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Abstract

We have developed two lifestyle-related disease-prevention supplements, namely “Metabarrier” and
“Oxibarrier,” for FUJIFILM Corporation to release in October 2007.

Metabarrier is a supplement designed for the purpose of reducing internal organ fat. It consists of
ingredients that impede sugar and fat absorption, and that promote fat burning. We have confirmed reduction
in fat and improvement in enteric areas in our human trial subjects. Metabarrier is a mixture of salacia
powder, red wine polyphenol, green tea extraction, onion skin extract, and chrome yeast. Among these, the
featured element is salacia, an extract from the medicinal plant typically found in Sri Lanka, India and Thailand.

Oxibarrier is a strikingly unique blend of water and lipid soluble antioxidants that brings about
unparalleled synergetic effects. Featured ingredient is our proprietary dry nano-emulsion of astaxanthin. We
have confirmed its characteristic antioxidative effect in our human trial for 8 weeks.

1. はじめに

これまで，富士フイルムはフォトイメージングの分野
で世界の最先端を走り続けてきた。
そこで培われた抗酸化技術，ナノ分散・安定化技術，

コラーゲンペプチドの物性制御技術，反応性・反応速
度・物質の拡散や素材の相互作用などを最適化する層構
成技術は，ヘルスケア製品（サプリメント，化粧品）に
も十分応用できる最先端のテクノロジーである。
これらを背景に，富士フイルムは2006年9月よりヘル

スケア分野に参入し，機能性食品と機能性化粧品を販売
している。機能性食品に関しては，当初，化粧品との内

外ケアを目的とした美容系のものを中心に開発してきた
が，近年の生活習慣病対策への消費者意識の高まりを受け，
生活習慣病予防を目的としたサプリメント「メタバリア」，
「オキシバリア」を開発し，2007年10月に上市した。

Fig. 1  “Metabarrier” and “Oxibarrier”.
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｢メタバリア」は，メタボリック症候群が気になるけ
どついついカロリーを取り過ぎてしまう人や，腸内環境
を改善したい人向けの機能性食品として，また，「オキ
シバリア」はストレスがたまって疲れやすくなっている
人，日々健康な体を維持し活力にあふれて若々しく過ご
したい人をターゲットに開発を行なった。

2. 「メタバリア」の開発

2008年4月より特定検診・特定保健指導が開始になる
こともあり，人々のメタボリック症候群への関心が高
まっている。2005年の厚生労働省の国民健康・栄養調
査では，40歳～74歳の2人に1人がメタボリックシンド
ローム該当者，または予備軍であり，その比率は年々高
まっている。また，女性についても閉経に向けて女性ホ
ルモン分泌が下がると，内臓脂肪が蓄積され易くなる傾
向にあることが報告されている。
メタボリックシンドロームは，Fig. 2に示すように内

臓脂肪の蓄積がアディポサイトカインの分泌異常を引き
起こし，インシュリンによるグルコース輸送が妨げられ
る（インシュリン抵抗性が上がる）ためにⅡ型糖尿病な
ど，さまざまな異常を引き起こし，動脈硬化を誘発して
心筋梗塞や脳卒中などの循環器系疾患を引き起こす病態
のことであり，引き金となる内臓脂肪をためないことが
予防の第一歩となる。

Fig. 2  Mechanisms behind metabolic syndrome.

2.1 コンセプトと処方設計

メタボリックシンドローム予防のためには，内臓脂肪
をためないことが重要である。内臓脂肪の増加は，カロ
リー摂取オーバーの時に取りすぎた糖や脂肪が蓄積して
起こる。内臓脂肪を減らすには食べる量を減らすのが一
番かもしれないが，食事の総量を減らすことは必要な栄
養素摂取も減らすことになるので，疲れやすくなったり，
肌の状態が悪くなったり不健康な状態になりがちである。
よって，今回は，Fig. 3に示すように摂取オーバーと

なる糖と脂肪の吸収をブロックし，さらに，糖と脂肪の
燃焼を促進する成分を配合すれば効率が良いと考えた。

この考えのもと，メタバリアでは身体の中での働きが少
しずつ異なる成分を配合することで，糖にも脂肪にも働き
かけるように素材の選定を行ない，処方設計を行なった。
－成分－
サラシア濃縮エキス：
糖へ働きかける成分
赤ワインポリフェノール：
フレンチパラドックスで知られる赤ワイン効果で脂肪
に働きかける
タマネギ外皮エキス：
脂肪に働きかけるポリフェノール，ケルセチンを含有
緑茶抽出物：
カテキンを多く含み，糖と脂肪の両方に働きかける成分
クロム：
ダイエット時に欠かせない必須ミネラル

2.2 メイン成分のサラシアについて

サラシアは，インドやスリランカなど南アジア地域に自
生するツル性の植物で，インドに古くから伝わる伝承医学
であるアーユルヴェーダで糖尿病や肥満の特効薬として，
特に王侯貴族に珍重されてきた。近年，その有効成分がα
グルコシダーゼ阻害活性を有するサラシノールとコタラ
ノールであることが明らかとなっている（Fig. 4）1）, 2）。

Fig. 3  Absorption and metabolizing route of carbohydrate and fat.

Salacinol Kotalanol

Fig. 4  Main chemical constituents of Salacia.
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摂取した炭水化物が体内に吸収されるメカニズムを
Fig. 5に示す。多糖類であるデンプンなどの炭水化物は，
まず，アミラーゼによって二糖類にまで分解され小腸に
運ばれる。この二糖類（最初から二糖である砂糖を含む）
はそのままでは吸収されないが，小腸の上皮にあるαグ
ルコシダーゼという酵素により単糖に分解されて初めて
体内へ吸収される。
サラシノールとコタラノールは，この小腸の上皮にあ

るαグルコシダーゼを阻害することにより，二糖類を吸
収させにくくする働きがある。さらに，分解・吸収され
なかった二糖類はそのまま大腸へと運ばれ，オリゴ糖様
作用（大腸内善玉菌に利用されて腸内環境を改善する作
用）による腸内環境改善効果をもたらす。

Fig. 5  Absorption mechanism of starch.

の試験のため，脂肪代謝の早い男性により高い効果が現
れたと考察している。
さらに，本品の摂取で腸内環境が変化することが確認

された。健康な男女7名に本品を7日間摂取してもらい，
摂取前後の糞便を調査したところ，糞便中のアンモニア
量が低減しpHが6付近から5付近まで下がっているこ
とが判明した。5付近のpHは腸内において乳酸菌など
の善玉菌が繁殖し易く，大腸菌などの悪玉菌が棲息しに
くい環境であると言われており，悪玉菌の産生物である
アンモニア量の減少はそれを示唆している。

3. 「オキシバリア」の開発

近年，「体が錆びる」という表現を耳にするように
なったが，実際，体の中の活性酸素が体を錆びさせ，老
化や生活習慣病およびガンを招くことが明らかになって
きている。活性酸素は体内で自然発生するもので，呼吸
で取り入れた酸素の1～2％が活性酸素に変化すると言
われており，ストレスなどで増加する。さらに，最近で
は，携帯電話などより発生する電磁波が体内で吸収され
て活性酸素を発生させるケース，喫煙で発生するラジカ
ルが外から身体へ侵入するケースなども少なくない。活
性酸素にはいくつかの種類があるが，代表的なものとし
て，呼吸によって体内に入った酸素が作り出す「スー
パーオキシド」，スーパーオキシドが体内のスーパーオ
キシドディスムターゼ（SOD）という抗酸化酵素により
分解されてできる「過酸化水素」，スーパーオキシドや
過酸化水素が鉄イオンなどと反応してできるヒドロキシ
ルラジカルや，皮膚や目に存在する酸素が光で励起され
て発生する一重項酸素がある（Fig. 7）。特に，ヒドロキ
シルラジカルは最も毒性の強い活性酸素で，ガンの発生
や老化および多くの病気の原因と疑われている。
このような活性酸素の害から体を守るためには，日ご

ろから抗酸化力の高い食品を摂ることが有効である。

αグルコシダーゼを阻害する成分や，糖の吸収を抑え
る成分は，サラシアの他にもグァバ葉ポリフェノールや
桑やギムネマなどいくつかあるが，サラシアが最も高い
効果を示すことが報告されている3）。

2.3 ヒトを対象としたエビデンス

肥満傾向の男女14名に本品を8週間摂取してもらい，
摂取前後での体重・腹囲・BMIの変化を調べた。結果
をFig. 6に示す。

Fig. 6  Evidence of Metabarrier effectiveness.

試験の結果，特に男性での体重・腹囲・BMIの減少
が見られ，本品の効果が確認された。一般に，男性は内
臓脂肪が多く，女性は皮下脂肪が多い傾向にあり，内臓
脂肪の方が代謝され易いと言われている。今回は短期間

Fig. 7  Species of active oxygen generated inside the body.
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サンチンのナノ分散パウダーを新たに開発した。得られ
たパウダーは，ラットによる実験で，従来品よりも1.6
倍吸収性が向上していることが確認された（Fig. 9）。

3.1 コンセプトと処方設計

体内のさまざまなところで発生する活性酸素に対抗す
るには，抗酸化作用のあるいくつかの成分を同時にとる
ことが有効である。体内には血液や細胞質などの水に近
い部分と，細胞膜のような脂質の部分があり，それぞれ
でより有効な成分を選択する必要がある。
今回は，ヒドロキシルラジカルに有効な成分として，

アスタキサンチン，コエンザイムQ10，αリポ酸，ブド
ウ種子より採れるポリフェノールであるプロアントシア
ニジン，ビタミンCおよびビタミンEをピックアップし
た。特に，アスタキサンチンは一重項酸素の消去にも有
効で，当社の研究結果においてもビタミンEの約90倍，
コエンザイムQ10の約1,000倍もの一重項酸素消去速度
を有することが確認されている4）。
さらに，スーパーオキシドや過酸化水素を分解する体

内酵素であるSODやグルタチオンペルオキシダーゼ
（GPX）を形成するミネラルとして亜鉛とセレンも配合
し，これらの酵素の働きを助けるように設計した。

3.3 ヒトを対象としたエビデンス

健康な男女14名に，本品を8週間摂取してもらい摂
取前後での血漿総抗酸化能（STAS）と過酸化脂質量
（LPO）の変化を調べた。
STASは血漿が活性酸素の害から守る総合能力を示

し，値が大きい方が好ましい。LPOは活性酸素によって
酸化され過酸化状態になった血液中の脂質量のことで，
酸化ストレスが大きいと値が大きくなり，好ましくない
状態を示す。この2つを測ることで，体が受けている酸
化ストレスを知ることができる。
結果をFig. 10に示す。

この中で，αリポ酸は両親媒性のため水溶性成分と脂
溶性成分を仲立ちして，働きを長持ちさせることが報告
されており，今回の処方に採用した。

3.2 アスタキサンチンのナノ分散パウダーの開発

アスタキサンチンは，ヘマトコッカスという藻類に含
まれるカロテノイドの1つで，近年，その高い抗酸化力
が大きく注目を集めている素材である。ビタミンEの約
90倍，コエンザイムQ10の約1,000倍もの一重項酸素消
去速度を有し，体内の活性酸素を一因とする悪玉コレス
テロール（LDLコレステロール）の酸化や動脈硬化の
予防，紫外線による肌のダメージに対する効果などが期
待できる。
アスタキサンチンは脂溶性の物質であり，微細分散物

は吸収率が上がること，水溶性の成分や水不溶性の成分
を含むミネラルと混合させる必要があるため，オイル状
ではハンドリングが悪いことなどから，今回，アスタキ

Fig. 8  Antioxidation networks interconnected withα lipoic acid.

Fig. 9  Effect of emulsion size on the absorbability of astaxanthin.

Fig. 10  Evidence for Oxibarrier effectiveness.

本品の摂取でSTASは上がり，LPOが下がることが確
認され，酸化ストレスが顕著に下がることがわかった。

4. まとめ

今回，アーユルヴェーダでも知られる機能性食品素材
のサラシアの特徴を生かしたサプリメントと，天然に存
在するカロテノイドの一種で，きわめて強い抗酸化力を
持つアスタキサンチンの特徴を生かしたサプリメントを
開発した。
今後も，機能性食品の開発を通して，人々のQOL

（Quality of Life）向上に寄与できるよう努力し，広く社
会に貢献していきたい。
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（本報告中にある“FUJIFILM”は富士フイルム（株）の
登録商標です。また，本報告中にある“メタバリア”，
“オキシバリア”は富士フイルム（株）により商標登録
出願中です。）




