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Summary: CoenzymeQ10 (CoQ10) is one of the important coenzymes which is composed of
isoprenoid structure. It has been reported that the water solubility of CoQ10 is enhanced in combination
with γ-cyclodextrin (γ-CD) complexation. In this study, we have prepared and evaluated the isoprenoid
compounds-γ-CD inclusion complexes and inclusion complex crystals to clarify the structure of
CoQ10--CD inclusion complex.
1．緒言
ユビキノンはイソプレン側鎖を有する化合物であり、
イソプレン単位 10 個を有するコエン
ザイム Q10 (CoQ10) は、数多くの機能性食品に配合されている。これまでに CoQ10 を消化
性のシクロデキストリン(CD)である-CD に包接させることで、生物学的利用能が向上するこ
とを見出しているが、包接複合体の構造については、これまでにいくつかの報告があるもの
の、その化学量論比などについて統一的な結論を得るに至っていない 1-3)。そこで本研究では、
CoQ10 のイソプレン構造に着目して、イソプレン構造を有する数種の化合物と-CD の包接
複合体および包接複合体結晶を作製し、それらの構造を解析することで CoQ10 と-CD の複
合体構造予測に必要となる基礎データを得ることとした。
2．実験
ホスト化合物として-CD を、イソプレン構造を有するゲスト化合物 (イソプレン単位数)
として、geraniol (2)、geranyl formate (2)、farnesol (3)、trans,trans-farnesol (3)、farnesyl acetate (3)、
geranylgeraniol (4), solanesol (9)を用いた。-CD と各ゲスト化合物の複合体試料を共沈法によ

り調製し、さらに複合体試料をもとに結晶試料を調製した。調製した各試料について粉末 X
線回折測定により結晶性について検討した。さらに、各結晶試料を dimethyl sulfoxide-d6 に溶
解し、1H-NMR 測定を行うことで、1H の積算値より-CD とゲスト化合物の化学量論比につ
いて検討した。
3．結果と考察
本研究で用いたイソプレン構造を有する化合物は、solanesol 以外は油状である。したがっ
て、これらの化合物は結晶性を示すことはないが、粉末 X 線回折測定の結果、作製した複合
体試料及び結晶試料はいずれも結晶性を示した。また、solanesol は結晶性の化合物であるが、
作製した複合体試料及び結晶試料は solanesol とは異なる結晶性を示した。さらに、作製した
全ての複合体試料と結晶試料は、γ-CD 自体とは異なる粉末 X 線回折パターンを示したこと
から、各化合物は γ-CD と包接複合体を形成することが明らかとなった。また、作製した複
合体試料は、いずれも類似の回折角に回折強度を示したことから、類似の結晶構造をとるこ
とが推測された。 しかし、複合体試料と結晶試料を比較すると、geraniol 、geranyl formate、
farnesol では、包接複合体と包接複合体結晶とでは異なる回折パターンを示したことから、包
接複合体から包接複合体結晶が生じる際に、γ-CD のパッキングに変化が生じたことが推察さ
れる。さらに、geranyl linalool、trans,trans-farnesol、farnesyl acetate、geranyl geraniol、solanesol
の γ-CD との包接複合体結晶試料は、互いに類似の粉末 X 線回折パターンを示すことから、
γ-CD が類似のパッキングを示すことが推察された。なお、これらはこれまでに報告されてい
る γ-CD と CoQ10 の包接複合体の粉末 X 線回折パターンと類似の回折パターンを示している。
H-NMR 測定の結果より、ゲスト化合物と γ-CD の化学量論比は、イソプレン数や構造によ
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り異なる結果となったが、CoQ10 と γ-CD の複合体と類似の粉末 X 線回折パターンを示した
trans,trans-farnesol、farnesyl acetate、geranyl geraniol と-CD の包接複合体結晶試料では、イソ
プレン数と γ-CD の比率が 2.6:1.0=13:5 (イソプレン数: γ-CD) に近い値となった。以上より、
イソプレン単位と-CD の比率に関する知見を得ることができた。また、trans,trans-farnesol、
farnesyl acetate 及び geranyl geraniol と γ-CD の包接複合体結晶の単結晶 X 線構造解析を行うこ
とで、CoQ10 のイソプレン側鎖と γ-CD の包接複合体形成機構が解明できることが見出され
た。今後、これらの単結晶 X 線構造解析を行うことで、CoQ10 のイソプレン側鎖と γ-CD の
化学量論比ならびに CoQ10 と γ-CD の包接複合体形成機構の解明をさらに進めることができ
ると推察する。
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