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1. はじめに 
 
水生植物のジュンサイ（Brasenia schreberi）は，秋田県三種町が一大産地の食

材です（図 1 左）。じゅんさい沼に大きなたらいを浮かべ若芽を摘む姿は初夏の

風物詩になっています（図 1 右）。ジュンサイは多糖類 1) に富むゲル状粘液質に

覆われていることから食感が良く，高級料亭の食材としても珍重されています。

またカロリーが低いことから，ヘルシー食材としても認知が進みつつあります。

近年，株式会社 Harvestech と秋田県総合食品研究センターの共同研究において，

ジュンサイが血中のコレステロールや中性脂肪を改善することが報告され 2)，メ

タボリックシンドローム対応素材としての期待が急速に高まってきております。

これらの作用にはポリフェノール成分の寄与が推測されています。 
 

  
図 1. ジュンサイ（左）と採取風景（右） 

 
オリザ油化では脂肪の摂りすぎによる脂肪蓄積とこれに伴う皮膚細胞のダメ

ージに対するジュンサイエキスの機能研究を行い，優れた脂肪蓄積抑制作用と

皮膚細胞障害抑制作用を有することを見出しました。そこで，株式会社

Harvestech と秋田県総合食品研究センターの協力のもと製品開発を行い，この度

「ジュンサイエキス」を発売することになりました。「ジュンサイエキス」は，

多種のフラボノイド成分から構成され，高いポリフェノール含有量を誇ります。

本製品は脂肪蓄積による皮下脂肪やセルライトの形成抑制や脂肪蓄積による皮

膚細胞のトラブル改善を目指した食品，化粧品にお使いいただけます。 
1) 角田万里子，三崎 旭 “じゅんさい”多糖類の構造特性 FFI Journal, 209, 298-304 

(2004) 
2) Takahashi J., Toshima G., Matsumoto Y., Kimura F., Kiuchi T., Hamada K., Hata K. In vitro 

screening for antihyperlipidemic activities in foodstuffs by evaluating lipoprotein profiles 
secreted from human hepatoma cells. J. Nat. Med., 65, 670-4 (2011).  
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2. ジュンサイの含有成分と新規に発見された成分，junsainoside A 
 
ジュンサイの表面を覆うゲル状の成分は多糖体ですが，葉にはポリフェノー

ルが高い含量（賦形剤未添加のエキス中に 30%以上）で含まれています。これ

までの研究では，カナダ産のジュンサイから gallic acid, quercetin および quercetin 
7-O-glucoside の単離が報告されていますが 3)， 詳細な成分研究は行われていま

せんでした。そこでオリザ油化は京都薬科大学と共同で，秋田県三種町産のジ

ュンサイの成分研究を行った結果，図 2 に示す成分を単離構造決定いたしまし

た。 

 
図 2. ジュンサイの含有成分 

Junsainoside A 
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これらの成分の中で，junsainoside A は新規の成分であったことから，ジュ

ンサイにちなんだ命名を行いました。この junsainoside A の機能性を調べたと

ころ，コラゲナーゼやエラスターゼの活性を阻害することが判明したことから，

現在これらの知見に関しては特許出願中です。Junsainoside A やジュンサイエキ

スにはコラーゲンやエラスチンの分解を抑制することで，シワやたるみを抑え

る効果が期待できます。また図 4 に示すように，junsainoside A はジュンサイエ

キスに比較的多く含まれることから，ジュンサイエキス製品の規格成分に設定

されています。 
 

3) Legault J., Perron T., Mshvildadze V., Girard-Lalancette K., Perron S., Laprise C., Sirois P., 
Pichette A. Antioxidant and anti-inflammatory activities of quercetin 7-O-β-D-glucopyranoside 
from the leaves of Brasenia schreberi. J. Med. Food, 14, 1127-34 (2011). 

 
A) コラゲナーゼ阻害活性 

  
B) エラスターゼ阻害活性 

  
 

図 3. ジュンサイノサイド A およびジュンサイエキスの酵素阻害活性 
各カラムは平均値と標準誤差で示した。 
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図 4. ジュンサイエキスの HPLC クロマトグラム 
 
移動相：1 mM リン酸添加 15%MeOH と 1 mM リン酸添加 70%MeOH の段階的グ

ラジェント，カラム：ODS 系（4.6 × 250 mm），流速：1 mL/min, 検出波長：

306 nm，GA: gallic acid, EG: ethyl gallate, CG: caffeoyl glucose, MCA: methyl caffeic 
acid, H7G: hypoletin 7-O-glucoside, Q3-6"GG: quercetin 3-O-(6"-galloyl) glucoside, 
Q7G: quercetin 7-O-glucoside, Q3G: quercetin 3-O-glucoside, K3-6"GG: kaempferol 
3-O-(6"-galloyl) glucoside, Gos: gossypetin, K3G: kaempferol 3-O-glucoside, 
K7-6"GG: kaempferol 7-O-(6"-galloyl) glucoside, J: junsainoside A, Q: quercetin, T: 
tiliroside, K: kaempferol 
 
 さらにジュンサイエキスに含まれるポリフェノールの多くは，表 1 に示すよ

うに線維芽細胞内の活性酸素種（ROS）の生成を抑制します。ROS はコラゲナ

ーゼを活性化し，真皮のコラーゲンを脆弱にすることから 4)， ジュンサイエキ

スとその含有成分は細胞外マトリックス（ECM）を構成するタンパクの酸化を

抑制することで，ECM を健やかに保ち，肌の老化を抑制する効果が期待できま

す。 
 
4) Callaghan T.M., Wilhelm K.P. A review of ageing and an examination of clinical 
methods in the assessment of ageing skin. Part I: Cellular and molecular perspectives of 
skin ageing. Int. J. Cosmet. Sci. 30, 313-22 (2008).  
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表 1. ジュンサイエキスおよび含有成分のNBIRGB細胞内の活性酸

素種（ROS）産生に対する作用 
 濃度 

(µg/mL) 
ROS 産生 

(% of control) 
Normal - 116.0±3.4** 
Control - 100.0±2.7 
ジュンサイエキス 1 89.0±1.9** 
 10 69.5±0.9** 
成分名 (µM)  
Normal - 112.9±3.2** 
Control - 100.0±2.8 
Ethyl gallate 1 86.6±2.1** 
 10 67.8±0.5** 
Caffeoyl glucose 1 83.1±2.2** 
 10 53.2±0.3** 
Methyl caffeic acid 1 88.2±3.4 
 10 66.4±2.4** 
Hypoletin 7-O-glucoside 1 81.1±2.8** 
 10 52.2±1.0** 
Quercetin 3-O-(6"-galloyl)-glucoside 1 67.6±1.8** 
 10 44.7±0.5** 
Quercetin 3-O-glucoside 1 86.7±2.4** 
 10 59.9±1.6** 
Kaempferol 3-O-(6"-galloyl)-glucoside 1 86.2±3.0** 
 10 55.9±1.9** 
Gossypetin 1 82.8±3.5** 
 10 54.8±0.9** 
Kaempherol 3-O-glucoside 1 90.1±4.6 
 10 91.9±3.1 
Junsainoside A 1 95.5±1.6 
 10 84.4±1.1** 
Quercetin 1 94.8±2.2 
 10 87.5±1.0** 
Tiliroside 1 98.2±2.1 
 10 101.1±2.4 
Kaempferol  1 94.1±1.2* 
 10 62.4±0.5** 
平均値±標準誤差, n=6, *: p<0.05, **: p<0.01 
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3. 皮下脂肪と肌細胞の関係 

近年，皮下脂肪と皮膚細胞の関係が注目されています。5) 当然のことながら

脂肪の摂りすぎによる①皮下脂肪の増加は皮膚のたるみやセルライトの原因に

なります。また，②脂肪から産生される悪玉サイトカインのTNF-αは，皮下脂肪

に近接する線維芽細胞にダメージを与え6)，コラーゲンやエラスチンの産生を抑

制します。その一方で，TNF-αはコラゲナーゼを活性化することで7)，コラーゲ

ンの分解を促進します。近年，③脂肪から産生される善玉因子のアディポネク

チンがメタボリックシンドロームの改善に関与していることは良く知られてい

ますが，皮膚においてはヒアルロン酸の産生を促進したり8,9)，細胞外マトリッ

クスの形成を促進することが報告されています。10) アディポネクチンの減少は

④ヒアルロン酸の産生を抑制します。一方，⑤脂肪摂取過多による腸内フロー

ラの乱れはインドール10)やアンモニア11), その他フェノール類12) の生成を促進

し，これが表皮細胞の角化異常を引き起こします。ジュンサイエキスは，①～

⑤に作用することで，脂肪の摂りすぎによる皮下脂肪の増加，それに伴う皮膚

細胞のダメージを抑制します（図5）。 
 

 
 

図 5. 脂肪摂取過多と肌トラブルの関係およびジュンサイエキスの作用点 
 

 
5) 南野昌信，飯塚量子，千葉勝由，腸内環境と皮膚生理 香粧品誌, 35, 325-31 (2011). 
6) Zhu G., Cai J., Zhang J., Zhao Y., Xu B. Abnormal nuclear factor (NF)-κB signal pathway and 

aspirin inhibits tumor necrosis factor alpha-induced NF-κB activation in keloid fibroblasts. 
Dermatol Surg., 33, 697-708 (2007). 

7) Lindner D., ZietschC., Becher P.M., Schulze K., Schultheiss H-P., Tschöpe C., Westermann D. 
Differential expression of matrix metalloproteases in human fibroblasts with different origins. 
Biochem. Res. Int., Article ID 875742 (2012). 

8) Akazawa Y., Sayo Y., Sugiyama Y., Sato T., Akimoto N., Ito A., Inoue S. Adiponectin resides in 
mouse skin and up-regulates hyaluronan synthesis in dermal fibroblasts. Connective Tissue Res., 
52, 322-8 (2011). 

9) Yamane T., Kobayashi-Hattori K., Oishi Y. Adiponectin promotes hyaluronan synthesis along 
with increase in hyaluronan synthase 2 transcripts through an AMP-activated protein 
kinase/peroxisome proliferator-activated receptor-α-dependent pathway in human dermal 
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fibroblasts. Biochem. Biophys. Res. Commun., 415, 235-8 (2011). 
10) Ezure T., Amano S. Adipnectin and leptin up-regulate extracellular matrix production by dermal 

fibroblasts. BioFactors, 31, 229-36 (2007). 
11) Kakino M., Sugiyama T., Kunieda H., Tazawa S., Maruyama H., Tsuruma K., Araki Y., 

Shimazawa M., Ichihara K., Mori H., Hara H. Agarwood (Aquilaria crassna) extracts decrease 
high-protein high-fat diet-induced intestinal putrefaction toxins in mice. Pharm. Anal. Acta., 3: 
152, 2153-435 (2012). 

12) Iizuka R., Kawakami K., Izawa N., Chiba K. Phenols produced by gut bacteria affect the skin in 
hairless mice. Microbial Ecolo. Health Disease, 21, 50-6 (2009). 

 
事項からは，ジュンサイエキスの作用点を順に紹介します。 
 

4. ジュンサイエキスの脂肪摂取過多における脂肪細胞と皮膚細胞に対する作

用 

（１）脂肪蓄積抑制作用 

１）高脂肪食摂取マウスにおける作用 P.8 

２）培養内臓脂肪細胞における脂肪蓄積抑制 P.9 

３）培養皮下脂肪における脂肪蓄積抑制 P.10 

（２）TNF-α誘発線維芽細胞障害抑制およびコラーゲン産生促進 P.11 

（３）アディポネクチン産生促進 P.12 

（４）ヒアルロン産生促進 P.12 

（５）脂肪摂取過多による腸内フローラの乱れに対する作用 

 

5. ジュンサイエキスのメタボリックシンドローム改善作用 P.14 

 

6. ジュンサイエキスのヒトモニター試験 

（１）経口摂取による男性の肥満指標の改善 P.16 

（２）経口摂取による女性の肥満指標, セルライトおよび美容指標の改善 

１）肥満指標 P.18 

２）ヒップ下の皮下脂肪およびセルライト P.18 

３）美容指標 P.20 

（３）塗布による女性の皮下脂肪およびセルライトの改善 

１）皮下脂肪およびセルライト P.21 

２）美容指標 P.22 
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4. ジュンサイエキスの脂肪摂取過多における脂肪細胞と皮

膚細胞に対する作用 

（１）脂肪蓄積抑制作用 

１）高脂肪食摂取マウスにおける作用 

 高脂肪食飼育マウスにジュンサイエキス（賦形剤未添加品，以下同様）を 25
および 100 mg/kg/day で 14 日間経口投与後，血中脂質，内臓脂肪重量および皮

下脂肪の状態を評価しました。その結果，25 mg/kg で血中コレステロールおよ

び中性脂肪が減少傾向を示しました。副睾丸脂肪および腎周囲脂肪は 100 mg/kg
投与で減少傾向が認められました（図 6）。また皮膚の脂肪染色断面像では，赤

く染まった脂肪の減少が認められました。 

  

  

   
   V （高脂肪食飼育）     ジュンサイエキス 25 mg/kg 

赤く染まった部分の減少が顕著に見られた。 
図 6. ジュンサイエキスの高脂肪食飼育マウスの血中脂質，内臓脂肪および皮下

脂肪に及ぼす作用 

平均値±標準誤差（n=5-7）, C: 通常食飼育，V: 高脂肪食飼育 
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２）培養内臓脂肪細胞における脂肪蓄積抑制 

 分化誘導した3T3-L1脂肪細胞（内臓脂肪の一種）に，ジュンサイエキスおよ

び含有成分を添加して培養後，脂肪の蓄積量を測定しました。その結果，ジュ

ンサイエキスは低濃度（10 µg/mL）で約50%の脂肪蓄積抑制作用を示しました（図

7A，B）。含有成分では新規成分のjunsainoside A，ethyl gallateおよびhypoletin 
7-O-glucosideに50%以上の脂肪蓄積抑制活性がみられました。その他，kaempferol 
3-O-glucoside, kaempferolおよびcaffeoyl glucoseにも有意な抑制活性が認められま

した。これらの成分は, 1 µMでも脂肪蓄積抑制効果を示しました。この結果より，

ジュンサイエキスの脂肪蓄積抑制活性には，多種のポリフェノール成分が関与

していることが明らかになりました。 
A)  

 
B) 

   
Control       1 µg/mL           10 µg/mL 

（赤く染まっている部分が脂肪） ジュンサイエキス 

    
Junsainoside A    Ethyl gallate    Hypoletin 7-O-glucoside   Kaempferol 3-O-glucoside 

図 7. ジュンサイエキスおよび含有成分の 3T3-L1 脂肪細胞における脂肪蓄積抑

制作用 A) 脂肪蓄積抑制率，B) 脂肪染色像（成分は 1 µM 処理） 



                  ジュンサイエキスカタログ ver.1.0 HS 
 

 10 

３）培養皮下脂肪細胞における脂肪蓄積抑制 

 分化誘導したヒト皮下脂肪由来の脂肪細胞に，ジュンサイエキスおよび含有

成分を添加して培養後，脂肪の蓄積量を測定しました。その結果，ジュンサイ

エキスは低濃度（10 µg/mL）で約50%の脂肪蓄積抑制作用を示しました（図8A，

B）。含有成分では新規成分のjunsainoside A，kaempferol 3-O-glucoside，hypoletin 
7-O-glucoside，kaempferolおよびmethyl caffeic acidに40%以上の脂肪蓄積抑制活性

がみられました。その他の成分にも20～40%の抑制活性が認められました。これ

らの成分は, 1 µMでも脂肪蓄積抑制効果を示しました（図8B）。この結果より，

ジュンサイエキスは皮下脂肪においても脂肪蓄積抑制活性を示し，その活性に

は，多種のポリフェノール成分が関与していることが明らかになりました。 
A) 

 
B) 

    
Control 1 µg/mL 10 µg/mL  Junsainoside A 

（赤く染まっている部分が脂肪） ジュンサイエキス 

     
Kaempferol 3-O-glucoside Hypoletin 7-O-glucoside Kaempferol Methyl caffeic acid 

図 8. ジュンサイエキスおよび含有成分の皮下脂肪由来脂肪細胞における脂肪蓄

積抑制作用 A) 脂肪蓄積抑制率，B) 脂肪染色像（成分は 1 µM 処理） 
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（２）TNF-α誘発線維芽細胞障害抑制およびコラーゲン産生促進 

 前項において，ジュンサイエキスが脂肪細胞における脂肪蓄積を抑制したこ

とから，脂肪細胞が産生する悪玉サイトカインである TNF-αの産生を抑制する

ことが示唆されました。そこで次に，TNF-α（10 nM）を NB1RGB 線維芽細胞

に作用させた時のダメージに及ぼすジュンサイエキスの作用を調べました。そ

の結果，ジュンサイエキスは 1 µg/mL の低濃度で線維芽細胞のダメージをブロ

ックし，逆に増殖促進作用を示しました（図 9）。含有成分では quercetin と ethyl 
gallate に障害抑制作用が認められました。この結果より，ジュンサイエキスは

TNF-αによる線維芽細胞の障害を抑制すること，2 種の成分がその活性に関与し

ていることが判明しました。 

 
図 9. ジュンサイエキスおよび含有成分の TNF-α誘発線維芽細胞障害に対する

抑制作用 （平均値±標準誤差（n=4-6）, *: p<0.05, **: p<0.01.） 
 
 次に，前述の高脂肪食飼育マウスの皮膚における I 型コラーゲンの発現量を調

べました。その結果，ジュンサイエキスの投与により明らかな I 型コラーゲンの

発現促進が認められました。この結果より，ジュンサイエキスは線維芽細胞に

働きかけコラーゲンの産生を促進することが明らかになりました。 
 
 

COL1A1(90kDa)  

COL1A1(75kDa)  

Actin(43kDa)    
高脂肪食       -   -           +              
ジュンサイエキス            0             25    25   100   100 (mg/kg) 

図 10. ジュンサイエキスの TNF-α誘発線維芽細胞障害に対する抑制作用 

 バンドが拡大

I 型コラーゲンは

2 バンドからなる 
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（３）アディポネクチン産生促進 

 

 脂肪細胞が出す善玉因子であるアディポネクチンの産生に及ぼすジュンサイ

エキスの作用を調べました。高脂肪食飼育マウスの実験で用いたマウスの皮膚

を採取し，アディポネクチンのタンパク発現量を評価しました。その結果，ジ

ュンサイエキス（25 mg/kg）投与群の皮膚に明らかなアディポネクチン発現の促

進が認められました（図 11）。 
 

 
図 11. ジュンサイエキスの高脂肪食飼育マウス皮膚のアディポネクチン発現に

及ぼす作用 
 
（４）ヒアルロン産生促進 

 

 ジュンサイエキスが皮膚のアディポネクチンの発現を促進したことから，次

にヒアルロン酸産生に及ぼす作用を調べました。ヒアルロン酸産生の指標には，

ヒアルロン酸合成酵素（HAS）の発現を用いました。評価の結果，ジュンサイ

エキスは高脂肪食飼育マウス皮膚における HAS2（主に皮膚の真皮で発現）およ

び HAS3（主に皮膚の表皮で発現）の発現を mRNA およびタンパクレベルで促

進しました（図 12）。これらの結果より，ジュンサイエキスはヒアルロン酸の合

成能を高めることが明らかになりました。 
 
A)  
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B) 

HAS2(63kDa)  

Actin(43kDa)   

高脂肪食      -   -            +                
ジュンサイエキス            0             25    25    100   100 (mg/kg) 

 

HAS3(63kDa)  

Actin(43kDa)  
高脂肪食      -   -            +                
ジュンサイエキス            0              25    25    100   100 (mg/kg) 

 
図 12. ジュンサイエキスの高脂肪食飼育マウス皮膚のヒアルロン酸合成酵素

（HAS）の発現に及ぼす作用 
A) mRNA の発現量，平均値±標準誤差（n=5-7），B) タンパク発現 
 
（５）脂肪摂取過多による腸内フローラの乱れに対する作用 

 ジュンサイエキスには多糖類が含まれていることから，高脂肪食摂取による

腸内フローラの乱れを改善する可能性が考えられました。そこで，前述の高脂

肪食飼育マウスの糞便を採取し，悪玉菌が産生するインドールの含有量を調べ

ました。その結果，ジュンサイエキスの投与により糞便の色調が改善し，有害

物質であるアンモニアやインドール含量が低下改善しました（図 13）。この結

果より，ジュンサイエキスは脂肪の摂りすぎによる腸内境の乱れを改善し，肌

に悪影響を及ぼす有害物質の発生を抑制することが判明しました。 

    

  
図 13. ジュンサイエキスの高脂肪食飼育マウスの腸内環境に及ぼす作用 

上段：糞便の色調，下段：糞便中のアンモニア含量（左）インドール含量（右），
平均値±標準誤差（n=5-7），C: 通常食飼育，V: 高脂肪食飼育，*: p<0.05 vs. V. 

高脂肪食の摂取により，糞便の色

調が白くなったのに対し（V），ジ

ュンサイエキスの投与により，通

常食摂取群（C）の色調に回復。 

 

 

バンドが拡大 

バンドが拡大 
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5.ジュンサイエキスのメタボリックシンドローム改善作用 

株式会社 Harvestech と秋田県総合食品研究センターの共同研究によるジュン

サイエキスのメタボリックシンドローム改善作用を紹介します。マウス

（C57BL/6）にジュンサイエキス（1%）を含有する高脂肪食を継続摂取（2 週間）

させ，メタボリックシンドロームの各種パラメーターを測定しました。その結

果，体重には変化が見られませんでしたが，内臓脂肪や血中中性脂肪が有意に

改善しました（図 14）。また，図に示していませんが血糖値にも有意な改善（コ

ントロール：231±20 mg/dL, ジュンサイエキス：191±22 mg/dL）が認められま

した。 

 
図 14. ジュンサイエキスの高脂肪食飼育マウスのメタボリックシンドロームパ

ラメータに及ぼす作用 (平均値±標準偏差) 
 
 次に肝細胞セルラインの HepG2 細胞に，脂質供給源のオレイン酸とジュンサ

イエキス（100 µg/mL）を添加し，2 日間培養後に細胞内の脂質代謝関連分子の

mRNA 発現を調べました。その結果，表 2 に示すようにサイズの異なる全ての

中性脂肪とコレステロールが減少しました。この時，細胞内の mRNA 発現を 
 
表2. ジュンサイエキスのオレイン酸添加によるHepG2細胞の脂肪蓄積に対する作用 

中性脂肪（µg/106 cells） コレステロール（µg/106 cells） 
Total VLDL LDL HDL Total VLDL LDL HDL 

対照群 7.3** 0.8** 3.8** 2.7 3.6 0.5 1.0 2.1** 
オ レ イ

ン 酸 添

加群 

12.6 2.0 7.2 3.4 3.1 0.5 1.2 1.4 

ジ ュ ン

サ イ 水

エキス 

3.9** 0.2** 2.9** 0.8** 0.6** 0.1** 0.3** 0.2** 

ジ ュ ン

サ イ エ

タ ノ ー

ル エ キ

ス 

1.9** 0.2** 0.9** 0.8** 0.3** 0.0** 0.2** 0.1** 

平均値 (n=4), **: p<0.01. 
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調べたところ，中性脂肪や脂肪酸合成に関与する FAS (sterol fatty acid synthase), 
SREBP (sterol regulatory element binding protein) 1c，コレステロール合成に関与す

る SREBP2, HMGCS (HMG-CoA synthase)-1，リポタンパクを構成する APO 
(apolipoproteins) A-1，APOB-100 および中性脂肪の移送タンパクである MTTP 
(Microsomal triglyceride transfer protein large subunit) の mRNA 発現を有意に抑制

しました（図 15）。この結果より，ジュンサイエキスは脂肪酸やコレステロール，

中性脂肪の合成や移送に関与する分子の発現を抑制することで，メタボリック

シンドローム改善作用を示すものと考えられます。 
 

 
図 15. ジュンサイエキスの高脂肪食飼育マウスの mRNA に及ぼす作用 (平均値

±標準偏差, n=4) 
 

 図 16 には，ジュンサイの乾燥粉末(2.5 g)を 10 週間摂取したヒトの小型 LDL-
コレステロール（超悪玉コレステロール）の変化を示しております。ジュンサ

イ粉末の摂取により，LDL-コレステロールの大きさ，濃度ともに減少し，動脈

硬化のリスクが軽減されたことがわかります。 

 

図 16. ジュンサイ粉

末を 12 週間摂取した

ヒトの LDL-コレステ

ロールの変化 
 
LDL-コレステロール

のサイズ，濃度ともに

減少 
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6.ジュンサイエキスのヒトモニター試験 

（１）経口摂取による男性の肥満指標の改善 

男性ボランティア（11 名）に，ジュンサイエキス（P として 150 mg 相当量，

P の規格は P. 26 参照）を 3 週間朝食後に摂取してもらいました。摂取前後に，

肥満やメタボリックシンドロームのパラメーターを測定しました。その結果，

体脂肪率，内臓脂肪指数，皮下脂肪厚み，ウェストおよび血中トリグリセリド

が減少しました（表 3）。特に皮下脂肪厚みの減少は顕著でした（図 17）。内臓

脂肪指数は高値のヒトで減少傾向がみられました。この結果より，ジュンサイ

エキスの摂取により，皮下脂肪と内臓脂肪が減少することが明らかになりまし

た。 
 

表 3. ジュンサイエキスを摂取した男性の各種パラメーターの変化 
  摂取前 摂取後 
 体重（kg） 74.2±4.2 74.4±4.2 
減 体脂肪率（%） 25.1±1.9 24.5±1.9↓ 
 BMI (kg/m2) 25.5±1.2 25.6±1.2 
減 内臓脂肪指数 109.5±15.0 102.3±13.5↓ 
減 皮下脂肪(腹部，cm) 3.1±0.3 2.2±0.2 p<0.05↓ 
減 皮下脂肪(二の腕，cm) 2.6±0.2 2.0±0.2↓ 
減 ウェスト（cm） 90.4±3.1 88.6±3.0↓ 
減 トリグリセリド（mg/dL） 121±16 111±14↓ 

  平均値±標準誤差（n=11） 

 

 
 

図 17. ジュンサイエキス摂取前後の皮下脂肪および内臓脂肪の変化 
 

次に，最新鋭の皮膚専用超音波真皮画像装置（DermaLab）を用いて測定した

皮膚断面の超音波画像を図 18 に示します。ジュンサイエキスの摂取により，真

皮層に入り込んだ脂肪の減少，真皮コラーゲン（黄白色で示された高密度領域）

の増加が認められました。これらの結果より，ジュンサイエキスの摂取により，

皮下脂肪と内臓脂肪が減少することが明らかになりました。 
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被験者 A（腹部） 

  
摂取前 摂取後 
 

摂取前では，皮下脂肪（黒い部分）が真皮層上部にまで入り込んでいるが，ジュンサイ
エキス摂取後はこれが減少している。 

被験者 B（腹部） 

  
摂取前 摂取後 

摂取後において真皮上部の高密度領域（黄白色）が拡大し，コラーゲンの増加が推察さ

れる。 

被験者 C（二の腕） 

  
摂取前 摂取後 

被験者 A と同様，真皮層上部に入り込んだ脂肪が減少 

被験者 D（二の腕） 

  
摂取前 摂取後 

被験者 A と同様，真皮層上部に入り込んだ脂肪が減少 

 
図 18. ジュンサイエキス摂取前後の腹部および二の腕の皮膚超音波断面像 

表皮 

真皮 

皮下脂肪 

表皮 

真皮 

皮下脂肪 

表皮 

真皮 

皮下脂肪 

表皮 

真皮 

皮下脂肪 
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（２）経口摂取による女性の肥満指標, セルライトおよび美容指標の改善 

1）肥満指標 

 女性ボランティア（7 名）にも，ジュンサイエキス（P として 150 mg 相当量，

P の規格は P.26 参照）を 3 週間朝食後に摂取してもらいました。摂取前後に，

肥満やセルライト，美容のパラメーターを測定しました。その結果，体脂肪率，

内臓脂肪指数およびヒップサイズが減少しました（表 4）。内臓脂肪指数は高値

のヒトで減少傾向がみられました。この結果より，ジュンサイエキスの摂取に

より，皮下脂肪と内臓脂肪が減少することが明らかになりました。 
 

表 4. ジュンサイエキスを摂取した女性の各種パラメーターの変化 
  摂取前 摂取後 
 体重（kg） 52.8±2.5 53.2±2.6 
減 体脂肪率（%） 28.7±1.5 27.4±2.1↓ 
 BMI（kg/m

2
） 20.7±0.7 20.9±0.8 

減 内臓脂肪指数 38.6±3.4 36.4±2.8↓ 
 皮下脂肪(腹部，cm) 2.6±0.2 2.6±0.2 
 皮下脂肪(二の腕，cm) 2.7±0.1 2.7±0.1 
 皮下脂肪（ヒップ下，cm） 1.8±0.3 1.8±0.3 
減 ヒップ（cm） 92.1±1.7 91.7±1.7↓ 

  平均値±標準誤差（n=10） 
 

次に，二の腕の超音波画像を図 19 に示します。ジュンサイエキスの摂取によ

り，真皮層に入り込んだ脂肪の減少(赤破線内の黒い部分)，コラーゲンスコア

の増加が認められました。 
二の腕 

  
摂取前 摂取後 

コラーゲンスコア 37   コラーゲンスコア 40 
図 19. ジュンサイエキス摂取前後の二の腕の皮膚超音波断面像 

 

2）ヒップの皮下脂肪およびセルライト 

 図 20 にはヒップ下の超音波画像とセルライトの写真を示します。被験者 A で

はジュンサイエキス摂取により皮下脂肪が明らかに減少し，真皮層が拡大して

います。被験者 B では真皮層下部の凸凹すなわち隠れセルライトが減少してい

ます。さらにセルライトも，数，深さともに改善する傾向が見られました（図

20B）。これらの結果より，ジュンサイエキスのセルライトに対する改善作用が

表皮 

真皮 

皮下脂肪 
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明らかになりました。 
A)  

被験者 A（ヒップ下） 

  
摂取前 摂取後 

摂取前では皮下脂肪（黒い部分）が多いが，ジュンサイエキス摂取により，これが顕著に
減少している。 

被験者 B（ヒップ下） 

  
摂取前 摂取後 

隠れセルライト（真皮と皮下脂肪の境界の凸凹，破線内部）が，ジュンサイエキス摂取に
より減少している。 
 
B)  

被験者 C 

  
摂取前 摂取後 

被験者 D 

  
摂取前 摂取後 

 

図 20. ジュンサイエキス摂取前後の（A）ヒップ下の皮膚超音波断面像および 
（B）セルライト（赤破線丸部分） 

表皮 
真皮 

皮下脂肪 

表皮 

真皮 

皮下脂肪 

セルライト 
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３）美容指標 

 その他の美容指標の一つとして，二の腕内側皮膚の明度を測定しました。そ

の結果，全ての被験者に明度（L*値）の上昇が認められました（図 21A）。また

真皮の超音波画像では高密度領域（赤から白色の領域，コラーゲン密度の高い

部分）が拡大し，コラーゲンスコアも上昇しました。 
 

A） 二の腕 

 
B) 

頬 

  
摂取前 摂取後 

コラーゲンスコア 28  コラーゲンスコア 32 
 

  
摂取前 摂取後 

コラーゲンスコア 30  コラーゲンスコア 33 
 

図 21. ジュンサイエキス摂取前後の二の腕皮膚の明度および頬の超音波画像と

コラーゲンスコアの変化 
A) 二の腕内側の明度（L 値），B）頬の超音波画像 

表皮 

真皮 

皮下脂肪 

表皮 

真皮 

皮下脂肪 
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（３）塗布による女性の皮下脂肪およびセルライトの改善 

１）皮下脂肪およびセルライト 

女性ボランティア（5 名）に，ジュンサイエキス-LC（10%）の入ったジェル

およびプラセボジェルをヒップ下部（大腿部）にそれぞれ 2 週間塗布してもら

いました。塗布前後に，二の腕およびヒップ下の皮下脂肪厚みを測定した結果，

いずれにおいてもジュンサイエキス-LC はプラセボと比較してより強く皮下脂

肪厚みを減少させました（図 22A, B）。ヒップ下の超音波画像では，ジュンサイ

エキス-LC の塗布により，隠れセルライト（赤破線部分，真皮と皮下脂肪の境界

の凸凹）が減少し，コラーゲンスコアが上昇しました（図 22C）。さらに，セル

ライトも減少，改善することが判明しました（図 22D）。これらの結果より，ジ

ュンサイエキス-LC の部分痩せ，セルライト改善効果が明らかになりました。 

A)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

平均値±標準誤差 
B) 
 
 
 
 
 
 
 
 

平均値±標準誤差 

     
塗布前 プラセボ塗布後 

 
 ジュンサイ塗布後 

表皮 

真皮 

皮下脂肪 
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D) 

       
プラセボ塗布前  プラセボ塗布後 

   
ジュンサイ塗布前  ジュンサイ塗布後 

 
図 22. ジュンサイエキス-LC 塗布前後の（A，B）皮下脂肪厚み，（C）超音波画

像，コラーゲンスコアおよび（D）セルライトの変化 
 
２）美容指標 
 
 ジュンサイエキス塗布時のその他の作用として，二の腕の弾力性がプラセボと

比較して改善する傾向が見られました（図 23）。この時，コラーゲンスコアに両

者の差が見られなかったことから，コラーゲン以外の肌の弾力性に関与するエ

ラスチンなどに影響を及ぼしている可能性が示唆されました。 
 

 
 

図 23. ジュンサイエキス-LC 塗布による二の腕の弾力性の変化 
（平均値±標準誤差） 

セルライト 
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7. ジュンサイエキスの安定性 

(1) 熱安定性 
ジュンサイエキス-P の熱安定性を検討した結果，ポリフェノール含量は，

120℃，1 時間の加熱によっても変化がみられず，通常の食品加工温度に対して

安定であることが分かりました。 
 

 
図 24. ジュンサイエキス-P の熱安定性（初期値を 100%とした） 

 
(2) pH 安定性 

ジュンサイエキス-WSP を pH 調整した水溶液とし，非遮光下，室温で 1 週間

保存後，ポリフェノール含量を測定しました。その結果，色調の変化は見られ

ず，ポリフェノールの減少も見られませんでした。この結果より，ジュンサイ

エキス-WSP 水溶液中のポリフェノールは，酸性からアルカリ性まで幅広い pH
域で安定であることが分かりました。 

 

 
 

図 25. ジュンサイエキス-WSP の pH 安定性（初期値を 100%とした） 
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8. ジュンサイエキス-P および WSP の栄養成分 
 

分析項目 P WSP 分析方法 
水分 6.6 g/100 g 6.6 g/100 g 常圧加熱乾燥法 
タンパク質 0.9 g/100 g 0.9 g/100 g ケルダール法 係数: 6.25 
脂質 3.2 g/100 g 3.2 g/100 g 酸分解法 
灰分 1.4 g/100 g 1.4 g/100 g 直接灰化法 
炭水化物 83.5 g/100 g 83.5 g/100 g 注 1 
エネルギー 375 kcal/100 g 375 kcal/100 g 注 2 
食物繊維 4.4 g/100 g 4.4 g/100 g プロスキー法 
ナトリウム 281 mg/100 g 281 mg/100 g 原子吸光光度法 
栄養表示基準における栄養成分等の分析方法などについて（衛新第 13 号平

成 11 年 4 月 26 日）による。 
注 1） 計算式：100 – (水分+タンパク質+脂質+灰分) 
注 2） エネルギー換算係数：タンパク質 4; 脂質 9; 糖質 4; 食物繊維 2 
試験依頼先：SUNATECH，試験成績書発行日：平成 24 年 9 月 28 日 
成績書番号：第 120918022-001-01 号 

 

9.安全性 

（1） 残留農薬 
ジュンサイエキスの賦形剤未転化品について，食品衛生法（厚生労働省）で

残留基準値が定められた 535 農薬について調査しました。その結果，いずれの

農薬においても基準値以下でした。 
試験依頼先：マシス，試験成績書発行年月日：平成 24 年 9 月 10 日 
依頼番号：第 56984 号 
 

（2）急性毒性（LD50） 
医薬品の単回投与毒性試験ガイドラインに従い、動物に負担のかからない許

容最大量である 2,000 mg/kg のジュンサイエキスを、絶食下の ICR 系雌雄マウス

（6 週齡）に経口投与し，14 日間飼育・観察を行いました。その結果，死亡例

や体重推移の異常（対照群との比較）は認められず，試験終了後に行った剖検

においても，臓器の肉眼的異常は認められませんでした。したがって，ジュン

サイエキスのマウスにおける LD50 値（経口投与）は，雌雄ともに 2000 mg/kg 以

上です。 
 

10.推奨摂取量および使用量 

１日あたり，ジュンサイエキス-P および-WSP として 150 mg の使用をおすす

めします。 
1 日あたりの化粧品での使用量は，PC で 0.1～0.6%, WSPC で 0.1～0.6%, LC

では 1～10%をお勧めします。 
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11.応用例 
 利用分野 訴求 剤形 

食品 

ダイエット，ス
リミング，美容，
腸内環境改善，
セルライト改善 

ダイエット，ス
リミング，美容，
腸内環境改善，
セ ル ラ イ ト 改
善，コラーゲン
増加，抗酸化，
ヒアルロン酸増
加 

飲料（清涼飲料水，ドリンク等），ハー
ドおよびソフトカプセル，タブレット，
キャンディー，チューインガム，グミ，
クッキー，チョコレート，ウエハース，
ゼリー等 

化粧品 

ダイエット，ス
リミング（部分
痩せ），セルライ

ト改善 

化粧水，ローション，パック，ボディ
ジェル等 

 
12. 包装形態 

ジュンサイエキス-P（PC），-WSP（WSPC） 
1 kg, 5kg 内装：アルミ袋 

外装：ダンボール包装 
ジュンサイエキス-LC（水溶性液体，化粧品用途） 

1 kg 内装：ボトル 5 kg 内装：キュービーテナー 
外装：ダンボール包装 外装：ダンボール包装 

 

13. 保存方法 
高温多湿を避け、室温、暗所にて密封状態で保存して下さい。開封後には速

やかにご利用下さい。やむを得ず保存する場合は、吸湿剤などで必ず除湿して

下さい。 
 

14. 表示例 
<食品> 

ジュンサイエキス-P，-WSP 
表示例：ジュンサイエキスおよび加工デンプン 

 
<化粧品> 

ジュンサイエキス-PC, -WSPC 
表示名称：オクテニルコハク酸デンプン Na，ジュンサイ葉エキス 
INCI 名： SODIUM STARCH OCTENYLSUCCINATE (and) BRASENIA 

SCHREBERI LEAF EXTRACT 
 
ジュンサイエキス-LC 
表示名称：プロパンジオール，水，ジュンサイ葉エキス 
INCI 名：PROPANEDIOL (and) WATER (and) BRASENIA SCHREBERI LEAF 

EXTRACT 
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製品規格書 
製品名 

 
 

食品 
 

本品は，ジュンサイ（Brasenia schreberi）の葉から含水エタノールで抽出して得られ

た粉末である。 
 
性 状 淡黄褐色から灰黄緑色の粉末で，わずかに特有なにおいがある。 
 
 
総ポリフェノール 5.0 % 以上 （食品機能研究法記載 Folin-Denis 法） 
 
Junsainoside A 0.01% 以上 （HPLC） 
 
多糖類 
[ジュンサイ由来] 2.5% 以上 （フェノール・硫酸法） 
  
 
乾燥減量 10.0 % 以下  （衛生試験法，1g，105℃，2 時間） 
 
 
純度試験 
（1）重金属（Pb として） 20 ppm 以下 （硫化ナトリウム比色法） 
 
（2）ヒ素（As2O3として） 1 ppm 以下 （食品添加物公定書，第３法，装置 B） 
 
 
一般生菌数 3×103 個 /g 以下 （衛生試験法，標準寒天培地） 
 
真菌数 1×103 個 /g 以下 （衛生試験法，ポテトデキストロース寒

天培地，クロラムフェニコール添加） 
 
大腸菌群 陰性 （衛生試験法，BGLB 培地） 
 
 
組 成 成 分 含有量 
 ジュンサイ抽出物 17% 
 加工デンプン 83% 

 合 計 100% 
 

賞味期限 製造後 2 年 
 

保管方法 高温，直射日光を避け，換気が可能な湿気のない暗所にて密

封状態で保管する。 
 

ジュンサイエキス-P 
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製品規格書 
製品名 

 
 

食品 
 

本品は，ジュンサイ（Brasenia schreberi）の葉から含水エタノールで抽出して得られ

た水溶性粉末である。 
 
性 状 淡黄褐色から灰黄緑色の粉末で，わずかに特有なにおいがある。 
 
 
総ポリフェノール 5.0 % 以上 （食品機能研究法記載 Folin-Denis 法） 
 
Junsainoside A 0.01% 以上 （HPLC） 
 
多糖類 
[ジュンサイ由来] 2.5% 以上 （フェノール・硫酸法） 
  
 
乾燥減量 10.0 % 以下  （衛生試験法，1g，105℃，2 時間） 
 
 
純度試験 
(1) 重金属（Pb として） 20 ppm 以下 （硫化ナトリウム比色法） 
 
(2) ヒ素（As2O3として） 1 ppm 以下 （食品添加物公定書，第３法，装置 B） 
 
 
一般生菌数 3×103 個 /g 以下 （衛生試験法，標準寒天培地） 
 
真菌数 1×103 個 /g 以下 （衛生試験法，ポテトデキストロース寒

天培地，クロラムフェニコール添加） 
 
大腸菌群 陰性 （衛生試験法，BGLB 培地） 
 
 
組 成 成 分 含有量 
 ジュンサイ抽出物 17% 
 加工デンプン 83% 

合 計 100% 
 
賞味期限 製造後 2 年 

 
保管方法 高温，直射日光を避け，換気が可能な湿気のない暗所にて密

封状態で保管する。 
 

ジュンサイエキス-WSP 
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製品規格書 
製品名 

 
 

化粧品 
 

本品は，ジュンサイ（Brasenia schreberi）の葉から含水エタノールで抽出して得られ

た粉末である。 
 
性 状 淡黄褐色から灰黄緑色の粉末で，わずかに特有なにおいがある。 
 
総ポリフェノール 5.0 % 以上 （食品機能研究法記載 Folin-Denis 法） 
 
Junsainoside A 0.01% 以上 （HPLC） 
 
多糖類 
[ジュンサイ由来] 2.5% 以上 （フェノール・硫酸法） 
  
乾燥減量 10.0 % 以下  （衛生試験法，1g，105℃，2 時間） 
 
 
純度試験 
(1) 重金属（Pb として） 20 ppm 以下 （第 2 法） 

 
 
(2) ヒ素（As2O3として） 1 ppm 以下 （第 3 法） 
 
一般生菌数 1×102 個 /g 以下 （衛生試験法，標準寒天培地） 
 
真菌数 1×102 個 /g 以下 （衛生試験法，ポテトデキストロース寒

天培地，クロラムフェニコール添加） 
 
大腸菌群 陰性 （衛生試験法，BGLB 培地） 
 
 
組 成 成 分 含有量 
 オクテニルコハク酸デンプン Na 83% 
 ジュンサイ葉エキス 17% 

 合 計 100% 
 

保証期限 製造後 2 年 
 

保管方法 高温，直射日光を避け，換気が可能な湿気のない暗所にて密

封状態で保管する。 
 
この規格及び試験方法において，別に規定するものの他は，外原規通則及び一般試験

法を準用するものとする。 

ジュンサイエキス-PC 
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製品規格書 
製品名 

 
 

化粧品 
 

本品は，ジュンサイ（Brasenia schreberi）の葉から含水エタノールで抽出して得られ

た水溶性粉末である。 
 
性 状 淡黄褐色から灰黄緑色で，わずかに特有なにおいがある。 
 
総ポリフェノール 5.0 % 以上 （食品機能研究法記載 Folin-Denis 法） 
 
Junsainoside A 0.01% 以上 （HPLC 法） 
 
多糖類 
[ジュンサイ由来] 2.5% 以上 （フェノール・硫酸法） 
  
 
乾燥減量 10.0 % 以下  （衛生試験法，1g，105℃，2 時間） 
 
純度試験 
(1) 重金属（Pb として） 20 ppm 以下 （第 2 法） 
 
(2) ヒ素（As2O3として） 1 ppm 以下 （第 3 法） 
 
一般生菌数 1×102 個 /g 以下 （衛生試験法，標準寒天培地） 
 
真菌数 1×102 個 /g 以下 （衛生試験法，ポテトデキストロース寒

天培地，クロラムフェニコール添加） 
 
大腸菌群 陰性 （衛生試験法，BGLB 培地） 
 
 
組 成 成 分 含有量 
 オクテニルコハク酸デンプン Na 83% 
 ジュンサイ葉エキス 17% 

 合 計 100% 
 

保証期限 製造後 2 年 
 

保管方法 高温，直射日光を避け，換気が可能な湿気のない暗所にて

密封状態で保管する。 
 
この規格及び試験方法において，別に規定するものの他は，外原規通則及び一般試験

法を準用するものとする。 
 

ジュンサイエキス-WSPC 
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製品規格書 
製品名 

 
 

化粧品 
 

本品はジュンサイ（Brasenia schreberi）の葉から含水エタノールで抽出して得られた

抽出物を含水プロパンジオールに溶解した水溶性液体である。 
 
性 状 黄褐色から褐色の液体で，わずかに特有のにおいがある。 
 
 
確認試験 本品 30 μl を，3.5 ml の水に加え，フォーリンデニス試薬 

0.2 ml と飽和炭酸ナトリウム溶液 0.4 ml を加えるとき，液

は青色を呈する。(ポリフェノール類) 
 
純度試験 
(1) 重金属（Pb として） 10 ppm 以下 （第 2 法） 
 
(2) ヒ素（As2O3として） 1 ppm 以下 （第 3 法） 
 
 
一般生菌数 1×102 個 /g 以下 （衛生試験法，標準寒天培地） 
 
 
真菌数 1×102 個 /g 以下 （衛生試験法，ポテトデキストロース

寒天培地，クロラムフェニコール添加） 
 
大腸菌群 陰性 （衛生試験法，BGLG 培地） 
 
 
組 成 成 分 含有量 
 プロパンジオール 70% 
 水 29% 
 ジュンサイ葉エキス 1% 
 合 計 100% 
保証期限 製造後 2 年 

 
保管方法 高温，直射日光を避け，換気が可能な湿気のない暗所にて

密封状態で保管する。 
 
この規格及び試験方法において，別に規定するものの他は，外原規通則及び一般試験

法を準用するものとする。 

ジュンサイエキス-LC 
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商品企画からＯＥＭ生産まで 
お気軽に，ご相談ください。 

 
オリザ油化は，健康に役立つ機能性をもつ 

食品素材の開発をめざしています。 
多品種の機能性食品素材を生産し，多くの 

食品情報を有しております。 
お気軽にお問い合わせください。 

 
製造発売元：オリザ油化株式会社 
〒493-8001   愛知県一宮市北方町沼田１番地 
TEL(0586)86-5141(代表)  FAX(0586)86-6191 
URL/http://www.oryza.co.jp/ 
E-mail: info@oryza.co.jp 
東京営業所 
〒101-0041  東京都千代田区神田須田町 1-24-10 大東京ビル 5F 
TEL (03)5209-9150  FAX (03)5209-9151  E-mail: Tokyo@oryza.co.jp 
 
* 本資料は，学術的なデータ等に基づき作成しておりますが，当該製品を配合した消費

者向け製品への表現については，健康増進法や薬事法の関連法規に従うようご注意下さ

い。 
* 本書の無断複写，及び流用は，著作権法上の例外を除き，禁じられています。 
* 本カタログに記載された内容は，都合により変更させていただくことがあります。 

 
制定日 2012 年 9 月 30 日 
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