される。Ｃ
１８カラム吸着画分などのアセロラ由来ポリフェノール含有画分には、溶出液、その濃縮
物及びその乾燥物等が包含される。
　一般にポリフェノール化合物は水に難溶性であるといわれているが、本発明に使用され
るアセロラ処理物にはポリフェノールが水に溶解し易い状態で含まれている。
　通常、アスコルビン酸は単独では水溶性が高いため脂質に対する抗酸化剤としては作用
しない（実施例２実験２．７参照）。しかしながらアセロラ処理物中においてはアスコル
ビン酸が脂質に対する抗酸化剤として機能しているものと考えられる（実施例２実験２．
９参照）。
４．本発明に係る抗酸化剤の使用形態
　上記のとおり、アセロラ果実に由来する、（ａ）ペクチンまたはその加水分解物、（ｂ
）Ｃ１８カラム吸着成分、および（ｃ）アスコルビン酸、が抗酸化剤の有効成分として有
用である。
　本発明の抗酸化剤はこれらの成分（ａ）、（ｂ）、（ｃ）のうち少なくとも１種、より
好ましくは２種、最も好ましくは全部を含有していることが好ましい。
　実施例２実験２．１で調製されているような、アセロラの果汁からグルコースとフルク
トースを除去し粉末化した材料には成分（ａ）、（ｂ）および（ｃ）が含有されており、
優れた抗酸化性を有する。当該材料は本発明の抗酸化剤（特に脂質に対する抗酸化剤）の
好ましい実施形態である。
　本発明の抗酸化剤は水溶性であるから、油脂類と水系成分との混合系であるこの多い魚
肉・畜肉類及び穀物類などの加工製品、塩蔵食品、油脂含有調味料などの製造において、
脂質に対する抗酸化剤として好適に使用することができる。なお、実施例２実験２．１で
調製されているアセロラパウダーは、脂溶性抗酸化剤として周知のα－トコフェロール（
ビタミンＥ）と同一条件下で比較しても優れた脂質抗酸化性を有する（実施例２実験２．
６参照）。
　本発明はまた、以上に説明した抗酸化剤を用いた、酸化安定性の高められた食品及びそ
の製造方法に関する。本発明の抗酸化剤は脂質、特に酸化され易い脂質を含有する食品、
例えば魚肉・畜肉類及び穀物類などの加工製品、塩蔵食品、リノール酸、リノレン酸など
の不飽和脂肪酸を含有する調味料（例えばドレッシング）などの食品の製造において添加
剤として使用できる。添加方法は特に限定されないが、例えば加工食品の製造時にピック
ル液や調味料中に添加したり、食品材料に添加することにより行うことができる。
　本発明の抗酸化剤は食品添加物としてだけでなく、生体内で作用する抗酸化剤として食
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品又は医薬品の形態で使用することができる。そして、必要に応じて適当な担体、賦形剤
等を利用して適当な食品形態又は製剤形態に常法に従って調製することができる。
　食品形態としては、飲料、固形食品、半固形食品等であってよい。飲料としては、具体
的には、果汁飲料、清涼飲料、アルコール飲料等が挙げられる。また、摂取時に水等を用
いて希釈して摂取する形態であってもよい。固形又は半固形食品としては、錠剤（タブレ
ット）、糖衣錠、顆粒、粉末飲料、粉末スープ等の粉末状食品、ビスケット等のブロック
菓子類、カプセル、ゼリー等の形態を挙げることができる。また必要に応じて、食品の調
製に慣用されている各種添加剤を配合することもできる。このような添加剤としては、例
えば、安定化剤、ｐＨ調整剤、糖類、甘味料、香料、各種ビタミン類、ミネラル類、抗酸
化剤、賦形剤、可溶化剤、結合剤、滑沢剤、懸濁剤、湿潤剤、皮膜形成物質、矯味剤、矯
臭剤、着色料、保存剤等を例示することができる。
　製剤形態への調製は、常法に従って行うことができ、その際に利用できる担体や賦形剤
、結合剤、防腐剤、酸化安定剤、崩壊剤、滑沢剤、矯味剤、希釈剤も、慣用されている各
種のものから適宜選択することができる。形態には、特に制限はなく、必要に応じ適宜選
択されるが、一般には錠剤、カプセル剤、顆粒剤、細粒剤、散剤、丸剤、液剤、シロップ
剤、懸濁剤、乳剤、エリキシル剤等の経口剤、又は注射剤、点滴剤、坐剤、吸入剤、経皮
吸収剤、経粘膜吸収剤、経鼻剤、経腸剤、貼付剤、軟膏剤等の非経口剤として製剤化され
る。
５．本発明に係る経口投与用美白剤の使用形態
　上記２に記載のとおり、アセロラ果実由来ペクチンまたはその加水分解物は経口投与用
美白剤の有効成分として有用である。
　一方、アセロラ果実に多く含有されるアスコルビン酸もまた経口投与用美白剤の有効成
分として使用できることが知られている。
　本発明の経口投与用美白剤は、アセロラ果実由来ペクチンまたはその加水分解物に加え
て、アスコルビン酸を含有するものであることがより好ましい。
　アセロラ果実由来ペクチンの加水分解物とアスコルビン酸とを含有する経口投与用美白
剤は、それぞれ独立に調製されたアセロラ果実由来ペクチンの加水分解物とアスコルビン
酸とを用いて製造することができるが、次の方法で製造してもよい。すなわち、アセロラ
果実、又はアスコルビン酸とパルプ質とを含むアセロラ果実処理物に、ガラクツロン酸の
量がアスコルビン酸に対して５重量％以上となるようにパルプ質中のペクチンの加水分解
処理を施す工程を含む方法である。ここで「パルプ質」とは果実に含まれる繊維質の成分
を指し、通常はペクチン、セルロース等の繊維質の骨格を主成分とし、その他の成分がこ
の骨格にいろいろな様式により結合した構造を有する。ペクチンの加水分解が進むに連れ
て遊離のガラクツロン酸量が増加することから、ガラクツロン酸の生成量がペクチンの加
水分解の進行の指標となる。本発明のこの実施形態では、ガラクツロン酸の量がアスコル
ビン酸に対して５重量％以上、より好ましくは１０重量％となるようにペクチンの加水分
解処理を行うことが好ましい。加水分解処理の程度に特に上限はないが、典型的にはガラ
クツロン酸の量がアスコルビン酸に対して２０重量％以下となる程度である。なおアスコ
ルビン酸は、０．０２％の２，６－ジクロロインドフェノール水溶液の青色を、アスコル
ビン酸の還元作用により無色にする滴定試験により定量することができる。ガラクツロン
酸は実施例３に示した通り３，５ジメチルフェノール（３，５－ｄｉｍｅｔｙｌ　ｐｈｅ
ｎｏｌ）法により定量することができる。
　本発明に係る経口投与用美白剤は、グルコースおよびフルクトースが実質的に除去され
たものであることが好ましい。これらの糖類が実質的に除去されている場合、処理物を粉
末化した場合の吸湿性が低くなるため、賦形剤等の添加量を少なくして活性成分の割合を
高めることが可能になるという点で有利である。また本発明に係る美白剤は経口摂取され
るものであるから、糖類を除去することで製品が低カロリー化されるという点でも好適で
ある。グルコースおよびフルクトースが「実質的に除去」されているとは、処理物を粉末
化した場合の吸湿性が十分に低くなる程度にグルコースおよびフルクトースが除去されて
いることを意味する。
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　グルコースおよびフルクトースの除去は例えば酵母による発酵処理により行うことがで
きる。発酵処理では、グルコースおよびフルクトースが炭酸ガスとエチルアルコールに変
換されて除去される。発酵処理による糖類の除去工程においては、アスコルビン酸等の美
白剤の有用成分が損失しないため好都合である。パルプ質分解処理工程と、糖類の除去工
程とはどちらを先に行ってもよく、また同時に行ってもよい。
　本発明の経口投与用美白剤は、単独又は他の成分との組み合わせにより、飲食品組成物
又は医薬組成物の形態で使用することができる。皮膚美白に資することができるだけでな
く、皮膚老化防止、皮膚癌の予防又は治療などの効果を奏するものと期待される。
　飲食品組成物の形態としては、飲料、固形食品、半固形食品等が挙げられ、栄養補助食
品、特定保健用食品にもなり得る。飲料としては、具体的には、果汁飲料、清涼飲料、ア
ルコール飲料等が挙げられる。また、摂取時に水等を用いて希釈して摂取される形態であ
ってもよい。固形食品としては、例えば、飴、トローチ等を含む錠剤（タブレット）や糖
衣錠の形態、顆粒の形態、粉末飲料、粉末スープ等の粉末の形態、ビスケット等のブロッ
ク菓子類の形態、カプセル、ゼリー等の形態等、種々の形態の食品が挙げられる。半固形
食品としては、例えばジャムのようなペーストの形態、チューイングガムのようなガムの
形態が挙げられる。これらの飲食品組成物には本発明の美白剤のほかに、本発明の所望の
効果が損なわれない範囲で、通常、食品原料として用いられる種々の成分を配合すること
ができる。他の成分としては例えば水、アルコール類、甘味料、酸味料、着色料、保存剤
、香料、賦形剤等が挙げられる。これらの成分は単独で、または組み合わされて使用され
得る。
　医薬組成物の形態である場合、経口投与用製剤であればその形態は特に制限されない。
例えば散剤、錠剤、顆粒剤、細粒剤、液剤、カプセル剤、丸剤、トローチ、内用液剤、懸
濁剤、乳剤、シロップ剤、エリキシル剤等の形態とすることができる。これらの製剤形態
は症状に応じて単独で、または組み合わされて使用することができる。各種製剤形態への
調製は、常法により行われる。その際使用される担体、賦形剤、結合剤、防腐剤、酸化安
定剤、崩壊剤、滑沢剤、矯味剤、希釈剤等も慣用されているものから適宜選択される。例
えば粉末化を行なう場合、貝カルシウムを用いて流動性を高めることができる。
　本発明に係る経口投与用美白剤の適用量は、症状、目的に応じて適宜選択し得るが、し
み・日焼けによる色素沈着を抑制するための医薬品として使用する場合は、アスコルビン
酸の摂取量が１日に３００～６００ｍｇとなるように本発明に係る経口投与用美白剤を摂
取することが好ましい。
【実施例１】
【０００８】
実験１．１．果汁からの抗酸化ペクチンの回収
実験１．１．１．もも果汁、グレープフルーツ果汁、レモン果汁、ぶどう果汁からのペク
チン回収
　検体となる果実をナイフを用いて皮及び核を除去し、可食部のみにした。次に、ジュー
サーを用いて、可食部を粉砕した。この粉砕物を４９５０ｒｐｍ、６０分、２０℃の条件
で遠心分離し、その上清を０．２μｍのフィルターでろ過し、清明な果汁溶液を回収した
。この果汁溶液に３倍重量のエタノールを添加・攪拌し、一晩、室温に放置した後に、４
９５０ｒｐｍ、２０分、２０℃で遠心分離処理し、沈殿物を回収した。この沈殿は検体果
汁由来ペクチンである。さらにペクチンの精製度を上げるために、この沈殿物を１０倍量
以上の精製水に溶解させ、総重量の２倍重量のエタノールを添加・攪拌し、３０分室温に
放置した後に、４９５０ｒｐｍ、２０分、２０℃で遠心分離処理し、沈殿物を回収した。
この沈殿物を凍結乾燥処理により乾燥させ、検体果汁由来ペクチンを回収した。各実験で
の使用検体量及び回収量を表１に示す。
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【表１】

実験１．１．２．緑果アセロラ果汁からのペクチン回収
　赤色に熟する前の緑色～黄色の緑果（未熟果）であるアセロラ果実から、パルプフィニ
シャー装置を用いて、種子を除去したピューレを調製した。このピューレ１８３３７ｇを
４２００ｒｐｍ、４５分、２０℃の遠心分離処理を行い上清を回収し、０．２μｍフィル
ターろ過し、清明な果汁溶液１３６３２ｇを回収した。溶液量が多いため、減圧蒸留機に
より濃縮し、４２５８ｇを回収した。この果汁溶液に３倍重量のエタノールを添加・攪拌
し、一晩、室温に放置した後に、ステンレスメッシュを用いて固形分を回収した。ペクチ
ンの精製度を上げるために、この沈殿物を精製水に溶解させ、総重量の２倍重量のエタノ
ールを添加・攪拌し、３０分室温に放置した後に、４２００ｒｐｍ、３０分、２０℃で遠
心分離処理し、沈殿物を回収した。さらにペクチンの精製度を上げるために、この沈殿物
を精製水に溶解させ、総重量の３倍重量のエタノールを添加・攪拌し、３０分室温に放置
した後に、４２００ｒｐｍ、３０分、２０℃で遠心分離処理し、沈殿物を回収した。合計
３回のエタノール沈殿を行った。この沈殿物を凍結乾燥処理により乾燥させ、緑果アセロ
ラ果汁由来ペクチン１９．７ｇを回収した。
実験１．１．３．抗酸化力の評価
　果汁由来のペクチン５種類を試験法１に記載したβ－カロチン退色抑制試験と試験法２
に記載したＤＰＰＨラジカル消去活性試験により評価を行った。その結果を表２に記載す
る。その結果、どのペクチンも抗酸化作用のひとつであるβ－カロチン退色抑制作用を示
したが、ＤＰＰＨラジカル消去活性は、アセロラ果汁由来ペクチンのみに強く認められた
。アセロラ果汁由来のペクチンはＤＰＰＨラジカル消去作用を有することから、多くの対
象物に対して抗酸化力を有するものと期待できる。以上の通り、抗酸化性ペクチンはアセ
ロラ果汁からエタノール沈殿法により行うことにより、抗酸化活性を損なうことなく生産
すること可能であることが判明した。
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【表２】

実験１．２．パルプからの抗酸化性ペクチンの回収
実験１．２．１．ももパルプ、グレープフルーツパルプ、レモンパルプ、ぶどうパルプか
らのペクチン回収
　検体となる果実をナイフを用いて皮及び核を除去し、可食部のみにした。次に、ジュー
サーを用いて、可食部を粉砕した。この粉砕物を４９５０ｒｐｍ、６０分、２０℃の条件
で遠心分離し、沈殿物を回収した。この沈殿物は果実由来のパルプである。このパルプに
攪拌が可能となるように３．５倍量から８倍量の精製水を加え攪拌し、濃塩酸を添加して
ｐＨ２．０に調整した。これを攪拌しながら８０℃で２時間加温し、一晩室温で攪拌した
。この溶液を４９５０ｒｐｍ、６０分、２０℃の条件で遠心分離し、上清を回収し、０．
２μｍのフィルターろ過を行い清明なペクチン抽出液を回収した。この抽出液に２倍重量
のエタノールを添加・攪拌し、一晩、室温に放置した後に、４９５０ｒｐｍ、２０分、２
０℃で遠心分離処理し、沈殿物を回収した。この沈殿は検体パルプ由来ペクチンである。
さらにペクチンの精製度を上げるために、この沈殿物を１０倍量以上の精製水に溶解させ
、総重量の２倍重量のエタノールを添加・攪拌し、３０分室温に放置した後に、４９５０
ｒｐｍ、２０分、２０℃で遠心分離処理し、沈殿物を回収した。この沈殿物を凍結乾燥処
理により乾燥させ、検体パルプ由来ペクチンを回収した。各実験での使用検体量及び回収
量を以下の表３に示す。
【表３】

実験１．２．２．緑果アセロラパルプからのペクチン回収
　赤色に熟する前の緑色から黄色の緑果（未熟果）であるアセロラ果実をパルプフィニシ
ャー装置により種子を除去したピューレを調製した。このピューレ１８３３７ｇを４２０
０ｒｐｍ、４５分、２０℃の遠心分離処理を行い沈殿物３３８６ｇを回収した。この沈殿
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物はアセロラパルプである。このパルプに攪拌が可能となるように５倍量の精製水を加え
攪拌し、濃塩酸を添加してｐＨ２．０に調整した。これを攪拌しながら８０℃で２時間加
温し、一晩室温で攪拌した。この溶液を４２００ｒｐｍ、３０分、２０℃の条件で遠心分
離し、上清を回収し、０．２μｍのフィルターろ過を行い清明なペクチン抽出液を回収し
た。この溶液に２倍重量のエタノールを添加・攪拌し、一晩、室温に放置した後に、ステ
ンレスメッシュを用いて固形分を回収した。ペクチンの精製度を上げるために、この沈殿
物を精製水に溶解させ、総重量の２倍重量のエタノールを添加・攪拌し、３０分室温に放
置した後に、４２００ｒｐｍ、３０分、２０℃で遠心分離処理し、沈殿物を回収した。さ
らにペクチンの精製度を上げるために、この沈殿物を精製水に溶解させ、総重量の２倍重
量のエタノールを添加・攪拌し、３０分室温に放置した後に、４２００ｒｐｍ、３０分、
２０℃で遠心分離処理し、沈殿物を回収した。合計３回のエタノール沈殿を行った。この
沈殿物を凍結乾燥処理により乾燥させ、緑果アセロラパルプ由来ペクチン３８．６３ｇを
回収した。
実験１．２．３．抗酸化力の評価
　パルプ由来のペクチン５種類の抗酸化力を、試験法１に記載したβ－カロチン退色抑制
試験と試験法２に記載したＤＰＰＨラジカル消去活性試験により評価した。その結果を表
４に記載する。その結果、どのペクチンも抗酸化作用のひとつであるβ－カロチン退色抑
制作用を示したが、ＤＰＰＨラジカル消去活性は、アセロラパルプ由来ペクチンのみに強
く認められた。アセロラパルプ由来ペクチンはＤＰＰＨラジカル消去作用を有することか
ら、多くの対象物に対して抗酸化力を有するものと期待できる。以上の通り、抗酸化性ペ
クチンはアセロラパルプから酸加熱処理を行いエタノール沈殿法により行うことにより、
抗酸化活性を損なうことなく生産すること可能であることが判明した。
【表４】

実験１．３．熟度の異なるアセロラ果実に由来する抗酸化性ペクチンの評価
　上記１．１と１．２．で調製した緑果アセロラ果実から得られた緑果果汁由来ペクチン
及び緑果パルプ由来ペクチンの抗酸化性と、赤く熟した熟果アセロラ果実から以下の方法
で調製したペクチンの抗酸化性をＤＰＰＨラジカル５０％消去活性試験（試験法２参照）
により評価した。
実験１．３．１．熟果アセロラ果汁からのペクチン回収
　赤色に熟した熟果アセロラ果実をパルプフィニシャー装置により種子を除去したピュー
レを調製した。このピューレ２１８６１ｇを４２００ｒｐｍ、４５分、２０℃の遠心分離
処理を行い上清を回収し、０．２μｍフィルターろ過し、清明な果汁溶液１５３２４ｇを
回収した。溶液量が多いため、減圧蒸留機により濃縮し、５６１８ｇを回収した。この果
汁溶液に３倍重量のエタノールを添加・攪拌し、一晩、室温に放置した後に、ステンレス
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メッシュを用いて固形分を回収した。ペクチンの精製度を上げるために、この沈殿物を精
製水に溶解させ、総重量の２倍重量のエタノールを添加・攪拌し、３０分室温に放置した
後に、４２００ｒｐｍ、３０分、２０℃で遠心分離処理し、沈殿物を回収した。さらにペ
クチンの精製度を上げるために、この沈殿物を精製水に溶解させ、総重量の３倍重量のエ
タノールを添加・攪拌し、３０分室温に放置した後に、４２００ｒｐｍ、３０分、２０℃
で遠心分離処理し、沈殿物を回収した。合計３回のエタノール沈殿を行った。この沈殿物
を凍結乾燥処理により乾燥させ、熟果アセロラ果汁由来ペクチン３９ｇを回収した。
実験１．３．２．熟果アセロラパルプからのペクチン回収
　赤色に熟した熟果アセロラ果実をパルプフィニシャー装置により種子を除去したピュー
レを調製した。このピューレ２１８６１ｇを４２００ｒｐｍ、４５分、２０℃の遠心分離
処理を行い沈殿物５０２２ｇを回収した。この沈殿物はアセロラパルプである。このパル
プに攪拌が可能となるように５倍量の精製水を加え攪拌し、濃塩酸を添加してｐＨ２．０
に調整した。これを攪拌しながら８０℃で２時間加温し、一晩室温で攪拌した。この溶液
を４２００ｒｐｍ、３０分、２０℃の条件で遠心分離し、上清を回収し、０．２μｍのフ
ィルターろ過を行い清明なペクチン抽出液を回収した。溶液量が多いため減圧蒸留濃縮を
行い、９１５９ｇの溶液を回収した。この溶液に２倍重量のエタノールを添加・攪拌し、
一晩、室温に放置した後に、ステンレスメッシュを用いて固形分を回収した。ペクチンの
精製度を上げるために、この沈殿物を精製水に溶解させ、総重量の２倍重量のエタノール
を添加・攪拌し、３０分室温に放置した後に、４２００ｒｐｍ、３０分、２０℃で遠心分
離処理し、沈殿物を回収した。さらにペクチンの精製度を上げるために、この沈殿物を精
製水に溶解させ、総重量の２倍重量のエタノールを添加・攪拌し、３０分室温に放置した
後に、４２００ｒｐｍ、３０分、２０℃で遠心分離処理し、沈殿物を回収した。合計３回
のエタノール沈殿を行った。この沈殿物を凍結乾燥処理により乾燥させ、熟果アセロラパ
ルプ由来ペクチン２６ｇを回収した。
実験１．３．３．抗酸化力の評価
　４種類のアセロラ由来ペクチンの抗酸化性をＤＰＰＨラジカル５０％消去活性試験によ
り評価した。その結果を表５に示す。この試験結果は、ＤＰＰＨラジカルを５０％消去す
るサンプルの濃度で示している為、濃度が低いほどそのペクチンの抗酸化力が強いことを
示している。その結果、どのペクチンにも十分な抗酸化力が認められるが、熟果より緑果
のペクチンの方がより強いことから、抗酸化性ペクチンの抽出原料としては緑果アセロラ
果実がより適していると考えられる。
【表５】

実験１．４．ペクチナーゼ処理を用いた抗酸化性ペクチンの生産方法
　緑果アセロラからパルプフィニシャー（果汁及びパルプ分と種子を分離する装置）によ
り、アセロラピューレを調製し、凍結保存した。このアセロラピューレを解凍し、１９８
９９ｇを室温に戻し、０．１％（Ｗ／Ｗ）分のペクチナーゼ（ペクチナーゼＡ「アマノ」
、アマノエンザイム社製）を添加し、５０℃で２時間攪拌処理を行った。翌日まで室温で
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攪拌処理を行い、酵素処理ピューレを遠心分離処理（４９５０ｒｐｍ、３０分）を行い、
上清を回収した。不溶性の成分を除去するために、この上清を複数のフィルターろ過を行
い最終的に０．２μｍのフィルターろ過した果汁を１７４２０ｇ回収した。これを、減圧
蒸留濃縮装置により濃縮し、濃縮液２９８１ｇを回収した。この濃縮液に４倍重量のエタ
ノールを添加し、１日以上室温で放置した後、遠心分離処理（４９５０ｒｐｍ、５分）に
よりエタノール沈殿物６００ｇ（水分を含む）を回収した（１回目）。このエタノール沈
殿物に２０倍重量の精製水を添加し、沈殿物を溶解させ、さらに２倍重量のエタノールを
加え、１日以上冷蔵保存した。この溶液をガラス繊維フィルターでろ過し、ろ紙上に残っ
た、２回目のエタノール沈殿物５４４ｇ（水分を含む）を回収した。これに精製水を加え
溶解し、同重量のエタノールを加え１日以上冷蔵保存した。この溶液をガラス繊維フィル
ターでろ過し、ろ紙上に残った、３回目のエタノール沈殿物４３４ｇ（水分を含む）を回
収した。これを－８０℃で凍結し、完全に凍結した後、凍結乾燥処理を行い、アセロラ由
来ペクチン粉末７８ｇを回収した。
　こうして得られたアセロラ由来ペクチンの抗酸化力と、実験１．１および１．２．で調
製した緑果アセロラ果実から得られた緑果果汁由来ペクチン及び緑果パルプ由来ペクチン
の抗酸化性とを比較した。
　各ペクチンの抗酸化力をＤＰＰＨラジカル５０％消去活性試験（試験法２）により
評価した。その結果を表６に示す。
【表６】

　ピューレを果汁とパルプとに分離し、それぞれからペクチンを回収した場合の総ペクチ
ン回収率は０．３２％（＝０．１１％＋０．２１％）である。一方、本実験におけるペク
チナーゼ処理ペクチンの回収率は０．３９％であり、回収率がより高いことが示された。
また本実験で得られたペクチナーゼ処理ペクチンも十分な抗酸化性を有する。
実験１．５．限外ろ過法を用いた抗酸化性ペクチン溶液の生産方法
　緑果アセロラからパルプフィニシャー（果汁及びパルプ分と種子を分離する装置）によ
り、アセロラピューレを調製し、凍結保存した。このアセロラピューレを解凍し、５５０
００ｇを室温に戻し、０．１％（Ｗ／Ｗ）分のペクチナーゼ（ペクチナーゼＡ「アマノ」
、アマノエンザイム社製）を添加し、５０℃で２時間攪拌処理を行った。翌日まで室温で
攪拌処理を行い、酵素処理ピューレを遠心分離処理（４９５０ｒｐｍ、３０分）を行い、
上清を回収した。不溶性の成分を除去するために、この上清を複数のフィルターろ過を行
い最終的に０．２μｍのフィルターろ過した果汁を４７１３０ｇ回収した。これを、分画
分子量１万の限外ろ過膜（ハイドロザルト１０Ｋ、ザルトリウス社製）で限外ろ過を行っ
た。濃縮液８７３０ｇを回収した。
　この濃縮液の蒸発残留物濃度としての固形分濃度は、１１．７７％であり、この濃縮液
からエタノール沈殿として抗酸化ペクチンを回収したところ濃縮液５００ｇから１６．８
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７ｇの抗酸化ペクチンが回収されたことから、この濃縮液中の抗酸化ペクチン含量は、３
．３７４％であることが確認された。これらの濃度から、濃縮液中のペクチン重量は、２
９４．２ｇと計算され、これをピューレ重量からの回収率として計算すると０．５３％回
収となることから、実験１．４の生産方法による回収率よりも良好であることが判明した
。また今回の抗酸化ペクチン溶液の全固形分の中で抗酸化ペクチンの含有量は２８．７％
であるが、限外ろ過法では、原液量と最終濃縮液量の比率を変えることによりその含有量
を調節することも可能である。
実験１．６．実験１．５で調製した溶液からのアセロラパウダーの製造法
　実験１．５で調製したアセロラ由来抗酸化性ペクチン濃縮液６００ｇを凍結し、フリー
ズドライ法により、凍結乾燥処理を行った。その結果、粉末６３ｇを回収した。濃縮液の
固形分濃度は１１．７７％であるので理論的には固形分は７０．６２ｇであり、回収率は
８９．２％であった。この粉末の、アスコルビン酸濃度をインドフェノール法により測定
したところ、２１．０６％であった。また濃縮液中の抗酸化性ペクチンの含量から、この
粉末中の抗酸化性ペクチン濃度は２８．７％と計算された。得られた粉末は、凍結乾燥後
、良好な状態で微粉砕することが可能であり、顕著な吸湿性も無く流動性も優れているこ
とから抗酸化性ペクチンが賦形剤として作用していると考えられる。
実験１．７．アセロラ由来抗酸化性ペクチン中のポリフェノールの検討（１）
　実験１．４で調製したアセロラ由来抗酸化性ペクチン粉末１０ｇを２Ｎの水酸化ナトリ
ウム水溶液５００ｍＬに溶解し、４０℃で恒温しんとう器により１６時間加水分解処理を
行った。さらに酸性ポリフェノールの溶解性を高める為に、濃塩酸を加えｐＨ２．０に調
整した。この溶液に遊離したペクチン由来の糖分を除去するために４倍重量のエタノール
加え、冷蔵室にて１日以上放置し、エタノール沈殿を行った。ペクチン回収時と同じ条件
で行うことにより、アルカリによる加水分解されたものだけが沈殿せず、遊離し上清中に
存在することになる。このエタノール添加溶液を遠心分離処理（４２００ｒｐｍ、３０分
）により固形分を沈殿させ、上清を回収した。この上清を０．４５μｍフィルターろ過し
、固形分を完全に除去した。このろ過液を減圧蒸留により濃縮し、濃縮液２５０ｍＬを回
収した。この濃縮液をポリフェノールが吸着するＣ１８カラム（Ｓｅｐ－Ｐａｋ　Ｖａｃ
　３５ｃｃ（１０ｇ）Ｃ１８　Ｃａｒｔｒｉｄｇｅｓ，ウォーターズ社製）２本に半量ず
つ負荷し、精製水で未吸着成分を洗浄した後、２５％メタノール水溶液で吸着成分を溶出
させた。この溶出液は、減圧蒸留機により乾固させ、１００％メタノール５ｍＬに溶解し
、ペクチン抽出サンプルとした。このサンプルを分析用ＨＰＬＣカラム（４．６ｍｍｘ２
５０ｍｍ、ＯＤＳ－３、ジーエルサイエンス社）により、０．０１Ｎ塩酸水溶液とメタノ
ールのリニアグラジエントを用いて成分の分析を行った。この結果を図１に示す。
　この分析により、２２．４分に主成分が存在することが確認できたため、次に分取用カ
ラムによりペクチン抽出サンプル４．５ｍＬを用いて分取した。分取用カラムにはＯＤＳ
－３（２０ｍｍｘ２５０ｍｍ、ジーエルサイエンス社製）を用い、流速は１２ｍＬ／分で
０．０１Ｎ塩酸水溶液とメタノールのグラジエントで行った。分取結果を図２に示す。
　図２の３３．４６分のピークを回収し、減圧蒸留機により乾固させ、精製水で溶解させ
、冷蔵室にて一晩放置すると、析出物が生じたので遠心分離によりこの析出物２８ｍｇを
回収した。さらにこの析出物をメタノールに溶解し、このサンプルをフォトダイオードア
レイ検出器を備えたＨＰＬＣシステムにより分析用ＨＰＬＣカラム（４．６ｍｍｘ２５０
ｍｍ、ＯＤＳ－３、ジーエルサイエンス社）により、０．０５％ＴＦＡ水溶液と０．０５
％ＴＦＡ添加メタノールのリニアグラジエントを用いて成分の分析を行った。結果を図３
に示す。この結果、上記析出物がペクチン抽出サンプルの主成分であることが確認された
。
　さらに図３に示される２２．４分のピークのスペクトルデータ（図４Ａ）を確認したと
ころ、アセロニジン（参考例１）のスペクトルデータ（図４Ｂ）とほぼ一致することが判
明した。なお、図４ＡおよびＢに示すスペクトルデータは、ＨＰＬＣ装置（使用装置ＬＣ
－２０１０ＣＨＴ（島津製作所製））にフォトダイオードアレイ検出器（ＰＤＡ，使用装
置ＳＰＤ－Ｍ２０Ａ（島津製作所製））を付属させたシステムを用いて収集したものであ
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　以上のＨＰＬＣ溶出時間とスペクトルデータよりアセロラ由来抗酸化性ペクチンに含ま
れているポリフェノールはアセロニジンである可能性が非常に高いことが判明した。
実験１．８．アセロラ由来抗酸化性ペクチン中のポリフェノールの検討（２）
　アセロラ由来抗酸化性ペクチン抽出ポリフェノールの構造に関してさらにＥＳＩ－ＭＳ
測定及びＮＭＲ測定によって分析した。分子量をＬＣＴ質量分析計（Ｍｉｃｒｏｍａｓｓ
）装置により分析したところ、アセロニジンと同様にｍ／ｚ４７３（ナトリウム付加イオ
ン（Ｍ＋Ｎａ）＋）が観察されたことから、分子量４５０のアセロニジンと同一であるこ
とが確認された。さらに１Ｈ　ＮＭＲ測定の結果、３．３ｐｐｍ付近及び４．８ｐｐｍ付
近に溶媒に由来するピーク（図５下段）が観察された。このピークはアセロニジンのピー
ク（図５上段）とよく一致することが判明した。
　以上のことからアセロラ由来抗酸化性ペクチン抽出ポリフェノールはアセロニジンであ
ることが確認された。
実験１．９．アセロラ由来Ｃ１８カラム結合ペクチンの調製
　実験１．４で調製したアセロラ由来ペクチン５０ｇを５０００ｍＬの１％ヘキサメタリ
ン酸ナトリウム水溶液に溶解した。これを０．２μｍのフィルターでろ過した後、ろ過液
をＣ１８カラム（Ｓｅｐ－Ｐａｋ　Ｖａｃ　３５ｃｃ（１０ｇ）Ｃ１８　Ｃａｒｔｒｉｄ
ｇｅｓ，ウォーターズ社製）２０本に負荷し、精製水で未吸着成分を洗浄した後、５０％
メタノール水溶液で吸着成分を溶出させた。溶出液を減圧蒸留機により乾固させ、精製水
に溶解し、不溶物を０．２μｍフィルターで除去した後、凍結し、凍結乾燥処理を行い、
凍結乾燥粉末６．２４ｇを得た。
　実験１．４で調製したアセロラ由来ペクチン（サンプル１）と、本実験で調製したアセ
ロラ由来Ｃ１８カラム結合ペクチン（サンプル２）についてポリフェノール濃度、ＤＰＰ
Ｈラジカル消去活性、チロシナーゼ阻害活性、糖組成をそれぞれ分析した。ポリフェノー
ル濃度はカテキンを標準物質として用い、フォーリンデニス法により測定した。ＤＰＰＨ
ラジカル消去活性は試験法２、チロシナーゼ阻害活性試験は試験法３、糖組成分析は試験
法４で分析を行った。
【表７】
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【表８】

　表７および表８の結果から、アセロラ由来の抗酸化性ペクチンは、主にポリガラクツロ
ン酸から成る主鎖と中性糖から成る側鎖で構成されていると考えられるＣ１８樹脂結合成
分の分析結果からポリフェノールは主に側鎖に存在すると考えられる。ポリフェノール含
量が高いサンプル２は抗酸化性及び美白作用も強いことから、抗酸化性及び美白作用はア
セロニジンの作用によるものとも考えられたが、美白作用（チロシナーゼ阻害作用）は、
アセロニジンにはほとんど認められない。従って、美白作用はアセロラ由来抗酸化性ペク
チン特有の活性であることが判明した。
試験法１．１．β－カロチン退色抑制試験
　この方法は、リノール酸の過酸化物がβ－カロチンを退色させる作用を被検物質がどの
程度抑制するか測定する方法である。実験は、１０％（Ｗ／Ｖ）リノール酸／クロロホル
ム溶液０．４８ｍＬと０．０１％（Ｗ／Ｖ）β－カロチン／クロロホルム溶液１．２ｍＬ
と２０％（Ｗ／Ｖ）ｔｗｅｅｎ４０／クロロホルム溶液２．４ｍＬに２００ｍＬ三角フラ
スコに入れ混合し、窒素ガスを吹き付けることによりクロロホルムを除去した後、精製水
１０８ｍＬと０．２Ｍリン酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ６．８）１２ｍＬを混合する。これ
をリノール酸溶液とする。このリノール酸溶液４．９ｍＬに適切な濃度に希釈した検体０
．１ｍＬを添加混合し、４７０ｎｍの吸光度を測定する。これを０分値とする。測定後、
直ちに５０℃の恒温槽で加温し、１２０分後に４７０ｎｍの吸光度を測定する。これを１
２０分値とする。ブランクとしては検体希釈液である精製水を検体の代わりに用いて測定
する。このβ－カロチン退色抑制率は以下の計算式により算出する。
β－カロチン退色抑制率（％）
＝１００－（１－（検体０値－検体１２０分値）／（ブランク０分値－ブランク１２０分
値））×１００
試験法１．２．ＤＰＰＨラジカル消去活性試験
　安定なラジカルであるＤｉｐｈｅｎｙｌ－ｐ－ｐｉｃｒｙｌｈｙｄｒａｄｉｌ（ＤＰＰ
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Ｈ）のエタノール液を用いて、抗酸化性を評価した。２５０ｍＭ酢酸緩衝液（ｐＨ＝５．
５）１６００μｌにエタノール１２００μｌ、検体４００μｌ（任意の濃度に調整）を混
合し、３０℃、５分間プレインキュベートする。この液に５００μＭ　ＤＰＰＨ／エタノ
ール溶液を８００μｌ添加混合し３０℃、３０分間放置後、５１７ｎｍの吸光度を測定す
る。α－トコフェロールについても同様の操作を行い、これを正の対照とした。コントロ
ールには、試料溶液の代わりにその溶媒を用いて同様の操作を行ったものを用いた。測定
された吸光度から、次式によりラジカル消去率を算出した。
消去率（％）＝（１－［試料の吸光度］／［コントロールの吸光度］）×１００
　さらに試料溶液の試料濃度を段階的に変更して上記消去率の測定を行い、ＤＰＰＨラジ
カルの消去率が５０％になる試料溶液の濃度を求め、ＤＰＰＨラジカル５０％消去濃度と
した。よって、この数値が低いほど、ラジカル消去能が高いといえる。
試験法１．３．チロシナーゼ阻害作用（美白活性）
　メラニン色素生成酵素であるチロシナーゼ阻害活性試験について以下の手順で実施した
。
（１）Ｌ－ＤＯＰＡ水溶液＊４ｍＬと各濃度に希釈したサンプル＊＊４ｍＬと０．２Ｍリ
ン酸緩衝液（ｐＨ６．８）２ｍＬを混合し、３７℃恒温槽で加温する。これをサンプル混
合液とする。
＊Ｌ－ＤＯＰＡ水溶液：Ｌ－β－（３，４－ジヒドロキシフェニル）アラニン（和光純薬
社製）を０．２Ｍリン酸緩衝液（ｐＨ６．８）で３ｍＭの濃度に溶解したもの
＊＊サンプルは全て０．２Ｍリン酸緩衝液で希釈溶解する
（２）吸光度計のセルにサンプル混合液２．５ｍＬと３７℃に加温したチロシナーゼ溶液
＊０．５ｍＬを入れ、４７５ｎｍを測定する。測定はカイネティクスソフトを用い、０．
１秒単位で開始から２０秒間の吸光度変化を自動測定後、４秒～１０秒区間の吸光度上昇
速度を算出する。
＊チロシナーゼ溶液：マッシュルーム由来のチロシナーゼ（シグマ社製）を０．２Ｍリン
酸緩衝液（ｐＨ６．８）で３００ｕｎｉｔ／ｍＬの濃度で溶解させ、０．２μｍフィルタ
ーろ過した溶液
（３）ブランクとしてサンプルの代わりに０．２Ｍリン酸緩衝液を用いて測定し、以下の
計算方法でチロシナーゼ阻害活性を算出した。またリン酸緩衝液で溶解できない物質は、
まずジメチルスルフォキシド（ＤＭＳＯ）に溶解した後、リン酸緩衝液で希釈して測定し
、同じ濃度のＤＭＳＯを含むブランクの測定結果から算出した。チロシナーゼ活性阻害率
（％）
＝１００－（（サンプルの吸光度上昇速度）／（ブランクの吸光度上昇速度））ｘ１００
試験法１．４．糖組成分析
　分析は、それぞれのサンプルを２Ｎのトリフルオロ酢酸を添加し、１００℃で６時間加
水分解した後に、分解された中性糖及びウロン酸を精製水で回収し、ＨＰＬＣ法で行った
。分析条件は以下の通りである。
　中性糖分析条件
　検出器：分光蛍光光度計
　カラム：ＴＳＫ－ｇｅｌ　Ｓｕｇｅｒ　ＡＸＧ　４．６ｍｍｘ１５０ｍｍ（東ソー製）
　移動相：０．５Ｍホウ酸カリウム緩衝液ｐＨ８．７
　移動相流速：０．４ｍＬ／ｍｉｎ
　ポストカラム標識：反応試薬　１％アルギニン／３％ホウ酸
　反応試薬流速：０．５ｍＬ／ｍｉｎ
　反応温度：１５０℃
　検出波長：ＥＸ．３２０ｎｍ，ＥＭ．４３０ｎｍ
　ウロン酸分析条件
　検出器：分光蛍光光度計
　カラム：Ｓｈｉｍｐａｃｋ　ＩＳＡ０７　４．６ｍｍｘ２５０ｍｍ（島津製作所製）
　移動相：１．０Ｍホウ酸カリウム緩衝液ｐＨ８．７
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　移動相流速：０．８ｍＬ／ｍｉｎ
　ポストカラム標識：反応試薬　１％アルギニン／３％ホウ酸
　反応試薬流速：０．８ｍＬ／ｍｉｎ
　反応温度：１５０℃
　検出波長：ＥＸ．３２０ｎｍ，ＥＭ．４３０ｎｍ
　測定は中性糖及びウロン酸の検量線を作成し、それに基づいて試料の糖含量の測定を行
った。この分析では、全ての糖鎖が分解することがないことと一部の糖が分解して検出さ
れない可能性はある。
参考例：アセロニジンの単離と同定
（１）アセロニジンの単離
　アセロニジンを調製する原料として、アセロラ濃縮果汁を酵母により発酵させ、ぶどう
糖と果糖を除去し、賦形剤として食物繊維及び酸化カルシウムを溶解させて粉末化したア
セロラパウダー（株式会社ニチレイ製、ニチレイ・アセロラパウダーＶＣ３０）を使用し
た。
　このアセロラパウダー４００ｇを精製水で溶解させ、２０％（Ｗ／Ｗ）水溶液、２００
０ｇを調製した。この水溶液に半量（容積基準）の酢酸エチルを添加して攪拌し、分液ロ
ートを用いて液－液分画を行い、水層画分を回収した。この水層画分に半量（容積基準）
のブタノールを添加して攪拌し、分液ロートを用いて液－液分画を行い、ブタノール層画
分を回収した。このブタノール層画分に精製水を適量加え減圧蒸留処理を行い、乾固させ
、２４ｇの固形分を回収した。
　上記の固形分を５０ｍＬの精製水に溶解させ、Ｃ１８カラム（Ｓｅｐ－Ｐａｋ　Ｖａｃ
　３５ｃｃ（１０ｇ）Ｃ１８　ｃａｒｔｒｉｄｇｅｓ，Ｗａｔｅｒｓ社製）により部分精
製を行った。これは、サンプルを負荷し、精製水及び１０％メタノール水溶液でカラム洗
浄を行った後、２０％メタノール水溶液で溶出させた画分を回収した。これを減圧蒸留器
により蒸発乾固させ、０．８ｇの固形分を回収した。
　この固形分を１０ｍＬの２０％メタノール水溶液で溶解させ、この検体を高速液体クロ
マトグラフィーにより、高純度精製を行った。分取用カラムには、Ｉｎｅｒｔｓｉｌ　Ｏ
ＤＳ－３　５μｍ　４．６ｘ２５０ｍｍ（ＧＬ－ｓｃｉｅｎｃｅ社製）を用いた。分取操
作は１回に０．５ｍＬの検体をカラムに負荷させ、１０％メタノール水溶液でカラムを洗
浄した後、１０％～５０％メタノール濃度になるグラジエントにより溶出させ、ポリフェ
ノール配糖体を含むピークを回収した。この分取操作を２０回繰り返した。
　上記の方法により精製したポリフェノール配糖体を含有するメタノール水溶液を減圧蒸
留器により乾固させ、精製水に懸濁し、不溶物を遠心分離により上清と分離して回収した
。この不溶物を再度メタノールで溶解させ、減圧蒸留器により蒸発乾固させ、再度精製水
で懸濁し、不溶物を回収した。この不溶物を回収し、凍結乾燥機により水分を除去し、ポ
リフェノール配糖体１０ｍｇを得た。
（２）アセロニジンの同定
　上記の手順で単離されたポリフェノール配糖体の構造を、各種スペクトル測定を用いて
決定した。
　各測定条件を表９に示す。
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高分解能ＥＳＩ－ＭＳ
　トータルイオンクロマトグラムを図６Ａに、高分解能ＥＳＩマススペクトルを図６Ｂに
示す。この測定では、ｍ／ｚ４７３のナトリウム付加イオン（Ｍ＋Ｎａ）＋が強く観測さ
れ、その精密質量（実測値）であるｍ／ｚ　４７３．１０６４を用いて組成演算を行った
。組成演算には、Ｃ，Ｈ，Ｏ，Ｎａの各元素を使用した。この結果、組成式はＣ２１Ｈ２

２Ｏ１１Ｎａと決定された。理論値の精密質量は、ｍ／ｚ　４７３．１０６０であり、誤
差は０．４ｍＤａであった。この測定ではナトリウム付加イオンがあるため、アセロニジ
ンの組成式は、Ｃ２１Ｈ２２Ｏ１１で分子量は４５０である。
ＮＭＲ測定
　高磁場側（右側）から１Ｈ　ＮＭＲシグナルに記号ａ～ｏ、１３Ｃ　ＮＭＲシグナルに
記号Ａ～Ｕを付けて解析を進めた。
１Ｈ　ＮＭＲ
　１Ｈ　ＮＭＲスペクトルを図７に、シグナルの一覧を表１０に示す。

【表１０】



(27) JP WO2006/090935 A1 2006.8.31

10

20

30

40

　１Ｈ　ＮＭＲスペクトルより１，２，４－置換ベンゼン（ｏ，ｎ，ｍシグナル）及び１
，２，４，５－置換ベンゼン（ｌ又はｋシグナル）の部分構造が存在することが示された
。またａ～ｊシグナルは化学シフト値よりＣＨｎ－Ｏ（ｎ＝１又は２）に帰属された。
１３Ｃ　ＮＭＲ
　１３Ｃ　ＮＭＲスペクトルを図８に、シグナルの一覧を表１１に示す。
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【表１１】

　１３Ｃ　ＮＭＲスペクトルでは２１本のシグナルが観測され、ＭＳ測定結果に一致した
。ケトンカルボニルのシグナルは観測されなかった。
ＤＥＰＴ
　ＤＥＰＴスペクトルを図９に示す。スペクトルから各シグナルの帰属する炭素が決定さ
れた（表１２参照）。
ＤＱＦ－ＣＯＳＹ
　ＤＱＦ－ＣＯＳＹスペクトルを図１０に示す。スペクトルから次の部分構造が導かれた
。
（１）ｊ（５．３１ｐｐｍ）－ｇ（４．２５ｐｐｍ）－Ｉ（４．８７ｐｐｍ）－ＣＨ（ｊ
）－ＣＨ（ｇ）－ＣＨ（ｉ）－
（２）ｈ（４．６３ｐｐｍ）－ａ（３．２７ｐｐｍ）－ｄ（３．５８ｐｐｍ）－ｂ（３．
３５ｐｐｍ）又はｃ
　　　ｆ（３．８１ｐｐｍ）－ｅ（３．６２ｐｐｍ）－ｃ（３．３６ｐｐｍ）又はｂ
ＨＳＱＣ
　ＨＳＱＣスペクトルを図１１に示す。１Ｊ（１Ｈ、１３Ｃ）で結合する１Ｈと１３Ｃを
ＨＳＱＣスペクトルから決定した。結果を表１２にまとめた。
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【表１２】

ＨＭＢＣ
　ＨＭＢＣスペクトルを図１２に示す。ＨＭＢＣスペクトルで観測されたロングレンジの
主要な相関シグナルを表１３に示す。
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【表１３】

　この結果から本発明の化合物の平面構造が導かれた。
ＮＯＥＳＹ測定
　ＮＯＥＳＹスペクトルを図１３に示す。ＮＯＥＳＹスペクトルでは、次のプロトン間の
相関シグナルが観測された。

【化３】

Ｊｈ，ａ＝７．９Ｈｚ、Ｊａ，ｄ＝９．５Ｈｚ、Ｊｄ，ｂ＝８．４Ｈｚは糖類に特徴的な
ａｘｉａｌ－ａｘｉａｌ型プロトンのスピン結合定数である。
　ｈとｃプロトン間にＮＯＥが観察されたことからｃプロトンもａｘｉａｌ位にあり、し
たがって糖成分はβ－グルコースと決定された。
　ｇプロトンとＩ炭素、ｉプロトンとＨ炭素及びａプロトンとＢ炭素間のＨＭＢＣ相関シ
グナルからグルコースの１位と２位のＯＨが上記のように結合した構造が考えられた。
　Ａとｉ、ｈとｊ、ｇとｉプロトン間のＮＯＥからｊ、ｇ、ｉプロトンの相対配置は上記
のように推定された。
　Ｊｉ，ｇ＝１１．０Ｈｚ、Ｊｇ，ｉ＝３．４Ｈｚは上記の相対配置であることを指示し
た。
　原子に番号を付けた帰属表を表１４にまとめた。



(31) JP WO2006/090935 A1 2006.8.31

10

20

30

40

【表１４】

　以上から新規ポリフェノール配糖体が構造式：
【化４】
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で表される構造を有することが決定された。
　本発明者らは当該新規ポリフェノール配糖体をアセロニジンと命名した。
【実施例２】
【０００９】
実験２．１．アセロラパウダーの調製
　ブラジル産のアセロラ濃縮果汁１４００Ｋｇを精製水で希釈しＢｒｉｘ値を３１％に調
製し、これに１％重量分の酵母（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）
を加え、３０℃にて２０時間発酵させることによりぶどう糖と果糖を除去した。発酵後、
遠心分離、ろ過を行い、ぶどう糖と果糖が除去されたアセロラ加工濃縮果汁２２９７Ｋｇ
を得た。このアセロラ加工濃縮果汁に、固形分重量比で賦形剤及び加工用剤として４．０
％（Ｗ／Ｗ）の食物繊維と１．５％（Ｗ／Ｗ）の貝殻焼成カルシウムを溶解させた。この
溶解液をスプレードライ法により粉末化し、８０６Ｋｇのアセロラパウダーを得た。この
アセロラパウダーには３５．３％（Ｗ／Ｗ）のビタミンＣと１．５％（Ｗ／Ｗ）のポリフ
ェノールが含まれていた。
　アセロラパウダー中のポリフェノール含量は以下の手順で測定した。アセロラパウダー
を２０％（Ｗ／Ｗ）濃度になるように精製水に溶解し、この溶液５０ｇをＣ１８カラム（
Ｓｅｐ－Ｐａｋ　Ｖａｃ　３５ｃｃ（１０ｇ）Ｃ１８　ｃａｒｔｒｉｄｇｅｓ，Ｗａｔｅ
ｒｓ社製）に負荷し、精製水でカラム洗浄を行った後、メタノールで溶出させた画分を回
収した。このメタノール溶出画分中のポリフェノール量をフォーリン・デニス法により、
カテキン（（＋）－Ｃａｔｅｃｈｉｎ　ｈｙｄｒａｔｅ，シグマアルドリッチ社製）を標
準物質として測定した。このカラムに負荷したアセロラパウダー重量、回収されたメタノ
ール溶出液量及び測定されたポリフェノール量から、アセロラパウダー中のポリフェノー
ル含量を算出した。なおこの測定法では、ペクチン骨格と複合体を形成してなるアセロニ
ジンは「ポリフェノール」として測定されない可能性がある。
　Ｃ１８カラム吸着成分はポリフェノールを含有するものと考えられる。そこで本実施例
では、Ｃ１８カラム吸着成分の量の目安として、ポリフェノールの量を測定した。
実験２．２．Ｃ１８カラム吸着成分除去アセロラパウダー水溶液の調製
　実験２．１で調製したアセロラパウダーを２０％（Ｗ／Ｗ）になるように精製水で溶解
し、５０ｍＬの水溶液を調製した。これをＣ１８カラム（Ｓｅｐ－Ｐａｋ　Ｖａｃ　３５
ｃｃ　Ｃ１８　Ｃａｒｔｒｉｄｇｅ　Ｗａｔｅｒｓ社製）に負荷し、遊離ポリフェノール
などを含有するＣ１８カラム吸着成分をカラムに吸着させ、カラム通過画分を回収し、こ
れをＣ１８カラム吸着成分除去アセロラパウダー水溶液とした。この溶液の固形分濃度は
１５．３％（Ｗ／Ｗ）であった。この水溶液中のポリフェノール量を高速液体クロマトグ
ラフィー（Ｃ１８カラム：ＯＤＳ－３　４．６ｍｍｘ２５０ｍｍ　ジーエルサイエンス社
製）により測定した。こうして得られた本検体のポリフェノールのピーク面積を、Ｃ１８
カラム吸着成分除去前のアセロラパウダー水溶液（ポリフェノール濃度：０．３％（Ｗ／
Ｗ））の分析により得られたポリフェノールのピーク面積と比較して比例計算したところ
、本検体のポリフェノール濃度は比較品の１％以下（すなわちポリフェノール濃度：０．
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００３％（Ｗ／Ｗ）以下）であることが確認された。すなわち、Ｃ１８カラム吸着成分除
去アセロラパウダー中のポリフェノール含量は固形分基準で０．０２％（Ｗ／Ｗ）以下で
あった。
　こうして得られた水溶液を以下の実験で使用した。この水溶液を本明細書では「Ｃ１８
カラム吸着成分除去アセロラパウダー水溶液」と称する。また、この水溶液に含まれる固
形分を「Ｃ１８カラム吸着成分除去アセロラパウダー」或いは「Ｃ１８カラム吸着成分が
除去されたアセロラパウダー」と称することがある。
実験２．３．Ｃ１８カラム吸着成分及びビタミンＣが除去されたアセロラパウダー水溶液
の調製
　実験２．２で調製したＣ１８カラム吸着成分除去アセロラパウダー水溶液を固形分濃度
として０．１％（Ｗ／Ｗ）になるように精製水で希釈した。この水溶液５ｍＬにアスコル
ビン酸オキシダーゼ（ＴＯＹＯＢＯ社製）溶液を酵素活性が３０Ｕになるように１００μ
ｌ添加し、さらに１０ｍＭのリン酸水素二ナトリウム水溶液４００μｌを添加し、３０℃
の恒温槽中で一晩反応させた。反応終了後、１２０℃にて１０分間加熱処理を行い、酵素
を失活させた。ビタミンＣの残存量を高速液体クロマトグラフィーにより測定した結果、
酵素処理前の１％以下であることが確認された。なお酵素処理前はビタミンＣ含量は固形
分基準で３５．３％（Ｗ／Ｗ）であった。従ってビタミンＣ除去処理後のアセロラパウダ
ー中のビタミンＣ含量は固形分基準で０．３５％（Ｗ／Ｗ）以下である。
　こうして得られた水溶液を以下の実験で使用した。この水溶液を本明細書では「Ｃ１８
カラム吸着成分・ビタミンＣ除去アセロラパウダー水溶液」と称する。また、この水溶液
に含まれる固形分を「Ｃ１８カラム吸着成分・ビタミンＣ除去アセロラパウダー」或いは
「Ｃ１８カラム吸着成分及びビタミンＣが除去されたアセロラパウダー」と称することが
ある。
実験２．４．アセロラ由来Ｃ１８カラム吸着成分の調製
　実験２．１で調製したアセロラパウダーを２０％（Ｗ／Ｗ）になるように精製水で溶解
し、４０ｍＬの水溶液を調製した。これをＣ１８カラム（Ｓｅｐ－Ｐａｋ　Ｖａｃ　３５
ｃｃ　Ｃ１８　Ｃａｒｔｒｉｄｇｅ　Ｗａｔｅｒｓ社製）に負荷し、遊離ポリフェノール
などを含有するＣ１８カラム吸着成分をカラムに吸着させ、カラムを精製水で洗浄し、メ
タノールに溶出させ、溶出液を減圧蒸留器により乾固させ、Ｃ１８カラム吸着成分として
０．１７ｇを回収した。
抗酸化性試験方法
実験背景：
　リノール酸はヒトの体内にも多く存在する不飽和脂肪酸である。この不飽和脂肪酸は、
放置すると自動的に酸化し、過酸化脂質となる性質がある。この実験は、リノール酸とサ
ンプルを混合し、４０℃で放置し、リノール酸から精製される脂質酸化物の量の増加によ
り抗酸化性を評価するものである。
試験法２．１
リノール酸を用いた抗酸化活性測定（ロダン鉄法）
　２．５％（ｗ／ｖ）リノール酸（９９．５％エタノール溶液）２ｍｌ及び０．０５Ｍり
ん酸緩衝液（ｐＨ７．０）４ｍｌの混液に、９９．５％エタノール２ｍｌ及び蒸留水２ｍ
ｌを混合したもの（９９．５％エタノール又は蒸留水の一方に予め検体が溶解されている
）を添加し、この混液を褐色ネジ口瓶に入れ１０ｍｌの反応液を調整した。検体が水不可
溶性成分である場合は、上記９９．５％エタノール中に検体を溶解させて反応液を調製し
た。検体が水可溶性成分である場合は上記蒸留水中に検体を溶解させて反応液を調製した
。なお本試験法において検体濃度とは９９．５％エタノール２ｍｌ又は蒸留水２ｍｌ中で
の検体の濃度を指す。従って、上記反応液中における各検体の終濃度は所定の濃度の５分
の１である。
　また、抗酸化性の陽性検体としてＢＨＡについても、反応液中に適量含まれるように同
様の操作を行い、これらを正の対照とした。コントロールには、９９．５％エタノール２
ｍｌ及び蒸留水２ｍｌのみを反応液に添加したものを用いた。この反応液を暗所にて４０
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℃で保存したものを本検、４℃で保存したものを盲検として、経時的に被検物を取り出し
以下の様に測定した。試験は２週間以上行った。
　被検物０．１ｍｌ、７５％エタノール９．７ｍｌ、３０％ロダン酸アンモニウム水溶液
０．１ｍｌの混液に２×１０－２Ｍの塩化第一鉄（３．５％塩酸溶液）０．１ｍｌを加え
てから正確に３分後５００ｎｍにおける吸光度を測定した。盲検についても同様に測定し
、Δ吸光度＝［本検の吸光度］－［盲検の吸光度］とした。吸光度が高いほど酸化された
脂質量が多く、検体による抗酸化性が弱いことを示している。また、試料の酸化が始まる
と吸光度は上昇し、最高点に達した後、酸化されるべき試料が少なくなるにつれて吸光度
は減少することから、吸光度のピークが早くできはじめるほど抗酸化活性は弱いといえる
。
　また、酸化率を用いて各試料の抗酸化活性を比較した。酸化率は、コントロールの酸化
（吸光度）を１００％として、以下の式で求めた。
【数１】

　酸化率が高いほど抗酸化活性は低いといえる。
実験２．５．アセロラ濃縮果汁及びアセロラパウダー水溶液の脂質に対する抗酸化性
　検体としてアセロラ濃縮果汁（Ｂｒｉｘ５２．２．ビタミンＣ濃度：１８．４％（Ｗ／
Ｗ）固形分基準）及び実験２．１で調製したアセロラパウダーの抗酸化性を、固形分重量
として０．０２％（Ｗ／Ｗ）の検体濃度で試験法２．１を用いて測定した。その結果を図
１４に示す。図１４のＹ軸は吸光度を示し、この数値が高いほどリノール酸の酸化が進ん
でいることを示す。アセロラ濃縮果汁及びアセロラパウダーは、２８日後でも十分な抗酸
化性を示し、特にアセロラパウダーは同濃度の合成抗酸化剤であるＢＨＡと同等な抗酸化
性を示す。
実験２．６．アセロラパウダー及びα－トコフェロールの抗酸化性の比較
　試験法２．１を用いてα－トコフェロール（ビタミンＥ）とアセロラパウダーのリノー
ル酸の自動酸化抑制作用を比較した。α－トコフェロールは天然由来の脂溶性抗酸化剤と
して周知のものである。
　実験には、α－トコフェロール（（±）－α－Ｔｏｃｏｐｈｅｒｏｌ：和光純薬工業製
、試薬１級）、合成抗酸化剤であるＢＨＡ（３（２）－ｔ－Ｂｕｔｙｌ－４－ｈｙｄｒｏ
ｘｙａｎｉｓｏｌｅ：和光純薬工業製、試薬特級）及び実験２．１で調製したアセロラパ
ウダーを用いた。全ての検体濃度は、固形分濃度が０．０２％（Ｗ／Ｗ）となる条件下で
実施した。その実験結果を表１５に示す。
　実験１でα－トコフェロールとＢＨＡ（陽性対照）とを比較したところ、ＢＨＡの方が
優れた抗酸化性を示すことが判明した。一方、実験２でＢＨＡとアセロラパウダーを比較
したところ、アセロラパウダーはＢＨＡと同等かそれ以上の抗酸化性を示した。この２つ
の実験結果から、アセロラパウダーはα－トコフェロール（ビタミンＥ）より、リノール
酸の自動酸化を強く抑制することが判明した。
【表１５】



(35) JP WO2006/090935 A1 2006.8.31

10

20

30

40

50

実験２．７．ビタミンＣ（アスコルビン酸）の脂質に対する抗酸化性
　検体としてビタミンＣ（アスコルビン酸　試薬特級　和光純薬社製）の抗酸化性を、固
形分重量として０．０２％（Ｗ／Ｗ）及び０．０４％（Ｗ／Ｗ）の検体濃度で試験法１を
用いて測定した。その結果を図１５に示す。図１５のＹ軸は吸光度を示し、この数値が高
いほどリノール酸の酸化が進んでいることを示す。０．０２％（Ｗ／Ｗ）及び０．０４％
（Ｗ／Ｗ）のビタミンＣは、全く抗酸化性を示さず、むしろ０．０２％（Ｗ／Ｗ）検体濃
度では実験開始から７日後まではコントロールより早くリノール酸を酸化させている。
実験２．８．アセロラパウダー、Ｃ１８カラム吸着成分除去アセロラパウダー及びアセロ
ラ由来Ｃ１８カラム吸着成分の抗酸化力の比較
　実験２．１で調製したアセロラパウダー及び実験２．４で調製したアセロラ由来Ｃ１８
カラム吸着成分の各濃度（Ｗ／Ｗ）の検体、並びに実験２．２で調製したＣ１８カラム吸
着成分除去アセロラパウダー水溶液（固形分濃度：１５．３％（Ｗ／Ｗ））の固形分を各
濃度（Ｗ／Ｗ）に希釈した検体について４０℃で２８日間保存し、リノール酸に対する抗
酸化作用を試験法２．１に従って測定した。結果を図１６に示す。測定値をリノール酸の
酸化率（上記数１参照）として表した。酸化率が高いほど検体の抗酸化力が弱いことを示
している。
　酸化率が１００％のとき、リノール酸の酸化物の量がコントロールと同じであったこと
を意味する。横軸は試験に用いたサンプル濃度を示す。これまでに行われた抗酸化剤の評
価試験の経験から本条件下でコントロール対比の酸化率が２０％以下の場合は、有意に酸
化を抑制していると判断できる。従って図１６から、各検体の有効濃度は、アセロラ由来
Ｃ１８カラム吸着成分は固形分濃度で０．００５％（Ｗ／Ｗ）以上、アセロラパウダーは
、０．０１５％（Ｗ／Ｗ）以上、Ｃ１８カラム吸着成分除去アセロラパウダーは、０．０
１７５％（Ｗ／Ｗ）以上であることが判断できる。
　単離されたアセロラ由来Ｃ１８カラム吸着成分の抗酸化性が最も高いことがわかる。ま
たＣ１８カラム吸着成分が除去されたアセロラパウダーについても十分な抗酸化性を有し
ていることから、Ｃ１８カラム吸着成分以外の成分もまた抗酸化性に寄与しているものと
推測される。アセロラパウダーの有効濃度（固形分濃度０．０１５％（Ｗ／Ｗ））の溶液
中のポリフェノール含量は溶液基準で０．０００２２５％（Ｗ／Ｗ）と非常に微量である
が、アセロラパウダーはＣ１８カラム吸着成分除去アセロラパウダーと比較して若干高い
抗酸化性を有していることから、微量のＣ１８カラム吸着成分が抗酸化性に寄与している
ものと思われる。すなわちアセロラパウダーによるリノール酸自動酸化抑制作用は、Ｃ１
８カラム吸着成分とその他の成分との総合的な作用によるものと判断される。
実験２．９．Ｃ１８カラム吸着成分除去アセロラパウダー水溶液及びＣ１８カラム吸着成
分・ビタミンＣ除去アセロラパウダー水溶液の脂質に対する抗酸化試験
　検体として実験２．２で調製したＣ１８カラム吸着成分除去アセロラパウダー水溶液と
実験２．３で調製したＣ１８カラム吸着成分・ビタミンＣ除去アセロラパウダー水溶液の
抗酸化性を、固形分重量として０．０２％（Ｗ／Ｗ）の検体濃度で試験法１を用いて測定
した。その結果を図１７に示す。Ｃ１８カラム吸着成分及びビタミンＣが除去されたアセ
ロラパウダー水溶液は脂質に対して十分な抗酸化を有することが確認された。同じ濃度の
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Ｃ１８カラム吸着成分除去アセロラパウダーより抗酸化性が低下しているのは、ビタミン
Ｃを除去したことが原因であると考えられる。一方、実験２．７に示す通りビタミンＣ単
独では脂質に対する抗酸化剤として作用しない（図１５）。すなわち本実験の結果は、ア
セロラ中のビタミンＣがＣ１８カラム吸着成分以外のアセロラ成分と協働して脂質に対す
る抗酸化性を発揮することを示している。
実験２．１０．アセロラ酸可溶性ペクチンの調製
　アセロラ果実３Ｋｇに精製水３Ｋｇを加えながら、ワーリングブレンダーにより果実を
粉砕しアセロラ粉砕物を調製した。これに重量比で３０％となるようにエタノールを加え
、室温で一晩、攪拌し、水及びエタノール可溶成分を抽出した。この抽出物を４２００回
転、３０分の遠心分離処理に供して固形分を分離した。この固形分は１５００ｇ回収でき
た。
　この１５００ｇの固形分に精製水５２００ｇを加え懸濁液とし、これに濃塩酸を加えて
ｐＨを２．２に調製し、さらにプレートヒーターにより攪拌しながら８０～９０℃で２時
間加熱処理を行った。これを放置し室温まで温度を下げた後に、４２００回転３０分の遠
心分離により、固形分と上清に分離させ、上清を回収した。この上清を０．２μｍのフィ
ルターろ過により不溶性の成分を除去し、清明な抽出液を得た。
　この抽出液に３倍重量のエタノールを添加し、エタノール不溶性のペクチン成分を析出
させた。析出したペクチン成分は、ステンレス製メッシュで回収し、さらにエタノール及
び水に溶解する成分を除去するために９０％エタノール水溶液で２回洗浄した後、回収し
、凍結乾燥機により乾燥させアセロラ酸可溶性ペクチンとして６．２４ｇを回収した。
実験２．１１．アセロラペクチナーゼ分解ペクチンの調製
　アセロラ果実２Ｋｇに精製水２Ｋｇを加えながら、ワーリングブレンダーにより果実を
粉砕しアセロラ粉砕物を調製した。これに重量比で４０％となるようにエタノールを加え
、室温で一晩、攪拌し、水及びエタノール可溶成分を抽出した。この抽出物を４２００回
転、３０分の遠心分離処理に供して固形分を分離した。この固形分は１０００ｇ回収でき
た。
　この１０００ｇの固形分に精製水３０００ｇを混合し、さらに４ｇのペクチナーゼ粉末
（ペクチナーゼ「アマノＡ」、天野エンザイム製）を混合し、４５℃で一晩静置した。こ
の混合物を４２００回転３０分の遠心分離により固形分と上清に分離し、上清を回収した
。この上清から、０．２μｍのフィルターろ過により不溶性の成分を除去し、清明な抽出
液を得た。
　この抽出液に３倍重量のエタノールを添加し、エタノール不溶性のペクチン成分を析出
させた。析出したペクチン成分は、４２００回転、３０分の遠心分離により固形分として
回収し、さらに、９０％エタノール水溶液で洗浄した後、凍結乾燥機により乾燥させた。
乾燥固形分として１２．６ｇ回収した。これをペクチナーゼ処理ペクチンとした。このペ
クチン成分は、ペクチン水溶液の特徴である粘性が少ないことからペクチン加水分解物で
あると考えられる。
実験２．１２．アセロラ由来ペクチンの分子量の測定
　実験２．１０で調製した酸処理ペクチンと酸処理ペクチンのペクチナーゼ分解物の分子
量を、ゲルろ過クロマトグラフィーにより測定した。
　酸処理ペクチンは０．５％（Ｗ／Ｗ）になるように精製水で溶解し、２０ｍＬの水溶液
を調製して、０．２μｍのフィルターでろ過して使用した。酸処理ペクチンのペクチナー
ゼ分解物は以下のように調製した。実験２．１０で調製した酸処理ペクチンを０．３％（
Ｗ／Ｗになるように精製水で溶解し、２０ｍＬの水溶液を調製した。これに６ｍｇのペク
チナーゼ粉末（ペクチナーゼ「アマノＡ」、天野エンザイム製）を添加し、５０℃で一晩
反応させた。反応終了後、１２０℃にて１５分間加熱処理を行い、酵素を失活させ、０．
２μｍのフィルターでろ過した。これを減圧蒸留器で２ｍＬに濃縮し、０．２μｍのフィ
ルターでろ過した。ゲルろ過の担体としては、Ｓｅｐｈａｃｒｙｌ　Ｓ－３００　Ｈｉｇ
ｈ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ（Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ社製）を用い、
これをカラムに充填し、ゲルろ過測定を実施した。緩衝液はＰＢＳ（Ｄｕｌｂｅｃｃｏ’
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ｓ　ｐｈｏｓｐａｈａｔｅ　ｂｕｆｆｅｒｅｄ　ｓａｌｉｎｅ）を用いた。分子量の測定
には、分子量マーカーとしてＨＭＷ　Ｇｅｌ　Ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ　Ｃａｌｉｂｒａｔ
ｉｏｎ　Ｋｉｔ（Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ社製）とＬＭＷ　Ｇｅｌ　
Ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ｋｉｔ（Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｂｉｏｓ
ｃｉｅｎｃｅｓ社製）の中から、今回の測定に適していると思われるＢｌｕｅ　Ｄｅｘｔ
ｒａｎ　２０００、Ｃａｔａｌａｓｅ、　Ａｌｕｂｍｉｎ及びＣｈｙｍｏｔｒｙｐｓｉｎ
ｏｇｅｎ　Ａを用いた。
　測定の結果、実験２．１０で調製した酸処理ペクチンは、ほぼＢｌｕｅ　Ｄｅｘｔｒａ
ｎ　２０００と同じ結果が得られたため分子量が約２００万の分子であることが判明した
。また、酸処理ペクチンのペクチナーゼ分解物は、分解物として複数のピークが観察され
たが、その全てが分子量２０．４ｋＤａのＣｈｙｍｏｔｒｙｐｓｉｎｏｇｅｎ　Ａよりも
小さい分子量であることが確認された。従って酵素処理ペクチンは分子量が２万以下の分
子の混合物であることが推測される。
実験２．１３．アセロラ由来の各ペクチン検体の抗酸化力の比較
　実験２．１０で調製したアセロラ由来の酸処理ペクチンと実験２．１１で調製したアセ
ロラ由来のペクチナーゼ処理ペクチンの抗酸化性を、固形分重量として０．１％（Ｗ／Ｗ
）の検体濃度で試験法２．１を用いて測定した。その結果を図１８に示す。両方の検体と
も脂質に対して十分な抗酸化性を示すことから脂質に対する抗酸化剤として有効であるこ
とが判明した。実験２．１２に示す通り、アセロラ酸処理ペクチンと酵素処理ペクチンと
は分子量が全く異なるにもかかわらず同等の脂質抗酸化性を示した。他の酵素などにより
加水分解されたアセロラ由来ペクチンもまた脂質に対して同等の抗酸化性を有するものと
推測される。
実験２．１４
　アセロラ由来ペクチンの抗酸化性をＤＰＰＨラジカル消去活性試験により評価した。
　安定なラジカルであるＤｉｐｈｅｎｙｌ－ｐ－ｐｉｃｒｙｌｈｙｄｒａｄｉｌ（ＤＰＰ
Ｈ）のエタノール液を用いて、抗酸化活性を評価した。２５０ｍＭ酢酸緩衝液（ｐＨ＝５
．５）１６００μｌにエタノール１２００μｌ、検体４００μｌ（所定の濃度に調整）を
混合し、３０℃にて５分間プレインキュベートした。この液に５００μＭ　ＤＰＰＨ／エ
タノール溶液を８００μｌ添加混合し３０℃にて３０分間放置後、５１７ｎｍの吸光度を
測定した。コントロ－ルには、試料溶液の代わりに精製水を用いて同様の操作を行ったも
のを用いた。検体としては実験２．１０で調製されたアセロラ由来の酸処理ペクチン、実
験２．１１で調製されたアセロラ由来の酵素処理ペクチン、比較検体としてりんご由来ペ
クチン（和光純薬工業製、試薬）及びかんきつ類由来ペクチン（和光純薬工業製、試薬）
を用い、０．３％（Ｗ／Ｗ）及び０．１％（Ｗ／Ｗ）になるように精製水で溶解させた溶
液を用いた。測定された吸光度から、次式によりラジカル消去率を算出した。
【数２】

　結果を表１６に示す。この結果から、アセロラ由来の酸処理ペクチン又は酵素処理ペク
チンは他のペクチンと異なり、ラジカル消去活性を有する抗酸化性物質であることが明ら
かとなった。またこの抗酸化性は、ペクチナーゼ酵素処理を行うことで約２倍強くなるこ
とも判明した。
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【表１６】

実験２．１５
　サケの半身をアセロラパウダーを含む食塩水に浸漬して塩蔵サケを調製し、蛍光灯照射
条件下での貯蔵の前後での外観、官能、色（ハンターＬａｂ）、酸価及び過酸化物価の変
化を測定し、これらの変化に基づきアセロラパウダーの脂質抗酸化効果を確認した。
　アセロラパウダーは以下の通り調製した。ブラジル産のアセロラ濃縮果汁１４００Ｋｇ
を精製水で希釈し、Ｂｒｉｘ値を３１％に調整し、これに１％重量分の酵母（Ｓａｃｃｈ
ａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）を加え、３０℃にて２０時間発酵させること
によりぶどう糖と果糖を除去した。発酵後、遠心分離、ろ過を行い、ぶどう糖と果糖が除
去されたアセロラ加工濃縮果汁２２９７Ｋｇを得た。次に、４００ｇのアセロラ由来固形
分を含むアセロラ加工濃縮果汁に賦形剤として４００ｇのデキストリン、１５０ｇの食物
繊維及び５０ｇの加工デンプンを溶解させた。この溶解液をスプレードライ法により粉末
化し、７８０ｇの食品加工用アセロラパウダーを得た。本アセロラパウダーはポリフェノ
ール０．５～１．０％を含む。本アセロラパウダーは、実験２．１により得られるアセロ
ラパウダーと異なり、苦味成分となる貝カルシウムを含まないことから、広く食品加工に
用いることができる。
　アセロラ添加試験用の浸漬液として上記アセロラパウダー５重量％、食塩２０重量％、
重曹５重量％を含む水溶液を調製した。またコントロール試験用の浸漬液として食塩２０
重量％を含む水溶液を調製した。
　冷凍の原料魚（銀鮭ドレス）を解凍し、ぬめり落しのために塩水洗浄し、３枚におろし
、腹骨を漉いて本実験のための試料とした。半身の一方をアセロラパウダーを含む浸漬液
に漬け、半身のもう一方をコントロール試験用の浸漬液に漬けた。一晩浸漬後、水切りを
行い、真空包装して下記の蛍光灯照射実験に供するまで冷凍保存した。
　蛍光灯照射実験は次の手順で行った。まず上記塩蔵鮭サンプルを解凍し、適当な大きさ
にカットし、発泡スチロールのトレイに入れ、トレイ全体をラップ（信越ポリマー株式会
社製「ポリマラップ」）で包装し、ショーケースに入れて、１０℃において１５００ルク
スの蛍光灯を４８時間照射した。
　蛍光灯照射前後での外観の変化を観察した。照射前ではアセロラ添加試験区のサンプル
がコントロール試験区のサンプルと比較してわずかにくすんだ色を示していたものの大差
はなかった。蛍光灯照射試験後はアセロラ添加試験区のサンプルでは照射前と比較して若
干くすんだ暗い色になったものの赤色は保持されていたのに対して、コントロール試験区
のサンプルでは明らかに赤色の退色が見られた。すなわち、アセロラパウダーは貯蔵中で
の鮭肉の退色を防止することができることが示された。また蛍光灯照射前後での官能面で
の変化を観察した。照射前ではアセロラ添加試験区、コントロール試験区ともに脂質の酸
化臭は感じられなかった。照射後ではコントロール試験区の方がアセロラ添加試験区より
も脂質の酸化劣化の風味が強く感じられた。以上の評価結果を下表に示す。各試験区でサ
ンプルは２０個用意した。表中の数は各項目に該当するサンプルの個数である。また図１
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９として、蛍光灯照射条件下での貯蔵後のサンプルの写真を示す。
【表１７】

　色を示すハンターＬａｂの測定を、浸漬前、浸漬後照射前（表１８では単に「照射前」
）、照射後の３つの時点で行った。Ｌａｂ測定はＭＩＮＯＬＴＡ社製ＣＨＲＯＭＡ　ＭＥ
ＴＥＲ　ＣＲ－２００を使用して行った。浸漬前、照射後は５つのサンプルについて測定
を行い、浸漬後照射前は２つのサンプルについて測定を行った。各平均値を表１８にまと
めた。

【表１８】

　表１８から照射前後でのａ値（赤色を示す）の推移のみを抜粋して図２０に図示する。
図２０から明らかなようにアセロラ添加試験区ではａ値の低下はほとんど見られなかった
のに対して、コントロール試験区ではａ値が低下した。
　また蛍光灯照射後の各サンプルの酸価（ＡＶ）、過酸化物価（ＰＯＶ）を測定した。測
定は第二版食品分析ハンドブック（建帛社）に記載の方法に従って行った。結果を表１９
に示す。

【表１９】

　アセロラ添加試験区のほうがコントロール試験区よりも蛍光灯照射貯蔵後の酸価及び過
酸化物価は小さい値であった。すなわちアセロラパウダーの添加により脂質酸化が抑制さ
れたことが示された。
実験２．１６
　すじこをアセロラパウダーを含む調味液に浸漬して味付けすじこを調製し、蛍光灯照射
条件下での貯蔵の前後での外観、風味、酸化及び過酸化物価の変化を測定し、これらの変
化に基づきアセロラパウダーの脂質抗酸化効果を確認した。
　アセロラパウダーは実験２．１５で調製したものを用いた。
　アセロラ添加試験用の調味液として上記アセロラパウダー：５重量％、酒：３５重量％
、白醤油：３５重量％、味醂：２０重量％、重曹：４．９９５重量％、亜硝酸ナトリウム
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：０．００５重量％を含有する水溶液を調製した。またコントロール試験用の調味液とし
てアセロラパウダー及び重曹を含まない以外は同一の組成の水溶液を調製した。
　冷凍すじこ（生すじこを凍結処理したもの）を解凍し、塩水で洗浄し、上記調味液に１
時間浸漬し、冷蔵で一晩熟成させ、３特及び黒子に選別した。選別後、下記の蛍光灯照射
実験に供するまで冷凍保存した。
　蛍光灯照射実験は次の手順で行った。まず３特又は黒子に選別されたすじこを解凍し、
発泡スチロールのトレイに入れ、トレイ全体をラップ（信越ポリマー株式会社製「ポリマ
ラップ」）で包装し、チルド庫に入れて、１０℃において１５００ルクスの蛍光灯を１４
４時間照射した。
　蛍光灯照射前後での外観及び風味の変化を観察した。アセロラ添加試験区ではコントロ
ール試験区と比較して、照射前と後での外観の変化及び風味の劣化（脂質酸化風味の発生
）は抑制されていた。以上の評価結果を下表に示す。各試験区でサンプルは２０個用意し
た。表中の数は各項目に該当するサンプルの個数である。
【表２０】

　また蛍光灯照射後の各サンプルの酸価（ＡＶ）、過酸化物価（ＰＯＶ）を測定した（た
だし黒子サンプルについては酸価のみ測定）。測定は第二版食品分析ハンドブック（建帛
社）に記載の方法に従って行った。結果を表２１に示す。
【表２１】

　３特及び黒子のいずれについても、アセロラ添加試験区のほうがコントロール試験区よ
りも蛍光灯照射貯蔵後の酸価及び過酸化物価が顕著に小さい値であった。すなわちアセロ
ラパウダーの添加により脂質酸化が抑制されたことが示された。
【実施例３】
【００１０】
ペクチナーゼ製剤について
　以下の実験においてパルプ質の分解はペクチナーゼ製剤（ペクチナーゼＡ「アマノ」、
天野エンザイム（株）製）を用いて行った。本酵素製剤は、ペクチナーゼ４５％、β－ア
ミラーゼ２５％、珪藻土３０％を含有している。従って本酵素製剤により、アセロラパル
プのペクチン成分と澱粉成分が分解される。このペクチナーゼは、カビであるＡｓｐｅｒ
ｇｉｌｌｉｕｓ　ｐｕｌｖｅｒｕｌｅｎｔｕｓとＡｓｐｅｒｇｉｌｌｉｕｓ　ｎｉｇｅｒ
の培養物から精製された酵素である。このペクチナーゼは、複数種類のペクチナーゼの混
合物と推測されるが、酸及び加熱により抽出されたアセロラ由来ペクチンの粘性を急速に
低下させることから、ペクチン分子内部を無作為に切断し速やかに低分子化させるエンド
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型のポリガラクツロナーゼを含んでいると考えられる。
実験３．１．アセロラパウダー　ＶＣ３０（比較品）の調製方法
　ブラジル産のアセロラ果実から種子部分を除去し、流動性を上げる為、イオン交換水と
混合した。該混合物中の大きな固形分をステンレスメッシュフィルターにより除去し、ペ
クチナーゼ処理用タンクに投入した。このタンクを４０～５０℃に加温しながら、糖度計
で７Ｂｒｉｘあたり０．０１％（Ｗ／Ｗ）のペクチナーゼ製剤（ペクチナーゼＡ「アマノ
」、天野エンザイム（株）製）を投入し、１～２時間、酵素処理を行った。酵素処理後の
アセロラ処理物を、加熱処理により酵素を失活させ、殺菌し、珪藻土ろ過に供して、清明
なアセロラ果汁を得た。このアセロラ果汁を減圧蒸留濃縮法により濃縮してアセロラ濃縮
果汁を調製した。
　このアセロラ濃縮果汁１４００Ｋｇを精製水で希釈しＢｒｉｘ値を３１％に調整し、こ
れに１％重量分の酵母（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）を加え、
３０℃、２０時間発酵させた。発酵後、遠心分離、ろ過を行い、ぶどう糖と果糖を除去し
たアセロラ加工濃縮果汁２２９７Ｋｇを得た。このアセロラ加工濃縮果汁に、固形分重量
比で賦形剤及び加工用剤として４．０％（Ｗ／Ｗ）の食物繊維と１．５％（Ｗ／Ｗ）の貝
殻焼成カルシウムを溶解させた。この溶解液をスプレードライ法に供して、８０６Ｋｇの
アセロラパウダーを得た（以下、「アセロラパウダー　ＶＣ３０」と称することがある）
。このアセロラパウダーには３５．０％（Ｗ／Ｗ）のアスコルビン酸と１．０７％（Ｗ／
Ｗ）のガラクツロン酸が含まれる。すなわちアセロラパウダー　ＶＣ３０には、アスコル
ビン酸に対して３．１重量％のガラクツロン酸が含まれる。ガラクツロン酸の定量方法は
下記を参照されたい。
３．２．アセロラパウダーＡ（本発明品）の調製方法
　ブラジル産のアセロラ果実から種子を除去し、アセロラピューレを調製した。このアセ
ロラピューレについては固形分を除去する操作を行わなかったため、このアセロラピュー
レは多くのパルプ質を含有するものであった。このアセロラピューレ１０．８Ｋｇ（Ｂｒ
ｉｘ値は８％）にペクチナーゼ製剤（ペクチナーゼＡ「アマノ」、天野エンザイム（株）
製）を１％（Ｗ／Ｗ）混合し、５０℃に加温して４時間処理を行った。この処理物を加熱
することにより、酵素を失活させ、殺菌を行った。これを遠心分離により固形分と果汁に
分け、この果汁を減圧蒸留により濃縮し、濃縮液３．６Ｋｇ（Ｂｒｉｘ値は２５．２％）
を回収した。この濃縮液に、１％重量分の酵母（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅ
ｖｉｓｉａｅ）を加え、３０℃、２０時間発酵させた。発酵後、遠心分離、ろ過を行い、
ぶどう糖と果糖を除去したアセロラ加工濃縮果汁３．３Ｋｇ（Ｂｒｉｘ値は２１．５％）
を得た。このアセロラ加工濃縮果汁２．８Ｋｇに、固形分重量比で賦形剤及び加工用剤と
して４．０％（Ｗ／Ｗ）の食物繊維と１．５％（Ｗ／Ｗ）の貝殻焼成カルシウムを溶解さ
せた。この溶解液をスプレードライ法に供して、約０．５Ｋｇのアセロラパウダーを得た
（以下、「アセロラパウダーＡ」と称することがある）。このアセロラパウダーには、２
９．３％（Ｗ／Ｗ）のアスコルビン酸と３．４７％（Ｗ／Ｗ）のガラクツロン酸が含まれ
る。すなわちアセロラパウダーＡには、アスコルビン酸に対して１１．８重量％のガラク
ツロン酸が含まれる。ガラクツロン酸の定量方法は下記を参照されたい。
３．３．ガラクツロン酸測定方法
　ガラクツロン酸は以下の方法で定量した。
　ガラクツロン酸を含む２０ｇの検体を８０ｇの精製水を加えて溶解させた。十分に溶解
させた後に、この溶解液１０ｇを５０ｍｌ遠心管に計りとり、これに４０ｍｌのエチルア
ルコール（特級、和光純薬製）を加え十分に混和させた（エタノール沈殿）。３０分以上
静置した後、３０００ｒｐｍ，２０分（２０℃）で遠心分離処理を行った後、沈殿物を全
て回収し、凍結乾燥機にて乾固させた。この乾燥品を精製水で０．０２、０．０５、０．
１、０．２％（Ｗ／Ｗ）になるように溶解し、測定液とした。ガラクツロン酸量の測定は
３，５ジメチルフェノール法（３，５－ｄｉｍｅｔｙｌ　ｐｈｅｎｏｌ）で行った。まず
測定液を試験管に１２５μｌづつ入れ、続いて２％塩化ナトリウム水溶液１２５μｌと濃
硫酸（特級、和光純薬社製）２ｍｌを加え、７０℃で１０分間反応させた。水中で２０～
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３０秒間冷却し、発色試薬（３．５－ジメチルフェノール０．１ｇを氷酢酸１００ｍｌに
溶解した試薬）０．１ｍｌを加え、１０分後に４５０ｎｍと４００ｎｍの吸光度を測定し
、その差を求めた。標準物質としてはガラクツロン酸一水和物（試薬特級、和光純薬社製
）を用いた。標準物質の検量線（１２．５μｇ／ｇ～５０μｇ／ｇ）より、乾燥品中のガ
ラクツロン酸量を算出し、その数値と検体２ｇから得られたエタノール沈殿乾燥品重量値
より検体中のガラクツロン酸含量を算出した。表２２に測定結果を示す。尚、この測定で
得られているエタノール沈殿の中には賦形剤として用いている食物繊維も含まれている。
【表２２】

３．４．美白試験
　ヒトと同様に、紫外線照射により色素沈着が生じる動物種であり、その系統維持が明ら
かである褐色モルモット（ＳＰＦ）を用いて、紫外線照射後の色素沈着抑制作用について
検討を実施した。試験は１群につき６匹使用した。色素沈着を促す為に、紫外線照射装置
（Ｙ－７９８－ＩＩ、オリオン電機株式会社）に取り付けたＳＥランプ（波長２５０～３
５０ｎｍ、ＦＬ２０Ｓ・Ｅ、東芝製）５本を用いて４０ｃｍの距離から紫外線（ＵＶＢ）
を照射した。予備試験において皮膚上に紫外線による紅斑が生じる最も短い時間を測定し
たところ１２分３０秒であったので、この時間を本試験の紫外線の照射時間とした。照射
部位は、電気バリカンで剪毛し、さらに電気シェーバーで剃毛したモルモット背部正中線
をはさんで左右どちらかの２ｃｍ×２ｃｍの正方形の１箇所とした。紫外線照射は、初回
投与日（この日を０日とする）と、以降は初回投与後２日および４日の計３回行った。被
検物質の投与は、アスコルビン酸量として３００ｍｇ／動物重量Ｋｇ／日になるように調
製された各被検物質の溶液を、カテーテルを用いて経口投与することにより行った。すな
わちアスコルビン酸量を揃えて実験を行った。ブランクとしては注射用水（大塚製薬製）
を投与した。被検物質としては、比較品アセロラパウダーＶＣ３０（８３１ｍｇ／５ｍＬ
）、本発明品アセロラパウダーＡ（１０２４ｍｇ／５ｍＬ）及びアスコルビン酸（試薬特
級、和光純薬社製）（３００ｍｇ／５ｍＬ）を用いた。経口投与は４２日間行った。色素
沈着の測定は、投与開始日の初回投与前（照射前）、初回投与後７日、１４日、２１日、
２８日、３５日、４２日に、照射部位を色彩色差計（ＣＲ－３００、ミノルタ株式会社）
を用いてＬ値（明度）を測定し、ΔＬ値（観察日のＬ値－照射前のＬ値）を求めた。測定
部位は照射部位の中心と、対角線上の角４ヵ所の計５ヵ所とし平均値を各個体のＬ値とし
た。このΔＬ値が高いほど色素沈着が強いことを示す。試験結果を図２１に示す。縦軸は
ΔＬ値であり、横軸に試験開始日数を示しており、測定値は、一群６匹のΔＬ値の平均値
である。
　その結果、比較品アセロラパウダーＶＣ３０の群では、各観察時点で注射用水群と比較
して、ΔＬ値の低下を有意に抑制した。すなわち色素沈着抑制効果を示した。比較品アセ
ロラパウダーＶＣ３０の群と陽性コントロールでもあるアスコルビン酸の群は、ほぼ同じ
測定値を示したことから、アセロラパウダー　ＶＣ３０の色素沈着抑制作用は含有される
アスコルビン酸によるものと推定される。
　一方、本発明品であるアセロラパウダーＡの群のΔＬ値は、いずれの観察日においても
アスコルビン酸の群のΔＬ値より小さかった。このことから、本発明品であるアセロラパ
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ウダーＡには、比較品（アセロラパウダーＶＣ３０）には含有されていない、アスコルビ
ン酸の色素沈着抑制作用を促す成分があることが示唆された。
　本明細書で引用した全ての刊行物、特許および特許出願をそのまま参考として本明細書
にとり入れるものとする。
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