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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の式（１０）で示される３－プレニル－桂皮酸誘導体から選択される少なくとも一
種を有効成分とする癌細胞のアポトーシス誘導剤。
【化１】

　Ｙは、シナモイロキシ基、ｐ－クマロイロキシ基、カフェオイロキシ基、フェルライロ
キシ基、シナピロイロキシ基又はサリチロイロキシ基である。
【請求項２】
　ポリフェノール含有素材を抽出用溶媒に混合し、抽出用溶媒に抽出された抽出物を分離
用担体又は樹脂に供し、分離用溶媒により溶出させ、紫外部領域の励起光に対する蛍光を
指標として下記の式（１０）で示される３－プレニル－桂皮酸誘導体を分取することを特
徴とする請求項１に記載の癌細胞のアポトーシス誘導剤の製造方法。
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【化２】

　Ｙは、シナモイロキシ基、ｐ－クマロイロキシ基、カフェオイロキシ基、フェルライロ
キシ基、シナピロイロキシ基又はサリチロイロキシ基である。
【請求項３】
　請求項１に記載の癌細胞のアポトーシス誘導剤を有効成分とする抗癌剤。
【請求項４】
　請求項１に記載の癌細胞のアポトーシス誘導剤を有効成分とする食品製剤。
【請求項５】
　請求項１に記載の癌細胞のアポトーシス誘導剤を有効成分とする化粧品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、３－プレニル－桂皮酸骨格を有する癌細胞のアポトーシス誘導剤、その製造
方法、それを有効成分として含有する抗癌剤、食品製剤及び化粧品に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
ポリフェノール素材中に、癌細胞の増殖を抑制する成分があることは知られている。しか
し、構造が決定されたものは少ない。例えば、ポリフェノールを大量に含有するプロポリ
スから、３，５－ビスプレニル－桂皮酸骨格を有する物質として抗癌作用を有するアルテ
ピリンＣ（３－［４－ヒドロキシ－３，５－ビス（３－メチル－２－ブテニル）フェニル
］－２－プロペン酸）が単離されている。このアルテピリンＣは癌細胞に対してアポトー
シスを誘導することが報告されている（特開平９－３２８４２５号公報）。一般に、抗癌
剤には、正常組織の分裂を抑制し、かつ、その機能を抑制するという副作用が認められる
。
【０００３】
３－プレニル－桂皮酸骨格を有する物質は、プロポリス又は植物素材中に認められている
（ミツバチ科学、１７巻、４号、１５１－１５４、１９９６年）。３－プレニル－桂皮酸
骨格を有する物質のうち、ドルパニンは、３－プレニル－４－ヒドロキシ桂皮酸、又は、
３－［４－ヒドロキシ－３－（３－メチル－２－ブテニル）フェニル］－２－プロペン酸
である。さらに、３－プレニル－４（ジヒドロシナモイロキシ）桂皮酸も単離されている
。両物質はLasiolaena morri、Baccharis grisebachii、Baccharis santelicis、Bacchar
is reticularia等のBaccharis属、Fluorensia heterolepis（Heliantheae）、Fluorensia
 thurifera、Psoralea plicata、Psoralea drupaceae等のPsoralea属等のポリフェノール
含有素材からも単離されている。
【０００４】
アポトーシスとは、プログラム化された細胞死をいい、このアポトーシスには正常組織に
おいて発生過程に生じた余剰な細胞及び老化過程に生じた不要な細胞を除去する機能があ
る。さらに、アポトーシスには癌細胞やウイルスに感染された細胞を排除する役割がある
。特に、癌を抑制する目的から、癌細胞に対してアポトーシスを誘導するアポトーシス誘
導剤は抗癌剤として期待されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
前記した３，５－ビスプレニル桂皮酸骨格を有するアルテピリンＣは、癌細胞に対し、ア
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ポトーシス誘導作用を有する。しかし、アルテピリンＣは、正常細胞に対し、強い副作用
を有する。同様に、化学的に合成された抗癌剤は正常組織の機能に悪影響を及ぼすという
副作用の問題がある。副作用が弱く、癌細胞に対するアポトーシス誘導作用を有する化合
物が望まれている。
【０００６】
この発明は上記のような従来技術に存在する問題点に着目してなされたものである。その
目的とするところは、副作用が弱く、癌細胞に対するアポトーシス誘導作用に優れた癌細
胞のアポトーシス誘導剤を提供することにある。また、ポリフェノール含有素材から３－
プレニル－桂皮酸誘導体を含有する癌細胞のアポトーシス誘導剤を収率良く製造する製造
方法を提供することにある。さらに、副作用が弱く、癌細胞に対するアポトーシス誘導作
用に優れた抗癌剤、食品製剤及び化粧品を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、下記の式（１０）で示される
３－プレニル－桂皮酸誘導体から選択される少なくとも一種を有効成分とする癌細胞のア
ポトーシス誘導剤である。
【０００８】
【化５】

　Ｙは、シナモイロキシ基、ｐ－クマロイロキシ基、カフェオイロキシ基、フェルライロ
キシ基、シナピロイロキシ基又はサリチロイロキシ基である。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、ポリフェノール含有素材を抽出用溶媒に混合し、抽出用溶媒
に抽出された抽出物を分離用担体又は樹脂に供し、分離用溶媒により溶出させ、紫外部領
域の励起光に対する蛍光を指標として下記の式（１０）で示される３－プレニル－桂皮酸
誘導体を分取することを特徴とする請求項１に記載の癌細胞のアポトーシス誘導剤の製造
方法である。
【００１０】
【化６】

　Ｙは、シナモイロキシ基、ｐ－クマロイロキシ基、カフェオイロキシ基、フェルライロ
キシ基、シナピロイロキシ基又はサリチロイロキシ基である。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の式（１０）で示される３－プレニル－桂皮
酸誘導体から選択される少なくとも一種を含有する癌細胞のアポトーシス誘導剤を有効成
分とする抗癌剤である。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の癌細胞のアポトーシス誘導剤を有効成分と
する食品製剤である。
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の癌細胞のアポトーシス誘導剤を有効成分と
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する化粧品である。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、この発明を具体化した実施形態について詳細に説明する。
まず、本実施形態の癌細胞のアポトーシス誘導剤は、下記の式（１）で示される３－プレ
ニル－桂皮酸誘導体から選択される少なくとも一種を有効成分とするものである。
【００１４】
【化９】

　Ｘは、水酸基、ジヒドロシナモイロキシ基、シナモイロキシ基、ｐ－クマロイロキシ基
、カフェオイロキシ基、フェルライロキシ基、シナピロイロキシ基又はサリチロイロキシ
基である。
【００１５】
基本となる骨格は、３－プレニル－桂皮酸であり、このうち、プレニル基及び桂皮酸の二
重結合は、いずれもトランス型である。これは、（Ｅ）－３－プレニル－桂皮酸と同一で
ある。さらに、桂皮酸のベンゼン環の３位に導入されるプレニル基は、３－メチル－２－
ブテニル基と同一である。
【００１６】
本実施形態の癌細胞のアポトーシス誘導剤は、桂皮酸のベンゼン環の４位の誘導体である
。３－プレニル－桂皮酸誘導体は、プロポリスやポリフェノール含有素材等の天然物中に
存在している。
【００１７】
Ｘは、桂皮酸のベンゼン環の４位に結合する置換基を示す。この４位の置換基Ｘが水酸基
の場合、前記のドルパニンである。置換基Ｘがジヒドロシナモイロキシ基の場合、３－プ
レニル－４（ジヒドロシナモイロキシ）桂皮酸である。置換基Ｘがシナモイロキシ基の場
合、３－プレニル－４－（シナモイロキシ）桂皮酸である。これは、シナモイロキシ基が
抗酸化作用を示す点から、好ましい。置換基Ｘがｐ－クマロイロキシ基の場合、３－プレ
ニル－４（ｐ－クマロイロキシ）桂皮酸である。ここでいうｐ－クマロイロキシ基とは、
ｐ－ヒドロキシシナモイロキシ基である。これは、ｐ－クマロイロキシ基が強い抗酸化作
用を示す点から、好ましい。
【００１８】
置換基Ｘがカフェオイロキシ基の場合、３－プレニル－４（カフェオイロキシ）桂皮酸で
ある。ここでいうカフェオイロキシ基とは、３，４－ジヒドロキシシナモイロキシ基であ
る。これは、カフェオイロキシ基が強い抗炎症作用を示す点から、好ましい。置換基Ｘが
フェルライロキシ基の場合、３－プレニル－４（フェルライロキシ）桂皮酸である。ここ
でいうフェルライロキシ基とは、３－メトキシ－４－ヒドロキシシナモイロキシ基である
。これは、フェルライロキシ基が抗潰瘍作用を示す点から、好ましい。
【００１９】
置換基Ｘがシナピロイロキシ基の場合、３－プレニル－４（シナピロイロキシ）桂皮酸で
ある。ここでいうシナピロイロキシ基とは、３，５－ジメトキシ－４－ヒドロキシシナモ
イロキシ基である。これは、シナピロイロキシ基が血栓抑制作用を示す点から、好ましい
。置換基Ｘがサリチロイロキシ基の場合、３－プレニル－４（サリチロイロキシ）桂皮酸
である。ここでいうサリチロイロキシ基とは、ｏ－ヒドロキシ－ベンゾイロキシ基である
。これは、サリチロイロキシ基が抗炎症作用を示す点から、好ましい。
【００２０】
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これらのうち、ドルパニン及び３－プレニル－４（ジヒドロシナモイロキシ）桂皮酸は、
優れたアポトーシス誘導作用に加えて強い抗酸化作用及び抗炎症作用を示すことから、最
も好ましい。
【００２１】
アポトーシス誘導剤において、３－プレニル－桂皮酸誘導体の含有量は１０～９０重量％
が好ましく、２０～８０重量％がより好ましく、３０～７０重量％がさらに好ましい。３
－プレニル－桂皮酸誘導体の含有量が１０重量％を下回る場合、十分なアポトーシス誘導
作用が発揮されない。また、３－プレニル－桂皮酸誘導体の含有量が９０重量％を上回る
場合、アポトーシス誘導剤として安定な状態を維持されないおそれがある。
【００２２】
なお、植物では、前記の３－プレニル－桂皮酸誘導体は酵素的に生成される。まず、ジヒ
ドロシナモイロキシ基、シナモイロキシ基、ｐ－クマロイロキシ基、カフェオイロキシ基
、フェルライロキシ基及びシナピロイロキシ基は、フェニルアラニンを原料として、酵素
類により生成される。この酵素類としては、フェニルアラニンアンモニアリアーゼ、桂皮
酸－４－ヒドロキシラーゼ、ｐ－クマル酸ヒドロキシラーゼ、ｏ－メチルトランスフェラ
ーゼ、フェルラ酸ヒドロキシラーゼ及びヒドロキシフェルラ酸ｏ－メチルトランスフェラ
ーゼである。サリチロイロキシ基も、フェニルアラニンからフェニルプロパンを経由して
生成される。
【００２３】
さらに、ドルパニンの４位水酸基のエステル化反応には、リパーゼによるエステル交換反
応が関与している。加えて、これらの植物の生合成反応に基づき、ドルパニン、フェニル
アラニン、フェニルプロパン及び前記の酵素類、補酵素類及びリパーゼを添加し、反応さ
せることにより、前記の３－プレニル－桂皮酸誘導体を得ることができる。前記のドルパ
ニン含有植物及び後述するポリフェノール含有素材を含む植物を常法によりカルス培養さ
せ、前記のフェニルアラニンを栄養液に添加して、目的とする３－プレニル－桂皮酸誘導
体を得ることができる。
【００２４】
次に、前述したアポトーシス誘導剤の製造方法について説明する。
この製造方法は、ポリフェノール含有素材を抽出用溶媒に混合し、抽出用溶媒に抽出され
た抽出物を分離用担体又は樹脂に供し、分離用溶媒により溶出させ、紫外部領域の励起光
に対する蛍光を指標とするものである。
【００２５】
まず、原料として用いるポリフェノール含有素材としては、前記したドルパニン含有ポリ
フェノール素材、プロポリス等が挙げられる。その他、赤ぶどう抽出物、赤ぶどう果皮抽
出物、赤ぶどう葉、白ぶどう葉、赤ぶどう果実、白ぶどう果実、白ぶどう果皮、ぶどう種
子、イチョウ葉、フランス西洋松、大麦若葉、小麦若葉、稲若葉、大豆若葉、ブルーベリ
ー果実、果皮、その種子、シソ葉、バラ葉、バラ花、ヤーコン、キクイモ、ムラサキイモ
及びそれらの葉、キク科植物、又はエキナセア、レモンバーム、ウコン、グァバ、レモン
グラス、ラベンダー等のハーブ類、さらに、緑茶、紅茶、ウーロン茶を初めとする茶葉並
びにそれらの抽出物が挙げられる。
【００２６】
これらのうち、植物由来の素材としては、植物の葉部、茎部、根部、花弁部、種子等が挙
げられる。これらの素材は、湿潤状態及び乾燥状態のいずれでも良い。また、溶媒によっ
て抽出された抽出物を用いても良い。
【００２７】
プロポリスの産地は中国及び日本等のアジア諸国、ブラジルを含む南米諸国、ヨーロッパ
諸国、オセアニア諸国、北アメリカ諸国等があるが、そのいずれであってもよい。原料プ
ロポリスはそのまま用いてもよいが、ごみやワックス等の夾雑物もあり、また、そのまま
では処理が困難な場合があるので、溶媒によって抽出されたプロポリスを用いるのが好ま
しい。
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【００２８】
抽出用溶媒の種類としては、水、親水性有機溶媒及び親油性有機溶媒が挙げられる。親水
性有機溶媒としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール等の低級アル
コール類、ギ酸、酢酸等の有機酸類、グルコース、蔗糖等の糖類、ジメチルスルホキシド
、フェノール類等が挙げられる。これらのうち、食用に用いられるエタノールが好ましい
。親油性有機溶媒としては、クロロホルム、ペンタン、ヘキサン、アセトン、酢酸エチル
、アセトニトリル、ベンゼン及びナタネ油等の植物油脂が挙げられる。
【００２９】
添加される抽出溶媒の量は、ポリフェノール含有素材の１重量部に対して１～５０重量部
が好ましく、１～２０重量部がより好ましい。１重量部未満の場合には、抽出率が低下す
る。一方、５０重量部を超える場合には、濃縮の工程が必要となり、作業性が低下する。
なお、プロポリスの原塊を抽出する場合、プロポリス原塊の重量の１～５倍量の９０～１
００容量％エタノールを用いるのが好ましい。
【００３０】
抽出の温度は、収率の点から４～６０℃が好ましく、１０～４０℃がより好ましい。抽出
の時間は、１～７２時間が好ましく、１～２４時間がより好ましい。
また、抽出液を除去した残渣について再度、同様の抽出操作により抽出することが好まし
い。抽出後、固液分離により抽出溶媒を回収する。固液分離の方法としては、濾紙又は珪
藻土を重層した濾紙等による吸引濾過、常圧濾過あるいは遠心分離を行う。また、遠心分
離と濾過を組み合わせて用いることが好ましい。前記の操作により、抽出物が得られる。
【００３１】
得られた抽出液を減圧下で濃縮して乾燥する。濃縮温度は物質の安定性の点から好ましく
は２０～６０℃、より好ましくは２５～５５℃、さらに好ましくは３０～５０℃である。
これとは別に、得られた抽出液を真空凍結乾燥機により濃縮・乾燥し、抽出物を得ること
ができる。
【００３２】
次いで、前記の抽出物は分離用担体又は樹脂により分離され、分取されることによりアポ
トーシス誘導剤が得られる。分離用担体又は樹脂としては、表面が後述のようにコーティ
ングされた、多孔性の多糖類、酸化珪素化合物、ポリアクリルアミド、ポリスチレン、ポ
リプロピレン、スチレン－ビニルベンゼン共重合体等が用いられる。０．１～３００μｍ
の粒度を有するものが好ましく、粒度が細かい程、精度の高い分離が行なわれるが、分離
時間が長い欠点がある。
【００３３】
例えば、逆相担体又は樹脂として表面が疎水性化合物でコーティングされたものは、疎水
性の高い物質の分離に利用される。陽イオン物質でコーティングされたものは陰イオン性
に荷電した物質の分離に適している。また、陰イオン物質でコーティングされたものは陽
イオン性に荷電した物質の分離に適している。特異的な抗体をコーティングした場合には
、特異的な物質のみを分離するアフィニティ担体又は樹脂として利用される。アフィニテ
ィ担体又は樹脂は、抗原抗体反応を利用して抗原の特異的な調製に利用される。分配性担
体又は樹脂は、シリカゲル（メルク社製）等のように、物質と分離用溶媒の間の分配係数
に差異がある場合、それらの物質の単離に利用される。
【００３４】
これらのうち、桂皮酸誘導体の分離に適し、製造コストを低減することができる点から、
吸着性担体又は樹脂、分配性担体又は樹脂、分子篩用担体又は樹脂及びイオン交換担体又
は樹脂が好ましい。さらに、桂皮酸誘導体は疎水性を示し、分離用溶媒に対して分配係数
の差異が大きい点から、逆相担体又は樹脂及び分配性担体又は樹脂はより好ましい。加え
て、３－プレニル－桂皮酸に対する抗体を結合させたアフィニティ担体又は樹脂を用いる
ことができる。
【００３５】
分離用溶媒として有機溶媒を用いる場合には、有機溶媒に耐性を有する担体又は樹脂が用
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いられる。また、医薬品製造又は食品製造に利用される担体又は樹脂は好ましい。これら
の点から吸着性担体としてダイヤイオン（三菱化学（株）社製）及びＸＡＤ－２又はＸＡ
Ｄ－４（ロームアンドハース社製）、分子篩用担体としてセファデックスＬＨ－２０（ア
マシャムファルマシア社製）、分配用担体としてシリカゲル、イオン交換担体としてＩＲ
Ａ－４１０（ロームアンドハース社製）、逆相担体としてＤＭ１０２０Ｔ（富士シリシア
社製）がより好ましい。これらのうち、ダイヤイオン、セファデックスＬＨ－２０及びＤ
Ｍ１０２０Ｔはさらに好ましい。
【００３６】
得られた抽出物は、分離前に分離用担体又は樹脂を膨潤化させるための溶媒に溶解される
。その量は、分離効率の点から抽出物の重量に対して１～５０倍量が好ましく、３～２０
倍量がより好ましい。分離の温度としては物質の安定性の点から４～３０℃が好ましく、
１０～２５℃がより好ましい。
【００３７】
分離用溶媒には、水、又は、水を含有する低級アルコール、親水性溶媒、親油性溶媒が用
いられる。低級アルコールとしては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノー
ルが用いられるが、食用として利用されているエタノールが好ましい。セファデックスＬ
Ｈ－２０を用いる場合、分離用溶媒には低級アルコールが好ましい。シリカゲルを用いる
場合、分離用溶媒にはクロロホルム、メタノール、酢酸又はそれらの混合液が好ましい。
ダイヤイオン及びＤＭ１０２０Ｔを用いる場合、分離用溶媒はメタノール、エタノール等
の低級アルコール又は低級アルコールと水の混合液が好ましい。
【００３８】
分取は、紫外部領域の励起光に対する蛍光を指標にする。分離された溶液に紫外線ランプ
を照射し、特有の蛍光を指標として分取する。さらに、紫外線ランプを分離用樹脂又は担
体に照射し、蛍光を発する部分を分取する。
【００３９】
以上の操作に、低速クロマトグラムシステム、精製用クロマトグラムシステム、膜分離ク
ロマトグラムシステム等のシステム化された装置を用いることが好ましい。
【００４０】
さらに、同一或いは異なる分離用担体又は樹脂を用い、かつ、同一又は異なる分離用溶媒
を用い、分離操作を繰返し行うことが好ましい。この場合にも、紫外線照射装置を用いて
紫外部領域の励起光に対して蛍光を発する部分を分取する手段が好ましい。以上の操作に
より、目的とするアポトーシス誘導剤が液体として得られる。
【００４１】
加えて、製剤化を容易にする目的で、得られたアポトーシス誘導剤を乾燥することが好ま
しい。乾燥には減圧蒸留装置、真空乾燥機等が用いられる。物質の安定性の点から乾燥の
温度は、２０～５０℃が好ましく、３０～４０℃がより好ましい。また、真空乾燥機の温
度は、２０～６０℃が好ましく、２５～４０℃がより好ましい。
【００４２】
次に、前記の癌細胞のアポトーシス誘導剤を有効成分とする抗癌剤について説明する。
この抗癌剤は、優れたアポトーシス誘導作用に基づき、良性腫瘍及び悪性腫瘍並びにそれ
らの前段階にある病変を含む癌の進展を抑制する抗癌剤である。さらに、遺伝子変異、染
色体異常、変異細胞の増殖等の癌に至る過程を予防する発癌防止剤である。抗癌剤の製造
に関わる常法に従って医薬品又は医薬部外品として利用される。医薬品として経口剤又は
非経口剤として利用され、医薬部外品としては、錠剤、カプセル剤、ドリンク剤、石鹸、
歯磨き粉等に配合されて利用される。
【００４３】
経口剤としては、錠剤、カプセル剤、散剤、シロップ剤、ドリンク剤等が挙げられる。前
記の錠剤及びカプセル剤に混和される場合には、結合剤、賦形剤、膨化剤、滑沢剤、甘味
剤、香味剤等とともに用いることができる。前記の錠剤は、シェラック又は砂糖で被覆す
ることもできる。また、前記のカプセル剤の場合には、上記の材料にさらに油脂等の液体
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担体を含有させることができる。前記のシロップ剤及びドリンク剤の場合には、甘味剤、
防腐剤、色素香味剤等を含有させることができる。
【００４４】
非経口剤としては、軟膏剤、クリーム剤、水剤等の外用剤の他に、注射剤が挙げられる。
外用剤の基材としては、ワセリン、パラフィン、油脂類、ラノリン、マクロゴールド等が
用いられ、通常の方法によって軟膏剤やクリーム剤等とすることができる。注射剤には、
液剤があり、その他、凍結乾燥剤がある。これは使用時、注射用蒸留水や生理食塩液等に
無菌的に溶解して用いられる。
【００４５】
これらの抗癌剤中における前記の３－プレニル－桂皮酸誘導体の含有量としては、０．１
～２０重量％が好ましく、１～１５重量％がより好ましく、５～１０重量％がさらに好ま
しい。前記の３－プレニル－桂皮酸誘導体を有する物質の含有量が０．１重量％未満の場
合には、含有量が少なすぎることから作用を十分に発揮することができない。また、２０
重量％を越える場合には、抗癌剤の安定性に寄与している成分の含有量が相対的に低下す
る。
【００４６】
これらの抗癌剤は、他の抗癌剤と併用することができる。免疫機能を増強させるインター
フェロンやサイトカイン類と併用することは、作用機序が異なる点から、好ましい。さら
に、前記の誘導体は、骨髄細胞や生殖細胞のアポトーシスを抑制する点から、シスプラチ
ン、マイトマイシン、フルオロウラシル、タキソール等の他の抗癌剤と併用することは、
より好ましい。
【００４７】
次に、前述した癌細胞のアポトーシス誘導剤を有効成分として食品製剤を調製することが
できる。その場合、種々の食品素材又は飲料品素材に添加することによって、例えば、粉
末状、錠剤状、液状（ドリンク剤等）、カプセル状等の形状の食品製剤とすることができ
る。また、基材、賦形剤、添加剤、副素材、増量剤等を適宜添加してもよい。
【００４８】
前記の食品製剤は、１日数回に分けて経口摂取される。１日の摂取量は０．１～１０ｇが
好ましく、０．３～５ｇがより好ましく、０．５～３ｇがさらに好ましい。１日の摂取量
が、０．１ｇを下回る場合、十分な効果が発揮されないおそれがある。１日の摂取量が、
１０ｇを越える場合、コストが高くなるおそれがある。上記の他に、飴、せんべい、クッ
キー、飲料等の形態で使用することができる。
【００４９】
また、βグルカン及び糖タンパク質を有効成分とし、免疫機能を調節する機能を有するヒ
メマツタケ、霊芝、カワラタケ等のキノコ類、その抽出物及びそれらの加工物を副素材と
して添加することは、機序が異なった多彩な効果が発揮される点から、好ましい。これら
の食品製剤は、癌の発症が心配な人に対して予防的に使用される。
【００５０】
次に、前述した癌細胞のアポトーシス誘導剤を有効成分として化粧品を調製することがで
きる。その場合、抗癌剤又は発癌を防止する目的として、常法に従って油分、界面活性化
剤、ビタミン剤、紫外線防御剤、増粘剤、保湿剤等とともに用いることができる。例えば
、化粧水、クリーム、軟膏、ローション、乳液、パック、オイル、石鹸、洗顔料、香料、
オーディコロン、浴用剤、シャンプー、リンス等の形態とすることができる。化粧品の形
態は任意であり、溶液状、クリーム状、ペースト状、ゲル状、ジェル状、固形状又は粉末
状として用いることができる。また、紫外線による発癌を防止する点から、紫外線防御作
用のあるシリマリン及びプロポリス等と併用することは、好ましい。
【００５１】
化粧品として皮膚に１日数回に分けて塗布される。１日の塗布量は０．０１～５ｇが好ま
しく、０．０５～３ｇがより好ましく、０．１～１ｇがさらに好ましい。１日の塗布量が
、０．０１ｇを下回る場合、十分な効果が発揮されないおそれがある。１日の塗布量が、
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５ｇを越える場合、コストが高くなるおそれがある。
【００５２】
さらに、前記の化粧品は、老化した表皮の角質組織に作用し、アポトーシスを誘導する。
これにより、角質層は剥離され、美白効果がもたらされることから、美白化粧品とするこ
とができる。
【００５３】
上記実施形態によって発揮される効果について、以下に記載する。
・　本実施形態の癌細胞のアポトーシス誘導剤によれば、副作用が弱く、癌細胞に対し、
優れたアポトーシス誘導作用を発揮することができる。
・　本実施形態の癌細胞のアポトーシス誘導剤の製造方法によれば、アポトーシス誘導剤
を収率良く製造することができる。
・　本実施形態の癌細胞のアポトーシス誘導剤を有効成分とする抗癌剤によれば、副作用
が弱く、癌細胞に対し、優れたアポトーシス誘導作用を発揮することができる。
・　本実施形態の癌細胞のアポトーシス誘導剤を有効成分とする食品製剤によれば、副作
用が弱く、優れたアポトーシス誘導作用に基づき、発癌を予防する食品製剤を提供するこ
とができる。
・　本実施形態の癌細胞のアポトーシス誘導剤を有効成分とする化粧品によれば、副作用
が弱く、優れたアポトーシス誘導作用に基づき、皮膚の発癌を予防する化粧品を提供する
ことができる。
・　本実施形態のプロポリスに有機溶媒を添加して得られる抽出液を分配性担体又は樹脂
に供し、有機溶媒で分離される癌細胞のアポトーシス誘導剤の製造方法によれば、収率良
くアポトーシス誘導剤を製造することができる。
・　本実施形態の癌細胞のアポトーシス誘導剤を有効成分とする美白化粧品によれば、老
化した皮膚の角質組織を剥離する作用に基づき、副作用の弱い優れた美白効果を発揮する
ことができる。
【００５４】
【実施例】
以下、前記実施形態を実施例、製造例及び試験例を用いて具体的に説明する。
（製造例１）
ブラジル産のプロポリス原塊１ｋｇを粉砕し、これに１．５倍量の１００容量％エタノー
ルを加えて室温で３時間攪拌した後、３０００ｒｐｍで１０分間遠心分離を行い、上清を
分取した。次に、その上清を濾紙（東洋濾紙社製、Ｎｏ２）で自然濾過し、その濾液を一
晩冷凍庫に入れて脱ロウした後、再度、前記の濾紙で吸引濾過を行うことにより、液状の
エタノール抽出物（エタノール抽出液）を得た。また、このエタノール抽出液を飴状にな
るまで濃縮し、さらに減圧下乾燥を行うことにより、粉末状のプロポリスのエタノール抽
出物（プロポリスのエタノール抽出粉末）３５０ｇを得た。
【００５５】
（製造例２）
バッカリス・グリセバチイ（Baccharis grisebachii）の葉部１ｋｇを粉砕し、これに２
倍量の１００容量％エタノールを加えて３０℃で１時間攪拌した後、３０００ｒｐｍで１
０分間遠心分離を行い、上清を分取した。この抽出操作を２回繰返し、上清を集めた。次
に、集められた上清について珪藻土を重層した濾紙（Ｎｏ２）を用い、吸引濾過により液
状のエタノール抽出物（エタノール抽出液）を得た。また、このエタノール抽出液を飴状
になるまで濃縮し、さらに減圧下乾燥を行うことにより、粉末状のバッカリス・グリセバ
チイのエタノール抽出物（エタノール抽出粉末）８９ｇを得た。
【００５６】
（実施例１）
製造例１で得られたプロポリスのエタノール抽出物を分配性担体としてシリカゲルを用い
たカラムクロマトグラフに供した。すなわち、直径７０ｍｍ、高さ５００ｍｍのガラス製
カラムに、２容量％メタノール含有クロロホルム液に懸濁したシリカゲル６００ｇを注入
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した。２容量％メタノール含有クロロホルム液を流した後、プロポリスのエタノール抽出
物１０ｇを２容量％メタノール含有クロロホルム液に溶解し、カラムに注入した。次いで
、２容量％メタノール含有クロロホルム液２リットル（検体１）、５容量％メタノール含
有クロロホルム液２リットル（検体２）、１０容量％メタノール含有クロロホルム液３リ
ットル（検体３）を流した。２０容量％メタノール含有クロロホルム液２リットル（検体
４）、５０容量％メタノール含有クロロホルム液２リットル（検体５）及び７０容量％メ
タノール含有クロロホルム液２リットル（検体６）をカラムに流した。
【００５７】
それぞれの分離用溶媒により分離された溶液に紫外線ランプ（井内盛栄堂（株）社製）を
照射し、特有の蛍光を指標として分取した。得られた画分を減圧濃縮後、４０℃で２４時
間真空乾燥させ、粉末を得た。検体１、検体２、検体３、検体４、検体５及び検体６の回
収量は、それぞれ０．５ｇ、０．７ｇ、１．３ｇ、１．１ｇ、１．２ｇ及び１．１ｇであ
った。これらの成分を癌細胞のアポトーシス誘導剤とした。
【００５８】
（実施例２）
製造例２で得られたバッカリス・グリセバチイのエタノール抽出物をシリカゲルを用いた
カラムクロマトグラフにより、製造した。すなわち、直径７０ｍｍ、高さ５００ｍｍのガ
ラス製カラムに、２容量％メタノール含有クロロホルム液に懸濁したシリカゲル５５０ｇ
を注入した。２容量％メタノール含有クロロホルム液で平衡化した後、バッカリス・グリ
セバチイのエタノール抽出物１０ｇを２容量％メタノール含有クロロホルム液に溶解し、
カラムに注入した。
【００５９】
次いで、２容量％メタノール含有クロロホルム液２リットル（検体１）、５容量％メタノ
ール含有クロロホルム液２リットル（検体２）、１０容量％メタノール含有クロロホルム
液３リットル（検体３）を流した。さらに、２０容量％メタノール含有クロロホルム液２
リットル（検体４）、５０容量％メタノール含有クロロホルム液２リットル（検体５）及
び７０容量％メタノール含有クロロホルム液２リットル（検体６）をカラムに流した。そ
れぞれの溶液により分離された分画を採取した。
【００６０】
それぞれの分離用溶媒により分離された溶液に前記の紫外線ランプを照射し、特有の蛍光
を指標として分取した。得られた画分を減圧濃縮後、４０℃で１８時間真空乾燥させ、粉
末を得た。検体１、検体２、検体３、検体４、検体５及び検体６の回収量は、それぞれ０
．１ｇ、０．２ｇ、０．４ｇ、０．３ｇ、１．２ｇ及び２．１ｇであった。これらの成分
を癌細胞のアポトーシス誘導剤とした。
【００６１】
以下に、高速液体クロマトグラフィ（ＨＰＬＣ）による分析について説明する。
（試験例１）
実施例１で得られた検体１～３についてＨＰＬＣにより分析した。ＨＰＬＣの測定条件と
しては、カプセルパックＡＧ１２０（資生堂製、直径４．６ｍｍ、長さ２５０ｍｍ）をセ
ットした液体クロマト装置（島津製作所製）を用いた。検体溶液１０μｌを添加後、第１
移動相による分離を開始した。２０容量％アセトニトリル及び２％酢酸含有水溶液を第１
移動相とし、１００容量％アセトニトリル及び２容量％酢酸含有水溶液を第２移動相とし
た。クロマト開始から６０分後に第２移動相が１００容量％となるように、設定した。カ
ラム流速は、１ｍｌ／分とし、２８０ｎｍの吸光度を検出させ、クロマトグラムを得た。
【００６２】
その結果、実施例１の検体２では、保持時間３８．２１７分の位置にピークが認められ、
アルテピリンＣのピークと一致した。実施例１の検体３では、保持時間２７．８７３の位
置にピークが認められ、文献で示されたドルパニン（式（２））のピークと一致した。同
様に、実施例２で得られた検体３では、保持時間２７．８６１の位置にピークが認められ
た。さらに、実施例１の検体５の分析では、保持時間４３．６８３分の位置に単一のピー
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クが観察され、３－プレニル－４（ジヒドロシナモイロキシ）桂皮酸（式（３））と同定
された。
【００６３】
さらに、実施例１及び２から、３－プレニル－４（シナモイロキシ）桂皮酸（式（４））
、３－プレニル－４（ｐ－クマロイロキシ）桂皮酸（式（５））、３－プレニル－４（カ
フェオイロキシ）桂皮酸（式（６））、３－プレニル－４（フェルライロキシ）桂皮酸（
式（７））、３－プレニル－４（シナピロイロキシ）桂皮酸（式（８））及び３－プレニ
ル－４（サリチロイロキシ）桂皮酸（式（９））が同定された。
【００６４】
【化１０】

【００６５】
【化１１】

【００６６】
【化１２】

【００６７】
【化１３】

【００６８】
【化１４】
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【００６９】
【化１５】

【００７０】
【化１６】

【００７１】
【化１７】

　　（試験例２）
　以下に、核磁気共鳴（ＮＭＲ）装置による分析について説明する。
【００７２】
実施例１の検体３及び検体５についてＮＭＲ装置（バリアン社製）を用いて解析を行った
。得られた結果のケミカルシフト値をｐｐｍ単位（δH（ＣＤＣｌ3））で示した。
【００７３】
【表１】
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【００７４】
【表２】

その結果、表１に示すようなプロトンのケミカルシフト値が得られた。これらは、文献で
既に報告されているドルパニンのケミカルシフト値と一致した。試験例１及び試験例２の
結果から、実施例１の検体３をドルパニンと同定した。実施例２の検体３についても、同
様なケミカルシフト値を示し、ドルパニンと同定された。また、表２に示すように、実施
例１の検体５は３－プレニル－４（ジヒドロシナモイロキシ）桂皮酸であった。同様に、
実施例１の検体５及び実施例２の検体５は、３－プレニル－４（ジヒドロシナモイロキシ
）桂皮酸と同定された。
【００７５】
加えて、実施例１及び２から、３－プレニル－４（シナモイロキシ）桂皮酸、３－プレニ
ル－４（ｐ－クマロイロキシ）桂皮酸、３－プレニル－４（カフェオイロキシ）桂皮酸、
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３－プレニル－４（フェルライロキシ）桂皮酸、３－プレニル－４（シナピロイロキシ）
桂皮酸及び３－プレニル－４（サリチロイロキシ）桂皮酸が同定された。
【００７６】
なお、製造例１及び２並びに実施例１及び２における３－プレニル－桂皮酸誘導体の収率
は、それぞれ、０．２、０．１、５．９及び３．６％であり、従来の製造方法に比して実
施例１及び２の製造方法による収率が高かった。
【００７７】
以下に、癌細胞を用いた抗癌作用の実験について説明する。
（試験例３）
大腸癌細胞株ＳＷ４８０、ＤＬＤ－１及びＣＯＬＯ２０１、胃癌細胞株ＭＫＮ１、ＭＫＮ
２８及びＭＵＧＣ４並びに白血病細胞株ＨＬ６０、ＮＢ４、Ｋ５６２及びＵ９３７を用い
た。これらの細胞を培養液に懸濁し、培養用シャーレに播種した。５容量％炭酸ガス／９
５容量％空気下、３７℃で培養した。これに、実施例１及び２の検体並びに得られた８種
類の３－プレニル－桂皮酸誘導体を添加した。また、対照物質としてアルテピリンＣ（シ
グマ製）を添加した。最終濃度を１０及び５０μｇ／ｍｌとし、さらに、７２時間培養し
た。培養後の細胞数を計数し、溶媒対照と比較した。なお、結果は、溶媒対照群に比して
９０％を上回る場合を－、５０～９０％の場合を＋、２５～４９％の場合を＋＋、２５％
を下回る場合を＋＋＋とした。
【００７８】
【表３】

【００７９】
【表４】
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【００８０】
【表５】

【００８１】
【表６】
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表３～６に示すように、実施例１及び２並びに３－プレニル－桂皮酸誘導体は、全ての癌
細胞に対して細胞数を減少させ、抗癌作用が認められた。アルテピリンＣにも抗癌作用が
認められた。
【００８２】
以下に、正常細胞に対する毒性試験について説明する。
（試験例４）
健康な人より末梢血を採取し、リンパ球を分離した。このリンパ球を培養用シャーレに播
種し、５容量％炭酸ガス／９５容量％空気下、３７℃で培養した。マイトジェンであるコ
ンキャナバリンＡで刺激した後、実施例で得られた８種類の３－プレニル－桂皮酸誘導体
及びアルテピリンＣを添加した。最終濃度は５０μｇ／ｍｌとした。これをさらに、７２
時間培養した。培養後の生細胞数を計数し、溶媒対照と比較した。溶媒対照群に対してｔ
検体を行い、危険率５％未満を基準とし、有意差（＊印）を判定した。
【００８３】
【表７】
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表７に示すように、実施例１及び２並びに８種類の３－プレニル－桂皮酸誘導体を添加し
た群の生細胞数は、溶媒対照群の値と同程度であった。これらの誘導体は、正常細胞に対
する副作用が弱いと結論された。一方、アルテピリンＣの処理では、生細胞数が減少して
おり、正常細胞に対する副作用が認められた。
【００８４】
（試験例５）
アポトーシス誘発実験について説明する。大腸癌細胞株ＳＷ４８０又は白血病細胞株ＨＬ
６０を用いた。試験例３で処理された細胞についてアポトーシス誘導能を調べた。試料で
７２時間処理された細胞懸濁液に５μｇ／ｍｌのヘキスト３３３４２溶液を添加し、３７
℃で、３０分間反応させた。この細胞懸濁液をＰＢＳで洗浄後、無蛍光性スライドグラス
の上に滴下し、蛍光顕微鏡下で観察した。細胞の核が、ぶどうの房状又は数珠状に変化し
ている細胞をアポトーシス細胞として計測した。細胞２００個を計数し、アポトーシス細
胞の出現率を求めた。溶媒対照群に対してｔ検体を行い、危険率５％未満を基準とし、有
意差（＊印）を判定した。
【００８５】
【表８】
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表８に示すように、溶媒対照群に比して実施例１及び２並びに８種類の３－プレニル－桂
皮酸誘導体ではアポトーシス細胞が増加していた。また、前記の細胞を蛍光顕微鏡により
観察すると、処理された細胞の核は、ぶどうの房状又は数珠状に変化しており、アポトー
シスの誘導が確認された。
【００８６】
以下に、電気泳動によるアポトーシス検出実験について説明する。
（試験例６）
大腸癌細胞株ＳＷ４８０に実施例１及び２並びに８種類の３－プレニル－桂皮酸誘導体の
５０μｇ／ｍｌを添加して３７℃で７２時間処理した。得られた細胞からＤＮＡを抽出し
た。このＤＮＡをアガロースゲル電気泳動装置に供し、エチジウムブロマイド溶液で染色
した。これを紫外線照射装置下で紫外線を照射し、蛍光を発するＤＮＡを観察した。
【００８７】
その結果、実施例１及び２並びに８種類の３－プレニル－桂皮酸誘導体のいずれの処理に
よっても、切断されたＤＮＡラダーが観察され、アポトーシスの誘導が確認された。
【００８８】
以下に、癌細胞のアポトーシス誘導剤を含有する食品製剤について説明する。
（実施例３）
実施例１で得られた癌細胞のアポトーシス誘導剤０．２ｇ、ヒメマツタケ粉砕物０．２ｇ
、霊芝粉砕物０．２ｇ、異性化糖３ｇ、食用セルロース１．８ｇ、アスコルビン酸０．０
１ｇ及び食用香料０．１ｇの比率で混合した。これを常法により打錠し、直径１０ｍｍ、
重量０．３ｇの三角型錠剤を得た。
【００８９】
（試験例７）
実施例３で得られた食品製剤を使用して、健常者３例を対象にリンパ球の小核試験を行な
った、すなわち、健常者に１日６粒を７日間摂取させた。摂食前及び摂食７日後に５ｍｌ
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ずつ採血し、リンパ球の小核形成率を計測した。その結果、摂食前に比して摂食７日後の
リンパ球の小核形成率は有意に減少した。また、使用感においても特に苦情は聞かれなか
った。さらに、尿検査値、血液検査値及び血液生化学値に異常は認められなかった。
【００９０】
以下に、癌細胞のアポトーシス誘導剤を含有する化粧品について説明する。
（実施例４）
モノステアリン酸ポリエチレングリコール１ｇ、親油型モノステアリン酸グリセリン１ｇ
、馬油エステル２ｇ及びオレイン酸３ｇを加熱し、溶解した。得られた溶液に、実施例１
で得られた癌細胞のアポトーシス誘導剤０．２ｇ、シリマリン０．２ｇ、プロポリス抽出
物０．２ｇ、プロピレングリコール２ｇ、グリチルリチン酸ジカリウム０．１ｇ、α－ト
コフェロール０．１ｇ及び精製水７０ｇを添加した。これらを溶解した後、冷却して乳液
を得た。
【００９１】
（試験例８）
実施例４で得られた乳液を使用して健常者３例を対象に、皮膚細胞の８－ハイドロキシデ
オキシグアニン（８－ＯＨＧ）量を測定した。すなわち、健常者の前腕皮膚に乳液を１日
０．５ｇずつ７日間塗布させた。塗布前及び塗布７日後に皮膚細胞を粘着テープ（ニプロ
（株））で剥離し、得られた皮膚細胞の８－ＯＨＧ量を８－ＯＨＧ測定キット（日研化学
（株））を用いて測定した。その結果、塗布前に比して塗布７日後の皮膚細胞の８－ＯＨ
Ｇ量は有意に減少した。また、使用感においても特に苦情は聞かれなかった。
【００９２】
　なお、前記実施形態を次のように変更して構成することもできる。
・　前記記載の式（１０）で示される３－プレニル－桂皮酸誘導体を化学的に合成しても
良い。すなわち、桂皮酸誘導体とプレニル化合物を触媒下で化学的に結合させることによ
り、桂皮酸誘導体のべンゼン環にプレニル基を導入することができる。
【００９４】
【発明の効果】
　この発明は、以上のように構成されているため、次のような効果を奏する。
　請求項１に記載の癌細胞のアポトーシス誘導剤によれば、副作用が弱く、癌細胞に対し
て優れたアポトーシス誘導作用が発揮される。
【００９５】
　請求項２の記載された癌細胞のアポトーシス誘導剤の製造方法によれば、収率良くアポ
トーシス誘導剤を製造することができる。
　請求項３に記載の癌細胞のアポトーシス誘導剤を含有する抗癌剤によれば、副作用が弱
く、優れたアポトーシス誘導作用に基づき、抗癌作用が発揮される。
【００９６】
請求項４に記載の食品製剤によれば、副作用が弱く、癌細胞に対する優れたアポトーシス
誘導作用が発揮される食品製剤を得ることができる。
請求項５に記載の化粧品によれば、副作用が弱く、癌細胞に対する優れたアポトーシス誘
導作用を示す化粧品が得ることができる。
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