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コーヒーと 健康
お話の
ポイント

バイオエフィカシー

〜ポリフェノールのバイオアベイラビリティ（吸収）と生物有効性〜

●ポリフェノール摂取が多いと総死亡，循環器疾患リスクが低
下する。日本も含め多くの国でコーヒーが最大のポリフェ
ノール摂取源となっている。
●ポリフェノールの作用機序を理解するには，その代謝産物の
バイオアベイラビリティ（吸収）を解明する必要がある。コー
ヒーのポリフェノール（クロロゲン酸類など）の場合，コー
ヒーを摂取後3時間までの小腸経由の吸収とそれ以降の腸内
フローラによる代謝を経た大腸経由の吸収があり，代謝産物
が血流に出現する。
●コーヒー摂取により血管内皮機能は改善する。その効果は，ク
ロロゲン酸類の摂取によるもので，摂取後数時間持続する。

右：モナシュ大学（オーストラリア）栄養学部教授

ガリー・ウィリアムソン氏 Gary Williamson

英 リ ー ズ大学，ネスレリサーチ等を経て2018年より現職。ポリフェノールのバイオアベイラビリティ研究の第一人者。

左：ネスレリサーチ（スイス），シニア栄養サイエンティスト

ディアン・ツィマーマン氏 Diane Zimmermann

仏 ス ト ラスブール大学で医薬品化学の博士取得。2006年より現職、専門は栄養科学。

身近な飲み物として多くの方に愛されているコーヒー。第一線で活躍されている研究者の先生方に語っ
ていただく本シリーズでは，これまで生活習慣病や肥満，胃の健康，水分補給，カフェイン，仮眠，覚醒と
睡眠，緑茶と抹茶の可能性，肝臓，パーキンソン病，腎臓といった話題をお送りしてきました。今回は，バ
イオアベイラビリティ研究をリードするウィリアムソン先生，ツィマーマン先生にお話を伺いました。
インタビューアー：ネスレ日本株式会社 ウエルネスコミュニケーション室 室長

― なぜポリフェノールのバイオ
アベイラビリティに注目するのか？ ―

福島洋一

ノールのプロシアニジンやアントシアニンのように吸収性が
低いとされるもの，また体内で変化することにより抗酸化能が
失われるものもあります。ポリフェノールは実際にどのくらい

コーヒーや茶などポリフェノールが豊富な食品の摂取と，総

体内に吸収されるのか，またどういった化合物に変化していく

死亡や循環器疾患のリスク低下との関連について多くの報告

のか，未だ不明な点が多いのです。ここ約20年間でポリフェ

があります 。ポリフェノールは特徴的な化学構造をもつこと

ノールのバイオアベイラビリティの研究が進展しています。ポ

で強い抗酸化作用を有することから，抗酸化能はポリフェノー

リフェノールと健康との関連のメカニズムを解明する糸口と

ルの健康への効果のメカニズムの1つとされてきました。この

して，これらの研究への関心が高まっています。

1-3)

説明のためには，ポリフェノールが生体内でどういう働きをし
ているか，その入り口として摂取したポリフェノールは，実際
に体内に吸収されるのか，すなわちbioavailability（バイオアベ
イラビリティ）があるのか，という疑問にきちんと答えていく

― ポリフェノールの概要 ―
●専門用語と命名法
最近ポリフェノールの命名法を標準化する動きがあります。

必要があります 。バイオアベイラビリティとは，薬学などで

健康に有益な植物由来の食物には多数の化合物があり，様々な

よく使われる用語で生物学的利用能とも呼ばれ，摂取した成分

用語（phytochemical，polyphenol，phytonutrientなど）が漫然

がどれくらい血流中に到達し作用するかを表します6)。

と使われてきました。Phytochemical（フィトケミカル）とは，植

4,5)

栄養素は消化過程を経て速やかにかつ効率的に吸収・利用さ

物由来の化学物質の総称で，生物学的活性を意味するものでは

れますが，ポリフェノールの中には，例えばカカオポリフェ

ありません。ポリフェノールは化学構造に基づき、芳香族環に
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フェノール性水酸基を複数持つ化合物を意味します。自然界に

ホート研究（高山スタディ）で，29,079名を対象としています。

多く存在するフェルラ酸はポリフェノールの1グループをなす

研究の結果，追跡期間中（平均14.1年）に5,339名の死亡が確認

フェノール酸類に属し，一般にポリフェノールの1つとされて

されました。1日当たりのポリフェノール総摂取量（平均±標準

いますが，水酸基は1つしかもちません。そのため，ポリフェ

偏差）は759±410mgでした。ポリフェノール総摂取量の四分

ノールの表記を(Poly)Phenolsとする報告も増えています。一方，

位数を求め解析したところ，ポリフェノールの最高摂取量群

phytonutrientなどは生物学的活性を意味する用語です7)。

（Q4）は，最低摂取量群（Q1）と比較して，総死亡のリスク低下と
有意に関連していました（ハザード比0.93，95%信頼区間0.82〜

●ポリフェノールの分類
ポリフェノールは8,000種類以上もあると言われ ，代表的

0.99，傾向p＝0.003）。また，ポリフェノールの最高摂取量群

なものとして，フラバノール（茶のカテキン），フラバノン（柑橘

（Q4）は，最低摂取量群（Q1）と比較して，心血管疾患死亡のリス

類のヘスペリジン），フラボノール（タマネギのケルセチン），ア

ク低下と有意に関連し（ハザード比0.83，95%信頼区間0.70〜

ントシアニン（ベリー類に色を与えるシアニジン），ヒドロキシ

0.99，傾向p＝0.009），なかでも脳卒中死亡のリスク低下との

桂皮酸類などがあります。ヒドロキシ桂皮酸類の1群は，フェ

強い関連性が示されました（図2）。ポリフェノール総摂取量は

ノール酸類とも呼ばれ，コーヒーのクロロゲン酸類をはじめ多

消化器疾患死亡のリスク低下と有意に関連していましたが，が

くの果物や野菜に含まれています9)。

ん死亡との関連は認められませんでした11)。ポリフェノールの

●コーヒーはポリフェノールの主な摂取源

摂取はコーヒーに次いで緑茶由来が多く，これまでの調査と一

8)

各国のデータから，コーヒーは食事由来のポリフェノールの

致していました12)。

主要な摂取源であることが一貫して示されています（図1）10)。
うち40%以上を占めます。例外も若干見られ，スペインでの
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図2. 総ポリフェノール摂取量と死亡との関連
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ポリフェノール総摂取量（mg/日）は四分位数を算出した（Q1，<501.9；Q2，
501.9‒705.7；Q3，705.7‒951.6；Q4，>951.6）。年齢，性別，総エネルギーなどを調
整したCox比例ハザードモデル。
*p<0.05
（Q1との比較）

― Bioavailability ―
バイオアベイラビリティ
2005年にポリフェノール18種類のバイオアベイラビリティ
について，97報の論文をレビューしたところ，ポリフェノール

メキシコ
（694mg)
47%

ブラジル
（378mg)
71%

フランス
（1193mg)

の種類によって異なりますが，投与量の0.3%〜43%程度が吸収

日本
（849mg)

44%

されるという結果でした13)。しかし，その後，腸内細菌叢がポリ

47%

フェノールの吸収に大きく関わっていることがわかり，親化合
物と腸内細菌叢由来の代謝産物を考慮した場合，投与量の80%

図1. 各国の総ポリフェノール摂取量とコーヒーが占める割合

10)

斜線部はコーヒー由来，グレーはその他の食品飲料由来。
（ ）内の数字は1日の
ポリフェノールの平均摂取量，%はコーヒー由来の占める割合を示す。

●ポリフェノールと健康に関する日本の研究

以上が吸収されるのではないかと考えられるようになりまし
た9)。カカオポリフェノールに含まれるプロシアニジンなど重
合したポリフェノールのようにインタクトなままでは吸収さ

最近発表された日本の研究が，ポリフェノール総摂取量と死

れにくいものもありますが，ほとんどのポリフェノールでは摂

亡リスクとの関連を評価しています。これは，岐阜県高山市の

取量のかなりの部分が吸収され一度は体内に入ると考えられ

35歳以上の住民を対象として，1992年に開始された前向きコ

ます。摂取された親化合物が体内で変化してできる代謝産物に
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ついてきちんと把握することが，バイオアベイラビリティを理

産物は，①ジメトキシ桂皮酸でした。小腸で吸収される②フェ

解する上で極めて重要です。

ルラ酸硫酸抱合体も速くピークに達しました。微生物代謝産物

●ポリフェノールの吸収過程

である③ジヒドロフェルラ酸及び④ジヒドロフェルラ酸硫酸

コーヒーに含まれるポリフェノールの代表は，5-カフェオイ

抱合体は摂取3時間以降に検出されました。図には示しません

ルキナ酸や5-フェルロイルキナ酸などのクロロゲン酸類で

が，カフェ酸硫酸塩は②と，ジヒドロカフェ酸硫酸抱合体は③

フェノール酸類に属します。摂取した5-カフェオイルキナ酸の

と似た挙動を示しました。また，親化合物である⑤5-フェルロ

一部は小腸でカフェ酸に変化した後に吸収され，ジメトキシ桂

イルキナ酸はほとんど検出されませんでした。
500

ジヒドロカフェ酸となり，吸収された後にジヒドロフェルラ酸

血中クロロゲン酸類
代謝物濃度

皮酸，イソフェルラ酸グルクロン酸抱合体，フェルラ酸やカフェ

やその硫酸抱合体，ジヒドロカフェ酸硫酸抱合体として血流に

（nM）

0

酸の硫酸抱合体として血流に出現します。また，5-カフェオイ
ルキナ酸の一部は大腸に入り，腸内細菌叢によって代謝されて
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ロゲン酸類代謝産物の血中でのピークは摂取後30分と，4〜6
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出現します（図3左）。摂取した5-フェルロイルキナ酸は大腸で
ジヒドロフェルラ酸に変換され吸収されます（図3中）14)。クロ
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図4. コーヒー摂取後に血中に出現する主なクロロゲン酸類代謝
産物の経時変化15-17)

時間の二相性となります。親化合物のクロロゲン酸類（5-CQA

値は平均値±標準偏差を示す。①ジメトキシ桂皮酸，②フェルラ酸硫酸抱合体，
③ジヒドロフェルラ酸，④ジヒドロフェルラ酸硫酸抱合体，⑤ 5-フェルロイル
キナ酸。
①〜⑤は，
図3①〜⑤に対応する。

や5-FQA）は血中にはほとんど検出されません。

●ポリフェノール代謝産物の利用

一方，緑茶に含まれるフラボノイドの代表であるエピガロカ

ポリフェノール代謝産物のなかでもポリフェノール抱合体

テキンガレート（EGCG），エピガロカテキン（EGC），エピカテキ

の作用に注目して動物や細胞モデルを使った実験を積み重ね

ン（EC）は，ほとんどが小腸で吸収され，EGCG，EGCやECあるい

ています。

はそれがメチル化されたものの硫酸抱合体もしくはグルクロ

フェルラ酸の供給源となる食品（全粒穀類，クロロゲン酸類

ン酸抱合体として血流に出現します（図3右）14)。血中でのピー

を含むコーヒー）は，2型糖尿病や心血管疾患のリスクを低減

クは一相性で摂取3時間後にはほとんど血流から消失し，尿中

する効果をもつことが知られています。これらの疾患のリスク

に排泄されます。

因子の1つとして血管内皮機能障害があります。フェルラ酸の
コーヒー摂取

血流

大部分はフェルラ酸硫酸抱合体に変換されます。マウスの血管
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結果，フェルラ酸硫酸抱合体の方が血管弛緩と血圧低下をもた

エピガロ
カテキン
ガレートなど
（EGCG, EGC, EC）

②FA-s
isoFA-g

M4, M6

を使い，フェルラ酸とフェルラ酸硫酸抱合体の作用を比較した
らしました。この実験から，フェルラ酸源となる食品摂取によ

EGCG
EGC-s／-g
EC-s／-g
メチル化EGC-s／-g
メチル化EC-s／-g

?

る健康上のベネフィットには，フェルラ酸硫酸抱合体のような
ポリフェノール抱合体が関与している可能性が示唆されまし
た18)。
また，骨格筋は食後のグルコースの取り込みを行う主要な組
織ですが，ヒトの骨格筋細胞モデルを使い調べたところ，腸内

③DHFA

細菌叢由来のフェノール類代謝産物であるフェルラ酸硫酸抱

DHFA

図3. クロロゲン酸類と茶カテキンの吸収

14)

合体とジヒドロフェルラ酸硫酸抱合体の両方が，骨格筋細胞で

CA，カフェ酸；CQA，カフェオイルキナ酸；DHCA，ジヒドロカフェ酸，DHFA；ジヒ
ドロフェルラ酸；EC，エピカテキン；EGC，エピガロカテキン；EGCG，エピガロカ
テキンガレート；FA，フェルラ酸；FQA，フェルロイルキナ酸。-g及び-sはそれぞれ
グルクロン酸抱合体及び硫酸抱合体を示す。①〜⑤は，図4①〜⑤に対応する。

グルコースの取り込みを増加させる作用をもつことがわかり

健康なボランティアを対象にして，コーヒー摂取後に血中に

た19)。こうしたポリフェノール代謝産物の働きは，コーヒーの

現れるクロロゲン酸類代謝産物を時間を追って観察しました

糖尿病や循環器疾患リスク低減効果の作用の説明につながる

（図4）

15-17)

。摂取後に最も速く効率的に小腸で吸収された代謝

ました。なお，フェルラ酸にはこの作用は認められませんでし

可能性があります。
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― Bioeﬃcacy ―
バイオエフィカシー：生物有効性
血管内皮機能障害は動脈硬化の過程における最も初期の臨
床徴候の1つです。血管内皮機能に対するクロロゲン酸類の効
果を評価するために，ヒトを対象にして2つの無作為化クロス
オーバー試験を実施しました。血管内皮機能の指標には血流依
存性血管拡張反応（FMD）を使いました。1つめの研究では，健康
な成人男性（15名）に，クロロゲン酸類を強化したコーヒー2用
量（クロロゲン酸類として89mg又は310mgを含む）及びコー
ヒーと同等のカフェイン（コントロール）を摂取してもらい，そ
の後5時間までのFMDを測定しました。研究の結果，クロロゲン
酸類入りのコーヒー摂取後のFMD変化量（平均±標準偏差）は，
1時間（低用量1.10±0.43%，高用量1.34±0.62%）及び5時間（低
用量0.79±0.32%，高用量1.52±0.40%）で二相性に増加しまし
た。2用量ともにコントロールと比べFMDの有意な改善が認め
られました（図5）20)。また，FMDの増加と並行してクロロゲン酸
類代謝産物の血中濃度の増加が観察されました。FMDの改善傾
向は，精製した5-カフェオイルキナ酸を450mg投与した実験で
も観察されました。これらの結果から，コーヒー摂取による血管
内皮機能の短時間での改善は，5-カフェオイルキナ酸とその代
謝産物を介した効果であることが示唆されました20)。
8
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図5.コーヒー（クロロゲン酸類入り）摂取と血管内皮機能との関連20)
値は平均値±標準誤差を示す。FMD(血流依存性血管拡張反応）は血管内皮機能
改善を示す。FMD，
血流依存性血管拡張反応。*p <0.05（多重比較）

もう1つの研究では，成人20名にクロロゲン酸類160mgを含
むカフェインレスコーヒー生豆抽出物を摂取してもらい，摂取
後5時間以降のFMDを測定したところ，6時間，12時間，24時間
後もFMDは有意に改善するという結果が得られました（論文投
稿中）。FMD 1%の改善は循環器疾患リスク13%の低下と関連
することがコホート研究14報をまとめたメタ分析で示されて
います21)。コーヒーの摂取が循環器疾患のリスクを低下させる
可能性が指摘されていますが，クロロゲン酸類による血管内皮
機能の改善は，メカニズムの1つとして注目されます。

インタビューを終えて
今回のインタビュー記事は，2019年11月に神戸にて
行われた第9回ポリフェノールと健康国際会議
（ICPH2019）でのProf. G. Williamson（以下ガリー）に
よる基調講演とシンポジウム７「Bioavailability &
metabolism」の座長スピーチ，Dr. D. Zimmermann（以下ディアン）
による講演「コーヒー由来クロロゲン酸類のヒトでのバイオアベイ
ラビリティ（吸収）とバイオエフィカシー（生物有効性）」，続いて
行った両名へのインタビューをもとに作成しました。ガリーとディ
アンは筆者がネスレ中央研究所（ローザンヌ）に所属していた時代
の同僚であり，10年ぶりの再会となりました。
「ポリフェノールは吸
収される」という事実は血中での代謝産物の探索を基礎に，ここ20
年でようやく全容がわかってきましたが，ガリーはまさにこの領域
を産学に籍を移しながら世界的に牽引しているトップランナーと
して知られています。ディアンはネスレが実施したコーヒーポリ
フェノールの血流改善ヒト試験プロジェクトのメンバーで，今回は
Dr. L. Actis-Gorettaの代役として急きょ来日しました。ポリフェノー
ルの8割は吸収される可能性があること，またクロロゲン酸類の代
謝産物の出現はフラボノイドと様相が異なること，代謝産物により
効果が異なるという糸口が見え始めていることなど，目からうろこ
が落ちるような興味深くエキサイティングな話を多く聞くことが
できました。和訳も含め紙面の都合で十分に伝えることができない
点はご容赦いただきつつ，両名のご協力に感謝の意を表します。
＜2019年11月30日ICPH2019（神戸）でインタビュー＞
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お問い合わせ先
ネスレ日本株式会社 ウエルネスコミュニケーション室
「コーヒーと健康」
事務局
〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20天王洲郵船ビル
Tel:03-5772-6894 10:00~17:00
（土・日・祝・年末年始除く）
ネスレの
「コーヒーと健康」
に
関するページはこちら

http://www.nestle.co.jp/nhw/coﬀee
「コーヒーと健康」インタビュー記事アーカイブは

こちら

http://www.nestle.co.jp/nhw/coﬀee/interview

