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(57)【要約】
　本発明は、商業的に栽培されるトウガラシ属（Ｃａｐｓｉｃｕｍ）栽培品種から植物育
種技法によって開発された、乾燥成熟実莢肉中に重量で約（０．４％）より多いゼアキサ
ンチンを産生するトウガラシ属植物に関する。ゼアキサンチンは、非エステル化型で測定
した場合、乾燥成熟実莢肉中の主要カロテノイドである。あるいは、これらの植物を、Ａ
ＳＴＡ値として測定される高度の色素形成を示すと特徴づけることもでき、さらにゼアキ
サンチンの優勢な存在によって特徴づけることもできる。これらのトウガラシ属植物から
得られるゼアキサンチンは、栄養補助剤、食品、機能性食品、化粧品、動物用飼料、水産
養殖用飼料、および医薬品を含む用途に使用することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実莢を実らせ、かつ乾燥成熟実莢肉中にカロテノイド色素の過剰蓄積を示す、トウガラ
シ属（Ｃａｐｓｉｃｕｍ）の植物またはその再生可能部分であって、非エステル型で測定
した場合にゼアキサンチンが主要カロテノイドである、植物またはその再生可能部分。
【請求項２】
　トウガラシ種（ａｎｎｕｕｍ）の一構成要素である、請求項１記載の植物またはその再
生可能部分。
【請求項３】
　パプリカ品種である、請求項２記載の植物またはその再生可能部分。
【請求項４】
　ゼアキサンチンの質量が、非エステル化型で測定した場合に、総乾燥成熟実莢肉の０．
４％より大きい、請求項１記載の植物またはその再生可能部分。
【請求項５】
　乾燥成熟実莢肉中の総カロテノイド類に対するゼアキサンチンのパーセンテージが５０
％より大きい、請求項１記載の植物またはその再生可能部分。
【請求項６】
　ゼアキサンチンの質量が総乾燥成熟実莢肉の０．４％より大きい、請求項５記載の植物
またはその再生可能部分。
【請求項７】
　実莢を実らせ、かつ乾燥成熟実莢肉中にゼアキサンチンを示す、トウガラシ属の植物ま
たはその再生可能部分であって、ゼアキサンチンの質量が、非エステル化型で測定した場
合に、総乾燥成熟実莢肉の０．６％より大きい、トウガラシ属の植物またはその再生可能
部分。
【請求項８】
　ゼアキサンチンの質量が総乾燥成熟実莢肉の０．７％より大きい、請求項７記載の植物
またはその再生可能部分。
【請求項９】
　ゼアキサンチンの質量が総乾燥成熟実莢肉の０．８％より大きい、請求項７記載の植物
またはその再生可能部分。
【請求項１０】
　ゼアキサンチンの質量が総乾燥成熟実莢肉の０．９％より大きい、請求項７記載の植物
またはその再生可能部分。
【請求項１１】
　乾燥成熟実莢肉において１７５より大きいＡＳＴＡ値を示す、請求項３記載の植物また
はその再生可能部分であって、ゼアキサンチンが、総色素類のＨＰＬＣ面積カウントの約
５０％より高いレベルで存在する、植物またはその再生可能部分。
【請求項１２】
　乾燥成熟実莢肉において２００より大きいＡＳＴＡ値を示す、請求項１１記載の植物ま
たはその再生可能部分。
【請求項１３】
　乾燥成熟実莢肉において２２５より大きいＡＳＴＡ値を示す、請求項１１記載の植物ま
たはその再生可能部分。
【請求項１４】
　乾燥成熟実莢肉において２７５より大きいＡＳＴＡ値を示す、請求項１１記載の植物ま
たはその再生可能部分。
【請求項１５】
　ゼアキサンチンの質量が総乾燥成熟実莢肉の０．４％より大きい、請求項１１記載の植
物またはその再生可能部分。
【請求項１６】
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　総色素類のＨＰＬＣ面積カウントの約１０％より少ないカプサンチンおよびカプソルビ
ンの含量を特徴とする、請求項１１記載の植物またはその再生可能部分。
【請求項１７】
　総色素類のＨＰＬＣ面積カウントの約７％より少ないカプサンチンおよびカプソルビン
の含量を特徴とする、請求項１６記載の植物またはその再生可能部分。
【請求項１８】
　総色素類のＨＰＬＣ面積カウントの約６０％より多いゼアキサンチン含量を特徴とする
、請求項１１記載の植物またはその再生可能部分。
【請求項１９】
　総色素類のＨＰＬＣ面積カウントの約７０％より多いゼアキサンチン含量を特徴とする
、請求項１８記載の植物またはその再生可能部分。
【請求項２０】
　請求項１１記載の植物またはその再生可能部分から得られるオレオレジン組成物。
【請求項２１】
　再生可能部分が、胚、分裂組織、花粉、葉、葯、胚珠、根、根端、実莢、種子、花弁、
花、繊維、さや（bolls）、およびプロトプラストまたはそこから得られるカルスからな
る群より選択される、請求項１記載の植物またはその再生可能部分。
【請求項２２】
　請求項１記載の植物またはその再生可能部分の細胞培養物または組織培養物。
【請求項２３】
　請求項１記載の再生可能部分の接木植物または子孫。
【請求項２４】
　適切な環境に植えて成熟するまで栽培した場合に請求項１記載のトウガラシ属の植物を
もたらす種子。
【請求項２５】
　一方の祖先が請求項１記載のトウガラシ属品種である、雑種トウガラシ属植物。
【請求項２６】
　請求項１記載の植物またはその再生可能部分のゲノム。
【請求項２７】
　請求項１記載のトウガラシ属植物またはその再生可能部分から得られるゼアキサンチン
を含む植物抽出物組成物。
【請求項２８】
　請求項２記載のトウガラシ属植物またはその再生可能部分から得られるゼアキサンチン
を含む植物抽出物組成物。
【請求項２９】
　請求項３記載のトウガラシ属植物またはその再生可能部分から得られるゼアキサンチン
を含む植物抽出物組成物。
【請求項３０】
　リップスティック、ローション、セッケン、ファンデーション、マスカラ、アイシャド
ー、ボディースクラブ、日焼けローション、マッド、パック、マスク、シャンプー、コン
ディショナーおよび練り歯磨きから選択される化粧品および洗浄調合物中の成分である、
請求項２７記載の植物抽出物組成物。
【請求項３１】
　動物用飼料補助剤中の成分である、請求項２７記載の植物抽出物組成物。
【請求項３２】
　食品および飲料中の成分である、請求項２７記載の植物抽出物組成物。
【請求項３３】
　食品、飲料、および動物用飼料中の着色剤である、請求項２７記載の植物抽出物組成物
。
【請求項３４】
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　ゼアキサンチンが、モノエステル、ジエステル、遊離アルコール型、またはそれらの組
み合わせの形態をとっている、請求項２７記載の植物抽出物組成物。
【請求項３５】
　ゼアキサンチンが全ｔｒａｎｓ幾何異性体もしくはｃｉｓ幾何異性体またはそれらの組
み合わせである、請求項２７記載の植物抽出物組成物。
【請求項３６】
　固形または半固形である、請求項２７記載の植物抽出物組成物。
【請求項３７】
　形態が粉末、ビーズレット、水分散性粉末、結晶、無定形固体、および封入固体から選
択される、請求項２７記載の植物抽出物組成物。
【請求項３８】
　乳液状である、請求項２７記載の植物抽出物組成物。
【請求項３９】
　カプセル剤、錠剤、ビーズレット、タイトレーションパック、散剤、滴剤、口中錠、噴
霧剤、シロップ剤、速溶性ストリップおよび徐放性カプセル剤から選択される摂取可能な
形態をした、請求項２７記載の植物抽出物組成物。
【請求項４０】
　皮膚貼付剤、注射用液剤、滴剤、坐剤、局所外用ローション剤、クリーム剤、および噴
霧剤から選択される摂取可能でない形態をした、請求項２７記載の植物抽出物組成物。
【請求項４１】
　シソ科（Ｌａｂｉａｔａｅ）香草（ローズマリー、セージ、オレガノ、ペパーミント、
バジル、スペアミント、サマーセイバリーを含む）の抽出物、オリーブ抽出物、コーヒー
抽出物、柑橘抽出物、茶抽出物、茶カテキン類、カテキン、エピカテキン、没食子酸エピ
カテキン、没食子酸エピガロカテキン、没食子酸、トコフェロール類、トコトリエノール
類、アスコルビン酸およびアスコルベート類（パルミチン酸アスコルビルを含む）、エリ
トルビン酸およびエリトルベート類、グルタチオン、カルノシン酸、カルノソール、ロス
マノール、ロズマリン酸、サルビアフラシド（ｓａｌｖｉａｆｌａｓｉｄｅ）、フラボノ
イド類もしくはフラボノイドグルクロニド類（ケルセチン（ｑｕｅｒｃｉｔｉｎ）、ルテ
オリン、アピゲニン、もしくはケルセチン、ルテオリンおよびアピゲニンのグルクロニド
などを含む）、クルクミン、テトラヒドロクルクミン、ヒドロキシチロソール、オリュー
ロペイン、ＢＨＴ、ＢＨＡ、ヒドロキシルアミン類、没食子酸プロピル、エトキシキン、
トロロックス（Ｔｒｏｌｏｘ）もしくはＴＢＨＱ、またはそれらの混合物をさらに含む、
請求項２７記載の植物抽出物組成物。
【請求項４２】
　ベニノキ（Ｂｉｘａ　ｏｒｅｌｌａｎａ）、ウコン（Ｃｕｒｃｕｍａ　ｌｏｎｇａ）、
ニンジン（Ｄａｕｃｕｓ　ｃａｒｏｔａ　ｓａｔｉｖａ）、トウガラシ（Ｃａｐｓｉｃｕ
ｍ　ａｎｎｕｕｍ：本発明の品種ではないもの）、ドナリエナサリナ（Ｄｕｎａｌｉｅｌ
ｌａ　ｓａｌｉｎａ）、ヘマタコッカスプルバルス（Ｈａｅｍａｔａｃｏｃｃｕｓ　ｐｌ
ｕｖａｌｕｓ）の抽出物、β－カロテン、β－アポ－８－カロテナール、β－アポ－８－
カロテン酸のエチルエステル、合成着色剤（ＦＤ＆Ｃ着色剤）、および／またはそれらの
混合物をさらに含む、請求項２７記載の植物抽出物組成物。
【請求項４３】
　ヒトおよび動物の眼の健康のためおよび／または白内障、加齢性黄斑変性症、色素性網
膜炎、アッシャー症候群、シュタルガルト病、ベスト病、進行性錐体ジストロフィーおよ
び網膜劣化（ｒｅｔｉｎａｌ　ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ）を含む眼疾患を発症するリスク
を低下させるために摂取される、請求項２７記載の植物抽出物組成物。
【請求項４４】
　癌関連疾患、心血管疾患、炎症性障害および神経系疾患を含むヒトまたは動物の疾患を
処置または予防するために摂取される、請求項２７記載の植物抽出物組成物。
【請求項４５】
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　癌関連疾患が乳癌、胃癌および黒色腫から選択される、請求項２７記載の植物抽出物組
成物。
【請求項４６】
　炎症性障害が多発性関節炎および慢性関節リウマチから選択される、請求項２７記載の
植物抽出物組成物。
【請求項４７】
　請求項１記載の植物またはその再生可能部分から得られるオレオレジン組成物。
【請求項４８】
　ゼアキサンチン、クリプトキサンチン、ルテイン、および他のカロテノイド類を含む、
請求項４７記載のオレオレジン組成物。
【請求項４９】
　ターチオフェン類を実質的に含まない、請求項４７記載のオレオレジン組成物。
【請求項５０】
　スパイス抽出物に関する２１　ＣＦＲ　§７３規則の要件を満たす、請求項４７記載の
オレオレジン組成物。
【請求項５１】
　請求項１記載の植物から得られる搾り滓（presscake）。
【請求項５２】
　全形または破砕形である、請求項１記載の植物の新鮮または乾燥果実。
【請求項５３】
　請求項１記載の植物から得られる鹸化産物。
【請求項５４】
　天然香料および合成香料を含む、請求項１記載の植物から得られる調味および着香組成
物。
【請求項５５】
　動物用およびヒト用食品のための、請求項１記載の植物から得られる着色、着香および
／または保存加工組成物。
【請求項５６】
　加齢性黄斑変性症、網膜変性症、白内障、心血管疾患および癌を含む変性疾患またはフ
リーラジカル介在性疾患を予防する方法であって、ヒトを含む生きた動物体に、請求項１
記載の植物またはその再生可能部分から得られるゼアキサンチンを、前記疾患の予防にと
って栄養的に有効な量で投与するステップを含む方法。
【請求項５７】
　加齢性黄斑変性症、網膜変性症、白内障、心血管疾患および癌を含む変性疾患またはフ
リーラジカル介在性疾患を処置する方法であって、ヒトを含む生きた動物体に、請求項１
記載の植物またはその再生可能部分から得られるゼアキサンチンを、前記疾患を患う対象
に治療上の利益を与えるのに有効な量で投与するステップを含む方法。
【請求項５８】
　白内障、網膜変性症、加齢性黄斑変性症、シュタルガルト病、ベスト病、進行性錐体ジ
ストロフィー、色素性網膜炎、コロイデレミア、アッシャー症候群および糖尿病性網膜症
から選択される眼の障害を発症するリスクを低下させる方法であって、ヒトを含む生きた
動物体に、請求項１記載の植物から得られるゼアキサンチンを投与するステップを含む方
法。
【請求項５９】
　癌関連疾患、心血管疾患、炎症性障害、神経系疾患から選択されるフリーラジカル介在
性疾患を発症するリスクを低下させる方法であって、ヒトを含む生きた動物体に、請求項
１記載の植物から得られるゼアキサンチンを投与するステップを含む方法。
【請求項６０】
　癌関連疾患が乳癌、胃癌および黒色腫から選択される、請求項５９記載の方法。
【請求項６１】
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　炎症性障害が多発性関節炎および慢性関節リウマチから選択される、請求項５９記載の
方法。
【請求項６２】
　動物用およびヒト用食品を着色、着香、および／または保存加工するための方法であっ
て、前記動物用およびヒト用食品に、請求項１記載の植物またはその再生可能部分から得
られる抽出物組成物を組み入れるステップを含む方法。
【請求項６３】
　動物用およびヒト用食品を着色、着香、および／または保存加工するための方法であっ
て、前記動物用およびヒト用食品に、請求項１記載の植物またはその再生可能部分から得
られるゼアキサンチンを組み入れるステップを含む方法。
【請求項６４】
　高純度の非エステル化ゼアキサンチンを取得する方法であって、
（ａ）請求項１記載の植物またはその再生可能部分から得た粉砕成熟実莢を、その実莢か
らゼアキサンチンを抽出するのに十分な時間、溶剤と接触させること、
（ｂ）溶剤およびそこに溶解している抽出物を、残りの植物材料から分離すること、
（ｃ）抽出物を脱溶剤化してゼアキサンチンオレオレジンを得ること、
（ｄ）ｐＨを下げるために、ゼアキサンチン抽出物をブチル化ヒドロキシトルエン、炭酸
ナトリウムおよび水酸化カリウムと共に暗所で還流すること、および
（ｅ）溶液を中和して純粋な非エステル化ゼアキサンチンの溶液を生じさせること
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商業的に栽培されるトウガラシ属（Ｃａｐｓｉｃｕｍ）栽培品種から植物育
種技法によって開発された、乾燥成熟実莢肉中に重量で約０．４％より多いゼアキサンチ
ンを産生するトウガラシ属植物に関する。非エステル化型で測定した場合に、ゼアキサン
チンは、乾燥成熟実莢肉中に見出される主要カロテノイドである。あるいは、これらの植
物を、ＡＳＴＡ値として測定される高度の色素形成を示すと特徴づけることもでき、さら
にゼアキサンチンの優勢な存在によって特徴づけることもできる。これらのトウガラシ属
植物から得られるゼアキサンチンは、栄養補助剤、食品、機能性食品、化粧品、動物用飼
料、水産養殖用飼料、および医薬品を含む用途に使用することができる。
【背景技術】
【０００２】
　トウガラシ属の成熟果実は、一般にキサントフィル類と呼ばれる酸素化されたカロテン
誘導体を含むさまざまなカロテノイド類の周知の重要な供給源である。トウガラシ属は、
かなりの栄養的価値および医学的価値を持つカプサンチン、カプソルビン、クリプトカプ
シン、ゼアキサンチン、ルテイン、および他のカロテノイド類を含有する。疫学的研究に
より、カロテノイド類の頻繁かつ習慣的な消費は、心血管疾患［Ｋｏｈｌｍｅｉｅｒら（
１９９５）］または癌［Ｍｕｒａｋｏｓｈｉら（１９９２）；Ｌｅｖｙら（１９９５）；
Ｔａｎａｋａら（１９９４）；Ｉｔｏら（２００５）；Ｃｏｎｎｏｒら（２００４）；お
よびＲｏｃｋら（２００５）］などの慢性障害のリスクを低下させることが示されている
。カロテノイド類は疾患予防に抗酸化剤としても機能しうる。ゼアキサンチンとルテイン
はどちらも強い抗腫瘍性を持つと報告されている［Ｐａｃｋｅｒら（１９９９）］。疫学
的研究により、食事性カロテノイド類の抗酸化能は、炎症をもたらしうる酸化損傷を防ぎ
うることが示唆されている。食事性カロテノイド摂取量の中程度の増加は、慢性関節リウ
マチなどの炎症性障害を発症するリスクの低下と関連する［Ｐａｔｔｉｓｏｎら（２００
５）］。
【０００３】
　多量のカロテノイド類の食事性摂取は、高齢の成人に起こるＡＭＤ（加齢性黄斑変性症
）に関する低リスクとも関連する。早期発症を伴う遺伝型には、シュタルガルト病、ベス
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ト病、および進行性錐体ジストロフィーがある。網膜全体を冒す遺伝性網膜変性症は、よ
り重症になりがちである。これらの疾患のうち、最も一般的なタイプは、色素性網膜炎、
コロイデレミア、アッシャー症候群および糖尿病性網膜症である。最も高レベルのカロテ
ノイド類を消費する人々は、ＡＭＤに関して４３％（統計的に有意）低いリスクを示す［
Ｓｅｄｄｏｎら（１９９４）］。特定のカロテノイド類、すなわちゼアキサンチンおよび
ルテインが、ＡＭＤに関する低下したリスクと、最も強く関連する。ゼアキサンチンおよ
びルテインは、網膜に見出される唯一のキサントフィル色素であり、黄斑に濃縮されてい
る。黄斑におけるカロテロイド類の役割に関する優れた概説は、Ｄａｖｉｅｓら，２００
４、Ｓｔａｈｌら（２００５）、Ｓｔｒｉｎｇｈａｍら（２００５）、Ａｈｍｅｄら（２
００５）、Ｓｔａｈｌ（２００５）、Ｂｅａｔｔｙら（２００４）、Ｄａｖｉｅｓ（２０
０４）、およびＡｌｖｅｓ－Ｒｏｄｒｉｇｕｅｓ（２００４）に見出される。
【０００４】
　ゼアキサンチンおよびルテインを含むキサントフィル類を含有する濃緑色野菜の高い消
費量と、白内障形成などの光誘発性酸化的眼損傷に関するリスクの低下との間には、強い
関連がある。Ｂｒｏｗｎら（１９９９）およびＲｉｂａｙａ－Ｍｅｒｃａｄｏ（２００４
）を参照されたい。濃緑色野菜はゼアキサンチンおよびルテインの優れた食事性供給源で
あるが、これらの化合物を緑色野菜から大量に単離、精製するには時間がかかり、多大の
費用を要する。ケールなどの新鮮な濃緑色野菜２５グラムから理論的には１０ｍｇのルテ
インが得られる（Ｋｈａｃｈｉｋら　１９９５）。ゼアキサンチン含有量の最も高い植物
供給源の一つであるトウモロコシは、トウモロコシ１００ｇあたり０．５２８ｍｇのゼア
キサンチンを含有している（「Ｌｕｔｅｉｎ　ａｎｄ　Ｚｅａｘａｎｔｈｉｎ　Ｓｃｉｅ
ｎｔｉｆｉｃ　Ｒｅｖｉｅｗ」Ｒｏｃｈｅ　Ｖｉｔａｍｉｎｓ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｐ
ｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　ＨＨＮ－１３８２／０８００）。これらの供給源から１０ｍｇの
ゼアキサンチンを得るには、１．９ｋｇのトウモロコシまたは０．６２３ｋｇのペッパー
（ｐｅｐｐｅｒ）類が必要だろう。
【０００５】
　したがって、食事補助剤および機能性食品の製造には、天然ゼアキサンチンの高濃度供
給源が必要である。さらにまたゼアキサンチンは、食品に色を付けるための重要な成分で
あり、家禽の皮、卵黄、魚肉などを着色するための動物用飼料添加物としても重要な成分
である。これらの用途においては、食品に使用することができるゼアキサンチンの天然供
給源は、合成品よりも好ましく、かつ／または制限されている。
【０００６】
　「ＧＲＡＳ」は「Ｇｅｎｅｒａｌｌｙ　Ｒｅｃｏｇｎｉｚｅｄ　Ａｓ　Ｓａｆｅ（一般
に安全と認められる）」という表現の頭字語である。連邦食品医薬品化粧品法（「法」）
の２０１条（ｓ）および４０９条によれば、食品に意図的に加えられる物質はいずれも食
品添加物であり、換言すれば、その物質が、意図されたその使用条件下で安全であること
が十分に示されていると有資格の専門家の間で一般に認められない限り、さもなくばその
物質の使用が食品添加物の定義から除外されない限り、ＦＤＡによる市販前審査および承
認を必要とする。ある物質の使用が食品添加物使用であるかどうか、またはＧＲＡＳであ
るかどうかにかかわらず、その物質が意図されたその使用条件下で安全であることの証拠
がなければならない。ＦＤＡは、「安全」（２１　ＣＦＲ　１７０．３（ｉ））を、その
物質が意図されたその使用条件下で有害でないという、適格な科学者の考えとしての合理
的な確信と定義している。安全性を実証する具体的なデータおよび情報は、その物質の特
徴、推定される食事性摂取量、およびその物質を消費する集団に依存する。
【０００７】
　天然供給源から得られるゼアキサンチンは、通常、遊離のキサントフィル化合物と、脂
肪酸のモノエステルおよびジエステルの混合物の形をとっている当該色素との混合物とし
て得られる。脂肪酸は一般に８～２０個の炭素原子を含有する。これらのエステル化型ゼ
アキサンチンを遊離アルコール型に変換する方法はよく知られており、文献に記録されて
いる。非エステル化型からエステルを製造する方法も知られており、文献に記録されてい
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る。
【０００８】
　天然供給源由来のゼアキサンチンは一般に全ｔｒａｎｓ異性体の形で得られる。ｔｒａ
ｎｓ異性体を、熱および／または光の適用によって、または触媒量のヨウ素の添加によっ
て、ｃｉｓ型に変換できることは、よく知られている（Ｚｅｃｈｍｅｉｓｔｅｒ，１９６
２；Ｋｈａｃｈｉｋら　１９９２；Ｕｐｄｉｋｅら，２００３；Ｅｎｇｌｅｒｔら　１９
９１およびその参考文献；ＫａｒｒｅｒおよびＪｕｃｋｅｒ，１９５０）。Ｚｅｃｈｍｅ
ｉｓｔｅｒは、酸触媒、活性表面との接触、三フッ化ホウ素錯体および生物立体異性化に
よる異性化も議論している。構造中の二重結合の数を考えると、多数の異なるｃｉｓ異性
体が可能である。網膜ではｃｉｓ異性体とｔｒａｎｓ異性体がどちらも検出されている。
【０００９】
　ゼアキサンチンは、二つのエナンチオマー型および一つのメソ型でも存在する。すなわ
ち、３Ｒ，３’Ｒ；３Ｓ，３’Ｓおよび３Ｒ，３’Ｓ（３Ｓ，３’Ｒは３Ｒ，３’Ｓと同
一であることに注意）である。ヒト網膜には三つの立体異性体が全て見出されているが（
特許文献1）、３Ｒ，３’Ｒ異性体が主要である。ゼアキサンチンのこれら三つの異性体
を、人間の消費用に商業的な量で互いに分離することは困難である。したがって、ゼアキ
サンチンの合成生産には、３Ｒ，３’Ｒ立体異性体を精製し生産するために、キラルプロ
セスまたはキラル分離プロセスが必要である。
【００１０】
　加齢性黄斑変性症（ＡＭＤ）は、米国の６５歳を越える高齢者にとって、失明の主原因
であり、２０３０年までに４０００万人の米国在住者を冒すと予想されている［Ａｂｅｌ
（２００４）］。この疾患の影響を改善するための処置およびこの疾患の発症を予防する
方法が、厳に必要とされている。ルテインおよびゼアキサンチンは黄斑の保護に重要な役
割を果たすので、人々が、食事性の供給源、補助剤、またはこれらの栄養素の含有レベル
が強化されているいわゆる機能性食品によって、これらの化合物を入手できることは重要
である。数多くの疫学的研究により、ルテインおよびゼアキサンチンの典型的摂取量は、
１～３ｍｇ／日の範囲でしかないことが示唆されている。Ｂｒｏｗｎら（１９９９）およ
びＬｙｌｅら（１９９９）を参照されたい。Ｓｅｄｄｏｎら（１９９４）は、１日あたり
６ｍｇのルテインおよびゼアキサンチンの摂取と、ＡＭＤおよび白内障のリスクの減少と
の間の関係を報告した。この１日あたり３～５ｍｇの食事量差は補助剤の使用によって取
り除くことができる。
【００１１】
　市場では、食事補助剤、食品もしくは飲料添加物、または食品もしくは飲料着色剤の形
で食事性供給源として役立ちうる、合成ゼアキサンチンではない天然由来のゼアキサンチ
ンの必要性が、認知されている。さらにまた、生物学的に利用可能な形態をした、食事補
助剤、食品または飲料添加物、および食品または飲料着色剤用のゼアキサンチンも、必要
とされている。
【００１２】
　家禽用飼料などの動物用飼料に、食肉および皮、卵黄ならびに魚肉を着色するための添
加物として役立ちうる、合成ゼアキサンチンではない天然由来のゼアキサンチンも、必要
とされている。トウモロコシグルテンから製造される、あるタイプの家禽用飼料添加物は
、総カロテノイド類のパーセンテージとして測定した場合に、比較的高いパーセンテージ
のゼアキサンチン（約１５～３０％）を含有する。しかし、これらの飼料添加物の総カロ
テノイド含量は極めて低い（家禽用飼料１ポンドにつき、わずか約１００ミリグラムの総
カロテノイド類）。もう一つのタイプの家禽用飼料添加物はマリーゴールド抽出物から製
造される。この添加物は、添加物１ポンドにつき、およそ１００～２００倍多い黄色色素
（すなわち１ポンドあたり約１０～２０グラムのルテインおよびゼアキサンチン）を含有
するが、このマリーゴールド調合物中の黄色色素の９５％はルテインであり、ゼアキサン
チンではない。ゼアキサンチンはこの家禽用飼料添加物中の黄色色素の約２～５％しか構
成しない（特許文献2）。
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【００１３】
　＜遺伝学＞
　トウガラシ属の多肉果におけるカロテノイド類の蓄積はよく研究されており、数多くの
既知生合成遺伝子がクローニングされ、配列決定され、ある程度、機能的に特徴づけられ
ている。カロテノイド生合成の研究の大半は、モデル系ソラナムリコペルシコン（Ｓｏｌ
ａｎｕｍ　ｌｙｃｏｐｅｒｓｉｃｏｎ）（トマト）で行われてきたが、さらなる研究によ
り、カロテノイド類を蓄積する全ての植物種の間でこれらの遺伝子は高レベルに保存され
ていることが示されている［Ｈｉｒｓｃｈｂｅｒｇ（２００１）］。また、一定のカルテ
ノイド類は、分類学的特異性を示す。例えば、カプサンチンおよびカプソルビンは、トウ
ガラシ属の成熟莢に見られる赤色を担っており、他の属には見られない。これら二つのカ
ロテノイド類は、カプサンチン－カプソルビンシンターゼ（Ｃｃｓ）の作用によって、そ
れぞれアンテラキサンチンおよびビオラキサンチンから合成される。Ｃｃｓが存在しない
場合、ペッパー類は有意な量のカプサンチンまたはカプソルビンを蓄積せず、結果として
生じる成熟果実は橙色である［Ｂｏｕｖｉｅｒ，ら（１９９４）］。
【００１４】
　食事補助剤市場は、米国でも欧州でも、遺伝子改変生物から得られる栄養素を許容しな
い。したがって、遺伝子改変植物から得られるのではない天然由来のゼアキサンチン産物
が必要とされている。
【００１５】
　現在、ゼアキサンチンはいくつかの供給源から入手することができる。ゼアキサンチン
は、合成的に製造され、植物材料から抽出され、そして細菌から抽出される。
【００１６】
　＜合成ゼアキサンチン＞
　全ｔｒａｎｓ－３Ｒ，３Ｒ’ゼアキサンチン異性体は合成的に製造され、その製造方法
は特許文献3および特許文献4に開示されている。合成ゼアキサンチンは、その技術をＨｏ
ｆｆｍａｎ－ＬａＲｏｃｈｅから購入したＤＳＭによって市販されている。Ｈｏｆｆｍａ
ｎ－ＬａＲｏｃｈｅは、ゼアキサンチンの３Ｒ，３’Ｒ異性体の化学合成を記述する二つ
の特許を取得していたが、それが特許文献3と特許文献4である。そこに開示されている方
法は、三つの主要中間体の製造および精製を必要とし、各中間体はその前駆体からの収率
が約７０～８５％である。これらの特許に開示されている方法は全体で、一連の１４反応
ステップを必要とするらしく、それらは最低でも８３時間（精製を除く）を要して、反応
物と生成物の混合物を与える。次に、ゼアキサンチンの３Ｒ，３’Ｒ異性体を精製するた
めに、最終反応混合物を大規模に処理しなければならない。したがって、この技法を使っ
て合成しかつ精製するのに要求される全工程は、商業規模での生産を、あまりにも困難に
し、費用のかかるものにする。合成的に製造されたゼアキサンチンは、現在、非エステル
化型でしか入手できない。一定の合成由来カロテノイド類に伴う重大な問題は、典型的に
最終産物に残留して最終産物を汚染する、高レベルの残留溶剤（それらの合成に使用した
もの）である。例えば、市販の合成β－カロテンを本発明者らの実験室で分析したところ
、合成供給源に依存してそれぞれ２０００ｐｐｍおよび１２００ｐｐｍという残留レベル
のトルエンまたはアセトンを含有することが示された。一般に公衆には知られていないこ
れらのレベルは、望ましいものではなく、パプリカまたはニンジンオレオレジンなどとい
った高レベルのカロテノイド類を含有するスパイス抽出物について２１　ＣＦＲ　§１７
３で許されている残留溶剤レベルより、およそ５０～１００倍高い。
【００１７】
　＜ゼアキサンチンの植物供給源＞
　公衆は、一般に、合成的に製造されたものではなく天然供給源から得られた化合物を消
費することを好む。高レベルのゼアキサンチンを含有する天然供給源には、現在、マリー
ゴールド花弁の一定の突然変異品種、リキウム（Ｌｙｃｉｕｍ）属およびホオズキ（Ｐｈ
ｙｓａｌｉｓ）属の液果、具体的にはクコ（リキウムキネンセ（Ｌｙｃｉｕｍ　ｃｈｉｎ
ｅｎｓｅ））の液果などが含まれる。特許文献5は、ゼアキサンチンを含有する好ましい
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材料には「オレンジ、モモ、パパイア、プルーン、およびマンゴなどの果実が含まれる」
ことを開示している。この特許にはトウガラシ属の記載はない。
【００１８】
　＜マリーゴールド＞
　マリーゴールド（タゲテスエレクタ（Ｔａｇｅｔｅｓ　ｅｒｅｃｔａ））花弁は、カロ
テノイド色素ルテインの商業的供給源として長い歴史を持っている。乾燥マリゴールド花
は重量で約１～１．６％のカロテノイド類を含有し、一般に総カロテノイド類の９０％を
ルテインエステルが占める（Ａｎｔｏｎｙら，２００１）。特許文献6には、ゼアキサン
チンを高レベルに発現させる突然変異マリーゴールドが開示されており、ここではゼアキ
サンチンが主要カロテノイド色素である。しかしマリーゴールド花弁は食品とは認識され
ていない。マリーゴールドから得られるルテインは自己確認による（ｓｅｌｆ－ａｆｆｉ
ｒｍｅｄ）ＧＲＡＳ（Ｇｅｎｅｒａｌｌｙ　Ｒｅｃｏｇｎｉｚｅｄ　ａｓ　Ｓａｆｅ）プ
ロセスを利用して食品添加物として導入されているが、それが食品の色を変化させる場合
には、食品に添加することができない。これは、ルテインが２１　ＣＦＲ　§７３に基づ
く免除食品着色剤とは認識されていないからである。
【００１９】
　マリーゴールドから単離される色素に伴う問題がもう一つある。マリーゴールドは、殺
虫化合物を天然に産生し、他の植物に近接して植えると、それらを虫害から保護する助け
になるので、庭園を囲むように植えられることが多い。これらの天然殺虫剤の一タイプは
、ターチオフェン類および関連化合物として知られる化合物群である。ターチオフェン類
は、生物学的系の光活性化損傷を引き起こす強力な光毒性剤である［Ｄｏｗｎｕｍら（１
９９５）；Ａｒａｎｓｏｎら（１９９５）］。これらの光毒性化合物はマリーゴールド由
来のゼアキサンチンから分離することが困難な場合がある。マリーゴールド供給源に由来
する市販のゼアキサンチン（およびルテイン）を分析すると、そのような調合物は測定可
能なレベルの光毒性ターチオフェン類を含有することが実証される（実施例１２参照）。
したがって、マリーゴールド由来のゼアキサンチンは目の健康にとって好ましい形態では
決してない。α－ターチオフェン（α－ターチエニルとも呼ばれる）および他のマリーゴ
ールド構成成分、例えばブテニルビチオフェンおよびヒドロキシトレメトン（ｈｙｄｒｏ
ｘｙｔｒｅｍｅｔｏｎｅ）は、アレルギー性接触皮膚炎につながる感作性を持つと報告さ
れている［Ｈａｕｓｅｎら（１９９５）］。本トウガラシ属品種のゼアキサンチン含有抽
出物は、これらの感作成分または光感作成分を含有しない。
【００２０】
　＜マリーゴールド由来ルテインのゼアキサンチンへの変換＞
　ルテインからゼアキサンチンへの異性化反応は４０年以上前から知られている。特許文
献7に開示されている一方法では、ナトリウムエトキシド、メタノール、カリウムメトキ
シド、硫酸メチル、およびそれらの組み合わせを使って、この変換を達成する。
【００２１】
　このアプローチの弱点は、１）マリーゴールドから得られるゼアキサンチンが食品に関
してＧＲＡＳでないこと、および２）マリーゴールド由来の光毒性化合物が必ずしも除去
されないことである。さらにまた、この追加反応ステップは費用がかかり、得られるゼア
キサンチンの収率を下げる。
【００２２】
　＜クコ＞
　中医学に使用されてきた歴史を持つクコ（リキウムチネンセ）から、ゼアキサンチンの
ジパルミチン酸エステルが、高濃度に単離されている[Ｚｈｏｕら（１９９９）]。２１　
ＣＦＲ　１８２によれば、クコはＧＲＡＳ食品物質ではないので、食品系におけるクコの
潜在的使用は限定される。
【００２３】
　＜果実および野菜作物＞
　ゼアキサンチンは、表１に示すように、広範囲にわたるさまざまな果実および野菜に見
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出される（「Ｌｕｔｅｉｎ　ａｎｄ　Ｚｅａｘａｎｔｈｉｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｒ
ｅｖｉｅｗ」Ｒｏｃｈｅ　Ｖｉｔａｍｉｎｓ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉ
ｏｎ　ＨＨＮ－１３８２／０８００）。これらのレベルは、本発明に存在する濃度［生（
湿）ベースで約６０，０００マイクログラム／１００ｇ］と比較して、極めて低い。
【００２４】
表１：一般に消費される果実および野菜中のゼアキサンチンの濃度
【００２５】
【表１】

　＜トウガラシ属＞
　カプサイシン含量の極めて低いトウガラシ（Ｃａｐｓｉｃｕｍ　ａｎｎｕｕｍ）には、
基本タイプが二つある。すなわちベル（ｂｅｌｌ）タイプおよびパプリカ（ｐａｐｒｉｋ
ａ）タイプである。一部のパプリカは感知できるほどに辛いが、ペッパー中の辛味成分で
あるカプサイシンの有無は、本発明にとっては重大な問題ではない。
【００２６】
　パプリカタイプペッパーの三つの主要色素タイプクラス（本明細書では、これらを赤色
種、橙色種、および黄色種という）について議論する。トウガラシ属の赤色、橙色および
黄色果実は、一般に、カロテノイド類の良い食事性供給源である。表１にいうペッパーは
トウガラシ属である。与えられたクラスの外観は、色素の相対量と総色素濃度との組み合
わせによって決まる。総濃度および視覚的外観にかかわらず、これらのクラスは、スペク
トル分析によって、そしてＨＰＬＣによって、区別することができる。例えば、赤パプリ
カの莢は、色素濃度が低い場合には橙色に見えるが、高いゼアキサンチン含量を示す本橙
パプリカとは異なる可視スペクトルおよびＨＰＬＣ分析結果を持つだろう。赤パプリカに
は、かなりの量の赤色色素カプソルビンおよびカプサンチンが存在する。橙パプリカの場
合、これら二つの色素の存在量は少なく、極めて高濃度のゼアキサンチンが存在する。黄
色種には、二つの赤色色素も前駆体ビオラキサンチンも存在しない。ルテインおよび他の
黄色色素ならびにそれらの前駆体は、ゼアキサンチンに対してかなり高い比率で存在し、
総色素含量は、はるかに低いＡＳＴＡ値が示すとおり、はるかに少ない。
【００２７】
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　表２に、文献に報告されている乾燥トウガラシ属果実中のゼアキサンチンの濃度および
総カロテノイド類に対するゼアキサンチンのパーセンテージを要約する。表２は、トウガ
ラシ属中の総カロテノイド類に対するゼアキサンチンの百分率、および果実の乾燥重量の
百分率として表したゼアキサンチンの重量パーセントが、本発明の特徴である驚くほど多
量のゼアキサンチンよりも、はるかに低いことを示している。
【００２８】
表２：先行技術トウガラシ属品種におけるゼアキサンチンの含量および比率（乾燥重量）
【００２９】
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【表２】

　実際、この事実は、「そのうえ、ゼアキサンチンを唯一のキサントフィルとして含有す
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るオレオレジン類は（またはゼアキサンチンを主要キサントフィルとして含有するオレオ
レジン類でさえも）入手できない」ということに気づいたＢｒｅｉｔｈａｕｐｔら（２０
０５）によって述べられている。トウガラシ属の品種または栽培品種について今までに記
述されている最も多量または最も高レベルのゼアキサンチの一つは、Ｄｅｌｉら（１９９
２）によって報告されたロンガムニグラム（ｌｏｎｇｕｍ　ｎｉｇｒｕｍ）品種に見出さ
れる。この品種は、乾燥成熟実莢肉中に約０．２７３％のゼアキサンチンを含有する。し
かし、このロンガムニグラム品種における総カロテノイド類に対するゼアキサンチンのパ
ーセント比率は、８．４９％でしかない。総カロテノイド類に対するゼアキサンチンの比
率がいくらか高い品種が記述されている。Ｄｅｌｉら（１９９６）が記述したリコスペル
シシホルメルブラム（ｌｙｃｏｓｐｅｒｓｉｃｉｆｏｒｍｅ　ｒｕｂｒｕｍ）品種は、総
カロテノイド類に対して、１６．２％、１７．９％および２０．５％というゼアキサンチ
ンのパーセント比率を示す。しかし、乾燥成熟実莢肉中に存在するゼアキサンチンの質量
は、これらの品種でははるかに低く、それぞれ総乾燥成熟実莢肉の０．０２７％、０．１
０９％および０．１６１％である。
【００３０】
　新鮮トウガラシ属果実中のカロテノイド類の分析に関する報告が文献にある。脱水果実
との対比で、新鮮果実を使用すると、新鮮果実中のゼアキサンチン量を見積って（表２に
記載したような）乾燥果実中に見出される量と比較する際に、問題を複雑にする因子が持
ち込まれることになる。Ｂｒｅｉｔｈａｕｐｔら（２００１）は、橙ペッパー（トウガラ
シグロッサム品種群（Ｃａｐｓｉｃｕｍ　ａｎｎｕｕｍ　Ｌ．　Ｇｒｏｓｓｕｍ　Ｇｒｐ
．））が、新鮮実莢肉１００ｇあたり９２３４マイクログラムの総カロテノイド類を含有
することを見出した。これらの結果は、ジミリスチン酸ルテイン相当量として報告され、
ゼアキサンチンについては絶対量も相対量も報告されていない。大半のパプリカタイプペ
ッパーは、８０～８５％の含水率を持つ。多肉品種（例えばベルペッパー）は、最高９２
％の水分を含有すると報告されている（Ｂａｎａｒａｓら，１９９４）。この場合、ゼア
キサンチン含量が高くなる方向に結果を歪曲するような仮定を適用しても、具体的には、
このペッパーが水分９２％のベルペッパーであると仮定し、非現実的ではあるが、存在す
るカロテノイド類の全てをゼアキサンチンが占めると仮定しても、問題の唐辛子属試料は
、０．１２％のゼアキサンチンしか含有しないことになる。Ｗｅｌｌｅｒら（２００３）
は、新鮮橙ペッパー（トウガラシ）１００グラムあたりに、３．０３ミリグラムのゼアキ
サンチンを見出した。先の含水率９２％という仮定を用いると、これは乾燥重量ベースで
０．０４％のゼアキサンチンと計算される。この特定ペッパーに関してＷｅｌｌｅｒが報
告した総カロテノイド類に対するゼアキサンチンの比率は、４４％だった。この著者らは
、新鮮果実１００ｇあたり１６．７５ｍｇのゼアキサンチンを持つ赤ペッパーも記述して
いる。上記と同じ現実的でない仮定、すなわちこれが含水率９２％のベルペッパーである
という仮定を用いると、これは０．２１％のゼアキサンチンと計算される。この赤ペッパ
ーの場合、総カロテノイド類に対するゼアキサンチンの比率はわずか１５％である。
【００３１】
　Ａｂｅｌｌａｎ－Ｐａｌａｚｏｎら（２００１）は、アスコルビン酸チタンで処理した
パプリカ栽培品種が０．５６％のゼアキサンチンを持つことを報告したが、他のカロテノ
イド類に対するゼアキサンチンのパーセンテージは、この栽培品種の場合、１６．６％し
かなかった。この新鮮ペッパーの含水率は７９．９％とされ、これが水分補正に用いられ
た因子である。Ａｂｅｌｌａｎ－Ｐａｌａｚｏｎらは、この試料の乾燥後に、ゼアキサン
チンの質量パーセントは０．１６％に低下し、他のカロテノイド類に対するゼアキサンチ
ンのパーセンテージは８．４％に低下したとも報告した。Ｓｏｍｍｅｒｂｕｒｇら（１９
９８）は、橙ペッパーが３７モルパーセントという最も多量のゼアキサンチンを持つ野菜
だったことを報告している。分子量を考慮して調節すると、これは約３７．８重量％と計
算され、本発明で報告する＞５０％よりはかなり低い。Ｓｏｍｍｅｒｂｕｒｇのデータで
は、当該橙ペッパーにおけるゼアキサンチンの質量パーセントを、モルパーセントデータ
から計算することができない。
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【００３２】
　＜ゼアキサンチンの細菌供給源＞
　フラボバクテリウムマルチボラム（Ｆｌａｖｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｍｕｌｔｉｖｏｒ
ｕｍ）（ＡＴＣＣ　５５２３８）を使った発酵プロセスによってゼアキサンチンを製造す
る方法を開示している特許文献2に記載されているように、細菌はゼアキサンチンのもう
一つの供給源になる。ゼアキサンチンを発現させることができる細菌は他にも同定されて
おり、これにはフラボバクター属（Ｆｌａｖｏｂａｃｔｅｒ）の微生物（ＡＴＣＣ　２１
０８１、２１５８８、および１１９４７）が含まれる。細菌供給源に由来するゼアキサン
チンはＧＲＡＳではない。さらにまた、細菌からの抽出物の安全性も確立されていない。
利用できることが知られている細菌由来のゼアキサンチンの商業的供給源はない。
【特許文献１】米国特許第6,329,432号明細書
【特許文献２】米国再発行特許発明第38,009号明細書
【特許文献３】米国特許第4,952,716号明細書
【特許文献４】米国特許第5,227,507号明細書
【特許文献５】米国特許第6,191,293号明細書
【特許文献６】米国特許第6,784,351号明細書
【特許文献７】米国特許第6,376,722号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３３】
　その乾燥成熟果肉中にカロテノイド色素の過剰蓄積を示す実莢を実らせ、ゼアキサンチ
ンが、遊離ゼアキサンチンと脂肪酸エステルとの混合物であり、非エステル化型で測定し
た場合に、ゼアキサンチンが主要カロテノイドである、新規トウガラシ属植物またはその
再生可能部分を提供することが、本発明の目的である。
【００３４】
　その乾燥成熟果肉中にカロテノイド色素の過剰蓄積を示す実莢を実らせ、遊離ジオール
として測定されるゼアキサンチンが、乾燥成熟実莢肉の約０．４重量％より多く存在する
、新規トウガラシ属植物またはその再生可能部分を提供することが、本発明の目的である
。
【００３５】
　橙色の実莢を実らせ、かつ乾燥成熟実莢肉において１７５より大きいＡＳＴＡ値を持つ
カロテノイド色素を示す、トウガラシパプリカタイプ植物の新規かつ商業的に生育可能な
株であって、ゼアキサンチンが主要カロテノイドである上記の株を提供することが、本発
明の目的である。
【００３６】
　本発明のさらにもう一つの目的は、そのような植物から得られるトウガラシ属産物／組
成物の提供である。
【００３７】
　本発明のさらにもう一つの目的は、そのような植物を開発し、そのような植物の成熟莢
肉からトウガラシ属産物を抽出するための方法、およびそのような植物から得られる産物
を使ってさまざまな状態を処置する方法の提供である。
【課題を解決するための手段】
【００３８】
　したがって、本発明が包含すると本発明者らが考えているものは、なかんずく、以下の
表現で要約することができる：高い絶対レベルおよび高い相対レベル（非エステル化型で
測定した場合に総カロテノイド類と比較）のゼアキサンチンを、遊離ゼアキサンチンとゼ
アキサンチンの脂肪酸エステルとの混合物として発現させる、選抜育種法によって開発さ
れるトウガラシ属品種。本発明は、その乾燥成熟実莢肉が、乾燥成熟実莢肉重量のパーセ
ンテージとして、鹸化工程後に総非エステル化ゼアキサンチンとして測定して、０．４％
より高いゼアキサンチンレベルを示す、トウガラシ属植物、その再生可能部分、雑種また
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は後世代に関する。さらに本発明は、その乾燥成熟実莢肉が、総カロテノイド類に対して
、非エステル化型で測定した場合に、５０％より大きいゼアキサンチンのパーセンテージ
［ゼアキサンチンの質量／（ゼアキサンチン質量＋他のカロテノイド類の質量）×１００
］を示す、トウガラシ属植物、その再生可能部分、雑種または後世代に関する。さらに本
発明は、橙色の実莢を実らせ、かつ乾燥成熟実莢肉中に、１７５より大きいＡＳＴＡ値を
持つカロテノイド色素を示し、ゼアキサンチンの優勢を特徴とする、トウガラシパプリカ
タイプ植物の株に関する。
【００３９】
　＜発明の簡単な説明＞
　実莢を実らせ、かつ乾燥成熟実莢肉中にカロテノイド色素の過剰蓄積を示す、トウガラ
シ属（Ｃａｐｓｉｃｕｍ）の植物またはその再生可能部分であって、非エステル型で測定
した場合にゼアキサンチンが主要カロテノイドである、植物またはその再生可能部分。
【００４０】
　トウガラシ種（ａｎｎｕｕｍ）の一構成要素である、上記植物またはその再生可能部分
。
【００４１】
　パプリカ品種である、上記植物またはその再生可能部分。
【００４２】
　ゼアキサンチンの質量が、非エステル化型で測定した場合に、総乾燥成熟実莢肉の０．
４％より大きい、上記植物またはその再生可能部分。
【００４３】
　乾燥成熟実莢肉中の総カロテノイド類に対するゼアキサンチンのパーセンテージが５０
％より大きい、上記植物またはその再生可能部分。
【００４４】
　ゼアキサンチンの質量が総乾燥成熟実莢肉の０．４％より大きい、上記植物またはその
再生可能部分。
【００４５】
　実莢を実らせ、かつ乾燥成熟実莢肉中にゼアキサンチンを示す、トウガラシ属の植物ま
たはその再生可能部分であって、ゼアキサンチンの質量が、非エステル化型で測定した場
合に、総乾燥成熟実莢肉の０．６％より大きい、植物またはその再生可能部分。
【００４６】
　ゼアキサンチンの質量が総乾燥成熟実莢肉の０．７％より大きい、上記植物またはその
再生可能部分。
【００４７】
　ゼアキサンチンの質量が総乾燥成熟実莢肉の０．８％より大きい、上記植物またはその
再生可能部分。
【００４８】
　ゼアキサンチンの質量が総乾燥成熟実莢肉の０．９％より大きい、上記植物またはその
再生可能部分。
【００４９】
　乾燥成熟実莢肉において１７５より大きいＡＳＴＡ値を示す、上記植物またはその再生
可能部分であって、ゼアキサンチンが、総色素類のＨＰＬＣ面積カウントの約５０％より
高いレベルで存在する、植物またはその再生可能部分。
【００５０】
　乾燥成熟実莢肉において２００より大きいＡＳＴＡ値を示す、上記植物またはその再生
可能部分。
【００５１】
　乾燥成熟実莢肉において２２５より大きいＡＳＴＡ値を示す、上記植物またはその再生
可能部分。
【００５２】
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　乾燥成熟実莢肉において２７５より大きいＡＳＴＡ値を示す、上記植物またはその再生
可能部分。
【００５３】
　ゼアキサンチンの質量が総乾燥成熟実莢肉の０．４％より大きい、上記植物またはその
再生可能部分。
【００５４】
　総色素類のＨＰＬＣ面積カウントの約１０％より少ないカプサンチンおよびカプソルビ
ンの含量を特徴とする、上記植物またはその再生可能部分。
【００５５】
　総色素類のＨＰＬＣ面積カウントの約７％より少ないカプサンチンおよびカプソルビン
の含量を特徴とする、上記植物またはその再生可能部分。
【００５６】
　総色素類のＨＰＬＣ面積カウントの約６０％より多いゼアキサンチン含量を特徴とする
、上記植物またはその再生可能部分。
【００５７】
　総色素類のＨＰＬＣ面積カウントの約７０％より多いゼアキサンチン含量を特徴とする
、上記植物またはその再生可能部分。
【００５８】
　上記植物またはその再生可能部分から得られるオレオレジン組成物。
【００５９】
　再生可能部分が、胚、分裂組織、花粉、葉、葯、胚珠、根、根端、実莢、種子、花弁、
花、繊維、さや（bolls）、およびプロトプラストまたはそこから得られるカルスからな
る群より選択される、上記植物またはその再生可能部分。
【００６０】
　上記植物またはその再生可能部分の細胞培養物または組織培養物。
【００６１】
　上記再生可能部分の接木植物または子孫。
【００６２】
　適切な環境に植えて成熟するまで栽培した場合に上記トウガラシ属の植物をもたらす種
子。
【００６３】
　一方の祖先がトウガラシ属品種である、雑種トウガラシ属植物。
【００６４】
　上記植物またはその再生可能部分のゲノム。
【００６５】
　上記トウガラシ属植物またはその再生可能部分から得られるゼアキサンチンを含む植物
抽出物組成物。
【００６６】
　リップスティック、ローション、セッケン、ファンデーション、マスカラ、アイシャド
ー、ボディースクラブ、日焼けローション、マッド、パック、マスク、シャンプー、コン
ディショナーおよび練り歯磨きから選択される化粧品および洗浄調合物中の成分である、
上記植物抽出物組成物。
【００６７】
　動物用飼料補助剤中の成分である、上記植物抽出物組成物。
【００６８】
　食品および飲料中の成分である、上記植物抽出物組成物。
【００６９】
　食品、飲料、および動物用飼料中の着色剤である、上記植物抽出物組成物。
【００７０】
　ゼアキサンチンが、モノエステル、ジエステル、遊離アルコール型、またはそれらの組
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み合わせの形態をとっている、上記植物抽出物組成物。
【００７１】
　ゼアキサンチンが全ｔｒａｎｓ幾何異性体もしくはｃｉｓ幾何異性体またはそれらの組
み合わせである、上記植物抽出物組成物。
【００７２】
　固形または半固形である、上記植物抽出物組成物。
【００７３】
　形態が粉末、ビーズレット、水分散性粉末、結晶、無定形固体、および封入固体から選
択される、上記植物抽出物固体。
【００７４】
　乳液状である、上記植物抽出物固体。
【００７５】
　カプセル剤、錠剤、ビーズレット、タイトレーションパック、散剤、滴剤、口中錠、噴
霧剤、シロップ剤、速溶性ストリップおよび徐放性カプセル剤から選択される摂取可能な
形態をした、上記植物抽出物組成物。
【００７６】
　皮膚貼付剤、注射用液剤、滴剤、坐剤、局所外用ローション剤、クリーム剤、および噴
霧剤から選択される摂取可能でない形態をした、上記植物抽出物組成物。
【００７７】
　シソ科（Ｌａｂｉａｔａｅ）香草（ローズマリー、セージ、オレガノ、ペパーミント、
バジル、スペアミント、サマーセイバリーを含む）の抽出物、オリーブ抽出物、コーヒー
抽出物、柑橘抽出物、茶抽出物、茶カテキン類、カテキン、エピカテキン、没食子酸エピ
カテキン、没食子酸エピガロカテキン、没食子酸、トコフェロール類、トコトリエノール
類、アスコルビン酸およびアスコルベート類（パルミチン酸アスコルビルを含む）、エリ
トルビン酸およびエリトルベート類、グルタチオン、カルノシン酸、カルノソール、ロス
マノール、ロスマリン酸、サルビアフラシド（ｓａｌｖｉａｆｌａｓｉｄｅ）、フラボノ
イド類もしくはフラボノイドグルクロニド類（ケルセチン（ｑｕｅｒｃｉｔｉｎ）、ルテ
オリン、アピゲニン、もしくはケルセチン、ルテオリンおよびアピゲニンのグルクロニド
などを含む）、クルクミン、テトラヒドロクルクミン、ヒドロキシチロソール、オリュー
ロペイン、ＢＨＴ、ＢＨＡ、ヒドロキシルアミン類、没食子酸プロピル、エトキシキン、
トロロックス（Ｔｒｏｌｏｘ）もしくはＴＢＨＱ、またはそれらの混合物をさらに含む、
上記植物抽出物組成物。
【００７８】
　ベニノキ（Ｂｉｘａ　ｏｒｅｌｌａｎａ）、ウコン（Ｃｕｒｃｕｍａ　ｌｏｎｇａ）、
ニンジン（Ｄａｕｃｕｓ　ｃａｒｏｔａ　ｓａｔｉｖａ）、トウガラシ（Ｃａｐｓｉｃｕ
ｍ　ａｎｎｕｕｍ：本発明の品種ではないもの）、ドナリエナサリナ（Ｄｕｎａｌｉｅｌ
ｌａ　ｓａｌｉｎａ）、ヘマタコッカスプルバルス（Ｈａｅｍａｔａｃｏｃｃｕｓ　ｐｌ
ｕｖａｌｕｓ）の抽出物、β－カロテン、β－アポ－８－カロテナール、β－アポ－８－
カロテン酸のエチルエステル、合成着色剤（ＦＤ＆Ｃ着色剤）、および／またはそれらの
混合物をさらに含む、上記植物抽出物組成物。
【００７９】
　ヒトおよび動物の眼の健康のためおよび／または白内障、加齢性黄斑変性症、色素性網
膜炎、アッシャー症候群、シュタルガルト病、ベスト病、進行性錐体ジストロフィーおよ
び網膜劣化（ｒｅｔｉｎａｌ　ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ）を含む眼疾患を発症するリスク
を低下させるために摂取される、上記植物抽出物組成物。
【００８０】
　癌関連疾患、心血管疾患、炎症性障害および神経系疾患を含むヒトまたは動物の疾患を
処置または予防するために摂取される、上記植物抽出物組成物。
【００８１】
　癌関連疾患が乳癌、胃癌および黒色腫から選択される、上記植物抽出物組成物。
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【００８２】
　炎症性障害が多発性関節炎および慢性関節リウマチから選択される、上記植物抽出物組
成物。
【００８３】
　上記植物またはその再生可能部分から得られるオレオレジン組成物。
【００８４】
　ゼアキサンチン、クリプトキサンチン、ルテイン、および他のカロテノイド類を含む、
上記オレオレジン組成物。
【００８５】
　ターチオフェン類を実質的に含まない、上記オレオレジン組成物。
【００８６】
　スパイス抽出物に関する２１　ＣＦＲ　§７３規則の要件を満たす、上記オレオレジン
組成物。
【００８７】
　上記植物から得られる搾り滓（presscake）。
【００８８】
　全形または破砕形である、上記植物の新鮮または乾燥果実。
【００８９】
　上記植物から得られる鹸化産物。
【００９０】
　天然香料および合成香料を含む、上記植物から得られる調味および着香組成物。
【００９１】
　動物用およびヒト用食品のための、上記植物から得られる着色、着香および／または保
存加工組成物。
【００９２】
　加齢性黄斑変性症、白内障、心血管疾患および癌を含む変性疾患またはフリーラジカル
介在性疾患を予防する方法であって、ヒトを含む生きた動物体に、上記植物またはその再
生可能部分から得られるゼアキサンチンを、前記疾患の予防にとって栄養的に有効な量で
投与するステップを含む方法。
【００９３】
　加齢性黄斑変性症、白内障、心血管疾患および癌を含む変性疾患またはフリーラジカル
介在性疾患を処置する方法であって、ヒトを含む生きた動物体に、上記植物またはその再
生可能部分から得られるゼアキサンチンを、前記疾患を患う対象に治療上の利益を与える
のに有効な量で投与するステップを含む方法。
【００９４】
　白内障、網膜変性症、加齢性黄斑変性症、シュタルガルト病、ベスト病、進行性錐体ジ
ストロフィー、色素性網膜炎、コロイデレミア、アッシャー症候群および糖尿病性網膜症
から選択される眼の障害を発症するリスクを低下させる方法であって、ヒトを含む生きた
動物体に、上記植物から得られるゼアキサンチンを投与するステップを含む方法。
【００９５】
　癌関連疾患、心血管疾患、炎症性障害、神経系疾患から選択されるフリーラジカル介在
性疾患を発症するリスクを低下させる方法であって、ヒトを含む生きた動物体に、上記植
物から得られるゼアキサンチンを投与するステップを含む方法。
【００９６】
　癌関連疾患が乳癌、胃癌および黒色腫から選択される上記方法。
【００９７】
　炎症性障害が多発性関節炎および慢性関節リウマチから選択される上記方法。
【００９８】
　動物用およびヒト用食品を着色、着香、および／または保存加工するための方法であっ
て、前記動物用およびヒト用食品に、上記植物またはその再生可能部分から得られる抽出
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物組成物を組み入れるステップを含む方法。
【００９９】
　動物用およびヒト用食品を着色、着香、および／または保存加工するための方法であっ
て、前記動物用およびヒト用食品に、上記植物またはその再生可能部分から得られるゼア
キサンチンを組み入れるステップを含む方法。
【０１００】
　高純度の非エステル化ゼアキサンチンを取得する方法であって、
（ａ）上記植物またはその再生可能部分から得た粉砕成熟実莢を、その実莢からゼアキサ
ンチンを抽出するのに十分な時間、溶剤と接触させること、
（ｂ）溶剤およびそこに溶解している抽出物を、残りの植物材料から分離すること、
（ｃ）抽出物を脱溶剤化してゼアキサンチンオレオレジンを得ること、
（ｄ）ｐＨを下げるために、ゼアキサンチン抽出物をブチル化ヒドロキシトルエン、炭酸
ナトリウムおよび水酸化カリウムと共に暗所で還流すること、および
（ｅ）溶液を中和して純粋な非エステル化ゼアキサンチンの溶液を生じさせること
を含む方法。
【０１０１】
　＜発明の詳細な説明＞
　本発明において、ゼアキサンチンという用語は、その幾何異性体、立体異性体および誘
導体のどの形態にあるゼアキサンチンも包含する。ルテインは、本明細書では、ゼアキサ
ンチンの異性体とはみなさない。ゼアキサンチン幾何異性体には、全ｔｒａｎｓ型、なら
びにさまざまなｃｉｓ異性体、例えば９－ｃｉｓ、１３－ｃｉｓおよび１５－ｃｉｓが包
含される。立体異性体には、３Ｒ，３’Ｒ；３Ｓ，３’Ｒ；３Ｒ，３’Ｓおよび３Ｓ，３
’Ｓが含まれる。ゼアキサンチンの誘導体には、遊離ヒドロキシル型と、当技術分野にお
いてその存在が典型的に知られているさまざまな脂肪酸とのエステルが、どちらも包含さ
れる。本発明は、これら全ての形態のゼアキサンチンの組み合わせに適用される。本発明
の植物は、主として、ｔｒａｎｓ－３Ｒ，３’Ｒを、遊離ヒドロキシル化合物と、脂肪酸
のモノ－およびジ－エステルとの混合物として産生する。
【０１０２】
　トウガラシ属には、当技術分野で知られる全ての種および品種、ならびに開発されうる
全ての種および品種が包含される。これらの種には、トウガラシ（ａｎｎｕｕｍ）、キダ
チトウガラシ（ｆｒｕｔｅｓｃｅｎｓ）、ロコト（ｐｕｂｅｓｃｅｎｓ）、キネンセ（ｃ
ｈｉｎｅｎｓｅ）が含まれるが、それらに限定されるわけではない。
【０１０３】
　本発明は、集団選抜、条播評価（ｓｅｅｄ　ｔｏ　ｒｏｗ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ）、
個体選抜育種技法によって、または当技術分野で知られる他の技法によって得られる、ゼ
アキサンチンの過剰蓄積を示すトウガラシ属品種に関する。これらの技法は、以下の特徴
を持つ植物を作出するために使用される：
　１．遊離ジオールまたは非エステル化ジオールとして測定される、乾燥成熟実莢肉中の
ゼアキサンチンの質量が、総乾燥成熟実莢肉の質量の約０．４％より大きい。
【０１０４】
　２．乾燥成熟実莢肉中に存在する総カロテノイド類に対するゼアキサンチンのパーセン
テージが、非エステル化型で測定した場合に、最も高濃度に存在するカロテノイドと定義
される主要カロテノイドであるか、約５０％より大きい。総カロテノイド類は、エステル
化が可能な場合は、それらの遊離型と定義される。カプサンチンおよびクリプトキサンチ
ンが、その例である。
【０１０５】
　３．高度に色素形成した品種において乾燥成熟実莢肉中に存在する他の特徴的カロテノ
イド類に対するゼアキサンチンの質量が、実用赤色品種と比較して、本橙色品種では４～
５倍多い。
【０１０６】
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　過剰蓄積はさまざまな解釈が可能な用語である。本明細書に関して、ゼアキサンチンの
過剰蓄積を示す植物とは、表１において生ペッパー果肉１００グラムあたり１６０６マイ
クログラムのゼアキサンチンを与えると定義した標準的な橙ペッパーが示す量よりも、約
２０倍多い量を発現させる植物である。生ペッパー中の水分レベルが９２％であるとする
と、この標準ペッパーの場合、ゼアキサンチンの重量は乾燥重量ベースで０．０２％にな
る。その場合、過剰蓄積を示すペッパーは、乾燥成熟実莢肉中に約０．４％のゼアキサン
チンを含有することになる。
【０１０７】
　本明細書で使用する「乾燥（ｄｒｉｅｄ）」という用語は、パプリカを脱水したときに
典型的に観察される含水率の範囲を指す。乾燥は、天日乾燥、オーブン乾燥および凍結乾
燥を含む、当技術分野で知られる任意の手段によって行うことができる。乾燥パプリカの
含水率は１～２０重量％の範囲に分布しうるが、典型的な範囲は２～１０％である。
【０１０８】
　本明細書にいう「実莢（ｆｒｕｉｔ　ｐｏｄ）の果肉」は、髄、種子、茎、胎座、およ
び果皮を含んでも、含まなくてもよい。
【０１０９】
　本明細書で使用する「組織培養物」という用語は、そこからトウガラシ属植物またはト
ウガラシ属植物培養物を生成させることのできる植物細胞または植物部分を指し、植物プ
ロトプラスト、植物カルス、植物塊、および植物中の完全な植物細胞、または植物の一部
、例えば種子、葉、茎、花粉、根、根端、葯、胚珠、花弁、花、胚、繊維およびさやなど
を包含する。
【０１１０】
　植物組織培養物を生成させ、組織培養物から植物を再生させる技法は、当技術分野では
周知である。例えばそのような技法は、Ｖａｓｉｌ（１９８４）、Ｇｒｅｅｎら（１９８
７）、Ｗｅｉｓｓｂａｃｈら（１９８９）、Ｇｅｌｖｉｎら（１９９０）、Ｅｖａｎｓら
（１９８３）、およびＫｌｅｅら（１９８７）によって記載されている。
【０１１１】
　植物細胞または植物部分の組織培養物は、植物プロトプラスト、植物カルス、植物塊、
および植物中の完全な植物細胞、または植物の一部（再生させた時に、完全なトウガラシ
属植物の形態学的および／または生理学的特徴を発現させることのできる植物または植物
材料をもたらすもの）から生成させることができる。
【０１１２】
　胚、分裂組織、花粉、葉、葯、胚珠、根、根端、実莢、種子、花弁および花、繊維およ
びさやからなる群より選択される組織の植物細胞またはプロトプラストから得られる本発
明のトウガラシ属植物の再生可能部分を培養して、本トウガラシ属品種の生理学的特徴の
全て（ゼアキサンチンの過剰蓄積を含む）を発現させることのできる植物または植物材料
を生じさせることができる。
【０１１３】
　核酸、ポリペプチドおよびカロテノイド類を含む再生可能細胞の細胞内構成要素は、本
トウガラシ属植物の植物細胞またはプロトプラストから単離することができる。
【０１１４】
　本発明は、本トウガラシ属品種に特有のゼアキサンチンの過剰発現および／または蓄積
を支配し可能にする遺伝子配列および対応するアミノ酸配列にも関係する。
【０１１５】
　本発明の核酸は、ゼアキサンチンのレベルが正常レベルより高いレベルにあるトランス
ジェニック植物またはトランスジェニック生物を作出するために使用することができる。
この目的を達成するには、そのダウンレギュレーションがカロテノイド前駆体の過剰蓄積
をもたらす可能性のある、カプサンチン－カプソルビンシンターゼまたはゼアキサンチン
エポキシダーゼを含む、植物中のカロテノイド生合成酵素をコードする遺伝子の発現を、
減少させるか、排除することが望ましいかもしれない。遺伝子操作の進歩により、外来遺
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伝子を含有しそれを発現させるように植物を形質転換するための必要不可欠なツール（Ｋ
ａｈｌら，１９９５；Ｈｏｄｇｅｓら，米国特許第５，５２７，６９５号；Ｃｏｎｎｅｒ
ら，米国特許第６，５０６，５６５号）も、アンチセンス技術によって植物中の遺伝子の
発現をサイレントするためのツール（Ｓｈｅｗｍａｋｅｒら，米国特許第５，１０７，０
６５号）も、提供されている。従来の植物育種の制約は、所望の表現型を発現するように
遺伝子操作されたトランスジェニック植物の作出によって回避することができる（Ｙｉｎ
ら，２００４およびその参考文献）。したがって当業者は、植物中のカロテノイドの量を
増加させるために、さまざまな戦略および分子技法を使用することができる。例えば、植
物中のゼアキサンチンのレベルを増加させるために、分子技法を使って、当技術分野にお
ける従来の方法に従って野生型植物を本核酸で形質転換することにより、それらの植物に
おけるカロテノイド生合成経路の酵素の活性を、結果としてゼアキサンチンの過剰蓄積が
起こるように変化させることができる。
【０１１６】
　＜育種＞
　本発明の植物はトウガラシ属に属し、古典的な雑種形成、個体選抜および子孫条播評価
（ｐｒｏｇｅｎｙ　ｒｏｗ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ）の植物育種法を使った植物育種プロ
グラムの産物である。
【０１１７】
　＜種子または植物処理＞
　ゼアキサンチン産生量の増加を含むカロテノイド生合成の改変は、本発明の植物におけ
るアブシジン酸産生の量または時期の変化につながりうる。発芽、発芽率または発芽時期
に対する悪影響を避けるために、それらの発生におけるどこかの時点で、植物または種子
をアブシジン酸またはアブシジン酸前駆体で処理するか、当技術分野で知られる他の処理
を行う必要があるかもしれない。そのような処理は、当技術分野では、多種多様な植物に
ついて知られている。
【０１１８】
　＜収穫＞
　本発明の植物が実らせる実莢は当技術分野で知られる任意の手段によって収穫すること
ができる。関心対象のトウガラシ属を収穫するための好ましい方法は、機械収穫である。
手による収穫も用いることができる。実莢は完全に含水した形で収穫して、青果市場用の
ペッパーにすることができる。実莢は、莢が圃場の植物上で乾燥した後に、部分乾燥状態
で収穫することもできる（実施例参照）。
【０１１９】
　＜脱水＞
　新鮮な莢または部分乾燥した莢は、天日乾燥、オーブン乾燥、凍結乾燥などを含む当技
術分野で知られる任意の手段によって、さらに乾燥させることができる。
【０１２０】
　＜粉砕＞
　乾燥した莢は、当技術分野で知られる方法によって破砕または粉砕することができる。
【０１２１】
　＜抽出方法＞
　ゼアキサンチンおよび他のカロテノイド類は、新鮮莢肉の抽出、乾燥果実の抽出、また
はそれらの混合物の抽出によって得ることができる。場合によっては、抽出工程に先だっ
て、莢肉を粉砕してペーストまたは粉末にすることが好ましい。粉砕プロファイルは当技
術分野で知られる手段によって最適化することができる。抽出は、当技術分野で現在知ら
れている方法のどれを使っても行うことができる。これには、溶剤による抽出、溶剤混合
物（例えば２１　ＣＦＲ　§１７３で承認されているもの）による抽出、圧搾機を使った
機械的手段による抽出（例えば米国特許第５，７７３，０７５号に記載されているもの）
、亜臨界流体または超臨界流体（例えば追加溶剤または共溶剤の存在下または不在下での
超臨界二酸化炭素）による抽出、炭化水素（例えばエタン、プロパンまたはブタン）によ
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る抽出、ハイドロフルオロカーボン（例えばテトラフルオロエタン）または２１　ＣＦＲ
　§１７３で承認されている有機溶剤と混合されたテトラフルオロエタンによる抽出など
があるが、それらに限定されるわけではない。適切な抽出用溶剤には、ｎ－ヘキサン、シ
クロヘキサン、分岐ヘキサン類、ヘプタン、分岐ヘプタン類、オクタン、ノナン、デカン
、および他の炭化水素などがあるが、それらに限定されるわけではない。適切な溶剤には
、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、メチル－ｔｅｒｔ－ブチル－エーテル、エタノール
、メタノール、アセトン、リモネン、および他の精油も含まれるが、それらに限定される
わけではない。当業者には知られているとおり、これらの溶剤の組み合わせも抽出に利用
することができる。溶剤の使用を伴う方法の後には、一般に、例えば蒸留、真空蒸留、蒸
気蒸留、エバポレーション、蒸気トリッピング、窒素ストリッピング、膜浸透気化法、ま
たは分子蒸留を含む（ただしこれらに限定されるわけではない）脱溶剤化工程が行われる
。
【０１２２】
　＜さらなる加工＞
　本トウガラシ属品種の全形新鮮莢、乾燥莢、粉砕莢、または莢抽出物を加熱して、天然
の全ｔｒａｎｓゼアキサンチンの全部または一部をｃｉｓ型に変換することができる。同
様にして、本トウガラシ属品種の全形新鮮莢、乾燥莢、粉砕莢、または莢抽出物に、天然
の全ｔｒａｎｓゼアキサンチンの全部または一部を同様のｃｉｓ型またはさらなるｃｉｓ
型に変換するのに十分な波長の光を照射することもできる。あるいは、ゼアキサンチンの
ｃｉｓ型を、エタノール中で還流することによって、ｔｒａｎｓ型に変換し戻すすること
もできる（Ｋｈａｃｈｉｋら，１９９２）。β－カロテンおよびβ－アポ－８－カロテナ
ールなどの他のカロテノイド類も、石油エーテルまたは水中で加熱してから結晶化するこ
とにより、ｃｉｓ型から全ｔｒａｎｓ型へと高収率で変換することが示されている（Ｉｓ
ｌｅｒら，１９５６；米国特許第３，９８９，７５７号およびその参考文献）。ｃｉｓ異
性体とｔｒａｎｓ異性体の相互変換には、当技術分野で知られる他の化学的手段も使用す
ることができる。
【０１２３】
　本発明のトウガラシ属の粉砕乾燥莢肉は、エステル化型で存在するゼアキサンチンおよ
び他のカロテノイド類を他の任意の加水分解性材料と共に鹸化または加水分解するために
、苛性溶液で処理するか、酵素で処理することができる［米国特許第５，６４８，５６４
参照］。遊離のゼアキサンチンおよび他のカロテノイド類は、遊離のゼアキサンチンおよ
び他のカロテノイド類を適切な溶剤に溶解し、その溶剤／ゼアキサンチン／他のカロテノ
イド混合物から不溶性成分を濾過するか、他の方法によって分離し、ゼアキサンチン／他
のカロテノイド混合物から溶剤を分離することを含む、当技術分野で知られる手段によっ
て、加水分解物から分離することができる。
【０１２４】
　あるいは、ゼアキサンチンおよび他のキサントフィル類の好ましいエステル化型を得る
ために、当技術分野で知られる方法を使って、脂肪酸をゼアキサンチン（および他のキサ
ントフィル類）と反応させることにより、粉砕した材料をエステル交換反応に付してもよ
い。
【０１２５】
　＜ゼアキサンチンのさらなる形態または製剤＞
　本発明は、トウガラシ属品種（非エステル化型で測定した場合に、乾燥成熟実莢肉にお
いて、５０％より高い、総カロテノイド類に対するゼアキサンチンのパーセントを示すも
の）から得られるゼアキサンチンの形態および製剤に関する。そのような形態および製剤
は、ヒトおよび動物によって栄養補助剤、食品着色剤もしくは食品添加物、ヒト用食品も
しくは動物用飼料の強化、または美容、介護もしくは医薬用途の成分として消費されるこ
とが企図される。
【０１２６】
　＜新鮮ペッパー＞
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　本植物産物は、トウガラシ属植物から収穫された新鮮実莢の形で、丸ごと、破砕して、
ピューレ状にして、液体で柔らかくして、または圧搾汁として、摂取することができる。
【０１２７】
　＜脱水ペッパー＞
　本植物産物は、トウガラシ属植物から収穫された脱水、乾燥または乾物実莢の形態で、
丸ごと、または破砕もしくは粉砕して、摂取することができる。これらの脱水ペッパー産
物は、ペッパー粉末として、調味料として、または食品もしくは飲料中の調味料として、
消費者に届けることができるだろう。
【０１２８】
　＜オレオレジン＞
　本植物産物は、当技術分野で知られる任意の手段によって製造される、トウガラシ属植
物から収穫された実莢から製造されたオレオレジンまたは抽出物の形態で摂取することが
できる。
【０１２９】
　＜搾り滓＞
　本植物産物は、例えば米国特許第５，７７３，０７５号の方法（ただしこれに限定され
るわけではない）によって製造される、トウガラシ属植物の実莢からオレオレジンを圧搾
抽出する際に副産物として生成する搾り滓（圧搾固形物）の形態で摂取することができる
。本搾り滓は動物またはヒトの栄養補給に使用することができる。
【０１３０】
　＜精製オレオレジン＞
　本植物産物は、トウガラシ属植物から収穫された実莢から製造されたオレオレジンまた
は抽出物であって、最初に抽出されたオレオレジン形態中に存在するゼアキサンチンより
も高濃度のゼアキサンチンを含む材料を製造するために、当技術分野で知られる任意の適
切な植物抽出物加工技法（例えば遠心分離、傾瀉、沈殿（シード添加または沈殿を助長す
る他の物質の添加によるもの）、濾過、結晶化または再結晶、鹸化、クロマトグラフィー
、膜加工またはゾーン精製を含むが、これらに限定されるわけではない）によって、さら
に加工されたものの形態で摂取することができる。これらの材料中にゼアキサンチンはエ
ステル化型または非エステル化型で存在することができる。
【０１３１】
　本発明のトウガラシ属植物から得られるオレオレジンは、米国特許第６，５０４，０６
７号に記載の方法によって精製することができ、その方法は参照により本明細書に組み入
れられる。この方法では、１）薄いアルカリ水溶液で処理し（これにより、第１オレオレ
ジン相と不純物を含有する第１水相が形成される）、２）第１オレオレジン相を薄い有機
酸または無機酸水溶液で処理し、３）第２オレオレジン相および不純物を含有する第２水
相を形成させ、そして４）不純物を含有する第２水相を第２オレオレジン相から分離して
精製カロテノイド類を得ることにより、植物抽出物またはオレオレジンを精製する。
【０１３２】
　＜単離および精製ゼアキサンチン＞
　トウガラシ植物莢肉の抽出物をさらに加工して、異なる形態および純度のゼアキサンチ
ンを得ることができる。さらなる加工方法には、遠心分離、傾瀉、沈殿（シード添加また
は沈殿を助長する他の物質の添加によるもの）、濾過、結晶化または再結晶、鹸化、クロ
マトグラフィー、膜加工またはゾーン精製などがあるが、これらに限定されるわけではな
い。これらの材料中にゼアキサンチンはエステル化型または非エステル化型で存在するこ
とができる。
【０１３３】
　例えば、米国特許第５，６４８，５６４号には、キサントフィル結晶（好ましくは、マ
リーゴールド花弁からルテイン、クコからゼアキサンチン、または赤ペッパーからカプサ
ンチンおよびカプソルビン）を形成させ、単離し、精製する方法が開示されている。キサ
ントフィルジエステル含有植物抽出物を、プロピレングリコールおよびアルカリ水溶液の
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組成物中で鹸化して、キサントフィル結晶を形成させる。結晶化は、有機溶剤を添加する
ことなく、達成される。結晶を単離し、精製する。このようにして得られる実質的に純粋
なキサントフィル結晶は、ヒトによる消費に適しており、栄養補助剤として使用すること
も、食品中の添加物として使用することもできる。
【０１３４】
　結晶化工程は、鹸化した抽出物からキサントフィル類を精製するために使用することが
できる。米国特許第６，３２９，５５７号には、鹸化した抽出物を水に分散させて分散液
を形成させ、その分散液を、任意の水溶性化合物の一部が水に溶解して水相と水に溶解し
ない残渣とを形成するような条件で混合し、水相を残渣から分離し、残渣を非極性溶剤と
、任意の脂質可溶性化合物の一部がその非極性溶剤に溶解し、キサントフィル類の一部が
非極性溶剤から析出して沈殿物を形成するような条件下で接触させ、非極性溶剤を沈殿物
から分離し、沈殿物を極性溶剤で、任意の残存クロロフィル類の少なくとも一部がその極
性溶剤に溶解するように洗浄し、極性溶剤を沈殿物から分離することによって、所望する
レベルの純度を持つキサントフィル類を含む産物を得るというステップを含む方法が記述
されている。
【０１３５】
　＜非エステル化型の精製ゼアキサンチン＞
　トウガラシ属植物から得られるゼアキサンチンエステルは、当技術分野で記載されてい
るいくつかの方法によって鹸化することができ、そのような方法には、１）酸または塩基
による水中での鹸化、２）酸または塩基によるメタノールまたはイソプロピルアルコール
中での鹸化、３）酸または塩基によるプロピレングリコール中での鹸化、および４）酵素
を使った鹸化などがあるが、これらに限定されるわけではない。
【０１３６】
　トウガラシ属植物からゼアキサンチンを抽出することによって得られるオレオレジンは
、遊離のゼアキサンチンを生成させるために、鹸化することができる。このゼアキサンチ
ンの遊離全ｔｒａｎｓ－３Ｒ，３’Ｒ異性体を結晶化させて純粋な形で得ることができる
。したがって、ゼアキサンチンの遊離全ｔｒａｎｓ－３Ｒ，３’Ｒ異性体は、全ｔｒａｎ
ｓ－βカロテンに用いられる方法と同様の方法で製剤化することができる。ルテインおよ
びゼアキサンチンの結晶を製造するための具体的一方法が、米国特許第５，６４８，５６
４号に記述されている。
【０１３７】
　エステル化型または遊離型のキサントフィル類には利点と欠点がある。米国特許第６，
６８９，４００号には、遊離ルテインが、エステル化型と比較して、化学的および生物学
的劣化をとりわけ起こしやすいことが開示されている。一方、卵および肉を着色する目的
には遊離型のキサントフィル類の方がニワトリによって容易に吸収されることが、米国特
許第５，９９７，９２２号に開示されている。ジエステル型のルテインは、非エステル化
型よりも、ヒトにおける生物学的利用率が高いようである（Ｂｏｗｅｎら，２００２）。
Ｂｒｅｉｔｈａｕｐｔら（２００４）では、３Ｒ，３Ｒ’－ゼアキサンチンジパルミテー
トの方が、非エステル化型よりも、ヒトにおいて高い生物学的利用率を持つことが観察さ
れた。
【０１３８】
　＜再エステル化型の精製ゼアキサンチン＞
　短鎖有機酸を遊離ゼアキサンチンと反応させて、ゼアキサンチンの短鎖有機酸モノエス
テルまたはジエステルを製造することができる。これらの短鎖有機酸は、米国特許第５，
９５９，１３８号に記述されているように、有機無水物をゼアキサンチン抽出物と反応さ
せることによって得ることができる。使用することができる有機無水物には、例えば酢酸
無水物、プロピオン酸無水物、およびそれらの組み合わせなどがあるが、これらに限定さ
れるわけではない。他のカルボン酸、それらの無水物またはエステルが関わるエステル化
工程によって、他のエステルを形成させることができる。ゼアキサンチンエステルをカル
ボン酸および酸、塩基または酵素触媒で処理するエステル交換反応を使って、さらなるゼ
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アキサンチンエステルを製造することができる。
【０１３９】
　修飾エステル型のゼアキサンチンの場合は、カルボン酸部分が短鎖（Ｃ１～Ｃ４）、中
鎖（Ｃ５～Ｃ１２）、または長鎖（Ｃ１３～Ｃ３０）からなることができる。カルボン酸
部分は、飽和、不飽和または多価不飽和であることができる。カルボン酸部分は直鎖構造
または分岐鎖構造を持つことができる。
【０１４０】
　＜ゼアキサンチンの異性体＞
　トウガラシ属植物中に存在するゼアキサンチンは、主として、３Ｒ，３’Ｒ立体異性体
からなる。トウガラシ属植物の新鮮果実中に見出される色素は、圧倒的に、全ｔｒａｎｓ
配置にある。ｔｒａｎｓ－ゼアキサンチンは、当技術分野で知られている方法により、そ
の全部または一部を、さまざまなｃｉｓ型に変換することができる（Ｋｈａｃｈｉｋら，
１９９２；Ｕｐｄｉｋｅら，２００３）。
【０１４１】
　＜油、脂肪、乳化剤もしくは安定剤、またはそれらの組み合わせに分散されたオレオレ
ジン型または精製型のゼアキサンチン＞
　トウガラシ属植物から得られるゼアキサンチンは、栄養補助剤もしくは飼料補助剤、食
品着色剤もしくは飼料着色剤、または食品添加物もしくは飼料添加物としての、その使用
を容易にするために、ヒト食用成分または動物食用成分を使って製剤化することができる
。パプリカオレオレジン型のゼアキサンチンまたはより高度に精製された形態のゼアキサ
ンチンは、トウモロコシ油、ダイズ油、カノーラ油、ラッカセイ油、ヒマワリ油、ベニバ
ナ油、オリーブ油、綿実油、パーム油、ヤシ油、中鎖トリグリセリド、トリアセチン、硬
化植物油などの植物油、ラード獣脂および家禽脂、漁油、鯨油などの動物脂、藻類油など
の添加によって、着色力に関して標準化することができる。パプリカオレオレジン型のゼ
アキサンチンまたはより高度に精製された形態のゼアキサンチンは、乳化剤、例えばレシ
チン、ヒドロキシル化レシチン、モノグリセリド、ジグリセリド、ソルビタンエステル類
、例えばポリソルベート－８０、ショ糖エステル類、ポリグリセロールエステル類、モノ
グリセリドおよびジグリセリドの酒石酸エステル類などを含む食品等級の添加物と組み合
わせることができる。具体的には、ゼアキサンチンを、食品および飲料の着香または着色
に有用であり、油にも水にも分散可能な、均一液体香辛料組成物であって、（１）ヒドロ
キシル化レシチン、（２）モノグリセリドおよびジグリセリドの酒石酸エステル類、なら
びに（３）食用着香剤、食用着色剤から選択される１以上の香辛料（そのうちの一つは本
発明によって得られるゼアキサンチンでなければならない）を含み、（１）＋（２）対（
３）の重量比が少なくとも１：４であるような組成物に、することができる。食品等級の
乳化剤を使って製剤化されたパプリカオレオレジン型のゼアキサンチンまたはより高度に
精製された形態のゼアキサンチンは、飲料用途および乳液ベースの食品に、とりわけ有用
である。
【０１４２】
　パプリカオレオレジン型のゼアキサンチンまたはより高度に精製された形態のゼアキサ
ンチンは、当業者に公知の天然および合成酸化防止剤と組み合わせることができる。限定
するわけではないが、これらには、例えば以下に挙げるものがある：シソ科香草（ローズ
マリー、セージ、オレガノ、ペパーミント、バジル、スペアミント、サマーセイバリーを
含む）の抽出物、オリーブ抽出物、コーヒー抽出物、柑橘抽出物、茶抽出物、茶カテキン
類、カテキン、エピカテキン、没食子酸エピカテキン、没食子酸エピガロカテキン、没食
子酸、トコフェロール類、トコトリエノール類、アスコルビン酸およびアスコルベート類
（パルミチン酸アスコルビルを含む）、エリトルビン酸およびエリトルベート類、グルタ
チオン、カルノシン酸、カルノソール、ロスマノール、ロズマリン酸、サルビアフラシド
、フラボノイド類もしくはフラボノイドグルクロニド類（ケルセチン、ルテオリン、アピ
ゲニン、もしくはケルセチン、ルテオリンおよびアピゲニンのグルクロニドなどを含む）
、クルクミン、テトラヒドロクルクミン、ヒドロキシチロソール、オリューロペイン、Ｂ
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ＨＴ、ＢＨＡ、ヒドロキシルアミン類、没食子酸プロピル、エトキシキン、トロロックス
もしくはＴＢＨＱ、またはそれらの混合物。テトラヒドロクルクミノイド類による標準パ
プリカオレオレジンの安定化は米国特許第６，６８９，４００号に記載されている。
【０１４３】
　＜他のカロテノイド類、色素類、もしくは食品着色剤またはそれらの組み合わせと組み
合わされたオレオレジン型または精製型のゼアキサンチン＞
　パプリカオレオレジン型のゼアキサンチンまたはより高度に精製された形態のゼアキサ
ンチンを、１以上の他の天然および／または合成カロテノイド類と組み合わせて、栄養補
助剤もしくは飼料補助剤、食品着色剤もしくは飼料着色剤、または食品添加物もしくは飼
料添加物として有用な混合カロテノイド組成物を得ることができる。組み合わせることが
できる他の天然および／または合成カロテノイド類の例には、以下に挙げるものがあるが
、これらに限定されるわけではない：ニンジン抽出物、合成β－カロテン、トマト抽出物
、合成リコペン、マリーゴールド抽出物、合成ルテイン、ベニノキ抽出物、ビキシン、ノ
ルビキシン、β－アポ－８－カロテナール、カンタキサンチン、アスタキサンチン、ルテ
イン、藻類カロテノイド類、真菌カロテノイド類、クリプトキサンチン、α－ゼアカロテ
ン、β－ゼアカロテンなど。
【０１４４】
　パプリカオレオレジン型のゼアキサンチンまたはより高度に精製された形態のゼアキサ
ンチンを、承認された他の天然または合成食品着色剤と組み合わせて、食品用途または飼
料用途で、一連の色合いを与えるのに有用な組成物を作り出すことができる。組み合わせ
ることができる天然または合成着色剤には、例えば以下に挙げるものがあるが、これらに
限定されるわけではない：ウコン抽出物、紫ニンジン（ｐｕｒｐｌｅ　ｃａｒｒｏｔ）抽
出物、アントシアニン類、ブドウ果皮抽出物、ビート抽出物、キャベツ抽出物、ニワトコ
抽出物、カラメル、ベタリン（ｂｅｔａｌｉｎ）類、クロロフィルおよび承認されたＦＤ
＆Ｃ食品着色剤。
【０１４５】
　＜栄養補助剤、食品、飲料、化粧品または医薬品用途に適した固体上に分散させたオレ
オレジン型または精製型のゼアキサンチン＞
　パプリカオレオレジンまたはより高度に精製された形態のゼアキサンチンを、多種多様
な用途における使用に適した固体担体上に分散させることができる。担体には、塩、デキ
ストロース、マルトデキストリン、ラクトース、リグニン、穀粉、タルク、二酸化チタン
、医薬品用および化粧品用賦形剤もしくは他の固体物質またはそれらの組み合わせを含め
ることができる。トウガラシ属植物から得られるゼアキサンチンから製造されるカロテノ
イド類の安定な冷水分散性調合物は、カロテノイド類と、温血動物由来のゼラチンに代え
て使用される水溶性または水分散性リグニン誘導体とを含む（米国特許第５，６６８，１
８３号）。本調合物用のリグニン誘導体は、単一のリグニンを含有するか、数種類のリグ
ニン誘導体の混合物を含有することができる。リグノスルホン酸ナトリウム、カルシウム
、およびアンモニウムは、とりわけ好ましい。
【０１４６】
　また、冷水分散性の形態は、デンプン、ゴムを使って製造するか、当技術分野で知られ
る他の方法を使って製造することができる。
【０１４７】
　＜栄養補助剤、食品、飲料、化粧品または医薬品用途に適したビーズレットの形態をし
たオレオレジン型または精製型のゼアキサンチン＞
　ゼアキサンチンをその形態のいずれかで含有するビーズレットまたはマイクロカプセル
を製造することができる。典型的なカロテノイド濃度範囲は１～５０重量％の範囲である
。マイクロカプセルは封入されたカロテノイドを摂取過程で放出する。これらのマイクロ
カプセルは、ヒト用または動物用食品、マルチビタミン剤、食事補助剤、および介護製品
での使用にも適しうる。錠剤化およびカプセル剤にも使用することができる。
【０１４８】
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　ビーズレットを製造するために使用されるゼアキサンチンは、結晶性粉末または油分散
液のいずれかの形態をとることができる。場合によっては、より高濃度のゼアキサンチン
を含有するビーズレットを得ることができるように、結晶性粉末から出発することが好ま
しい。
【０１４９】
　当技術分野で知られる化学的または物理的なマイクロカプセル化法を使って、本発明で
得られるゼアキサンチンを封入することができる。化学的なマイクロカプセル化法には、
相分離、溶剤蒸発、溶剤抽出、界面重合、単純および複合コアセルベーション、ｉｎ－ｓ
ｉｔｕ重合、リポソーム技術、ナノカプセル化、ゾル－ゲル法、気相堆積法、捕捉／マト
リックス封入（ｅｎｔｒａｐｍｅｎｔ／ｍａｔｒｉｘ　ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ）、
マクロエマルジョン、分散重合、脱溶剤和、およびゲル化を伴う方法があるが、これらに
限定されるわけではない。物理的な封入法には、噴霧乾燥、噴霧冷却、回転円板微粒化、
流動層コーティング、固定ノズル同時押出、遠心ヘッド同時押出、浸漬ノズル同時押出、
パンコーティング、振動ノズル、押出、造粒（ｐｒｉｌｌｉｎｇ）、および環状噴流法な
どがあるが、これらに限定されるわけではない。
【０１５０】
　この工程の一形態では、結晶性粉末を流動層乾燥機に加え、熱およびガスの流れを開始
させる。液体コーティング材料を固体上に噴霧して所望の製剤を得る。液体コーティング
材料は、例えば、糖またはソルビトールの水溶液、デンプンまたはマルトデキストリン、
要すればゼラチンなどのコーティングタンパク質を含みうるが、これらに限定されるわけ
ではない。この工程の詳細は米国特許第６，６６３，９００号に開示されている。ゼアキ
サンチンに富む油分散液または高純度結晶型のゼアキサンチンは、米国特許第５，７８６
，０１７号、米国特許第５，５０６，３５３号および米国特許第６，６０７，７７１号に
記述されているようなマトリックスに封入することができる。
【０１５１】
　本発明によって得られるゼアキサンチンは、封入の過程で、当技術分野で知られるマト
リックス材料と組み合わせることができる。一般に、親水コロイド、糖質、および他の化
合物を使用することができる。親水コロイドには、例えばゼラチン、乳タンパク質、植物
タンパク質、動物タンパク質、ゴム、および化工デンプンなどがあるが、これらに限定さ
れるわけではない。糖質には、ショ糖、グルコース、およびデキストリン類などがあるが
、これらに限定されるわけではない。他の成分には、酸化防止剤、乳化剤、安定剤、およ
び増量剤などがある。
【０１５２】
　本発明によって得られるゼアキサンチンは、封入の過程で、当技術分野で知られる表面
成分と組み合わせることができる。これらの物質には、例えばタンパク質、糖質、シリケ
ート、多糖、多価アルコール、ロウ、脂肪、天然および合成ポリマー、樹脂、ゼラチン、
ポリビニルアルコール、マルトデキストリン、メチルセルロース、ポリビニルピロリドン
、ならびにポリオキシメチレン尿素などがあるが、これらに限定されるわけではない。
【０１５３】
　本発明によって得られるゼアキサンチンは、熱安定性、化学安定性、光安定性および酸
化安定性を改善するために；貯蔵寿命をよくするために；そして色、匂い、矯味性および
取り扱いを改善するために、マイクロカプセルに入れることができる。本発明によって得
られるゼアキサンチンは、封入された形態では、生物学的利用能を改善し、溶解度を変化
させ、制御放出、持続放出、遅延放出、パルス状放出、ｐＨ誘発性放出、または標的放出
（ｔａｒｇｅｔｅｄ　ｒｅｌｅａｓｅ）をもたらすことができる。
【０１５４】
　＜乳液状のオレオレジン型または精製型ゼアキサンチン＞
　トウガラシ属植物から得られるゼアキサンチンの乳液は、当技術分野で周知の技法によ
って形成させることができる。食品、飲料、化粧品、医薬品および介護製品の水性系に使
用するためのゼアキサンチン乳液を製造することができる。界面活性剤、ゼアキサンチン
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（要すれば油担体中）、そして要すれば制泡剤の組み合わせを使って、水性乳液を製造す
ることができる。乳液を乾燥させて、水性媒質に容易に分散する粉末を形成させることが
できる。乳液中に使用するゼアキサンチンは、粗製オレオレジンの形態をとるか、より高
度に精製されたゼアキサンチン（遊離のゼアキサンチンまたはエステル化型のゼアキサン
チン）の形態をとることができる。
【０１５５】
　あるいは、米国特許第６，２９６，８７７号に従って、ゼアキサンチンの乳液を以下の
ように製造することもできる：１）水混和性有機溶剤中に、要すれば乳化剤および要すれ
ば食用油を使って、ゼアキサンチンの均一溶液を調製し、２）この溶液を、保護コロイド
の混合物の水溶液と混合し、そして要すれば、３）得られた分散液を溶剤および水から取
り除き、それを乾燥させることによって、水分散性乾燥粉末を調製する。
【０１５６】
　＜栄養補助剤、食品、飲料、化粧品、介護または医薬用途に適した噴霧乾燥粉末または
封入粉末状のオレオレジン型または精製型ゼアキサンチン＞
　トウガラシ属植物から得られるゼアキサンチンは、粉末状に加工するのに適している。
ゼアキサンチンオレオレジンの乳液またはゼアキサンチン結晶の分散液または微粉状ゼア
キサンチンは、当技術分野で知られる技術を使って噴霧乾燥することができる。一般的に
は、ゼアキサンチンの油分散液または油溶液を水およびポリマー材料、例えばゼラチン、
植物性ゴム、化工デンプン、デキストリン、または非ゲル化タンパク質などと混合する。
乳化剤を加え、混合物を均質化する。得られた乳剤を霧状にして、乾燥室中の加熱された
空気の柱に導入すると、水が蒸発するにつれて、流動性粉末が生成する。この種類の方法
の一例は、米国特許第６，６３５，２９３号に記載されている。固形のゼアキサンチンは
、流動層凝集またはコアセルベーションを含む当技術分野で知られるさまざまな技法のい
ずれかによって封入することができる。
【０１５７】
　乾燥品を製造するもう一つの例は米国特許第３，９９８，７５３号に開示されている。
トウガラシ属植物から得られるカロテノイド粉末組成物であって、水性溶液に分散性であ
り、光学的に透明な水性組成物を形成して、それらの水性溶液を望ましい均一な色に着色
する組成物を、以下のように製造することができる。まず、カロテノイド類を可溶化する
ことができる揮発性有機溶剤にカロテノイドの溶液を形成させ、食品等級の界面活性剤を
含有する水溶液と共に、高速混合によって乳化させる。次に、得られた乳液から、溶剤が
完全に除去されるまで高剪断力の高速混合を維持しながら乳液を加熱することによって、
揮発性溶剤を除去する。次に、乳液は、そのまま使用するか、乾燥してカロテノイド含有
粉末組成物を得ることができる。
【０１５８】
　＜栄養補助剤、食品、飲料、化粧品または医薬品用途に、その栄養補助剤、食品、飲料
、化粧品または医薬品の色を変化させずに組み入れることができるような方法で封入され
たオレオレジン型または精製型のゼアキサンチン＞
　ゼアキサンチン粒子またはゼアキサンチンを含有する粒子は、この色素の色を効果的に
隠す不透明な材料でコーティングすることができる。これは、ある物品にゼアキサンチン
をその物品の色を変えずに加えることが望ましい場合に、有用な技法である。
【０１５９】
　＜ゼアキサンチン製剤の用途＞
　（高ゼアキサンチン食品）
　カロテノイド色素の過剰蓄積を示す本発明のトウガラシ属品種の実莢はヒト用食品とし
て直接使用することができ、そこから絞った汁は飲み物として使用することができる。ト
ウガラシ属実莢は新鮮な状態または乾燥した状態で消費されうる。これらの形態は粉砕し
たり、切り刻んだり、液化したりして、単独で、または他の任意の食品、ソース、または
飲料と組み合わせて使用することができる。この材料は調味料または香辛料の一成分とし
て使用することができる。
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【０１６０】
　（食品着色用途）
　天然由来のカロテノイド類は着色剤としてかなりの重要性を帯びるようになっており、
以前認定された一定の着色剤の使用が政府の規則によって取り消されまたは制限されたこ
とにより、その重要性は増大している。本発明のトウガラシ属品種中の色素は、ＦＤＡ規
則（２１　ＣＦＲ　§７３．３４０）の下に米国では食品着色剤として許容されうる。ト
ウガラシ属由来の色素は、現行の食品規則の下で食品着色剤として使用することができる
ゼアキサンチンの唯一知られた供給源である。食品産業では、ウコン（Ｃｕｒｃｕｍａ　
ｌｏｎｇａ）から得られる光に不安定なクルクミン色素に代わる光に安定な黄色着色剤の
可用性に、かなりの関心が持たれている。トウガラシ属品種から得られるゼアキサンチン
産物は、ウコンよりも高い光安定性を持つ明るい自然な黄色の外観を与えるために、ヒト
消費用のさまざまな食品および飲料に、栄養食品－着色剤として加えることができる。
【０１６１】
　脂肪含有食品、例えばバター、マーガリン、植物油、チョコレート、焼き食品、例えば
ケーキ、パン、ベーグル、クラッカー、ピザ生地、パンケーキおよびワッフル、ならびに
これらのためのミックス、詰め物、ピーナツバター、サラダドレッシング、加工チーズ、
加工肉、調味料配合物およびソースなど（ただしこれらに限定されるわけではない）は、
全て、本発明のゼアキサンチンオレオレジンまたは油、脂肪および乳化剤中に分散させた
精製型の本発明組成物を加えることによって、着色することができる。高濃度のゼアキサ
ンチンを含有する本トウガラシ属品種の前記製剤は、当技術分野で知られる天然および合
成酸化防止剤も含有することができる。
【０１６２】
　乾燥食品、例えばパンミックス、ベーグルミックス、ケーキミックス、ピザ生地ミック
スを含むベーカリーミックス、シリアル、乾燥スープ、調味料配合物、トマト粉末、シリ
アル、マカロニ、パスタ粉、栄養バーおよびエネルギーバー（ただしこれらに限定される
わけではない）は、全て、ゼアキサンチンの粉末製剤の直接添加によって、着色すること
ができる。これらの粉末製剤は、オレオレジンまたは精製オレオレジンの噴霧乾燥、封入
または乾燥担体への乾式分散によって製造されたものであることができる。前記製剤は、
当技術分野で知られる天然および合成酸化防止剤も含有することができる。
【０１６３】
　着香剤および／または保存剤と組み合わされた本発明のゼアキサンチン組成物を含む調
味料製剤が考えられる。着香剤には、スパイスおよび香草抽出物、合成着香剤、精油、固
定油などがあるが、これらに限定されるわけではない。保存剤には、当技術分野で知られ
る天然および合成酸化防止剤（そのうちのいくつかは上述した）が含まれるが、これらに
限定されるわけではない。これらの組成物は、要すれば、上述のまたは当技術分野で知ら
れる担体および／または賦形剤、例えば植物油、エタノール、水、プロピレングリコール
、グリセリン、ベンジルアルコール、モノグリセリド、ジグリセリド、および他の乳化剤
、またはそれらの組み合わせなど（ただしこれらに限定されるわけではない）を含むこと
ができる。
【０１６４】
　着色剤および／または保存剤と組み合わされた本発明のゼアキサンチン組成物を含む着
色製剤が考えられる。着色剤には、ベニノキ、ウコン、ニンジン、トウガラシ（本発明の
品種ではないもの）、ドナリエナサリナ、ヘマタコッカスプルバルス（Ｈａｅｍａｔａｃ
ｏｃｃｕｓ　ｐｌｕｖａｌｕｓ）の抽出物、β－カロテン、β－アポ－８－カロテナール
、β－アポ－８－カロテン酸のエチルエステル、合成着色剤（ＦＤ＆Ｃ着色剤）などがあ
るが、これらに限定されるわけではない。保存剤には、当技術分野で知られる天然および
合成酸化防止剤（そのうちのいくつかは上述した）が含まれるが、これらに限定されるわ
けではない。これらの組成物は、要すれば、上述のまたは当技術分野で知られる担体およ
び／または賦形剤、例えば植物油、エタノール、水、プロピレングリコール、グリセリン
、ベンジルアルコール、モノグリセリド、ジグリセリド、および他の乳化剤またはそれら
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の組み合わせなど（ただしこれらに限定されるわけではない）を含むことができる。
【０１６５】
　水性食品、例えばトマトソース、ステーキソースおよびピザソースを含むソース類、グ
レイビー、スープ、ゼラチン、プディング、エッグノッグ、ケチャップ、ピクルス、サラ
ダドレッシング、卵黄、肉マリネ、乳製品、例えば乳、ヨーグルト、およびアイスクリー
ムなど（ただしこれらに限定されるわけではない）は、全て、ゼアキサンチンの水溶性粉
末製剤の直接添加によって着色することができる。あるいは、モノグリセリド、トリグリ
セリドの酒石酸エステル、レシチン類、ポリソルベート類、ショ糖脂肪酸エステルもしく
はヒドロキシル化レシチン類、またはそれらの混合物などといった乳化剤と混合して水分
散性樹脂を形成させておいたゼアキサンチンオレオレジンの添加によって着色することも
できる。前記製剤は、当技術分野で知られる天然および合成酸化防止剤も含有することが
できる。
【０１６６】
　飲料、例えば栄養ドリンク、ソーダ水類、乳、ビール、アルコール飲料、果汁（オレン
ジ果汁、リンゴ果汁、ブドウ果汁、クランベリー果汁、トマト果汁、グァバ果汁、マンゴ
果汁、カンタループ果汁、ニンジン果汁、およびグレープフルーツ果汁を含むが、これら
に限定されるわけではない）、乳飲料、大豆飲料、人工栄養乳、成人用製剤（Ｅｎｓｕｒ
ｅ(R)－Ａｂｂｏｔｔ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの登録商標
－を含む）およびそれらの濃縮物（ただしこれらに限定されるわけではない）は、噴霧乾
燥または封入によって製造された水分散性粉末の形態をしたゼアキサンチン製品を使って
着色または強化することができる。あるいは、ゼアキサンチン産物を含有する水性乳液ま
たは乳化樹脂で着色することもできる。前記製剤は、当技術分野で知られる天然および合
成酸化防止剤も含有することができる。
【０１６７】
　β－カロテンおよび他のカロテノイド類の食品着色剤、栄養添加物、飼料補助剤、化粧
品添加物、介護添加物および医薬添加物としての製剤および使用に関する公表された論文
および特許は、かなり多く存在する。そのような刊行物には、例えば米国特許第４，５２
２，７４３号、米国特許第５，１８０，７４７号、米国特許第５，３５０，７７３号およ
び米国特許第５，３５６，６３６号などがある。ゼアキサンチンとβ－カロテンまたは他
のカロテノイドとは化学的および物理的性質が類似しているので、β－カロテンまたは他
のカロテノイドを任意のタイプの食品用途、美容用途、飼料用途、医薬用途、介護用途ま
たは栄養補給用途に添加するための技法、添加物、安定剤、または他の方法は、いずれも
、本トウガラシ属品種から得られるゼアキサンチン組成物にも、おそらくそのまま適用す
ることができるだろう。
【０１６８】
　（化粧品）
　本トウガラシ属植物から得られるゼアキサンチンは、さまざまなタイプの美容用途に使
用することができる。これは、日焼け防止のために、そしてまた酸化防止剤として、局所
外用するか、内服することができる。ゼアキサンチンは、リップクリーム、リップスティ
ック、リップライナー、リップモイスチャライザーなどの唇用途に使用することができる
。ゼアキサンチンは、ファンデーション、メークアップ、ほお紅、日焼け用クリームなど
を含む美容用途に使用することができる。また、放射線（例えば太陽から来るもの）の作
用から保護するために皮膚に適用される局所外用品に使用することもできる。これらの物
品には、日焼けローション、日焼け促進剤、日焼け保湿剤などが含まれる。美容用途にゼ
アキサンチンを使用する一例は米国特許第６，１１０，４７８号であり、この特許には、
皮膚色素沈着の調節剤であって、経口経路による投与にも皮膚への塗布にも適合する、美
容目的の組成物が開示されている。
【０１６９】
　（動物用飼料）
　本トウガラシ属品種から得られるゼアキサンチンは、動物に、その肉、皮膚または卵を
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着色する目的で、または栄養補助剤として役立つように、投与することができる。
【０１７０】
　（魚類および甲殻類の着色）
　本トウガラシ属変種から得られるゼアキサンチンは、魚類または甲殻類に、その肉を着
色する目的で投与することができる。例えば、消費者に対して訴求力を持つ肉色を作り出
すために、サケに本発明の物品を給餌することができる。同様に、コエビ類、クルマエビ
類、ロブスター類、およびザリガニ類などの甲殻類の肉を、より望ましい色に着色するこ
とができる。
【０１７１】
　（ブロイラー皮膚および卵の着色）
　家禽ブロイラー皮膚および卵黄の色は、重要な品質属性として広く知られている。世界
の各地域は、このパラメータに関して、それぞれ独自の仕様を確立している。したがって
、ブロイラー皮膚および卵黄の最適な着色は、文化的伝統および好みに依存する。伝統的
に家禽飼育者は赤色色素および黄色色素（天然および合成）を鳥の飼料に混合してきた。
【０１７２】
　合成カンタキサンチンは、家禽ブロイラー皮膚に黄橙色を与えるための色素、および卵
黄に強い橙色、さらにはバラ色の色合いを与えるための色素として、何十年にもわたって
使用されてきた（米国特許第５，９９７，９２２号）。
【０１７３】
　米国特許第３，５３９，６８６号には、キサントフィル類またはゼアキサンチンと１以
上の色素（例えばカンタキサンチン、β－アポ－８－カロテナール、β－アポ－８－カロ
テン酸のエチルエステル、ならびにパプリカおよび赤ペッパーからの抽出物）との配合物
を使用することによって、ブロイラー皮膚および卵黄に、黄色から赤色に及ぶ広範囲の色
調を与えうることが開示されている。米国特許第３，５３９，６８６号には、黄色キサン
トフィル類だけを使用した場合に得られる色合いと比較して、より強い橙色または赤みが
かった色合いを得るには、赤色色素を使用することが、両方の色素を使用した場合に得ら
れる相乗作用ゆえに、必要であることが開示されている。
【０１７４】
　ブロイラー皮膚および卵黄に特別な色合いを与える目的で、さまざまな比率の黄色キサ
ントフィル類および赤色色素を決定するために、大量の研究が行われてきた（米国特許第
５，９９７，９２２号参照）。ゼアキサンチンは、ブロイラー皮膚に橙色の色合いを付与
することにより、ルテインよりも効率のよい着色をもたらすことが、実証されている。
【０１７５】
　黄色キサントフィル類の伝統的供給源は、アルファルファ、黄トウモロコシグルテン、
およびマリーゴールドミール濃縮物であり、この場合、家禽では鹸化天然色素の方が非鹸
化色素よりも生物学的利用率は高いことが実証されている（米国特許第５，９９７，９２
２号）。
【０１７６】
　抽出物に含まれるルテインを異性化する方法によって得られるゼアキサンチン含量の高
い鹸化マリーゴールド抽出物の調合物（Ｈｉ－Ｇｏｌｄ(R)（Ｏｒｇａｎｉｃａ，　Ｓ．
Ａ．　ｄｅ　Ｃ．Ｖ．）と呼ばれるもの）が、米国特許第５，５２３，４９４に記述され
ている。この特許には、ブロイラー皮膚および卵黄を着色する目的でＨｉ－Ｇｏｌｄ(R)

を適用することにより、赤色色素の使用が省かれることが記述されている。さらにまた、
Ｈｉ－Ｇｏｌｄ(R)の使用によって、伝統的な黄色色素類だけを単独で使用した場合に得
られる色合いよりも深い色合いがブロイラー皮膚および卵黄に得られることも、実証され
ている。
【０１７７】
　米国特許第５，９９７，９２２号には、ブロイラー皮膚および卵黄を橙色の色調に着色
する方法であって、約２０～８０％のゼアキサンチン含量を持つ約８～５５ｐｐｍの鹸化
キサントフィル類を、天然または合成赤色色素の不在下または存在下で、ブロイラーおよ
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び産卵鶏の飼料、飲料、またはブロスに添加することを含む方法が開示されている。
【０１７８】
　本トウガラシ属品種から得られるゼアキサンチンは、ブロイラー皮膚および卵黄の着色
に使用することができる。
【０１７９】
　（動物栄養補給）
　本トウガラシ属品種から得られるゼアキサンチンは、ペット、家畜、および他の動物に
、食餌補助剤として、そしてまた、白内障、ＡＭＤおよび他の変性疾患などの疾患を予防
するために、投与することができる。本発明のゼアキサンチンは、イヌ、ネコ、ウシ、ウ
マ、ヒツジ、魚、ヤギ、ウサギ、ニワトリ、シチメンチョウ、および他の動物に、食餌補
助剤として使用することができる。ゼアキサンチンは、当技術分野で知られる広範囲にわ
たるさまざまな形態で、これらの動物に投与することができる。これには、錠剤、浸液、
食品、処理、およびペレットなどが含まれるが、これらに限定されるわけではない。水産
養殖では、体および／または肉に所望の色を付与するために、ゼアキサンチンを使用する
ことができる。
【０１８０】
　（ヒト栄養補給）
　ゼアキサンチンはさまざまな眼疾患の処置に有効であることが開示されている（米国特
許第５，８５４，０１５号）。立体異性体型のゼアキサンチンならびにＡＭＤおよび他の
眼障害の処置および予防におけるそれらの使用は、米国特許第６，３２９，４３２号に開
示されている。本トウガラシ属品種から得られるゼアキサンチンには、先行技術のゼアキ
サンチン組成物と比較して、本明細書に挙げた理由による利点があり、それらを以下に再
び要約する：
　１．本トウガラシ属品種から得られるゼアキサンチン組成物は、光毒性物質または接触
皮膚炎感作物質を含有せず、それらと接触したこともない。
【０１８１】
　２．本トウガラシ属品種から得られるゼアキサンチン組成物は、現行の食品規則の下で
、天然食品着色剤として使用することができる。
【０１８２】
　３．本トウガラシ属品種から得られるゼアキサンチン組成物はＧＲＡＳであり、食品添
加物として使用することができる。
【０１８３】
　４．本トウガラシ属品種から得られるゼアキサンチン組成物は天然物である。
【０１８４】
　５．トウガラシ属の果実は一般的な食料源である。
本願で言及した特許は全て、参照により本明細書に組み入れられる。
【実施例】
【０１８５】
　本発明の主題は、以下の実施例に関連して、より深く理解されるだろうが、これらの実
施例は例示であって、本発明の範囲を限定しようとするものではない。ここに記述する実
施例が本質的に典型例に過ぎないことは、当業者には明白だろう。
【０１８６】
　＜実施例１＞
　（高濃度のゼアキサンチンを示すトウガラシ属植物の開発）
　成熟実莢肉中に高濃度のゼアキサンチンを示す本トウガラシ属植物は、古典的植物育種
法および当業者に知られる方法を使用し、植物育種材料の供給源として実用トウガラシ品
種ＮＭ草型を使って開発された。本品種は、実莢中に高濃度のカロテノイド色素を示す植
物品種の開発によって得られた。高いカロテノイド濃度および適切な草性は商用品種にと
って望ましい。
【０１８７】
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　育種および選抜に際して、成熟実莢肉中に高濃度のゼアキサンチンを示す本発明のトウ
ガラシ属品種は、その特徴的な橙色により、野生型の赤色果実品種とは容易に区別するこ
とができる。本発明のトウガラシ属品種は他のトウガラシ属品種とは十分に異なる外観を
呈するので、当業者は、本発明のトウガラシ属品種を他のトウガラシ属品種と区別するこ
とができる。
【０１８８】
　成熟実莢肉中に高濃度のゼアキサンチンを示すトウガラシ属品種のスクリーニングは、
まず最初に望ましい植物形態について選択し、次に果実中のカロテノイド組成を分析する
ことにより、型どおりに行った。成熟果実中に高いゼアキサンチン濃度を示すトウガラシ
属植物は、商業的に栽培されるＮＭ品種（例えば１４４１）を親株として使って、予想ど
おりに育種することができる。本トウガラシ属品種の草性および成熟実莢の色は、親品種
とは著しく異なる表現型を示すので、所望の表現型を示す植物のスクリーニングは、植物
列の目視検査によって容易に行われる。ここに記述する育種方法を使って所望のゼアキサ
ンチン組成を持つトウガラシ属植物が得られることは、比較的稀ではあるが、反復可能な
事象である。例えば、ある試験プロットの約１０２，０００の植物を評価することで、成
熟実莢肉中に高濃度のゼアキサンチンを示すトウガラシ属植物が五つ得られた。所望の表
現型に関するこの数の植物の定型的スクリーニングは、親品種または野生型品種の成熟果
実（赤色果実）と比較した本品種の成熟果実（橙色果実）の容易に識別できる視覚的相違
、および草性の形態学的相違に関する条播評価（ｒｏｗ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ）によっ
て、容易に行われた。選抜後に、成熟実莢肉中のゼアキサンチン含量をＨＰＬＣ分析によ
って確認した。
【０１８９】
　同様の方法により、トウガラシ属の他の植物を使ってゼアキサンチンを過剰蓄積する品
種を開発することができる。
【０１９０】
　＜実施例２＞
　（小規模圃場生産の説明）
　本発明のトウガラシ属品種の小試験プロットに作付けを行った。６ヶ月後に、作物を落
葉剤で処理し、圃場で乾燥させた。作物を手で収穫した。実莢を薄く切り、市販の連続ガ
ス乾燥機で脱水した。生産によって得た乾燥実莢の複合試料二つを、実施例６、８および
９で述べるように分析した。総カロテノイド類に対するゼアキサンチンの質量パーセント
は７０．８１％および７１．８０％だった。成熟乾燥実莢中のゼアキサンチンの重量パー
セントは０．９３％および０．９７％だった。
【０１９１】
　＜実施例３＞
　（圃場生産の説明）
　本トウガラシ属品種の試験プロットに作付けを行った。６ヶ月後に、作物を落葉剤で処
理し、圃場で乾燥させた。作物を手で収穫した。実莢を薄く切り、市販の連続ガス乾燥機
で脱水した。７ロットの実莢を収穫し、それぞれの代表的試料を、実施例６、８および９
で述べるように分析した。これらの７点の試料における、総カロテノイド類に対するゼア
キサンチンの質量パーセントは、５７．７％、５９．７％、６１．３％、５９．１％、５
９．６％、５３．３％および６０．９％だった。乾燥成熟実莢中のゼアキサンチンの質量
パーセントは、それぞれ、総乾燥成熟実莢肉の０．７６％、０．８１％、１．０％、０．
９６％、０．７０％、０．８３％、および０．８７％だった。
【０１９２】
　＜実施例４＞
　（商業規模での本トウガラシ属品種の抽出）
　実施例２で得た本トウガラシ属植物の乾燥成熟実莢２８９４ポンドを粉砕し、ヘキサン
とアセトンの混合物（６５：３５）により、連続バスケット抽出機で溶剤抽出した。真空
ストリッパーを使ってヘキサン類およびアセトンが２５ｐｐｍ未満になるまでミセルを脱
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溶剤化することにより、１９４ポンドのトウガラシ属オレオレジンを得た。このオレオレ
ジンは、鹸化ステップ後に遊離ゼアキサンチンとして測定した場合に（実施例７および９
の方法を使用）、６．７％の総ゼアキサンチンを含有していた。
【０１９３】
　＜実施例５＞
　（ゼアキサンチン立体化学の決定）
　オレオレジン中に存在する光学異性体を、商用試験所での分析によって決定した。粉砕
した投入材料を実施例４と同様に抽出し、実施例６の方法で小規模に鹸化した。この鹸化
試料を、勾配分離を用いるＣ３０カラムでのカロテノイド分析のために、テトラヒドロフ
ランに溶解し、希釈した。光学異性体分析のために、試料をヘキサンに溶解し、順相ＨＰ
ＬＣでキサントフィル含量を調べた。複数のピークを含む試料の場合、この系で複数回の
注入を行って、ゼアキサンチンピークを集めた。合わせた収集物を再注入して、ｔｒａｎ
ｓ－ゼアキサンチンだけが集められていることを確認した。合わせた収集物を窒素下で濃
縮し、直列した二本のキラルＣｈｉｒａｌｃｅｌ(R)ＯＤカラム（４．６×２５０ｍｍ，
５μｍ）（Ｄａｉｃｅｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，　ＬＴＤ，ニュー
ジャージー州フォートリー）に注入した。この分離に使用した移動相は、流速０．６ｍＬ
／分の５％イソプロパノール／ヘキサンである。分析物を４５０ｎｍで検出した。３Ｒ，
３’Ｒ－ゼアキサンチンのニート標品を各試料セットと共に注入して、保持時間を確認し
た。ゼアキサンチンピークの保持時間が３Ｒ，３’Ｒ－ゼアキサンチンピークの保持時間
と一致しない試料については、保持時間シフトと明確に異なるピークとを区別するために
、その試料にこの標品をスパイクして再注入した。試料は、３Ｒ，３’Ｒ－ゼアキサンチ
ンと同定される光学異性体を一つだけ含有することがわかった。
【０１９４】
　＜実施例６＞
　（ＨＰＬＣ分析のための粉砕トウガラシ属の鹸化手順）
　本トウガラシ属品種の粉砕した成熟乾燥実莢肉（１．０ｇ）を、化学天秤で１ミリグラ
ムの１０分の１の位まで秤量し、１２５ｍｌエルレンマイヤーフラスコに定量的に移した
。光への曝露を減らすために、そのフラスコを直ちにアルミニウム箔で覆った。ブチル化
ヒドロキシトルエン（０．２ｇ，Ｓｉｇｍａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ）およ
び炭酸ナトリウム粉末（Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ－Ａ．Ｃ．Ｓ．試薬）１．５
ｇを秤量し、エルレンマイヤーフラスコに加えた。メタノール（Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅ
ｎｔｉｆｉｃ－ＨＰＬＣ等級）５０ｍｌおよび水酸化カリウム（ＶＷＲ　Ｉｎｔｌ．）約
０．８ｇをエルレンマイヤーフラスコに加えた。その溶液に撹拌子を入れ、エルレンマイ
ヤーフラスコの上部にビグリュー蒸留塔を装着した。その溶液をホットプレート上に置き
、撹拌しながら弱く加熱（約６５℃）して１時間還流した。次に、その溶液をホットプレ
ートから降ろして冷ました。その溶液を中和するために、合計１．２ｍｌのリン酸（Ｉｎ
ｎｏｐｈｏｓ　７５％　ＦＣＣ等級；Ｉｎｎｏｐｈｏｓ，　Ｉｎｃ．，ニュージャージー
州クランベリー）を加えた。その溶液を、Ｃｅｌｉｔｅ(R)（Ｅａｇｌｅ　Ｐｉｃｈｅｒ
　Ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ，ネバダ州リノ）が入っているブフ
ナー漏斗を通して、２００ｍｌメスフラスコ中に直接、減圧濾過した。全ての色素をエル
レンマイヤーフラスコおよびブフナー漏斗からメタノールで濯ぎ出し、それらを合わせて
、総体積をメタノールで２００ｍｌにした。フラスコを数回上下反転させた後、その溶液
を０．４５ミクロンＰＴＦＥ　Ａｃｒｏｄｉｓｃ(R)（Ｇｅｌｍａｎ）フィルターを装着
した３ｃｃシリンジに注ぎ込み、ＨＰＬＣ分析用の褐色バイアルに注入した。
【０１９５】
　＜実施例７＞
　（ＨＰＬＣ分析のためのオレオレジン鹸化手順）
　本トウガラシ属品種から得たオレオレジン（０．０３ｇ）を、化学天秤で１ミリグラム
の１０分の１の位まで秤量し、１２５ｍｌエルレンマイヤーフラスコに直接移した。光へ
の曝露を減らすために、そのフラスコを直ちにアルミニウム箔で覆った。合計０．２ｇの
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ブチル化ヒドロキシトルエン（Ｓｉｇｍａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ）および
１．５ｇの炭酸ナトリウム粉末（Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ－Ａ．Ｃ．Ｓ．試薬
）を秤量し、エルレンマイヤーフラスコに加えた。メタノール（Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅ
ｎｔｉｆｉｃ－ＨＰＬＣ等級）５０ｍｌおよび水酸化カリウム（ＶＷＲ　Ｉｎｔｌ．）約
０．８ｇをエルレンマイヤーフラスコに加えた。その溶液に撹拌子を入れ、エルレンマイ
ヤーフラスコの上部にビグリュー蒸留塔を装着した。その溶液をホットプレート上に置き
、撹拌しながら弱く加熱（約６５℃）して１時間還流した。次に、その溶液をホットプレ
ートから降ろして冷ました。その溶液を中和するために、合計１．２ｍｌのリン酸（Ｉｎ
ｎｏｐｈｏｓ　７５％　ＦＣＣ等級）を加えた。その溶液を、Ｃｅｌｉｔｅ(R)（Ｅａｇ
ｌｅ　Ｐｉｃｈｅｒ　Ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ，ネバダ州リノ
）が入っているブフナー漏斗を通して、２００ｍｌメスフラスコ中に直接、減圧濾過した
。全ての色素をエルレンマイヤーフラスコおよびブフナー漏斗からメタノールですすぎ落
とし、それらを合わせて、総体積をメタノールで２００ｍｌにした。フラスコを数回上下
反転させた後、その溶液を０．４５ミクロンＰＴＦＥ　Ａｃｒｏｄｉｓｃ(R)（Ｇｅｌｍ
ａｎ）フィルターを装着した３ｃｃシリンジに注ぎ込み、ＨＰＬＣ分析用の褐色バイアル
に注入した。
【０１９６】
　＜実施例８＞
　（ＨＰＬＣによる総カロテノイド類に対するゼアキサンチンのパーセンテージ（面積％
）の決定）
　分析は、データステーションにインストールされたＥｍｐｏｗｅｒ（ビルド１１５４、
データベースバージョン５．００．００．００）ソフトウェアを使って、Ｗａｔｅｒｓ　
２６９５（米国マサチューセッツ州ミルフォード）分離システムで行った。クロマトグラ
フィー分離は、逆相カラム（Ｗａｔｅｒｓ　Ｓｙｍｍｅｔｒｙ(R)Ｃ１８，粒径５μｍ，
２５０ｍｍ×４．６ｍｍ）で行った。溶離液は、メタノール／水／アセトンの三元勾配で
、１．０ｍｌ／分とした。溶離液の初期組成はメタノール－水－アセトン（０：２５：７
５，ｖ／ｖ／ｖ）とした。初期直線勾配を１５分間適用して、組成をメタノール－水－ア
セトン（２０：５：７５，ｖ／ｖ／ｖ）にした。この組成を１５分保った後、もう一つの
直線勾配を３０分間適用して、組成をメタノール－水－アセトン（２５：０：７５，ｖ／
ｖ／ｖ）にした。最後に、もう一つの直線勾配を１５分間適用して、組成をメタノール－
水－アセトン（０：０：１００，ｖ／ｖ／ｖ）にした。この組成を５分間保ち、初期条件
に戻した。化合物は、２０．０μｌの注入体積を使って、Ｗａｔｅｒｓ　９９６フォトダ
イオードアレイ検出器で検出した（４００ｎｍ～６００ｎｍのマックスプロット）。文献
の保持時間およびＰＤＡスペクトルを使って、ピークの一部（ビオロキサンチン（ｖｉｏ
ｌｏｘａｎｔｈｉｎ）、アンテラキサンチン、９－ｃｉｓ－ゼアキサンチン、クリプトカ
プシン、α－クリプトキサンチン、ζ－カロテン）を同定した。他の化合物を同定し、Ｃ
ａｒｏｔｅｎａｔｕｒｅ（スイス・ルプジンゲン）から得た標品と比較した。それらを以
下に列挙する：カプソルビン、カプサンチン、ｔｒａｎｓ－ゼアキサンチン、ルテイン、
β－クリプトキサンチン、α－カロテン、ｔｒａｎｓ－β－カロテンおよびｃｉｓ－β－
カロテン。本トウガラシ属品種から得られる鹸化粉砕成熟乾燥実莢および鹸化オレオレジ
ンのクロマトグラム例を、それぞれ図１および図２に示す。
【０１９７】
　＜実施例９＞　
　（ＨＰＬＣによるゼアキサンチン含量（重量％）の決定）
　分析は、データステーションにインストールされたＥｍｐｏｗｅｒ（ビルド１１５４、
データベースバージョン５．００．００．００）ソフトウェアを使って、Ｗａｔｅｒｓ　
２６９５（米国マサチューセッツ州ミルフォード）分離システムで行った。クロマトグラ
フィー分離は、逆相カラム（Ｗａｔｅｒｓ　Ｓｙｍｍｅｔｒｙ(R)Ｃ１８，粒径５μｍ，
２５０ｍｍ×４．６ｍｍ）で行った。溶離液は、メタノール／水／アセトンの三元勾配で
、１．０ｍｌ／分とした。溶離液の初期組成はメタノール－水－アセトン（０：２５：７
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セトン（２０：５：７５，ｖ／ｖ／ｖ）にした。この組成を１５分保った後、もう一つの
直線勾配を３０分間適用して、組成をメタノール－水－アセトン（２５：０：７５，ｖ／
ｖ／ｖ）にした。最後に、もう一つの直線勾配を１５分間適用して、組成をメタノール－
水－アセトン（０：０：１００，ｖ／ｖ／ｖ）にした。この組成を５分間保ってから、初
期条件に戻した。化合物は、２０．０μｌの注入体積を使って、Ｗａｔｅｒｓ　９９６フ
ォトダイオードアレイ検出器で検出した（４００ｎｍ～６００ｎｍのマックスプロット）
。購入した標準試料で作成した検量線を基準としてゼアキサンチン含量を測定した。Ｃａ
ｒｏｔｅｎａｔｕｒｅ（スイス・ルプジンゲン）から入手したｔｒａｎｓ－ゼアキサンチ
ンをメタノールに溶解した。この原液を使って、２．０μｇ／ｍｌ～４５．０μｇ／ｍｌ
の濃度をカバーする５点外部検量線を作成した。９－ｃｉｓ－ゼアキサンチンは、応答係
数を１：１と仮定して、ｔｒａｎｓ－ゼアキサンチン検量線を使って定量した。ゼアキサ
ンチン含量を全てのゼアキサンチン異性体の和として報告する。
【０１９８】
　＜実施例１０＞
　（生産圃場のランダムサンプリング）
　ランダムな本発明トウガラシ属植物個体の圃場試料１０点を収穫した。莢から種子を取
り除き、実験用脱水装置で脱水し、実施例６および８に記載の分析に付した。非エステル
化型で測定した、各試料における総カロテノイド類に対するゼアキサンチンのパーセンテ
ージを、以下に示す。
【０１９９】

【表３】

　＜実施例１１＞
　（生産圃場のランダムサンプリング）
　ランダムな本発明トウガラシ属植物個体の圃場試料６３点を収穫した。莢から種子を取
り除き、実験用脱水装置で脱水し、実施例６、８および９に記載の分析に付した。非エス
テル化型で測定した、各試料における総カロテノイド類に対するゼアキサンチンのパーセ
ンテージを、以下に示す。一部の試料については、遊離ジオールとして測定したゼアキサ
ンチンの質量パーセントも示す。このＨＰＬＣ法では、実施例８および９に記載の検量線
を利用した。ＡＳＴＡ値およびＡＳＴＡに基づくゼアキサンチン％は、実施例２３の方法
によって決定した。
【０２００】
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　＜実施例１２＞
　（ＧＣ－ＥＩ－ＭＳおよびＧＣ－ＰＦＰＤによる本発明のトウガラシ属品種の抽出物な
らびにゼアキサンチンおよびルテインの商業的供給源におけるα－ターチオフェン（α－
ターチエニル）レベルの決定）
　分析は、Ｓａｔｕｒｎ　２０００イオントラップ型質量分析計と接続したＶａｒｉａｎ
　３８００ガスクロマトグラフで行った。質量分析計は電子イオン化モードで運転し、４
０ｕから６４０ｕまでスキャンした。ピーク同定にはＮＩＳＴ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　Ｄａｔａｂａｓｅ（バージョン１．６）を使用した。ＧＣ－パルス式炎
光光度検出器は供給元の仕様に従って硫黄特異的検出用に設定された。データ収集には、
Ｖａｒｉａｎ　Ｓａｔｕｒｎ　ＧＣ／ＭＳデータステーション（ｖ５．５１）を利用した
。ガスクロマトグラフィーは、Ｓｕｐｅｌｃｏ　ＭＤＮ－５Ｓ溶融石英キャピラリーカラ
ム（３０ｍ×０．２５ｍｍ内径，０．２５μｍフィルム（ｐ／ｎ２４３８４））で行った
。カラム流量は１．５ｍｌヘリウム／分とした。インジェクター温度は２４０℃とした。
検出器温度は２３０℃とした。オーブン温度プログラムは８℃／分で１２０℃から２６０
℃まで、２６０℃で４．５分間維持とした。インジェクター分割比はＰＦＰＤ分析用に１
、およびＧＣ－ＥＩ－ＭＳ実行用に２０とした。注入体積は０．５μＬとした。
【０２０１】
　アセトン１ｍｌあたり１６０ｎｇからアセトン１ｍｌあたり５０００ｎｇまでのα－タ
ーチエニル（Ａｌｄｒｉｃｈ，２，２’：５’，２’’－ターチオフェン，＃３１１０７
３，純度９９％）について、ＰＦＰＤ検量線を作成し、以後の定量に使用した。本トウガ
ラシ属植物から得たオレオレジン、数種類の市販マリーゴールドオレオレジン、および２
種類の栄養補助カプセル剤を試験した。注入に先だって、アセトン１ｍｌにつきオレオレ
ジン３３００マイクログラムの割合で、各オレオレジンをアセトンに溶解した。得られた
試料面積応答を、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｅｘｃｅｌ　２０００を使ったカーブフィッティ
ングアルゴリズムによって生成する二次多項式を解くことにより、検量線から得られる対
応するα－ターチエニルｐｐｍ値に変換した。結果を以下に列挙する。図３は、本パプリ
カオレオレジンと市販マリーゴールドオレオレジンとのクロマトグラフィー比較を表す。
【０２０２】

【表５】

     カプセル剤の場合、検出下限（ＬＯＤ）は１．０マイクログラム／カプセル剤であ
る。
【０２０３】
　＜実施例１３＞
　（本トウガラシ属品種から得られるオレオレジンの鹸化およびより高いゼアキサンチン
レベルを持つ組成物の製造）
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　ビグリュー蒸留塔と磁気撹拌子を装備した１２５ｍＬエルレンマイヤーフラスコ中で、
実施例４で得たオレオレジン（１５．０ｇ）、メタノール（１５ｍＬ）および４５％水酸
化カリウム水溶液（６ｍＬ）を混合し、フラスコをアルミニウム箔で包んだ。その混合物
を撹拌しながら１．５時間加熱還流した。その分散液を５００ｍＬ丸底フラスコに軟水（
３０ｍＬ）を使って移した。その丸底フラスコからロータリーエバポレーターでメタノー
ルを除去し、次にその溶液を６００ｍＬにビーカーに移し、そこに酢酸エチル（２００ｍ
Ｌ）を加えた。その分散液を３０分間撹拌し、アルミニウム箔で覆った分液漏斗に移した
。液相は数時間後に相分離した。水相を酢酸エチル（２００ｍＬ）で洗浄し、デカントし
た二つの酢酸エチル画分を合わせた。合わせた酢酸エチル溶液に軟水（１００ｍＬ）を加
え、その液液分散系を撹拌し、リン酸で中和した。その分散液を分液漏斗に移し、水層を
デカントして取り除いた。分液漏斗に残っている酢酸エチル層にヘプタン（１００ｍＬ）
および軟水（２５ｍＬ）を加え、その分散液を撹拌した。水層を除去し、有機相を、十分
な酢酸エチルが除去されて固形物の形成が始まるまで、４０～４５℃および圧力２０イン
チでロータリーエバポーレーターにかけた。次に、そのスラリーを濾過し、この固形物の
第１収穫をヘプタンですすいだ。固形物の第１収穫の収量は０．８８ｇで、約５８％ゼア
キサンチンの純度だった。濾液を再びロータリーエバポレーターにかけて、残りの溶剤を
除去することにより、さらなる固形物を含むオレオレジンを得た。ヘプタンを加え、その
溶液を濾過することにより、固形物の第２収穫を得た。固形物の第２収穫の収量は０．４
３ｇで、約２６％ゼアキサンチンの純度だった。第２濾液からヘプタンを蒸発させて、約
９６８の測色値（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｐｉｃｅ　Ｔｒａｄｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ
　Ｍｅｔｈｏｄ　２０．１）を持つオレオレジンを得た。
【０２０４】
　＜実施例１４＞
　（安定化オレオレジン）
　実施例４で得たオレオレジンを、ゼアキサンチンの最終濃度が５％、添加したトコフェ
ロール類の最終濃度が１％になるように、天然トコフェロール類および要すれば食用油と
混合する。得られた液体を、ヒトまたは動物による摂取に適したゲルカプセルに封入する
。
【０２０５】
　＜実施例１５＞
　（安定化オレオレジン）
　実施例４で得たオレオレジンを、ゼアキサンチンの最終濃度が５％、添加したトコフェ
ロール類およびパルミチン酸アスコルビルの最終濃度が１％になるように、天然トコフェ
ロール類、パルミチン酸アスコルビルおよび要すれば食用油と混合する。得られた液体を
、ヒトまたは動物による摂取に適したゲルカプセルに封入する。
【０２０６】
　＜実施例１６＞
　（安定化製剤）
　実施例１３で得たゼアキサンチン固形物を長鎖脂肪酸で再エステル化する。得られたゼ
アキサンチンエステルをアスコルビン酸、天然トコフェロール類、要すれば植物油および
要すればローズマリー抽出物と共に製剤化して、５％ゼアキサンチン、５％アスコルビン
酸、５％添加天然トコフェロール類および０～５％ローズマリー抽出物を含有する完成品
を得る。得られた液体を、ヒトまたは動物による摂取に適したゲルカプセルに封入する。
【０２０７】
　＜実施例１７＞
　（安定化製剤）
　実施例１３で得たゼアキサンチン固形物を長鎖脂肪酸で再エステル化する。得られたゼ
アキサンチンエステルをパルミチン酸アスコルビル、天然トコフェロール類、要すれば植
物油および要すればローズマリー抽出物と共に製剤化して、５％ゼアキサンチン、１～５
％パルミチン酸アスコルビル、５％添加天然トコフェロール類および０～５％ローズマリ
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ー抽出物を含有する完成品を得る。得られた液体を、ヒトまたは動物による摂取に適した
ゲルカプセルに封入する。
【０２０８】
　＜実施例１８＞
　（安定化製剤）
　実施例１３で得たゼアキサンチン固形物を食用油に分散させ、アスコルビン酸、天然ト
コフェロール類および要すればローズマリー抽出物と混合することにより、２０％遊離（
非エステル化）型ゼアキサンチン、５％アスコルビン酸、５％トコフェロールおよび０～
５％ローズマリー抽出物を含有する製品を得る。
【０２０９】
　＜実施例１９＞
　（安定化製剤）
　実施例１３で得たゼアキサンチン固形物を食用油に分散させ、パルミチン酸アスコルビ
ル、天然トコフェロール類および要すればローズマリー抽出物と混合することにより、２
０％遊離（非エステル化）型ゼアキサンチン、５％パルミチン酸アスコルビル、５％トコ
フェロールおよび０～５％ローズマリー抽出物を含有する製品を得る。
【０２１０】
　＜実施例２０＞
　（安定化製剤）
　実施例１３で得たゼアキサンチン固形物またはその固形物をさらに精製したものを食用
油に分散させ、ルテイン、アスコルビン酸、天然トコフェロール類および要すればローズ
マリー抽出物と混合することにより、０～２０％ルテイン、１～１９％遊離（非エステル
化）型ゼアキサンチン、１～５％アスコルビン酸、５％トコフェロールおよび０～５％ロ
ーズマリー抽出物を含有する製品を得る。
【０２１１】
　＜実施例２１＞
　（安定化製剤）
　実施例１３で得たゼアキサンチン固形物またはその固形物をさらに精製したものを食用
油に分散させ、ルテイン、パルミチン酸アスコルビル、天然トコフェロール類および要す
ればローズマリー抽出物と混合することにより、０～２０％ルテイン、１～１９％遊離（
非エステル化）型ゼアキサンチン、１～５％パルミチン酸アスコルビル、５％トコフェロ
ールおよび０～５％ローズマリー抽出物を含有する製品を得る。
【０２１２】
　＜実施例２２＞
　（安定化製剤）
　実施例４で得たオレオレジンを、ゼアキサンチンの最終濃度が２％、添加した天然トコ
フェロール類の最終濃度が１％になるように、天然トコフェロール類およびオリーブ抽出
物と混合する。得られた液体を、ヒトまたは動物による摂取に適したゲルカプセルに封入
する。
【０２１３】
　＜実施例２３＞
　（種子を含む試料および種子を含まない試料に関する粉砕パプリカのＡＳＴＡ手順（Ａ
ＳＴＡ法２０．１を適応させたもの））
　本トウガラシ属品種の種子を含むまたは種子を含まない粉砕成熟乾燥実莢肉（１．０ｇ
）を電子はかり（ｔｏｐ　ｌｏａｄｉｎｇ　ｂａｌａｎｃｅ）で秤量し、１２５ｍｌエル
レンマイヤーフラスコに定量的に移した。アセトン５０ｍｌをフラスコに加えた。その混
合物を１分間ホモジナイズした。その溶液をブフナー漏斗を通して１００ｍｌメスフラス
コ中に直接、減圧濾過した。全ての色素をエルレンマイヤーフラスコおよびブフナー漏斗
からアセトンで濯ぎ出し、それらを合わせて、総体積をアセトンで１００ｍｌにした。１
ｍｌ試料を１００ｍｌメスフラスコから２５ｍｌメスフラスコにピペットで移し、アセト
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から５５０ｎｍまでの波長スキャンに設定し、アセトンブランクを使ってゼロ合わせをし
た。２５ｍｌメスフラスコ中の溶液の一部をセルに移し、スキャンを４００ｎｍから５５
０ｎｍまで行った。４６０ｎｍでの吸光度を決定した。次の等式によってＡＳＴＡを計算
した。
【０２１４】
　ＡＳＴＡ＝Ｅ１％１ＣＭ×１６．４
ＡＳＴＡ値に基づくゼアキサンチンパーセント計算値は、次の式を使って計算した。
【０２１５】
　ゼアキサンチン％計算値＝（Ｅ１％１ＣＭ（試料）／２３４０＊）×総カロテノイド類
に対するゼアキサンチン％
　＊Ｅ１％１ＣＭ純粋ゼアキサンチン＝２３４０
　＜実施例２４＞
　（遠心分離によるキサントフィル色素類の濃縮）
　６．２５％の総ゼアキサンチン（遊離ゼアキサンチンとして測定）を含有するオレオレ
ジン量を、高速遠心分離器によって処理した。運転条件を変えて、数種類の濃縮物画分を
作ったところ、そのうちの少なくとも一つは、１２．５５％の総ゼアキサンチン（遊離ゼ
アキサンチンとして測定）を含有した。この遠心分離によって得た上清は、抽出物全体に
存在するレベルと比較して、クリプトキサンチンを濃縮された濃度で含んでいた。
【０２１６】
　＜実施例２５＞
　（生産圃場のさらなるランダムサンプリング）
　ランダムな本発明トウガラシ属植物個体の試料を収穫した。莢を実験用脱水装置で脱水
し、分析に付した。乾燥果肉中のゼアキサンチンの濃度を、実施例２６および２７に記載
するＨＰＬＣ法で測定した。非エステル化型で測定した、総カロテノイド類に対するゼア
キサンチンのパーセンテージも、実施例２８に記載のＨＰＬＣ法で測定した。各試料の分
析結果を以下に示す。各試料のＡＳＴＡ値も、実施例２３に記載した方法によって測定し
、測定されたＡＳＴＡ値から、対応するゼアキサンチン質量パーセントを算出した。ＡＳ
ＴＡ値のゼアキサンチン質量パーセントへの変換は、実施例２３に記載の手順で計算した
。
【０２１７】



(43) JP 2008-532492 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

【表６】

　＜実施例２６＞
　（ＨＰＬＣ分析のための種子を含む粉砕トウガラシ属の鹸化手順）
　本トウガラシ属品種の粉砕した成熟乾燥実莢肉（０．５ｇ）を、化学天秤で１ミリグラ
ムの１０分の１の位まで秤量し、１２５ｍｌエルレンマイヤーフラスコに定量的に移した
。光への曝露を減らすために、そのフラスコを直ちにアルミニウム箔で覆った。ブチル化
ヒドロキシトルエン（０．２ｇ，Ｓｉｇｍａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ）およ
び炭酸ナトリウム粉末（Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ－Ａ．Ｃ．Ｓ．試薬）１．５
ｇを秤量し、エルレンマイヤーフラスコに加えた。メタノール（Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅ
ｎｔｉｆｉｃ－ＨＰＬＣ等級）５０．０ｍｌおよび水酸化カリウム（ＶＷＲ　Ｉｎｔｌ．
）８粒（約０．８ｇ）をエルレンマイヤーフラスコに加えた。その溶液に撹拌子を入れ、
エルレンマイヤーフラスコの上部にビグリュー蒸留塔を装着した。その溶液をホットプレ
ート上に置き、撹拌しながら弱く加熱（約６５℃）して１時間還流した。次に、その溶液
をホットプレートから降ろして冷ました。その溶液を中和するために、合計１．２ｍｌの
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リン酸（ＪＴ　Ｂａｋｅｒ－Ａ．Ｃ．Ｓ．試薬）を加えた。その溶液を、Ｃｅｌｉｔｅ(R

)（Ｅａｇｌｅ　Ｐｉｃｈｅｒ　Ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ，ネ
バダ州リノ）が入っているブフナー漏斗を通して、２００ｍｌメスフラスコ中に直接、減
圧濾過した。全ての色素をエルレンマイヤーフラスコおよびブフナー漏斗からメタノール
で濯ぎ出し、それらを合わせて、総体積をメタノールで２００ｍｌにした。フラスコを数
回上下反転させた後、その溶液を０．４５ミクロンＰＴＦＥ　Ａｃｒｏｄｉｓｃ(R)（Ｇ
ｅｌｍａｎ）フィルターを装着した３ｃｃシリンジに注ぎ込み、ＨＰＬＣ分析用の褐色バ
イアルに注入した。
【０２１８】
　＜実施例２７＞
　（種子を含むトウガラシ属莢中および種子を含まないトウガラシ属莢中のゼアキサンチ
ン含量（重量％）のＨＰＬＣによる決定）
　分析は、データステーションにインストールされたＥｍｐｏｗｅｒ（ビルド１１５４、
データベースバージョン５．００．００．００）ソフトウェアを使って、Ｗａｔｅｒｓ　
２６９５（米国マサチューセッツ州ミルフォード）分離システムで行った。クロマトグラ
フィー分離は、逆相カラム（Ｗａｔｅｒｓ　Ｓｙｍｍｅｔｒｙ(R)Ｃ１８，粒径５μｍ，
２５０ｍｍ×４．６ｍｍ）で行った。溶離液は、メタノール／水／アセトンの三元勾配で
、１．０ｍｌ／分とした。溶離液の初期組成はメタノール－水－アセトン（０：２５：７
５，ｖ／ｖ／ｖ）とした。初期直線勾配を１５分間適用して、組成をメタノール－水－ア
セトン（２０：５：７５，ｖ／ｖ／ｖ）にした。この組成を１５分保った後、もう一つの
直線勾配を５分間適用して、組成をメタノール－水－アセトン（０：０：１００，ｖ／ｖ
／ｖ）にし、５分間保った。もう一つの直線勾配を５分間適用して初期状態とし、次の注
入まで１５分間保った。化合物は、２０．０μｌの注入体積を使って、Ｗａｔｅｒｓ　２
９９６フォトダイオードアレイ検出器により、分光光度法で検出した（４００ｎｍ～６０
０ｎｍのマックスプロット）。購入した標準試料で作成した検量線を基準としてゼアキサ
ンチン含量を測定した。Ｉｎｄｏｆｉｎｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ，　Ｉｎ
ｃ．から入手したｔｒａｎｓ－ゼアキサンチンを９０％のアセトン／１０％の６％氷酢酸
を含有するアセトンに溶解した。この原液をアセトンで希釈し、Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕ
ｌｔｅｒ　ＤＵ６４０分光光度計により４５２ｎｍで測定した。その吸光度を、２３４０
というＥ１％と共に用いることにより、原液の濃度を計算した。次に原液をアセトンで希
釈して、４．０μｇ／ｍｌ～７５．０μｇ／ｍｌの濃度をカバーする５点外部検量線を線
形フィットで作成した。９－ｃｉｓ－ゼアキサンチンは、応答係数を１：１と仮定して、
ｔｒａｎｓ－ゼアキサンチン検量線を使って定量した。ゼアキサンチン含量を全てのゼア
キサンチン異性体の和として報告する。システムチェック用試料（ＤＳＭゼアキサンチン
２０％ＦＳ；製品コード：５００２００１；ロット：ＵＥ００３０３００１）を、２５．
０μｇ／ｍｌ～４５．０μｇ／ｍｌのレベルで、分析当日に測定した。チェック用試料が
予想値の５％以内にない場合に限り、結果を補正した。
【０２１９】
　＜実施例２８＞
　（種子を含むトウガラシ属莢および種子を含まないトウガラシ属莢に関するＨＰＬＣに
よる総カロテノイド類に対するゼアキサンチンのパーセンテージ（面積％）の決定）
　分析は、データステーションにインストールされたＥｍｐｏｗｅｒ（ビルド１１５４、
データベースバージョン５．００．００．００）ソフトウェアを使って、Ｗａｔｅｒｓ　
２６９５（米国マサチューセッツ州ミルフォード）分離システムで行った。クロマトグラ
フィー分離は、逆相カラム（Ｗａｔｅｒｓ　Ｓｙｍｍｅｔｒｙ(R)Ｃ１８，粒径５μｍ，
２５０ｍｍ×４．６ｍｍ）で行った。溶離液は、メタノール／水／アセトンの三元勾配で
、１．０ｍｌ／分とした。溶離液の初期組成はメタノール－水－アセトン（０：２５：７
５，ｖ／ｖ／ｖ）とした。初期直線勾配を１５分間適用して、組成をメタノール－水－ア
セトン（２０：５：７５，ｖ／ｖ／ｖ）にした。この組成を１５分保った後、もう一つの
直線勾配を５分間適用して、組成をメタノール－水－アセトン（０：０：１００，ｖ／ｖ
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入まで１５分間保った。化合物は、２０．０μｌの注入体積を使って、Ｗａｔｅｒｓ　２
９９６フォトダイオードアレイ検出器により、分光光度法で検出した（４００ｎｍ～６０
０ｎｍのマックスプロット）。文献の保持時間およびＰＤＡスペクトルを使って、ピーク
の一部（ビオロキサンチン、アンテラキサンチン、９－ｃｉｓ－ゼアキサンチン、クリプ
トカプシン、α－クリプトキサンチン、ζ－カロテン）を同定した。他の化合物を同定し
、Ｃａｒｏｔｅｎａｔｕｒｅ（スイス・ルプジンゲン）から得た標品と比較した。それら
を以下に列挙する：カプソルビン、カプサンチン、ｔｒａｎｓ－ゼアキサンチン、ルテイ
ン、β－クリプトキサンチン、α－カロテン、ｔｒａｎｓ－β－カロテンおよびｃｉｓ－
β－カロテン。
【０２２０】
　＜実施例２９＞
　（ＨＰＬＣ分析のための種子を含まない粉砕トウガラシ属の鹸化手順）
　種子を含まない本トウガラシ属品種の成熟乾燥実莢肉（０．５ｇ）を粉砕し、化学天秤
で１ミリグラムの１０分の１の位まで秤量し、１２５ｍｌエルレンマイヤーフラスコに定
量的に移した。光への曝露を減らすために、そのフラスコを直ちにアルミニウム箔で覆っ
た。ブチル化ヒドロキシトルエン（０．２ｇ，Ｓｉｇｍａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐ
ａｎｙ）および炭酸ナトリウム粉末（Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ－Ａ．Ｃ．Ｓ．
試薬）１．５ｇを秤量し、エルレンマイヤーフラスコに加えた。メタノール（Ｆｉｓｈｅ
ｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ－ＨＰＬＣ等級）５０ｍｌおよび水酸化カリウム（ＶＷＲ　Ｉ
ｎｔｌ．）８粒（約０．８ｇ）をエルレンマイヤーフラスコに加えた。その溶液に撹拌子
を入れ、エルレンマイヤーフラスコの上部にビグリュー蒸留塔を装着した。その溶液をホ
ットプレート上に置き、撹拌しながら弱く加熱（約６５℃）して１時間還流した。次に、
その溶液をホットプレートから降ろして冷ました。その溶液を中和するために、合計１．
２ｍｌのリン酸（ＪＴ　Ｂａｋｅｒ－Ａ．Ｃ．Ｓ．試薬）を加えた。その溶液を、Ｃｅｌ
ｉｔｅ(R)（Ｅａｇｌｅ　Ｐｉｃｈｅｒ　Ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍｉｎｅｒａ
ｌｓ，ネバダ州リノ）が入っているブフナー漏斗を通して、２００ｍｌメスフラスコ中に
直接、減圧濾過した。全ての色素をエルレンマイヤーフラスコおよびブフナー漏斗からメ
タノールで濯ぎ出し、それらを合わせて、総体積をメタノールで２００ｍｌにした。フラ
スコを数回上下反転させた後、その溶液を０．４５ミクロンＰＴＦＥ　Ａｃｒｏｄｉｓｃ
(R)（Ｇｅｌｍａｎ）フィルターを装着した３ｃｃシリンジに注ぎ込み、ＨＰＬＣ分析用
の褐色バイアルに注入した。
【０２２１】
　＜実施例３０＞
　（種子を含まないトウガラシ属の分析）
　ランダムな本発明トウガラシ属植物個体の試料を収穫した。莢から種子を取り除き、実
験用脱水装置で脱水し、分析のために実施例２９に沿って処理した。乾燥果肉中のゼアキ
サンチンの濃度を、実施例２７に記載のＨＰＬＣ法で測定した。非エステル化型で測定し
た、総カロテノイド類に対するゼアキサンチンのパーセンテージも、実施例２８に記載の
ＨＰＬＣ法で測定した。各試料の分析結果を以下に示す。
【０２２２】
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【表７】

　＜実施例３１＞
　（色素のＨＰＬＣ分離）
　赤パプリカと本発明の橙パプリカは、どちらも、未同定の色素をいくつか含有し、それ
らのスペクトルは、橙パプリカと比較して赤パプリカで作動する代替生合成経路が存在す
ることを示している。黄色種では色素の約４０％以上までが、現在、ＨＰＬＣによって同
定されていない。このような著しい相違があるので、黄色タイプはこれ以上考慮しない。
【０２２３】
　赤色種および橙色種中の少量色素の多くは、α－およびβ－カロテンがそのジオール誘
導体に変換される際の中間体である。例えばクリプトキサンチン類は、カプソルビンの前
駆体ビオラキサンチンのように、非常に異なる濃度で存在する。これらの中間体は比較的
少量に存在するので、以下の表３には含まれていない。総色素含量に対するそれらの相対
量は、莢の実際の成熟度に多少のばらつきがあることを表すのかもしれない。その量はク
ラス間の弁別に影響を及ぼすには不十分であり、赤色果実株と橙色果実株の間の生化学的
相違を表現しているのかもしれない。
【０２２４】
 
表３：橙色パプリカを赤色パプリカから識別するキー色素比
【０２２５】

【表８】

　表３は、赤パプリカおよび橙パプリカの代表的タイプにおける色素レベルの重要な相違
を示している。赤色果実株ではカプソルビンおよびカプサンチンが優勢であるのに対して
、橙色果実株ではゼアキサンチンが優勢であり、赤色色素のレベルは赤色株におけるレベ
ルの約半分以下である。橙色果実株に観察されるゼアキサンチンレベルは、相対的に、赤
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色果実株に観察されるレベルより約４～５倍高い。橙色果実株に観察されるルテインレベ
ルは、相対的に、赤色株の場合の約５～６分の１である。橙色果実株に観察されるカプサ
ンチン＋カプソルビンの和は、相対的に、赤色種の場合の約７～８分の１である。橙色果
実株に観察されるルテイン対ゼアキサンチンの比は、相対的に、赤色種の約２５分の１で
ある。橙色果実株に観察されるα－カロテン対β－カロテンの比は、相対的に、赤色果実
株より約２倍大きい。橙色果実株におけるカプサンチン対ゼアキサンチンの比は、相対的
に、赤色果実株の場合の約４２分の１である。この分析結果は、本明細書に記載する本橙
パプリカ株と赤パプリカ株とでは、カロテノイド生合成経路に相違があることを裏付けて
いる。
【０２２６】
　ＡＳＴＡが色素のモル比または重量比の代用物として使用されることに注目すべきであ
る。ＡＳＴＡは波長４６０ｎｍにおける抽出物溶液の吸光度を利用する。橙パプリカが４
５４～４５５ｎｍにλｍａｘを持つのに対して、赤パプリカは４６０ｎｍ近くにλｍａｘ
を持つ。したがって、色素含量が等しい時のＡＳＴＡは、橙パプリカの方が赤パプリカよ
りもいくらか低くなる。これは、遺伝子型を分けるという観点から見れば、問題にはなら
ない。圃場サンプリングでは、単一の植物および同じ株の植物間に観察されるＡＳＴＡに
、常にばらつきがあるということにも注意すべきである。これは、成熟度、病害および他
のストレス、ならびに圃場土壌の相違のばらつきによるものである。
【０２２７】
　表３は、赤色果実株と本発明の橙色果実株の間の明白な生化学的相違を実証することを
目的として、ＡＳＴＡおよびＨＰＬＣ比の合理的な平均値を表している。同じ植物または
異なる植物から得られる個々の莢は、異なる色素比およびＡＳＴＡを持ちうる。これらの
平均は、これらのパプリカから得られる正常な作物から合理的に予測されるものを示して
いる。
【０２２８】
　本発明の橙パプリカは、遺伝子またはプロモーターの組換えによって色素含量を減少さ
せることなくカロテノイド経路を改変した、注意深い雑種形成、優秀な植物の選抜によっ
て開発された。橙色株のＡＳＴＡは実用赤パプリカに匹敵するが、橙色株は、赤色種とは
明白に異なる吸収スペクトルを持つ、ゼアキサンチンの多い新規な色素プロファイルを有
する。したがって、トウガラシのパプリカ型栽培品種の株は、ゼアキサンチンの供給源と
して好ましいタイプのトウガラシ属である。ゼアキサンチンが総色素類の面積カウントの
約５０％より多く存在すれば、商業上魅力的である。面積カウント％が６５％まで、さら
に７５％まで、さらには８０％まで増えるに連れて、ゼアキサンチンのコストが下がる。
これはゼアキサンチンに富むオレオレジンの好ましい供給源にもなる。
【０２２９】
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６０９．
　Ａｌｍｅｌａ，　Ｌ．ら，　１９９６「Ｃｈａｎｇｅｓ　ｉｎ　Ｐｉｇｍｅｎｔｓ，　
Ｃｈｌｏｒｏｐｈｙｌｌａｓｅ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　ａｎｄ　Ｃｈｌｏｒｏｐｌａｓｔ　
Ｕｌｔｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｉｎ　Ｒｉｐｅｎｉｎｇ　Ｐｅｐｐｅｒ　ｆｏｒ　Ｐａ
ｐｒｉｋａ」Ｊ．　Ａｇｒｉｃ．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．　４４，　ｐｐ．　１７０４－
１７１１．
　Ａｌｖｅｓ－Ｒｏｄｒｉｇｕｅｓ　ＡおよびＳｈａｏ　Ａ．，　２００４「Ｔｈｅ　Ｓ
ｃｉｅｎｃｅ　Ｂｅｈｉｎｄ　Ｌｕｔｅｉｎ」Ｔｏｘｉｃｏｌ　Ｌｅｔｔ．　Ａｐｒ　１
５，　１５０（１），　ｐｐ．　５７－８３．
　Ａｎｔｏｎｙ，　Ｊ．　Ｉ．　ＸおよびＳｈａｎｋａｒａｎａｒａｙａｎａ，　Ｍ．Ｌ
．，　２００１「Ｌｕｔｅｉｎ－　Ａ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｃｏｌｏｒａｎｔ　ａｎｄ　ａ
　Ｐｈｙｔｏｎｕｔｒｉｅｎｔ　Ｆｏｒ　Ｅｙｅ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ
」Ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　ｏｆ　Ｆｏｏｄ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔｓ，　Ａｐｒｉｌ／Ｍａ
ｙ，　ｐｐ．　６４－６７．
　Ａｒａｎｓｏｎ，　Ｊ．　Ｔ．ら，　１９９５「Ｆａｔｅ　ｏｆ　Ｐｈｏｔｏｔｏｘｉ
ｃ　Ｔｅｒｔｈｉｏｐｈｅｎｅ　Ｉｎｓｅｃｔｉｃｉｄｅｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｓｍｓ
　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ｉｎ　Ｌｉｇｈｔ－Ａｃｔｉｖａｔｅｄ　
Ｐｅｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ」ＡＣＳ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　Ｓｅｒｉｅｓ　６１６，　Ｊ
．Ｒ．　ＨｅｉｔｚおよびＫ．Ｒ．　Ｄｏｗｎｕｍ編，　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，　ワシントンＤＣ，　ｐｐ．　１４３－１５１．
　Ｂａｎａｒａｓ，　Ｍ．ら，　１９９４「Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ　ｏｆ　Ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｔｏ　Ｐｏｓｔｈａｒｖｅｓｔ　Ｗａｔｅｒ　Ｌｏｓ
ｓ　ｏｎ　Ｐｅｐｐｅｒ　Ｆｒｕｉｔｓ　（Ｃａｐｓｉｃｕｍ　ａｎｎｕｕｍ　Ｌ．）」
Ｐａｋ．　Ｊ．　Ｂｏｔ．，　２６（２），　ｐｐ．　３２１－３２６．
　Ｂｅａｔｔｙ　Ｓ．ら，　２００４「Ｍａｃｕｌａｒ　Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｏｐｔｉｃａ
ｌ　Ｄｅｎｓｉｔｙ　ａｎｄ　Ｉｔｓ　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ　Ｗｉｔｈ　Ｓｅｒｕ
ｍ　ａｎｄ　Ｄｉｅｔａｒｙ　Ｌｅｖｅｌｓ　ｏｆ　Ｌｕｔｅｉｎ　ａｎｄ　Ｚｅａｘａ
ｎｔｈｉｎ」Ａｒｃｈ　Ｂｉｏｃｈｅｍ　Ｂｉｏｐｈｙｓ．，　４３０（１），　ｐｐ．
　７０－６．
　Ｂｉａｃｓ，　Ｐ．ら，　１９９３「Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄｓ　ａｎｄ　Ｃａｒｏｔｅ
ｎｏｉｄ　Ｅｓｔｅｒｓ　ｆｒｏｍ　Ｎｅｗ　Ｃｒｏｓｓ－Ｃｕｌｔｉｖａｒｓ　ｏｆ　
Ｐａｐｒｉｋａ」Ｊ．　Ａｇｒｉｃ．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．，　４１，　ｐｐ．　１８
６４－１８６７．
　Ｂｉａｃｓ，　Ｐ．およびＤａｏｏｄ，　Ｈ．，　１９９４「Ｈｉｇｈ　Ｐｅｒｆｏｒ
ｍａｎｃｅ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ　ｗｉｔｈ　Ｐｈｏｔｏｄｉ
ｏｄｅ－ａｒｒａｙ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄｓ　ａｎｄ　Ｃ
ａｒｏｔｅｎｏｉｄ　Ｅｓｔｅｒｓ　ｉｎ　Ｆｒｕｉｔｓ　ａｎｄ　Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ
ｓ」Ｊ．　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌ．　Ｖｏｌ．　１４３，　ｐｐ．　５２０－５２
５
　Ｂｏｕｖｉｅｒ　Ｆ，ら，　１９９４「Ｘａｎｔｈｏｐｈｙｌｌ　Ｂｉｏｓｙｎｔｈｅ
ｓｉｓ　ｉｎ　Ｃｈｒｏｍｏｐｌａｓｔｓ：　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃ
ｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ　ｏｆ　Ａｎ　Ｅｎｚｙｍｅ　Ｃａｔａｌｙｚｉｎｇ　Ｔｈｅ
　Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ　ｏｆ　５，６－Ｅｐｏｘｙｃａｒｏｔｅｎｏｉｄ　Ｉｎｔｏ　
Ｋｅｔｏｃａｒｏｔｅｎｏｉｄ」Ｐｌａｎｔ　Ｊｏｕｒｎａｌ　６，　ｐｐ．　４５－５
４．
　Ｂｏｗｅｎ，　Ｐ．　Ｅ．，ら，　２００２「Ｅｓｔｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄｏｅ
ｓ　Ｎｏｔ　Ｉｍｐａｉｒ　Ｌｕｔｅｉｎ　Ｂｉｏａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ　ｉｎ　Ｈ
ｕｍａｎｓ」Ｊ．　Ｎｕｔｒ．　１３２，　ｐｐ．　３６６８－３６７３．
　Ｂｒｅｉｔｈａｕｐｔ，　Ｄｉｅｔｍａｒ　Ｅ．，ら；　Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｊｏｕｒｎ
ａｌ　ｏｆ　Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ，　（２００４），　９１，　ｐｐ．　７０７－７１３
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．
　Ｂｒｅｉｔｈａｕｐｔ，　Ｄｉｅｔｍａｒ　Ｅ．およびＳｃｈｌａｔｔｅｒｅｒ，　Ｊ
ｏｒｇ；　Ｅｕｒ　Ｆｏｏｄ　Ｒｅｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌ，　（２００５）　２２０，　ｐ
ｐ．　６４８－６５２．
　Ｂｒｅｉｔｈａｕｐｔ，　Ｄ．　Ｅ．および　Ｂａｍｅｄｉ，　Ａ．，　２００１「Ｃ
ａｒｏｔｅｎｏｉｄ　Ｅｓｔｅｒｓ　ｉｎ　Ｖｅｇｅｔａｂｌｅｓ　ａｎｄ　Ｆｒｕｉｔ
ｓ：　Ａ　Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ　ｗｉｔｈ　Ｅｍｐｈａｓｉｓ　ｏｎ　ｂ－Ｃｒｙｐｔｏ
ｘａｎｔｈｉｎ　Ｅｓｔｅｒｓ」Ｊ．　Ａｇｒｉｃ．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．，　４９，
　ｐｐ．　２０６４－２０７０．
　Ｂｒｏｗｎ　Ｌ．ら，　１９９９「Ａ　Ｐｒｏｓｐｅｃｔｉｖｅ　Ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　
Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄ　Ｉｎｔａｋｅ　ａｎｄ　Ｒｉｓｋ　ｏｆ　Ｃａｔａｒａｃｔ　Ｅ
ｘｔｒａｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ＵＳ　Ｍｅｎ」Ａｍ　Ｊ　Ｃｌｉｎ　Ｎｕｔｒ．，　７０（
４），　ｐｐ．　５１７－２４．
　Ｃａｍａｒａ，　ＢｉｌａｌおよびＭｏｎｅｇｅｒ，　Ｒｅｎｅ；　Ｐｈｙｔｏｃｈｅ
ｍｉｓｔｒｙ，　１９７８，　Ｖｏｌ．　１７，　ｐｐ．　９１－９３
　Ｃｏｎｎｏｒ　Ｓ．ら，　２００４「Ｄｉｅｔｓ　Ｌｏｗｅｒ　ｉｎ　Ｆｏｌｉｃ　Ａ
ｃｉｄ　ａｎｄ　Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄｓ　Ａｒｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　
Ｔｈｅ　Ｃｏｒｏｎａｒｙ　Ｄｉｓｅａｓｅ　Ｅｐｉｄｅｍｉｃ　ｉｎ　Ｃｅｎｔｒａｌ
　ａｎｄ　Ｅａｓｔｅｒｎ　Ｅｕｒｏｐｅ」Ｊ　Ａｍ　Ｄｉｅｔ　Ａｓｓｏｃ．　１０４
（１２）：　ｐｐ．　１７９３－９．
　Ｄａｖｉｅｓ，　Ｎ．　Ｐ．ら，　２００４「Ｍａｃｕｌａｒ　Ｐｉｇｍｅｎｔｓ：　
Ｔｈｅｉｒ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｐｕｔａｔｉｖｅ　Ｒｏｌｅ
」Ｐｒｏｇ．　Ｒｅｔ．　Ｅｙｅ　Ｒｅｓ．　２３，　ｐｐ．　５３３－５５９．
　Ｄｅｌｉ，　Ｊ．ら，　１９９２「Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　
ｉｎ　ｔｈｅ　Ｆｒｕｉｔｓ　ｏｆ　Ｂｌａｃｋ　Ｐａｐｒｉｋａ　（Ｃａｐｓｉｃｕｍ
　ａｎｎｕｕｍ　Ｖａｒｉｅｔｙ　ｌｏｎｇｕｍ　ｎｉｇｒｕｍ）　ｄｕｒｉｎｇ　Ｒｉ
ｐｅｎｉｎｇ」Ｊ．　Ａｇｒｉｃ．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．，　４０，　ｐｐ．　２０７
６．
　Ｄｅｌｉ，　Ｊ．ら，　１９９６「Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　
ｉｎ　ｔｈｅ　Ｆｒｕｉｔｓ　ｏｆ　Ｃａｐｓｉｃｕｍ　ａｎｎｕｕｍ　Ｃｖ．　Ｓｚｅ
ｎｔｅｓｉ　Ｋｏｓｓｚａｒｖｕ　ｄｕｒｉｎｇ　Ｒｉｐｅｎｉｎｇ」Ｊ．　Ａｇｒｉｃ
．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．，　４４，　ｐｐ．７１１－７１６．
　Ｄｅｌｉ，　Ｊ．およびＧ．　Ｔｏｔｈ，　１９９７「Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄ　Ｃｏｍ
ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｈｅ　Ｆｒｕｉｔｓ　ｏｆ　Ｃａｐｓｉｃｕｍ　ａｎｎｕｕ
ｍ　Ｃｖ．　Ｂｏｖｅｔ　４　Ｄｕｒｉｎｇ　Ｒｉｐｅｎｉｎｇ」Ｚ　Ｌｅｂｅｎｓｍ　
Ｕｎｔｅｒｓ　Ｆｏｒｓｃｈ　Ａ，　２０５，　ｐｐ．　３８８－３９１．
　Ｄｅｌｉ，　Ｊ．ら，　２００１「Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　
ｉｎ　ｔｈｅ　Ｆｒｕｉｔｓ　ｏｆ　Ｒｅｄ　Ｐａｐｒｉｋａ　（Ｃａｐｓｉｃｕｍ　ａ
ｎｎｕｕｍ　ｖａｒ．　ｌｙｃｏｓｐｅｒｓｉｃｉｆｏｒｍｅ　ｒｕｂｒｕｍ）　Ｄｕｒ
ｉｎｇ　Ｒｉｐｅｎｉｎｇ：　Ｂｉｏｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄ
ｓ　ｉｎ　Ｒｅｄ　Ｐａｐｒｉｋａ」Ｊ．　Ａｇｒｉｃ．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．，　４
９，　ｐｐ．　１５１７－１５２３．
　Ｄｅｒｕｅｒｅ，　Ｊ．，ら，　１９９４，　Ｔｈｅ　Ｐｌａｎｔ　Ｃｅｌｌ，　Ｖｏ
ｌ．　６，　ｐｐ．　１１９－１３３
　Ｄｏｗｎｕｍ，　Ｋ．Ｒ．およびＪ．　Ｗｅｎ，　１９９５「Ｔｈｅ　Ｏｃｃｕｒｒｅ
ｎｃｅ　ｏｆ　Ｐｈｏｔｏｓｅｎｓｉｔｉｚｅｒｓ　Ａｍｏｎｇ　Ｈｉｇｈｅｒ　Ｐｌａ
ｎｔｓ」「Ｌｉｇｈｔ－Ａｃｔｉｖａｔｅｄ　Ｐｅｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ」（ＡＣＳ　Ｓ
ｙｍｐｏｓｉｕｍ　Ｓｅｒｉｅｓ　６１６，　Ｊ．Ｒ．　ＨｅｉｔｚおよびＫ．Ｒ．　Ｄ
ｏｗｎｕｍ編，　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，　ワシントン
ＤＣ）のｐｐ．１３５－１４３
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　Ｅｎｇｌｅｒｔ，　Ｇ．ら，　１９９１，　Ｈｅｌｖ．　Ｃｈｉｍ．　Ａｃｔａ．，　
７４，　ｐｐ．　９６９－９８２．
　Ｅｖａｎｓら，　１９９３「Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔ　Ｃｅｌｌ　Ｃｕｌ
ｔｕｒｅ」ＭａｃＭｉｌｌｉａｎ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．，　ニューヨーク
　Ｆｉｓｈｅｒ，　Ｃ．およびＫｏｃｉｓ，　Ｊ．Ａ．，　１９８７，　Ｊ．　Ａｇｒｉ
ｃ．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．　３５，　ｐｐ．　５５－５７．
　Ｇｅｌｖｉｎら，　１９９０「Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　Ｍ
ａｎｕａｌ」Ｋｌｕｗｅｒ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ
　Ｇｒｅｅｎら，　１９８７「Ｐｌａｎｔ　Ｔｉｓｓｕｅ　＆　Ｃｅｌｌ　Ｃｕｌｔｕｒ
ｅ」Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，　ニューヨーク
　Ｈａｕｓｅｎ，　Ｂ．　Ｍ．およびＢ．　Ｈｅｌｍｋｅ，　１９９５「Ｂｕｔｅｎｙｌ
ｂｉｔｈｉｏｐｈｅｎｅ，　α－ｔｅｒｔｈｉｅｎｙｌ　ａｎｄ　Ｈｙｄｒｏｘｙｔｒｅ
ｍｅｔｏｎｅ　Ａｓ　Ｃｏｎｔａｃｔ　Ａｌｌｅｒｇｅｎｓ　ｉｎ　Ｃｕｌｔｉｖａｒｓ
　ｏｆ　Ｍａｒｉｇｏｌｄ　（Ｔａｇｅｔｅｓ　ｓｐ．）」Ｃｏｎｔ．　Ｄｅｒｍ．　３
３，　ｐｐ．　３３－３７．
　Ｈｉｒｓｃｈｂｅｒｇ，　Ｊ．，　２００１「Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄ　Ｂｉｏｓｙｎｔ
ｈｅｓｉｓ　ｉｎ　Ｆｌｏｗｅｒｉｎｇ　Ｐｌａｎｔｓ」Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｏｐｉｎｉｏ
ｎｓ　ｉｎ　Ｐｌａｎｔ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　４（３），　ｐｐ．　２１０－２１８．
　Ｈｏｒｎｅｒｏ－Ｍｅｎｄｅｚ，　Ｄ．ら，　２００２「Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔ
ｉｏｎ　ｏｆ　Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄ　Ｈｉｇｈ－Ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　Ｃａｐｓｉｃｕ
ｍ　ａｎｎｕｕｍ　Ｃｕｌｔｉｖａｒｓ　Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　ｆｏｒ　Ｐａｐｒｉｋａ　
Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」Ｊ．　Ａｇｒｉｃ．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．，　５０，　ｐｐ．
　５７１１－５７１６．
　Ｉｓｈｉｄａ，　Ｂ．　Ｋ．，ら，　２００５「Ａｓｓｅｓｓｉｎｇ　Ｂｉｏａｖａｉ
ｌａｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ｃｉｓ－　ｖｓ　ｔｒａｎｓ－ｌｙｃｏｐｅｎｅ　ｉｓｏｍｅ
ｒｓ　ｉｎ　Ｔａｎｇｅｒｉｎｅ　ａｎｄ　Ｒｅｄ　Ｔｏｍａｔｏｅｓ」Ｃａｒｏｔｅｎ
ｏｉｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　Ｖｏｌ．　９，　ｐｐ．　９２．
　Ｉｓｌｅｒ，　Ｏ．ら，　１９５６，　Ｈｅｌｖ．　Ｃｉｍ．　Ａｃｔａ．，　３９，
　ｐ．　２４９　
　Ｉｔｏ　Ｙ，ら，　２００５「ＪＡＣＣ　Ｓｔｕｄｙ　Ｇｒｏｕｐ．　Ｌｕｎｇ　Ｃａ
ｎｃｅｒ　Ｍｏｒｔａｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ｓｅｒｕｍ　Ｌｅｖｅｌｓ　ｏｆ　Ｃａｒｏｔ
ｅｎｏｉｄｓ，　Ｒｅｔｉｎｏｌ，　Ｔｏｃｏｐｈｅｒｏｌｓ，　ａｎｄ　Ｆｏｌｉｃ　
Ａｃｉｄ　ｉｎ　Ｍｅｎ　ａｎｄ　Ｗｏｍｅｎ：　Ａ　Ｃａｓｅ－Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｔ
ｕｄｙ　Ｎｅｓｔｅｄ　ｉｎ　Ｔｈｅ　ＪＡＣＣ　Ｓｔｕｄｙ」Ｊ　Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌ
．　Ｓｕｐｐｌ　２：Ｓ１４０－９．　ＰＭＩＤ：　１６１２７２２６
　Ｋａｈｌら，　（１９９５）　Ｗｏｒｌｄ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏ
ｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　１１，　ｐｐ．　４４９－４６０
　Ｋａｒｒｅｒ，　Ｐ．およびＪｕｃｋｅｒ，　Ｅ．，　１９５０「Ｃａｒｏｔｅｎｏｉ
ｄｓ」Ｅｌｓｅｖｉｅｒ　Ｐｕｂｌ．　Ｃｏ．，　Ｉｎｃ．，　アムステルダム，　ｐｐ
．　３８－４２，　１８０　ｆｆ　
　Ｋｈａｃｈｉｋ，　Ｆ．ら，　１９９２「Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｔｒｕｃｔ
ｕｒａｌ　Ｅｌｕｃｉｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｇｅｏｍｅｔｒｉｃａｌ　Ｉｓｏｍ
ｅｒｓ　ｏｆ　Ｌｕｔｅｉｎ　ａｎｄ　Ｚｅａｘａｎｔｈｉｎ　ｉｎ　Ｅｘｔｒａｃｔ　
ｆｒｏｍ　Ｈｕｍａｎ　Ｐｌａｓｍａ」Ｊ．　Ｃｈｒｏｍａｔｒｏｇｒ．　Ｂｉｏｍｅｄ
．　Ａｐｐｌ．　５８２，　ｐｐ．　１５３－１６６．
　Ｋｈａｃｈｉｋ，　Ｆ．，ら，　１９９５「Ｌｕｔｅｉｎ，　Ｌｙｃｏｐｅｎｅ，　ａ
ｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ｏｘｉｄａｔｉｖｅ　Ｍｅｔａｂｏｌｉｔｅｓ　ｉｎ　Ｃｈｅｍｏ－
ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃａｎｃｅｒ」Ｊ．　Ｃｅｌｌ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．，　
Ｓｕｐｐｌ．　２２，　ｐｐ．　２３６－２４６．
　Ｋｈａｃｈｉｋ　Ｆ，ら，　１９９７「Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｌｕｔ
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ｅｉｎ　ａｎｄ　Ｚｅａｘａｎｔｈｉｎ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ｉｎ
　Ｈｕｍａｎ　ａｎｄ　Ｍｏｎｋｅｙ　Ｒｅｔｉｎａｓ」Ｉｎｖｅｓｔ　Ｏｐｈｔｈａｌ
ｍｏｌ　Ｖｉｓ　Ｓｃｉ．，　ｐｐ．　１８０２－１１．
　Ｋｈａｃｈｉｋ，　Ｆ．ら，　１９９９「Ｄｉｅｔａｒｙ　Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄｓ　
ａｎｄ　ｔｈｅｉｒ　Ｍｅｔａｂｏｌｉｔｅｓ　ａｓ　Ｐｏｔｅｎｔｉａｌｌｙ　Ｕｓｅ
ｆｕｌ　Ｃｈｅｍｏｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ａｇｅｎｔｓ　ａｇａｉｎｓｔ　Ｃａｎｃｅ
ｒ」「Ａｎｔｉｏｘｉｄａｎｔ　Ｆｏｏｄ　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔｓ　ｉｎ　Ｈｕｍａｎ
　Ｈｅａｌｔｈ」（Ｌ．　Ｐａｃｋｅｒ，　Ｍ．　ＨｉｒａｍａｔｓｕおよびＴ．　Ｙｏ
ｓｈｉｋａｗａ編，　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，　ニュヨーク）のｐｐ．　２０３
－２２９．
　Ｋｌｅｅら，　１９８７，　Ａｎｎ．　Ｒｅｖ．　ｏｆ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓ．　３
８，　ｐｐ．　４６７－４８６
　Ｋｏｈｌｍｅｉｅｒ，　Ｌ．ら，　１９９５，　Ａｍ．　Ｊ．　Ｃｌｉｎ．　Ｎｕｔｒ
．６２，　ｐｐ．　１３７－１４６
　Ｌｅｖｙ，　Ｊｏｓｅｐｈ，ら，　１９９５「Ｌｙｃｏｐｅｎｅ　Ｉｓ　ａ　Ｍｏｒｅ
　Ｐｏｔｅｎｔ　Ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ　Ｏｆ　Ｈｕｍａｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｃｅｌｌ　Ｐ
ｒｏｌｉｆｅｒａｔｉｏｎ　Ｔｈａｎ　Ｅｉｔｈｅｒ　α－Ｃａｒｏｔｅｎｅ　ｏｒ　β
－Ｃａｒｏｔｅｎｅ」Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ　＆　Ｃａｎｃｅｒ，　ｐｐ　２５７－２６６
．
　「Ｌｕｔｅｉｎ　ａｎｄ　Ｚｅａｘａｎｔｈｉｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｒｅｖｉｅ
ｗ」Ｒｏｃｈｅ　Ｖｉｔａｍｉｎｓ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｈ
ＨＮ－１３８２／０８００
　Ｌｙｌｅ　ＢＪ，ら，　１９９９「Ａｎｔｉｏｘｉｄａｎｔ　Ｉｎｔａｋｅ　ａｎｄ　
Ｒｉｓｋ　ｏｆ　Ｉｎｃｉｄｅｎｔ　Ａｇｅ－Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｎｕｃｌｅａｒ　Ｃａｔ
ａｒａｃｔｓ　ｉｎ　Ｔｈｅ　Ｂｅａｖｅｒ　Ｄａｍ　Ｅｙｅ　Ｓｔｕｄｙ」Ａｍ　Ｊ　
Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌ．，　ｐｐ．　８０１－９．
　Ｍａｔｕｓら，　１９９１「Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　
Ｙｅｌｌｏｗ　Ｐｅｐｐｅｒ　ｄｕｒｉｎｇ　Ｒｉｐｅｎｉｎｇ：　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ
　ｏｆ　β－Ｃｒｙｐｔｏｘａｎｔｈｉｎ　５，６－Ｅｐｏｘｉｄｅ」Ｊ．　Ａｇｒｉｃ
．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．，　３９，　ｐｐ．　１９０７－１９１４．
　Ｍｉｎｇｕｅｚ－Ｍｏｓｑｕｅｒａ，　Ｍ．　Ｉ．ら，　１９９３「Ｅｆｆｅｃｔ　ｏ
ｆ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｏｆ　Ｐａｐｒｉｋａ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｍａｉｎ　Ｃａｒｏ
ｔｅｎｅｓ　ａｎｄ　Ｅｓｔｅｒｉｆｉｅｄ　Ｘａｎｔｈｏｐｈｙｌｌｓ　Ｐｒｅｓｅｎ
ｔ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｆｒｅｓｈ　Ｆｒｕｉｔ」Ｊ．　Ａｇｒｉｃ．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ
．，　４１，　ｐｐ．　２１２０－２１２４．
　Ｍｉｎｇｕｅｚ－Ｍｏｓｑｕｅｒａ，　Ｍ．　Ｉ．ら，　１９９４「Ｃｏｍｐａｒａｔ
ｉｖｅ　Ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　Ｐａｐｒｉｋａ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄｓ　ｉｎ　Ｐｅｐｐｅｒｓ　（Ｃａｐ
ｓｉｃｕｍ　ａｎｎｕｕｍ）　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｂｏｌａ　ａｎｄ　Ａｇｒｉｄｕｌｃｅ　
Ｖａｒｉｅｔｉｅｓ」Ｊ．　Ａｇｒｉｃ．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．，　４２，　１５５５
－１５６０．
　Ｍｉｎｇｕｅｚ－Ｍｏｓｑｕｅｒａ，　Ｍ．およびＨｏｒｎｅｒｏ－Ｍｅｎｄｅｚ，　
Ｄ．，　１９９４「Ｃｈａｎｇｅｓ　ｉｎ　Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄ　Ｅｓｔｅｒｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ　ｄｕｒｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｆｒｕｉｔ　Ｒｉｐｅｎｉｎｇ　ｏｆ　Ｃａｐｓｉ
ｃｕｍ　ａｎｎｕｕｍ　Ｃｖ．　Ｂｏｌａ」Ｊ．　Ａｇｒｉｃ．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．
，　４２，　ｐｐ．　６４０－６４４．
　Ｍｉｎｇｕｅｚ－Ｍｏｓｑｕｅｒａ，　Ｍ．およびＨｏｒｎｅｒｏ－Ｍｅｎｄｅｚ，　
Ｄ．，　１９９３「Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｑｕａｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏ
ｆ　ｔｈｅ　Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄ　Ｐｉｇｍｅｎｔｓ　ｉｎ　Ｒｅｄ　Ｐｅｐｐｅｒｓ
　（Ｃａｐｓｉｃｕｍ　ａｎｎｕｕｍ　Ｌ．），　Ｐａｐｒｉｋａ，　ａｎｄ　Ｏｌｅｏ
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ｒｅｓｉｎ　ｂｙ　Ｒｅｖｅｒｓｅｄ－Ｐｈａｓｅ　ＨＰＬＣ」Ｊ．　Ａｇｒｉｃ．　Ｆ
ｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．，　４１，　ｐｐ．　１６１６－１６２０．
　Ｍｕｌｌｅｒ，　Ｈ．，　１９９７「Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃ
ａｒｏｔｅｎｏｉｄ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ｉｎ　ｓｅｌｅｃｔｅｄ　ｖｅｇｅｔａｂｌｅｓ
　ａｎｄ　ｆｒｕｉｔ　ｂｙ　ＨＰＬＣ　ａｎｄ　Ｐｈｏｔｏｄｉｏｄｅ　ａｒｒａｙ　
ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ」Ｚ．　Ｌｅｂｅｎｓｍ　Ｕｎｔｅｒｓ　Ｆｏｒｓｃｈ　Ａ．，　２
０４，　ｐｐ．　８８－９４
　Ｍｕｒａｋｏｓｈｉら，　１９９２，　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．，　５２，　ｐｐ．　
６５８３－６５８７
　Ｎｙｓ，　Ｙ．　Ａｒｃｈ．　Ｇｅｆｌｕｇｅｌｋ，　２０００，　６４　（２），　
ｐｐ．　４５－５４
　Ｏｓｇａｎｉｎａ　Ｓ．，ら，　２００３「Ｄｉｅｔａｒｙ　Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄｓ
　ａｎｄ　Ｒｉｓｋ　ｏｆ　Ｃｏｒｏｎａｒｙ　Ａｒｔｅｒｙ　Ｄｉｓｅａｓｅ　ｉｎ　
Ｗｏｍｅｎ」Ａｍ．　Ｊ．　Ｃｌｉｎ．　Ｎｕｔｒ．　２００３　Ｊｕｎ；７７（６），
　ｐｐ．　１３９０－１３９３．
　Ｐａｃｋｅｒ．　Ｌ．ら編，　１９９９「Ａｎｔｉｏｘｉｄｅｎｔ　Ｆｏｏｄ　Ｓｕｐ
ｐｌｅｍｅｎｔｓ　ｉｎ　Ｈｕｍａｎ　Ｈｅａｌｔｈ」Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，
　ニューヨーク，　ｐｐ　２２３－２２６．
　Ｐａｔｔｉｓｏｎ，　Ｄ．，　２００５，　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ
　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ
　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ刊），　Ｖｏｌ．　８２，　Ｎｏ．　２，　ｐ
ｐ．　４５１－４５５
　Ｒａｈｍａｎ，　Ｒ．　Ｍ．　Ｍ．およびＫ．　Ａ．　Ｂｕｃｋｌｅ，　１９８０「Ｐ
ｉｇｍｅｎｔ　Ｃｈａｎｇｅｓ　ｉｎ　Ｃａｐｓｉｃｕｍ　Ｃｕｌｔｉｖａｒｓ　Ｄｕｒ
ｉｎｇ　Ｍａｔｕｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｉｐｅｎｉｎｇ」Ｊ．　Ｆｄ．　Ｔｅｃｈｎ
ｏｌ．，　１５，　ｐｐ．　２４１－２４９．
　Ｒｉｂａｙａ－Ｍｅｒｃａｄｏ　Ｊ．ら，　２００４「Ｌｕｔｅｉｎ　ａｎｄ　Ｚｅａ
ｘａｎｔｈｉｎ　ａｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　Ｒｏｌｅｓ　ｉｎ　Ｄｉｓ
ｅａｓｅ　Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ」Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｏｌｌ．　Ｎｕｔｒ．，　２３（６
　Ｓｕｐｐｌ），　ｐｐ．　５６７Ｓ－５８７Ｓ．
　Ｒｏｃｋ　Ｃ．ら，　２００５「Ｐｌａｓｍａ　Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄｓ　ａｎｄ　Ｒ
ｅｃｕｒｒｅｎｃｅ－ｆｒｅｅ　Ｓｕｒｖｉｖａｌ　ｉｎ　Ｗｏｍｅｎ　ｗｉｔｈ　ａ　
Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｂｒｅａｓｔ　Ｃａｎｃｅｒ」Ｊ．　Ｃｌｉｎ．　Ｏｎｃｏｌ．
，　ｐｐ．　６６３１－８．
　Ｒｕｓｓｏ，　Ｖ．Ｍ．およびＨｏｗａｒｄ，　Ｌ．Ｒ．　Ｊ．　Ｓｃｉ．　Ｆｏｏｄ
　Ａｇｒｉｃ．　８２：　６１５－６２４．
　Ｓｅｄｄｏｎ，　Ｊ．Ｍ．ら，　１９９４「Ｄｉｅｔａｒｙ　Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄｓ
，　Ｖｉｔａｍｉｎｓ　Ａ，　Ｃ，　ａｎｄ　Ｅ，　ａｎｄ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｇｅ
－Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｍａｃｕｌａｒ　Ｄｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ」Ｊ．　Ａｍ．　Ｍｅｄ
．　Ａｓｓｏｃ．　２７２（９），　ｐｐ．　１４１３－１４２０．
　Ｓｏｍｍｅｒｂｕｒｇ，　Ｏｌａｆ，ら；　Ｂｒ　Ｆ　Ｏｐｈｔｈａｍｏｌ，　１９９
９，　８２，　ｐｐ．　９０７－９１０．
　Ｓｔａｈｌ　Ｗ．，　２００５「Ｍａｃｕｌａｒ　Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄｓ：　Ｌｕｔ
ｅｉｎ　ａｎｄ　Ｚｅａｘａｎｔｈｉｎ」Ｄｅｖ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ．　３８，　ｐ
ｐ．　７０－８８．
　Ｓｔａｈｌ　Ｗ．およびＳｉｅｓ　Ｈ．，　２００５「Ｂｉｏａｃｔｉｖｉｔｙ　ａｎ
ｄ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｃａｒｏｔｅｎｏ
ｉｄｓ」Ｂｉｏｃｈｉｍ　Ｂｉｏｐｈｙｓ　Ａｃｔａ．，　１７４０（２），　ｐｐ．　
１０１－７．　Ｅｐｕｂ　２００４　Ｄｅｃ　２８．
　Ｓｔｒｉｎｇｈａｍ　Ｊ．およびＨａｍｍｏｎｄ　Ｂ．　Ｊｒ．，　２００５「Ｄｉｅ
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ｔａｒｙ　Ｌｕｔｅｉｎ　ａｎｄ　Ｚｅａｘａｎｔｈｉｎ：　Ｐｏｓｓｉｂｌｅ　Ｅｆｆ
ｅｃｔｓ　ｏｎ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ」Ｎｕｔｒ．　Ｒｅｖ．　６３（２）
，　ｐｐ．　５９－６４．
　Ｔａｎａｋａら，　１９９４，　Ｃａｒｃｉｎｏｇｅｎｅｓｉｓ　１５，　ｐｐ．　１
５－１９
　Ｔｏｐｕｚ，　Ａ．およびＯｚｄｅｍｉｒ，　Ｆ．，　２００３「Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ
ｓ　ｏｆ　γ－Ｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｔｏｒａｇｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｃａ
ｒｏｔｅｎｏｉｄｓ　ｏｆ　Ｓｕｎ－Ｄｒｉｅｄ　ａｎｄ　Ｄｅｈｙｄｒａｔｅｄ　Ｐａ
ｐｒｉｋａ」Ｊ．　Ａｇｒｉｃ．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．，　５１，　ｐｐ．　４９７２
－４９７７．
　Ｕｐｄｉｋｅ，　Ａ．　Ａ．およびＳｃｈｗａｒｔｚ，　Ｓ．　Ｊ．，　２００３「Ｔ
ｈｅｒｍａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｏｆ　Ｖｅｇｅｔａｂｌｅｓ　Ｉｎｃｒｅａｓｅ
ｓ　ｔｈｅ　Ｃｉｓ　Ｉｓｏｍｅｒｓ　ｏｆ　Ｌｕｔｅｉｎ　ａｎｄ　Ｚｅａｘａｎｔｈ
ｉｎ」Ｊ．　Ａｇｒｉｃ．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．　５１，　ｐｐ．　６１８４－６１９
０．
　Ｖａｓｉｌ．，　１９８４「Ｃｅｌｌ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｓｏｍａｔｉｃ　Ｃ
ｅｌｌ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔｓ，　Ｖｏｌ　Ｉ，　ＩＩ，　ＩＩＩ，　
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　ａｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎｓ」Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，　ニューヨーク
　ＷｅｉｓｓｂａｃｈおよびＷｅｉｓｓｂａｃｈ，　１９８９「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ
　Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ」Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ
　Ｗｅｌｌｅｒ，　Ｐ．およびＢｒｅｉｔｈａｕｐｔ，　Ｄ．，　２００３「Ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｑｕａｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｚｅａｘａｎｔｈ
ｉｎ　Ｅｓｔｅｒｓ　ｉｎ　Ｐｌａｎｔｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｈｒｏｍａｔ
ｏｇｒａｐｈｙ－　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ」Ｊ．　Ａｇｒｉｃ．　Ｆｏｏ
ｄ　Ｃｈｅｍ．，　５１，　ｐｐ．　７０４４－７０４９．
　Ｙｉｎら，　２００４「Ｔｒａｎｓｇｅｎｅ　Ｉｎｈｅｒｉｔａｎｃｅ　Ｉｎ　Ｐｌａ
ｎｔｓ」Ｊ．　Ａｐｐｌ．　Ｇｅｎｅｔ．　４５（２），　ｐｐ．　１２７－１４４およ
びその参考文献
　Ｚｅｃｈｍｅｉｓｔｅｒ，　Ｌ．，　１９６２「Ｃｉｓ－Ｔｒａｎｓ　Ｉｓｏｍｅｒｉ
ｃ　Ｃａｒｏｔｅｎｏｉｄｓ　Ｖｉｔａｍｉｎｓ　Ａ　ａｎｄ　Ａｒｙｌｐｏｌｙｅｎｅ
ｓ」Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，　ｐｐ．　４６－５７．
　Ｚｈｏｕ，　Ｌ．ら，　１９９９「Ｔｈｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄ
ｉｐａｌｍｉｔｙｌ　Ｚｅａｘａｎｔｈｉｎ　ａｓ　ｔｈｅ　Ｍａｊｏｒ　Ｃａｒｏｔｅ
ｎｏｉｄ　ｉｎ　Ｇｏｕ　Ｑｉ　Ｚｉ　ｂｙ　Ｈｉｇｈ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｌｉｑｕｉ
ｄ　Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ　ａｎｄ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ」Ｊ
．　Ｏｃｕｌａｒ　Ｐｈａｒｍ．　ａｎｄ　Ｔｈｅｒａｐ．，　１５（６），　ｐｐ．　
５５７－５６５．
【図面の簡単な説明】
【０２３０】
【図１】本発明のトウガラシ属植物から得た鹸化粉砕乾燥成熟実莢肉のＨＰＬＣクロマト
グラム（マックスプロット４００ｎｍ～６００ｎｍ）（実施例８に記載したもの）。ピー
ク同定は次のとおりである：１＝カプソルビン、３＝カプサンチン、４＝ｔｒａｎｓ－ゼ
アキサンチン、５＝ルテイン、６＝アンテラキサンチン、７＝９－ｃｉｓ－ゼアキサンチ
ン、９＝α－クリプトキサンチン、１０＝β－クリプトキサンチンおよび１３＝ｔｒａｎ
ｓ－β－カロテン。全てのゼアキサンチン異性体について面積カウントを合計し、その数
値を、全てのカロテノイドピークの総面積カウントで割ることによって、総カロテノイド
類に対するゼアキサンチンの比率を計算した。
【図２】本トウガラシ属品種から得た鹸化オレオレジンのＨＰＬＣクロマトグラム（マッ
クスプロット４００ｎｍ～６００ｎｍ）（実施例８に記載したもの）。ピーク同定は次の
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とおりである：１＝カプソルビン、２＝ビオロキサンチン、３＝カプサンチン、４＝ｔｒ
ａｎｓ－ゼアキサンチン、５＝ルテイン、６＝アンテラキサンチン、７＝９－ｃｉｓ－ゼ
アキサンチン、８＝クリプトカプシン、９＝α－クリプトキサンチン、１０＝β－クリプ
トキサンチン、１１＝ζ－カロテン、１２＝α－カロテン、１３＝ｔｒａｎｓ－β－カロ
テンおよび１４＝ｃｉｓ－β－カロテン。全てのゼアキサンチン異性体について面積カウ
ントを合計し、その数値を、全てのカロテノイドピークの総面積カウントで割ることによ
って、総カロテノイド類に対するゼアキサンチンの比率を計算した。
【図３】実施例１２のようにα－ターチエニルのレベルを決定するためのクロマトグラフ
ィプロファイル。マリーゴールドオレオレジンの市販試料中のα－ターチエニルのレベル
を、本発明のトウガラシ属オレオレジン中のα－ターチエニルレベルと比較する。

【図１】 【図２】
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【図３】

【手続補正書】
【提出日】平成19年10月2日(2007.10.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実莢を実らせ、かつ乾燥成熟実莢肉中にカロテノイド色素の過剰蓄積を示す、トウガラ
シ属（Ｃａｐｓｉｃｕｍ）の植物またはその再生可能部分であって、非エステル型で測定
した場合にゼアキサンチンが乾燥成熟実莢肉中に０．４％より大きい量で存在し、そして
非エステル型で測定した場合にゼアキサンチンが主要カロテノイドである、植物またはそ
の再生可能部分。
【請求項２】
　トウガラシ種（ａｎｎｕｕｍ）の一構成要素である、請求項１記載の植物またはその再
生可能部分。
【請求項３】
　パプリカ植物である、請求項２記載の植物またはその再生可能部分。
【請求項４】
　乾燥成熟実莢肉中の総カロテノイド類に対するゼアキサンチンのパーセンテージが５０
％より大きい、請求項１記載の植物またはその再生可能部分。
【請求項５】
　ゼアキサンチンの質量が総乾燥成熟実莢肉の０．４％より大きい、請求項４記載の植物
またはその再生可能部分。
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【請求項６】
　実莢を実らせ、かつ乾燥成熟実莢肉中にゼアキサンチンを示す、トウガラシ属の植物ま
たはその再生可能部分であって、ゼアキサンチンの質量が、非エステル化型で測定した場
合に、総乾燥成熟実莢肉の０．６％より大きい、トウガラシ属の植物またはその再生可能
部分。
【請求項７】
　ゼアキサンチンの質量が総乾燥成熟実莢肉の０．７％より大きい、請求項６記載の植物
またはその再生可能部分。
【請求項８】
　ゼアキサンチンの質量が総乾燥成熟実莢肉の０．８％より大きい、請求項７記載の植物
またはその再生可能部分。
【請求項９】
　ゼアキサンチンの質量が総乾燥成熟実莢肉の０．９％より大きい、請求項６記載の植物
またはその再生可能部分。
【請求項１０】
　乾燥成熟実莢肉において１７５より大きいＡＳＴＡ値を示す、請求項３記載の植物また
はその再生可能部分であって、ゼアキサンチンが、総色素類のＨＰＬＣ面積カウントの約
５０％より高いレベルで存在する、植物またはその再生可能部分。
【請求項１１】
　乾燥成熟実莢肉において２００より大きいＡＳＴＡ値を示す、請求項１０記載の植物ま
たはその再生可能部分。
【請求項１２】
　乾燥成熟実莢肉において２２５より大きいＡＳＴＡ値を示す、請求項１０記載の植物ま
たはその再生可能部分。
【請求項１３】
　乾燥成熟実莢肉において２７５より大きいＡＳＴＡ値を示す、請求項１０記載の植物ま
たはその再生可能部分。
【請求項１４】
　ゼアキサンチンの質量が総乾燥成熟実莢肉の０．４％より大きい、請求項１０記載の植
物またはその再生可能部分。
【請求項１５】
　総色素類のＨＰＬＣ面積カウントの約１０％より少ないカプサンチンおよびカプソルビ
ンの含量を特徴とする、請求項１０記載の植物またはその再生可能部分。
【請求項１６】
　総色素類のＨＰＬＣ面積カウントの約７％より少ないカプサンチンおよびカプソルビン
の含量を特徴とする、請求項１５記載の植物またはその再生可能部分。
【請求項１７】
　総色素類のＨＰＬＣ面積カウントの約６０％より多いゼアキサンチン含量を特徴とする
、請求項１０記載の植物またはその再生可能部分。
【請求項１８】
　総色素類のＨＰＬＣ面積カウントの約７０％より多いゼアキサンチン含量を特徴とする
、請求項１７記載の植物またはその再生可能部分。
【請求項１９】
　請求項１０記載の植物またはその再生可能部分から得られるオレオレジン組成物。
【請求項２０】
　再生可能部分が、胚、分裂組織、花粉、葉、葯、胚珠、根、根端、実莢、種子、花弁、
花、繊維、さや（bolls）、およびプロトプラストまたはそこから得られるカルスからな
る群より選択される、請求項１記載の植物またはその再生可能部分。
【請求項２１】
　請求項１記載の植物またはその再生可能部分の細胞培養物または組織培養物。
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【請求項２２】
　請求項１記載の再生可能部分の接木植物または子孫。
【請求項２３】
　適切な環境に植えて成熟するまで栽培した場合に請求項１記載のトウガラシ属の植物を
もたらす種子。
【請求項２４】
　一方の祖先が請求項１記載のトウガラシ属植物である、雑種トウガラシ属植物。
【請求項２５】
　請求項１記載の植物またはその再生可能部分のゲノム。
【請求項２６】
　請求項１記載のトウガラシ属植物またはその再生可能部分から得られるゼアキサンチン
を含む植物抽出物組成物。
【請求項２７】
　請求項２記載のトウガラシ属植物またはその再生可能部分から得られるゼアキサンチン
を含む植物抽出物組成物。
【請求項２８】
　請求項３記載のトウガラシ属植物またはその再生可能部分から得られるゼアキサンチン
を含む植物抽出物組成物。
【請求項２９】
　リップスティック、ローション、セッケン、ファンデーション、マスカラ、アイシャド
ー、ボディースクラブ、日焼けローション、マッド、パック、マスク、シャンプー、コン
ディショナーおよび練り歯磨きから選択される化粧品および洗浄調合物中の成分である、
請求項２６記載の植物抽出物組成物。
【請求項３０】
　動物用飼料補助剤中の成分である、請求項２６記載の植物抽出物組成物。
【請求項３１】
　食品および飲料中の成分である、請求項２６記載の植物抽出物組成物。
【請求項３２】
　食品、飲料、および動物用飼料中の着色剤である、請求項２６記載の植物抽出物組成物
。
【請求項３３】
　ゼアキサンチンが、モノエステル、ジエステル、遊離アルコール型、またはそれらの組
み合わせの形態をとっている、請求項２６記載の植物抽出物組成物。
【請求項３４】
　ゼアキサンチンが全ｔｒａｎｓ幾何異性体もしくはｃｉｓ幾何異性体またはそれらの組
み合わせである、請求項２６記載の植物抽出物組成物。
【請求項３５】
　固形または半固形である、請求項２６記載の植物抽出物組成物。
【請求項３６】
　形態が粉末、ビーズレット、水分散性粉末、結晶、無定形固体、および封入固体から選
択される、請求項２６記載の植物抽出物組成物。
【請求項３７】
　乳液状である、請求項２６記載の植物抽出物組成物。
【請求項３８】
　カプセル剤、錠剤、ビーズレット、タイトレーションパック、散剤、滴剤、口中錠、噴
霧剤、シロップ剤、速溶性ストリップおよび徐放性カプセル剤から選択される摂取可能な
形態をした、請求項２６記載の植物抽出物組成物。
【請求項３９】
　皮膚貼付剤、注射用液剤、滴剤、坐剤、局所外用ローション剤、クリーム剤、および噴
霧剤から選択される摂取可能でない形態をした、請求項２６記載の植物抽出物組成物。
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【請求項４０】
　シソ科（Ｌａｂｉａｔａｅ）香草（ローズマリー、セージ、オレガノ、ペパーミント、
バジル、スペアミント、サマーセイバリーを含む）の抽出物、オリーブ抽出物、コーヒー
抽出物、柑橘抽出物、茶抽出物、茶カテキン類、カテキン、エピカテキン、没食子酸エピ
カテキン、没食子酸エピガロカテキン、没食子酸、トコフェロール類、トコトリエノール
類、アスコルビン酸およびアスコルベート類（パルミチン酸アスコルビルを含む）、エリ
トルビン酸およびエリトルベート類、グルタチオン、カルノシン酸、カルノソール、ロス
マノール、ロズマリン酸、サルビアフラシド（ｓａｌｖｉａｆｌａｓｉｄｅ）、フラボノ
イド類もしくはフラボノイドグルクロニド類（ケルセチン（ｑｕｅｒｃｉｔｉｎ）、ルテ
オリン、アピゲニン、もしくはケルセチン、ルテオリンおよびアピゲニンのグルクロニド
などを含む）、クルクミン、テトラヒドロクルクミン、ヒドロキシチロソール、オリュー
ロペイン、ＢＨＴ、ＢＨＡ、ヒドロキシルアミン類、没食子酸プロピル、エトキシキン、
トロロックス（Ｔｒｏｌｏｘ）もしくはＴＢＨＱ、またはそれらの混合物をさらに含む、
請求項２６記載の植物抽出物組成物。
【請求項４１】
　ベニノキ（Ｂｉｘａ　ｏｒｅｌｌａｎａ）、ウコン（Ｃｕｒｃｕｍａ　ｌｏｎｇａ）、
ニンジン（Ｄａｕｃｕｓ　ｃａｒｏｔａ　ｓａｔｉｖａ）、トウガラシ（Ｃａｐｓｉｃｕ
ｍ　ａｎｎｕｕｍ：本発明の品種ではないもの）、ドナリエナサリナ（Ｄｕｎａｌｉｅｌ
ｌａ　ｓａｌｉｎａ）、ヘマタコッカスプルバルス（Ｈａｅｍａｔａｃｏｃｃｕｓ　ｐｌ
ｕｖａｌｕｓ）の抽出物、β－カロテン、β－アポ－８－カロテナール、β－アポ－８－
カロテン酸のエチルエステル、合成着色剤（ＦＤ＆Ｃ着色剤）、および／またはそれらの
混合物をさらに含む、請求項２６記載の植物抽出物組成物。
【請求項４２】
　ヒトおよび動物の眼の健康のためおよび／または白内障、加齢性黄斑変性症、色素性網
膜炎、アッシャー症候群、シュタルガルト病、ベスト病、進行性錐体ジストロフィーおよ
び網膜劣化（ｒｅｔｉｎａｌ　ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ）を含む眼疾患を発症するリスク
を低下させるために摂取される、請求項２６記載の植物抽出物組成物。
【請求項４３】
　癌関連疾患、心血管疾患、炎症性障害および神経系疾患を含むヒトまたは動物の疾患を
処置または予防するために摂取される、請求項２６記載の植物抽出物組成物。
【請求項４４】
　癌関連疾患が乳癌、胃癌および黒色腫から選択される、請求項２６記載の植物抽出物組
成物。
【請求項４５】
　炎症性障害が多発性関節炎および慢性関節リウマチから選択される、請求項２６記載の
植物抽出物組成物。
【請求項４６】
　請求項１記載の植物またはその再生可能部分から得られるオレオレジン組成物。
【請求項４７】
　ゼアキサンチン、クリプトキサンチン、ルテイン、および他のカロテノイド類を含む、
請求項４６記載のオレオレジン組成物。
【請求項４８】
　ターチオフェン類を実質的に含まない、請求項４６記載のオレオレジン組成物。
【請求項４９】
　スパイス抽出物に関する２１　ＣＦＲ　§７３規則の要件を満たす、請求項４６記載の
オレオレジン組成物。
【請求項５０】
　請求項１記載の植物から得られる搾り滓（presscake）。
【請求項５１】
　全形または破砕形である、請求項１記載の植物の新鮮または乾燥果実。
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【請求項５２】
　請求項１記載の植物から得られる鹸化産物。
【請求項５３】
　天然香料および合成香料を含む、請求項１記載の植物から得られる調味および着香組成
物。
【請求項５４】
　動物用およびヒト用食品のための、請求項１記載の植物から得られる着色、着香および
／または保存加工組成物。
【請求項５５】
　加齢性黄斑変性症、網膜変性症、白内障、心血管疾患および癌を含む変性疾患またはフ
リーラジカル介在性疾患を予防する方法であって、ヒトを含む生きた動物体に、請求項１
記載の植物またはその再生可能部分から得られるゼアキサンチンを、前記疾患の予防にと
って栄養的に有効な量で投与するステップを含む方法。
【請求項５６】
　加齢性黄斑変性症、網膜変性症、白内障、心血管疾患および癌を含む変性疾患またはフ
リーラジカル介在性疾患を処置する方法であって、ヒトを含む生きた動物体に、請求項１
記載の植物またはその再生可能部分から得られるゼアキサンチンを、前記疾患を患う対象
に治療上の利益を与えるのに有効な量で投与するステップを含む方法。
【請求項５７】
　白内障、網膜変性症、加齢性黄斑変性症、シュタルガルト病、ベスト病、進行性錐体ジ
ストロフィー、色素性網膜炎、コロイデレミア、アッシャー症候群および糖尿病性網膜症
から選択される眼の障害を発症するリスクを低下させる方法であって、ヒトを含む生きた
動物体に、請求項１記載の植物から得られるゼアキサンチンを投与するステップを含む方
法。
【請求項５８】
　癌関連疾患、心血管疾患、炎症性障害、神経系疾患から選択されるフリーラジカル介在
性疾患を発症するリスクを低下させる方法であって、ヒトを含む生きた動物体に、請求項
１記載の植物から得られるゼアキサンチンを投与するステップを含む方法。
【請求項５９】
　癌関連疾患が乳癌、胃癌および黒色腫から選択される、請求項５８記載の方法。
【請求項６０】
　炎症性障害が多発性関節炎および慢性関節リウマチから選択される、請求項５８記載の
方法。
【請求項６１】
　動物用およびヒト用食品を着色、着香、および／または保存加工するための方法であっ
て、前記動物用およびヒト用食品に、請求項１記載の植物またはその再生可能部分から得
られる抽出物組成物を組み入れるステップを含む方法。
【請求項６２】
　動物用およびヒト用食品を着色、着香、および／または保存加工するための方法であっ
て、前記動物用およびヒト用食品に、請求項１記載の植物またはその再生可能部分から得
られるゼアキサンチンを組み入れるステップを含む方法。
【請求項６３】
　高純度の非エステル化ゼアキサンチンを取得する方法であって、
（ａ）請求項１記載の植物またはその再生可能部分から得た粉砕成熟実莢を、その実莢か
らゼアキサンチンを抽出するのに十分な時間、溶剤と接触させること、
（ｂ）溶剤およびそこに溶解している抽出物を、残りの植物材料から分離すること、
（ｃ）抽出物を脱溶剤化してゼアキサンチンオレオレジンを得ること、
（ｄ）ｐＨを下げるために、ゼアキサンチン抽出物をブチル化ヒドロキシトルエン、炭酸
ナトリウムおよび水酸化カリウムと共に暗所で還流すること、および
（ｅ）溶液を中和して純粋な非エステル化ゼアキサンチンの溶液を生じさせること
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を含む方法。
【請求項６４】
　請求項１記載の植物に由来する汁製品。
【請求項６５】
　請求項１記載の植物に由来する食品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】図面の簡単な説明
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図面の簡単な説明】
　　　【０２３０】
　　【図１】本トウガラシ属品種から得た鹸化オレオレジンのＨＰＬＣクロマトグラム（
マックスプロット４００ｎｍ～６００ｎｍ）（実施例８に記載したもの）。ピーク同定は
次のとおりである：１＝カプソルビン、２＝ビオロキサンチン、３＝カプサンチン、４＝
ｔｒａｎｓ－ゼアキサンチン、５＝ルテイン、６＝アンテラキサンチン、７＝９－ｃｉｓ
－ゼアキサンチン、８＝クリプトカプシン、９＝α－クリプトキサンチン、１０＝β－ク
リプトキサンチン、１１＝ζ－カロテン、１２＝α－カロテン、１３＝ｔｒａｎｓ－β－
カロテンおよび１４＝ｃｉｓ－β－カロテン。全てのゼアキサンチン異性体について面積
カウントを合計し、その数値を、全てのカロテノイドピークの総面積カウントで割ること
によって、総カロテノイド類に対するゼアキサンチンの比率を計算した。
　　【図２】本発明のトウガラシ属植物から得た鹸化粉砕乾燥成熟実莢肉のＨＰＬＣクロ
マトグラム（マックスプロット４００ｎｍ～６００ｎｍ）（実施例８に記載したもの）。
ピーク同定は次のとおりである：１＝カプソルビン、３＝カプサンチン、４＝ｔｒａｎｓ
－ゼアキサンチン、５＝ルテイン、６＝アンテラキサンチン、７＝９－ｃｉｓ－ゼアキサ
ンチン、９＝α－クリプトキサンチン、１０＝β－クリプトキサンチンおよび１３＝ｔｒ
ａｎｓ－β－カロテンおよび１４＝ｃｉｓ－β－カロテン。全てのゼアキサンチン異性体
について面積カウントを合計し、その数値を、全てのカロテノイドピークの総面積カウン
トで割ることによって、総カロテノイド類に対するゼアキサンチンの比率を計算した。
　　【図３】実施例１２のようにα－ターチエニルのレベルを決定するためのクロマトグ
ラフィプロファイル。マリーゴールドオレオレジンの市販試料中のα－ターチエニルのレ
ベルを、本発明のトウガラシ属オレオレジン中のα－ターチエニルレベルと比較する。
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