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Fig. 1. Learning Ability Was Measured Using a Step-through
Passive Avoidance Task

When a mouse entered the dark chamber from a light chamber, the door

was closed and an electric foot-shock was delivered at 50 mA for 1 s. Acquisi-

tion of the avoidance response was considered successful if the mouse

remained in the light chamber for 300 s. The trial was repeated until the

mouse satisˆed the acquisition criterion within ˆve trials.4)
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The high prevalence of dementia in aged individuals suggests that aging is the most important risk factor and that

senescence further enhances dementia. We have searched for dietary factors that prevent brain senescence using a mouse

model of age-related neurodegeneration (SAMP10). This mouse line is suitable for studying brain senescence because

brain atrophy and cognitive dysfunction are observed with aging, similar to humans. The production of reactive oxygen

species and oxidative damage are high in the brains of aged SAMP10. We found that green tea catechin and b-crypto-

xanthin in Japanese mandarin oranges prevented brain atrophy and cognitive dysfunction. In addition, psychosocially

chronically stressed mice exhibited a shortened life span and accelerated cognitive dysfunction. These deˆciencies were

prevented by the ingestion of theanine, an amino acid in tea, under stressed conditions. While a number of factors aŠect

brain senescence, our results suggest that non-nutritive food components such as catechin, b-cryptoxanthin and theanine

may be useful for preventing brain senescence.
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1. はじめに

わが国における認知症の高齢者数は 2012 年の時

点で 462 万人であり，それに加え予備軍と呼ばれる

軽度認知障害の方が 400 万人いると報告されてい

る．これは 65 歳以上の 4 人に 1 人が認知症とその

予備軍であることを意味する．さらに，85 歳以上

では 40％以上が認知症とその予備軍であると報告

されている．アルツハイマー病を含む認知症は加齢

に伴い増加することから，「加齢」は最大の危険因

子であり，「老化」はそれを促進する．したがって，

老化予防は認知症予防の重要な戦略となる．

ところで「加齢」と「老化」はしばしば同等に使

われるが，「加齢」は生まれてからの時間経過を示

すので同年齢では「加齢」は同じであるのに対し，

「老化」の程度は同年齢でも個人によって異なる．

老化には多くの因子が関与しているが，ここではま

ずはじめに酸化傷害の蓄積に着目し，抗酸化物質と

して緑茶の成分であるカテキンと，温州ミカンの成

分である b-クリプトキサンチン（b-cryptoxanthin;

b-CRX）の作用について紹介する．次に，ストレ

スの蓄積も老化を促進するが，緑茶に含まれるアミ

ノ酸のテアニンはストレスを軽減して老化を予防す

ることを紹介する．
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Fig. 2. EŠect of Green Tea Catechins on Learning Ability in SAMP10 Mice
The time needed for acquisition of the avoidance response was measured in mice that had consumed green tea catechins (hatched column) and in control mice

(open column). Each value represents the mean±S.E.M. p＜0.05.4)
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2. 緑茶カテキンの脳老化抑制作用

実験には老化促進モデルマウス senescence-

accelerated mouse prone 10 (SAMP10）を主に使用

した．このマウスは寿命がやや短く，加齢に伴い脳

が萎縮し学習・記憶能の低下が認められる．1,2) その

一因として，脳内で発生する活性酸素が多いことが

これまでに見い出されている．3) SAMP10 マウスに

緑茶カテキンを 0.2 mg/mL の濃度で飲水として自

由摂取させた．その結果，通常の水を飲んでいたマ

ウスは 11 月齢で約半数のマウスが死亡したが，緑

茶カテキンを摂取していたマウスでは生存率が顕著

に高まっており，緑茶カテキンには寿命延長効果が

あることが明らかとなった．マウスの脳機能を調べ

るために，マウスが暗いところを好む性質を利用

し，明室から暗室に移動したら弱い電気ショックを

与えて，暗室に入らないことを学習させた（Fig.

1）．学習に要した時間を測定し学習能を比較した結

果，初老期に相当する 11 月齢のマウスでは，若い

マウスに比べ学習時間が有意に延長し学習能が低下

していた（Fig. 2）．4) 一方，緑茶カテキンを摂取し

ていたマウスでは学習能の低下が抑制されていた．

摂取期間を変え，中高齢（9 月齢）になってから緑

茶カテキンを摂取し始めた場合でも改善傾向がみら

れた．成熟期（6 月齢）から，あるいは若齢期（3

月齢）から摂取し始めた場合は有意な改善がみられ

た（Fig. 2）．

緑茶カテキン中の主なものは，エピガロカテキン

ガレート（EGCG）で，次に多いのはガロイル基が

外れたエピガロカテキン（EGC）である（Fig. 3）．

そこでこれらカテキン分子により脳に対する作用に

違いがあるか検討した．その結果 EGCG は，緑茶

に含まれるカテキンの混合物とほぼ同程度の作用を

示したが，EGC には作用がないことがわかり，ガ

ロイル基の重要性が示唆された．また gallic acid

(GA）だけでは作用を示さなかったが，EGC と

GA を混合して与えた場合は，EGCG と同程度の

作用を示すことも明らかとなった．経口的に摂取さ

れた EGCG は腸内細菌により一部 EGC と GA に

分解され，5) 血流を介して脳に運ばれると考えられ

ている．これらの血液から脳組織への移行率はまだ

よくわからないが，緑茶カテキンの作用として，カ
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Fig. 3. Structure of Green Tea Catechins

Fig. 4. Structure of b-CRX

Fig. 5. EŠect of Intake of b-CRX (A) or Mandarin Juice (B) on Learning Ability of Aged SAMP10 Mice
Mice drank diŠerent concentrations of b-CRX (05 mg/mL in 0.5％ Tween-20) and mandarin juice (038％ in 2％ sodium carboxymethyl cellulose). Each

value represents the mean±S.E.M. p＜0.05.6)
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Fig. 6. Oxidative Damage in the Cerebral Cortex of Mice that Drank b-CRX (A) or Mandarin Juice (B)
The level of 8-oxodeoxyguanosine (8-oxodG) was measured as a marker of oxidative damage in DNA. Each column represents the mean±S.E.M. p＜0.05.6)

Fig. 7. Psychosocial Stress under Confrontational Housing
Six mice were housed in a cage (group) to provide the control condition.

Another two mice were housed in a cage with a partition (single housing) for

a month, and subsequently the mice were housed without a partition (con-

frontational housing).7)

Fig. 8. EŠect of Confrontational Housing on Lifespan of
SAMP10 Mice (A) and EŠect of Theanine Intake on
Lifespan of Mice under Confrontational Housing (B)
(A) The longevity of mice under confrontational housing (open

squares) and mice under group housing (closed circles) are plotted. The

mean lifespan was signiˆcantly shorter in mice under confrontational hous-

ing than in mice under group housing. p＜0.05. (B) The mean lifespan of

mice that drank theanine (20 mg/mL, closed squares) was signiˆcantly lon-

ger than mice that drank water (open squares) under confrontational

housing.7) p＜0.05.
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テキン類そのものが脳に移行して作用する直接作用

と，からだ全体の酸化還元バランスを調整すること

による間接的作用との両者があると考えられる．

3. b-CRX の脳老化抑制作用

温州ミカンに豊富に含まれている b-CRX (Fig.

4）は，ミカンの果肉部分に含まれ，プロビタミン

A としての役割に加え抗酸化作用も示す．b-CRX

05 mg/mL の濃度でマウスに摂取させたところ，

濃度の増加に伴い学習能の改善がみられた（Fig. 5）．

b-CRX として同程度のミカン果汁を摂取させた場
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Fig. 9. EŠect of Confrontational Housing and Theanine Intake on Cerebral Atrophy (A) and Learning Ability (B) at 9 Months of
Age

Mice ingested theanine (20 mg/mL, closed columns) or water (open columns). Each bar represents the mean±S.E.M. p＜0.05.7)
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合も同様に効果が認められた．このとき，大脳皮質

DNA の酸化傷害は軽減していた（Fig. 6）．また，

b-CRX は摂取濃度に比例して脳にも取り込まれて

いた．6) ヒトにおいて加齢に伴い前頭皮質のカロテ

ノイド類が減少することが報告されていることか

ら，7) b-CRX の摂取は脳機能維持に重要であると考

えられる．

4. ストレス抑制による脳老化抑制

通常マウスはケージ内に 56 匹の群で飼育を行う

が，2 匹の雄マウスを，仕切り板を入れたケージで

1 匹ずつ単独飼育を行うとナワバリ意識が確立され

る．その後仕切り板を取り除くと，マウスは互いを

侵入者と見なし，その存在をストレスと感ずるよう

になる．これを対面飼育と呼び，マウスに社会心理

的ストレスを長期にわたり負荷する方法としてわれ

われが新たに確立した（Fig. 7）．7) 対面飼育条件下

でマウスの寿命を測定した結果，群飼育の場合平均

生存期間が 17.6 月齢であったが，対面飼育のマウ

スは早期から死に始め平均生存期間が 13.6 月齢と

4 ヵ月短くなっていた［Fig. 8(A）］．しかし対面飼

育条件下でもテアニンを摂取させたところ 13.6 月

齢だった生存期間が 17.9 月齢と，群飼育の場合と

同程度まで延長していた［Fig. 8(B）］．テアニンの

寿命延長作用は群飼育のマウスに対しては認められ

ないことから，対面飼育によるストレスを軽減して

寿命の短縮を抑制していることが示された．また，

対面飼育条件下では大脳の萎縮が促進していたが，

テアニン摂取により抑制され，学習能の低下も抑制

されていた（Fig. 9）．これらのことから，テアニ

ンはストレスを軽減して老化促進を予防しているも

のと考えられた．

5. 総括

認知症は高齢になるほど患者数が増えることから

「加齢」は認知症の最大の危険因子であり，「老化」

はその危険率をさらに高める促進因子となる．われ

われは脳の老化予防に焦点を当て，食品の中から脳

に対し老化予防効果を示す物質を探索した．実験に

は，加齢に伴い大脳前頭部が萎縮し学習・記憶能が

低下する老化促進モデルマウス（SAMP10）を使用

した．SAMP10 は脳内の活性酸素産生並びに酸化

傷害が加齢に伴い増加することから，ヒトの老化し

た脳とよく似た特徴を示すと考えられている．抗酸

化作用を中心に探索した結果，緑茶カテキン並びに

温州ミカンに豊富に含まれている b-CRX が，脳の

萎縮及び学習記憶能低下を抑制することを明らかと

した．次に，マウスに社会心理的ストレスを長期に

わたり負荷した結果，生存期間が有意に短縮すると

ともに脳機能低下も促進されることが明らかとなっ

た．しかしストレス負荷時に，緑茶に含まれるアミ

ノ酸のテアニンを摂取させると，寿命の短縮並びに
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脳機能の低下促進が抑制された．これらのことか

ら，脳の老化には多くの因子が関与しているが，カ

テキン，b-CRX，テアニン等の食品成分により脳

の老化を予防できることが明らかとなった．これら

の成果が認知症予防の一助となることが期待される．
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