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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））植物の新鮮なバ
イオマスの細胞汁液に由来する細胞質画分沈殿を含む、抗炎症活性を有する生物活性成分
であって、
前記細胞質画分沈殿が、
ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））植物の新鮮なバイ
オマスを供給する工程；
α－不飽和γ－ラクトン類を少なくとも実質的に含有しない細胞汁液上澄み、及びα－不
飽和γ－ラクトン類を含有する膜画分を生じるのに有効な条件下に、前記の新鮮なバイオ
マスを加工処理する工程であって、
前記の新鮮なバイオマスを加工処理する工程が、
（ｉ）前記の新鮮なバイオマスを、細胞汁液成分及び高繊維質物質に分離する工程、及び
（ｉｉ）前記細胞汁液成分をｐＨ調整とマイクロ波処理とを組み合わせた工程にかけて、
α－不飽和γ－ラクトン類を少なくとも実質的に含有しない細胞汁液上澄みを生じさせる
工程であって、前記ｐＨ調整がｐＨを３～４の範囲に減少させることを含む前記工程
を含む、前記工程；
第１の細胞汁液漿液上澄み及び細胞質画分沈殿を生じるのに有効な条件下に、前記細胞汁
液上澄みを処理する工程；及び
前記細胞質画分沈殿を単離する工程；
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を含む方法によって製造され、そして
前記細胞質画分沈殿が、約０．０１重量パーセント以下のα－不飽和γ－ラクトン類を含
有するとういう点で、前記細胞質画分沈殿が、α－不飽和γ－ラクトン類を実質的に含有
しない生物活性画分であり、前記α－不飽和γ－ラクトン類がパルテノライドであり、そ
して前記細胞質画分沈殿が、有機溶媒を必要とせずに製造される、前記生物活性成分。
【請求項２】
　ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））植物の新鮮なバ
イオマスの細胞汁液に由来する安定化された細胞汁液漿液画分を含む、抗炎症活性を有す
る生物活性成分であって、
前記安定化された細胞汁液漿液画分が、
ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））植物の新鮮なバイ
オマスを供給する工程；
α－不飽和γ－ラクトン類を少なくとも実質的に含有しない細胞汁液上澄み、及びα－不
飽和γ－ラクトン類を含有する膜画分を生じるのに有効な条件下に、前記の新鮮なバイオ
マスを加工処理する工程であって、
前記の新鮮なバイオマスを加工処理する工程が、
（ｉ）前記の新鮮なバイオマスを、細胞汁液成分及び高繊維質物質に分離する工程、
（ｉｉ）前記細胞汁液成分を清澄化して、清澄化された細胞汁液成分を得る工程、及び
（ｉｉｉ）前記の清澄化された細胞汁液成分をｐＨ調整とマイクロ波処理とを組み合わせ
た工程にかけて、α－不飽和γ－ラクトン類を少なくとも実質的に含有しない細胞汁液上
澄みを生じさせる工程であって、前記ｐＨ調整がｐＨを３～４の範囲に減少させることを
含む前記工程
を含む、前記工程；
第１の細胞汁液漿液上澄み及び細胞質画分沈殿を生じるのに有効な条件下に、前記細胞汁
液上澄みを処理する工程；
第２の細胞汁液漿液上澄みを生じるのに有効な条件下に、前記の第１の細胞汁液漿液上澄
みを清澄化する工程；及び
安定化された細胞汁液漿液画分を生じるのに有効な条件下に、安定剤を前記の第２の細胞
汁液漿液上澄みと混合する工程；
を含む方法によって製造され、そして
前記安定化された細胞汁液漿液画分が、約０．０１重量パーセント以下のα－不飽和γ－
ラクトン類を含有するとういう点で、前記安定化された細胞汁液漿液画分が、α－不飽和
γ－ラクトン類を実質的に含有しない生物活性画分であり、前記α－不飽和γ－ラクトン
類がパルテノライドであり、そして前記安定化された細胞汁液漿液画分が、有機溶媒を必
要とせずに製造される、前記生物活性成分。
【請求項３】
　前記安定化された細胞汁液漿液画分が約０．０１パーセント（体積／体積）と約２．０
パーセント（体積／体積）の間のＩＣ５０値の範囲の抗炎症活性を有し、前記ＩＣ５０値
がエラスターゼ酵素反応速度を５０パーセント減少させるのに必要な生物活性成分の濃度
を表す、請求項２に記載の生物活性成分。
【請求項４】
　前記安定化された細胞汁液漿液画分が約０．００７パーセント（体積／体積）と約１．
０パーセント（体積／体積）の間のＩＣ５０値の範囲の抗酸化活性を有し、前記ＩＣ５０

値がシトクロムｃ還元速度を５０パーセント減少させるのに必要な生物活性成分の濃度を
表す、請求項２に記載の生物活性成分。
【請求項５】
　ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））植物の新鮮なバ
イオマスの細胞汁液に由来する安定化された濃縮細胞汁液漿液画分を含む、抗炎症活性を
有する生物活性成分であって、
前記安定化された濃縮細胞汁液漿液画分が、
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ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））植物の新鮮なバイ
オマスを供給する工程；
α－不飽和γ－ラクトン類を少なくとも実質的に含有しない細胞汁液上澄み、及びα－不
飽和γ－ラクトン類を含有する膜画分を生じるのに有効な条件下に、前記の新鮮なバイオ
マスを加工処理する工程であって、
前記の新鮮なバイオマスを加工処理する工程が、
（ｉ）前記の新鮮なバイオマスを、細胞汁液成分及び高繊維質物質に分離する工程、
（ｉｉ）前記細胞汁液成分を清澄化して、清澄化された細胞汁液成分を得る工程、及び
（ｉｉｉ）前記の清澄化された細胞汁液成分をｐＨ調整とマイクロ波処理とを組み合わせ
た工程にかけて、α－不飽和γ－ラクトン類を少なくとも実質的に含有しない細胞汁液上
澄みを生じさせる工程であって、前記ｐＨ調整がｐＨを３～４の範囲に減少させることを
含む前記工程
を含む、前記工程；
第１の細胞汁液漿液上澄み及び前記細胞質画分沈殿を生じるのに有効な条件下に、前記細
胞汁液上澄みを処理する工程；
第２の細胞汁液漿液上澄みを生じるのに有効な条件下に、前記の第１の細胞汁液漿液上澄
みを清澄化する工程；
安定化された細胞汁液漿液画分を生じるのに有効な条件下に、安定剤を前記の第２の細胞
汁液漿液上澄みと混合する工程；
濃縮細胞汁液漿液上澄みを生じるのに有効な条件下に、前記の安定化された細胞汁液漿液
画分を濃縮する工程；及び
安定化された濃縮細胞汁液漿液画分を生じるのに有効な条件下に、安定剤を前記濃縮細胞
汁液漿液上澄みと混合する工程；
を含む方法によって製造され、そして
前記安定化された濃縮細胞汁液漿液画分が、０．００００７重量パーセント未満のα－不
飽和γ－ラクトン類を含有するとういう点で、前記安定化された濃縮細胞汁液漿液画分が
α－不飽和γ－ラクトン類を含有しない生物活性画分であり、前記α－不飽和γ－ラクト
ン類がパルテノライドであり、そして前記安定化された濃縮細胞汁液漿液画分が、有機溶
媒を必要とせずに製造される、前記生物活性成分。
【請求項６】
　前記安定化された濃縮細胞汁液漿液画分が約０．０１パーセント（体積／体積）と約２
．０パーセント（体積／体積）の間のＩＣ５０値の範囲の抗炎症活性を有し、前記ＩＣ５

０値がエラスターゼ酵素反応速度を５０パーセント減少させるのに必要な生物活性成分の
濃度を表す、請求項５に記載の生物活性成分。
【請求項７】
　前記安定化された濃縮細胞汁液漿液画分が約０．００７パーセント（体積／体積）と約
１．０パーセント（体積／体積）の間のＩＣ５０値の範囲の抗酸化活性を有し、前記ＩＣ

５０値がシトクロムｃ還元速度を５０パーセント減少させるのに必要な生物活性成分の濃
度を表す、請求項５に記載の生物活性成分。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本出願は、２００６年２月２１日出願の米国特許仮出願番号６０／７７５，２５７号の
利益を主張する。前記仮出願は、参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる
。
【０００２】
　本発明は、ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））植物
の新鮮なバイオマスの細胞汁液（cell juice）に由来する単離された生物活性画分を含む
生物活性成分に関する。前記生物活性画分は、α－不飽和γ－ラクトン類（例えば、パル
テノライド（parthenolide））を含有しないか又は実質的に含有しないかいずれかであり
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、抗炎症及び抗酸化活性を有する。本発明はまた、生物活性成分を製造する方法にも関す
る。本発明は更に、１以上の本発明の単離された生物活性画分の混合物を含む生物活性組
成物に関する。
【発明の背景】
【０００３】
　タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium）Ｌ．Ｓｃｈｕｌｚ－Ｂｉｐ．（別
名：クリサンセマム・パルテニウム（Chrysanthemum parthenium）、ライカンセマム・パ
ルテニウム（Leicanthemum parthenium）、マトリカリア・パルテニウム（Matricaria pa
rthenium）、ピレスラム・パルテニウム（Pyrethrum parthenium））は、キク科（Compos
itae）（キク科（Asteraceae）、マトリカリア（Matricaria）又はデージー）の科に属す
る植物である。タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium）は、次の一般名の下
に知られている：アルタミサ（altamisa）、アマルゴサ、バチェラーズ・ボタン（bachel
or’s buttons）、フェザーフュー、フェザーホイル（featherfoil）、解熱性植物（febr
ifuge plant）、ナツシロギク（feverfew）、フラートワート、グランカモミーユ（grand
e camomille）、マンサニリャ（manzanilla）、マトリカリア、真夏のデージー（midsumm
er daisy）、モエダークルイド（moederkruid）、サンタ・マリア（Santa Maria）、及び
ヴァラディカ（varadika）。これらの一般名のうち、「ナツシロギク」という名が最も高
い頻度で使用される。
【０００４】
　ナツシロギクは、丈の低い多年生植物であり、高さ１５～８０ｃｍに成長する。茎は、
真っすぐに立ち、皺が寄り、毛で覆われている。葉は、二つに烈開し羽毛で覆われた緑色
の葉であり、鋸状の縁を有する。花は、白色放射花弁及び平たい黄色芯を有する。傷んだ
ときの植物の香りは、強く、芳香があり、苦い。ナツシロギクは、少なくとも２０００年
間は生え続けており、バルカン半島及びコーカサス山脈原産の植物である。現在では、ナ
ツシロギクは、ヨーロッパ、北米、南米、北アフリカ、中国、日本、及びオーストラリア
に生育している。ナツシロギク栽培の最適条件は次の通りである：ｐＨ＝６．０...６．
７（最適ｐＨ＝６．３）を有する排水の良い土壌；十分な日光と部分的遮光；米国農務省
（ＵＳＤＡ）の温度ゾーンにおける耐寒性限界９から５まで（防寒措置なし）に適合。ナ
ツシロギクのための最善の気候は、ゾーン５と７である。防寒措置をした状態では、ナツ
シロギクは、ゾーン３と４で栽培することができるが、もっとも、大陸性気候（例えば、
合衆国のカンザス州；カナダのサスカチェワン州）においては、ナツシロギクは時には、
一年生植物とみなされる。
【０００５】
　古代ギリシャ人及び初期ヨーロッパ人は、発熱、炎症、及び腫れ物を治療するため、並
びに虫除けのため、並びに咬み傷及び刺し傷を治療するために、ナツシロギクを使用した
。過去２０年以内に、ナツシロギクは、片頭痛、関節炎、及び炎症性疾患の治療に対して
少なからぬ興味を引くようになった。利用される植物の部分は、乾燥した又は新鮮な葉及
び開花地上部である。ナツシロギクは、天然のままの草、乾燥した粉末、新鮮な葉、凍結
乾燥した葉のカプセル剤、乾燥した葉のカプセル剤、ソフトカプセル剤、チンキ剤、煎じ
薬（例えば、茶）、抽出物、及び機能性飲料成分の形態で使用される。明らかに、ナツシ
ロギク植物全体が、非ステロイド性抗炎症薬と類似した形で作用する。しかしながら、ナ
ツシロギク抽出物は、むしろコルチゾンと類似した作用をする（例えば、Ｆｅｖｅｒｆｅ
ｗ．Ｂｏｔａｎｉｃａｌ　Ｍｏｎｏｇｒａｐｈ，Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏ
ｆ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　４（６）：２８－２９（１９９７）を参照）。
【０００６】
　このような食い違い及び広域スペクトルの活性が、この植物の活性成分及びその誘導体
の研究への注意を引いている。ナツシロギクの主要な既知活性化学物質は、セスキテルペ
ンラクトン類（全含有量≦１．８％）及び精油（全含有量≦０．０７％）である。ナツシ
ロギクの活性化合物のリストは次のものを含む：（ｉ）セスキテルペンラクトン類（アル
テカニン（artecanin）、カニン（canin）、１０－エピ－カニン（10-epi-canin）、クリ
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サンセモライド（chrysanthemolide）、クリサンセモニン（chrysanthemonin）、エポキ
シアルテモリン（epoxyartemorin）１β－ヒドロキシアルブスクリン、３β－ヒドロキシ
パルテノライド，８β－ヒドロキシレイノシン、マグノリオライド（magnoliolide）、パ
ルテノライド、レイノシン、サンタマリン、セコ－タナパルテノライドＡ（seco-tanapar
thenolide A）、タナパルシン（tanaparthin）、タナパルシン－１α，４α－エポキシド
、タナパルシン－１β，４β－エポキシドを含む）；（ｉｉ）セスキテルペン類（ショウ
ノウ、β－ファルネセン、及びゲルマクレンを含む）；（ｉｉｉ）モノテルペン類；（ｉ
ｖ）フラボノール類（タネチン（tanetin）、ケンペロール類、クエルセタゲニン類、ア
ピゲニン、ルテオリン、及びクリソエリトール（chrysoeritol）を含む）；並びに（ｖ）
スピロケタールエノールエーテルポリイン類。
【０００７】
　これらの化合物のうち最も豊富なグループは、α－不飽和γ－ラクトン類のグループで
ある；特にパルテノライドであり、これがα－不飽和γ－ラクトン類のうちの～８５％に
相当する。パルテノライドは、明らかにナツシロギクの葉の表面上の油細胞に位置してい
るが、最もよく知られ、最もよく研究されている（例えば、Ｓｍｉｔｈ　ｅｔ　ａｌ．，
Ｊ．Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒ．，６２７：２５５（１９９２）、及びＳｍｉｔｈ，Ｒ．Ｍ．
，ＬＣ　ＧＣ　Ｉｎｔ．，（Ｊａｎ．８－１５，１９９６）を参照）。パルテノライドを
含むα-不飽和γ－ラクトン類は、ナツシロギクの生物活性を担う基本的な成分であると
考えられているが、しばしばナツシロギク誘導体によって引き起こされるアレルギー反応
を担う基本的な成分でもある。
【０００８】
　例えば、成功した臨床試験で使用されたナツシロギク製剤は、０．４％～０．６６％の
パルテノライド含有量を有していたが、これは、潰瘍形成を起こしたり、滲出性皮膚炎を
起こしたり、外部接触から生じる病的効果を起こしたりすることができる濃度を超えてい
る（例えば、Ａｗａｎｇ，Ｄ．Ｖ．Ｃ．，“Ｆｅｖｅｒｆｅｗ，”Ｃａｎ．Ｐｈａｒｍ．
Ｊ．，１２２：２６６－２７０（１９８９）を参照）。同時に、ナツシロギクの使用者の
うちの約１０～１８％は、いくつかの通常軽度の可逆的な副作用を報告している（例えば
、Ｅｒｎｓｔ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｔｈｅ　ｅｆｆｉｃａｃｙ　ａｎｄ　ｓａｆｅｔｙ　ｏ
ｆ　ｆｅｖｅｒｆｅｗ（Ｔａｎａｃｅｔｕｍ　ｐａｒｔｈｅｎｉｕｍ　Ｌ．）：ａｎ　ｕ
ｐｄａｔｅ　ｏｆ　ａ　ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ　ｒｅｖｉｅｗ，”Ｐｕｂｌｉｃ　Ｈｅａ
ｌｔｈ　Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ，３（４ａ）：５０９－５１４（２０００）；Ｐｏｒｔｅｒ
　ｅｔ　ａｌ．，“Ｆｅｖｅｒｆｅｗ　ｉｎ　Ｓａｓｋａｔｃｈｅｗａｎ，”（ｗｗｗ．
ａｇｒ．ｇｏｖ．ｓｋ．ｃａ／ＤＯＣＳ／ｃｒｏｐｓ／ｓｐｅｃｉａｌ＿ｃｒｏｐｓ／ｆ
ｅｖｅｒｆｅｗ．ａｓｐ？ｆｉｒｓｔＰｉｃｋ＝＆ｓｅｃｏｎｄｐｃｋ＝＆ｔｈｉｒｄｐ
ｉｃｋ＝Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ％２０Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）（２００４）を参照）。
そして、パルテノライドがこれらの副作用の原因である可能性がある。α－不飽和γ－ラ
クトン類（パルテノライドを含む）が多数のアレルギー反応の引き金を引く能力には、十
分な証拠書類がある（例えば、Ａｒｃｈ．Ｄｅｒｍａｔｏｌ．Ｆｏｒｓｃｈ，２５１（３
）：２３５－２４４（１９７５）；Ａｒｃｈ．Ｄｅｒｍａｔｏｌ．Ｆｏｒｓｃｈ，２５５
（２）：１１１－１２１（１９７６）；Ｃｏｎｔａｃｔ　Ｄｅｒｍａｔｉｔｉｓ，３８（
４）：２０７－２０８（１９８８）；Ａｍ．Ｊ．Ｃｏｎｔａｃｔ　Ｄｅｒｍａｔｏｌ．，
１：４９－５０（１９９８－１９９９）；Ｂｒ．Ｊ．Ｄｅｒｍａｔｏｌ，１３２（４）５
４３－５４７（１９９５）を参照）。
【０００９】
　近年に至り、α－不飽和γ－ラクトン類を実質的に含有しないと主張し、より具体的に
はパルテノライドを実質的に含有しないと主張するナツシロギク抽出物の製剤に向けて努
力が進められてきた（例えば、米国特許第６，２２４，８７５号明細書及び米国特許第６
，４７９，０８０号明細書を参照）。「α－不飽和γ－ラクトン類を実質的に含有しない
」及び「パルテノライドを実質的に含有しない」とは、α－不飽和γ－ラクトン又はパル
テノライドの重量含有量を、それぞれ、約０．１％未満、より好ましくは０．１％未満、
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より好ましくは約０．０９％未満、及び最も好ましくは０．０７％未満有する抽出物を意
味することに留意されたい。前記含有量は、０．４～１．８％のパルテノライドを有する
平均的なナツシロギクファイトマス中の含有量（例えば、Ｍａｒｉｎｏ　Ｌ．，“Ｔｈｅ
　ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　ｃｌｏｎａｌ　ｍｉｃｒｏｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｏｎ　ｐａ
ｒｔｈｅｎｏｌｉｄｅ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ｉｎ　ｔｗｏ　ｇｅｎｏｔｙｐｅｓ　ｏｆ　ｆ
ｅｖｅｒｆｅｗ，Ｔａｎａｃｅｔｕｍ　ｐａｒｔｈｅｎｉｕｍ，”ＡｇｒｏＦａｒｍ　Ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｆｅｖｅｒｆｅｗ　Ｒｅｐｏｒｔ，Ｌｏｎｄｏｎ，Ｏｎｔａｒ
ｉｏ（２００４）を参照）よりも低いので、α－不飽和γ－ラクトン類、及び特にパルテ
ノライドの含有量の低下した抽出物を製造するためには、溶媒の完全蒸発及びイオン交換
樹脂の使用を含む、いくつもの有機溶媒及び精製を用いる多数の複雑な抽出工程が必要と
される。
【００１０】
　前記有機溶媒抽出物は、乾燥したナツシロギクファイトマスから次の諸工程を含む方法
を用いて得られる：（ａ）アセトン、アルコール類又はこれらの溶媒と水との混合物を用
いて植物の地上部から多量の植物性物質を抽出する工程；（ｂ）工程（ａ）からの物質を
炭化水素溶媒で抽出する工程；（ｃ）残った非炭化水素の相を非極性溶媒で抽出する工程
；（ｄ）非極性溶媒抽出物を蒸発させ、残渣を水－アルコール性溶液中に再溶解し、次い
で再溶解した残渣を強塩基性樹脂で処理する工程；（ｅ）樹脂をアルコールで溶離して、
溶離した溶液を除去する工程；（ｆ）樹脂を酸のアルコール性又は水－アルコール性溶液
で処理し、溶液を濃縮して、得られた残渣を非極性溶媒で抽出する工程；（ｇ）工程（ｆ
）から非極性溶媒を蒸発させて、残渣を得、これを工程（ｂ）からの炭化水素抽出物の蒸
発からの残渣及び工程（ｃ）の非極性溶媒での抽出後に得られたアセトン性又はアルコー
ル性の相に添加する工程；及び（ｈ）溶媒を蒸発させて、残った残渣を乾燥する工程。
【００１１】
　様々な抽出工程のために好ましい溶媒は、次のものを含むがこれに限定されるものでは
ない：工程（ａ）のために：アセトン、メタノール、エタノール又はそれらの水との混合
物；工程（ｂ）のために：ヘキサン、ｎ－ペンタン、石油エーテル、リグロイン；工程（
ｃ）のために：塩化メチレン、クロロホルム、酢酸エチル、好ましくは塩化メチレン；及
び工程（ｆ）のために：酢酸エチル。
【００１２】
　米国特許第６，２２４，８７５号及び第６，４７９，０８０号明細書によれば、この「
パルテノライドを実質的に含有しない」抽出物は、アレルギー反応を誘導する危険性の減
少とともに好都合な薬理学的特性を有する。しかしながら、前記抽出物は、４つの異なる
グループに属する、及びスキンケア製剤の多くの従来の成分とは限定された適合性を有す
る可能性のある、諸有機溶媒を使用する逐次的処理で単離される。従って、スキンケア製
品用の成分として前記抽出物を適用することは、ある種の限界を有する（例えば、容易に
水に溶解しない）。
【００１３】
　記載されているナツシロギク抽出物は、「パルテノライドを実質的に含有しない」けれ
ども、許容された残留パルテノライド含有量のため、真にパルテノライドを含有しない物
質ではない。パルテノライド自体のよく知られている高い特異的活性は、薬理学的特性及
び抽出物の残留アレルゲン性の両方に寄与することができ、特に高濃度で使用されるとき
にはそうである。前記抽出物の薬理学的特性が特定の条件で特定の溶媒に可溶化されるそ
れらのナツシロギク成分のみの活性によって限定されることは重要である。従って、その
ような抽出物は、生きているナツシロギク植物に存在する活性成分の一部のみを表してい
る。例えば、凍結乾燥したナツシロギクの葉及び乾燥した葉は、プラセボに比較したとき
、著しい有益な効果を示したが、しかしナツシロギクのエタノール抽出物は効果がなかっ
た（例えば、Ｅｒｎｓｔ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｔｈｅ　ｅｆｆｉｃａｃｙ　ａｎｄ　ｓａｆ
ｅｔｙ　ｏｆ　ｆｅｖｅｒｆｅｗ（Ｔａｎａｃｅｔｕｍ　ｐａｒｔｈｅｎｉｕｍ　Ｌ．）
：Ａｎ　ｕｐｄａｔｅ　ｏｆ　ａ　ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ　ｒｅｖｉｅｗ，”Ｐｕｂｌｉ
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ｃ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ，３（４ａ）：５０９－５１４（２０００）を参
照）。
【００１４】
　ナツシロギク生成物の異なった形態に見出された特異的活性の比較については、全乾燥
葉の製剤がその抽出物よりも効果的であることがわかったこと、及び加えて、乾燥したナ
ツシロギクの抽出物と新鮮なナツシロギクの抽出物が薬理学的効能とプロファイルにおい
て顕著な相違を有すること、に留意されたい（例えば、Ｂａｒｓｂｙ　ｅｔ　ａｌ．，“
Ｆｅｖｅｒｆｅｗ　ａｎｄ　ｖａｓｃｕｌａｒ　ｓｍｏｏｔｈ　ｍｕｓｃｌｅ：Ｅｘｔｒ
ａｃｔｓ　ｆｒｏｍ　ｆｒｅｓｈ　ａｎｄ　ｄｒｉｅｄ　ｐｌａｎｔｓ　ｓｈｏｗ　ｏｐ
ｐｏｓｉｎｇ　ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｉｃａｌ　ｐｒｏｆｉｌｅｓ，ｄｅｐｅｎｄｅｎ
ｔ　ｕｐｏｎ　ｓｅｓｑｕｉｔｅｒｐｅｎｅ　ｌａｃｔｏｎｅ　ｃｏｎｔｅｎｔ，”Ｐｌ
ａｎｔａ　Ｍｅｄｉｃａ，５９：２０－２５（１９９３）を参照）。例えば、乾燥したナ
ツシロギクの葉の抽出物に比較して、及びそれとは対照的に、新鮮な葉の抽出物は、（ａ
）濃度に相関した様態での不活性化電位依存性カリウム電流の低下；（ｂ）白血球のトロ
ンボキサン及びロイコトリエンＢ４産生の用量依存性阻害；及び（ｃ）トリプタミン、ト
ロンボキサンに対する筋反応阻害及びアセチルコリン誘導の弛緩の低下、を有する。
【００１５】
　興味深いことには、ナツシロギク生成物の効果を最大化する強い願望が近年、植物の加
工処理による影響を最低限にする、植物成分の全てを含有する生成物の製造の増加をもた
らした。これらの生成物のうちには、凍結乾燥したナツシロギクの葉の製剤があるが、も
っともそのような物質は限定された用途に適しており、スキンケアはそれらの用途にはな
い。
【００１６】
　加えて、ナツシロギク抽出物の活性及びこれらの抽出物中のパルテノライドレベルは、
溶媒（単数又は複数）の選択及び探索された抽出方法に依存している（例えば、Ｋａｐｌ
ａｎ，Ｍ．，“Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　Ｓｕｐｅｒｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｆｌｕｉｄ
　ａｎｄ　Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｆｅｖｅｒｆｅｗ（Ｔａｎａ
ｃｅｔｕｍ　ｐａｒｔｈｅｎｉｕｍ），”Ｔｕｒｋ　Ｊ．Ｃｈｅｍ，２６：４７３－４８
０（２００２）を参照）。従って、溶媒抽出により抽出された物質と超臨界流体抽出によ
り抽出された物質とは異なる。例えば、超臨界流体ＣＯ２抽出物は、クロロホルム抽出物
よりも大きいパルテノライド含有量を有し、そのあとのアセトン抽出物においてはより多
い。
【００１７】
　ナツシロギクの組成物は、植物材料の供給源並びに栽培及び収穫の条件に応じて、著し
く変化する。パルテノライド量において膨大な変化が見出されている。例えば、アメリカ
産の植物は、イギリス及びフランス産のナツシロギク中に見出されたパルテノライド濃度
の５０％以下を含有する。パルテノライド含有量は、灌漑されたナツシロギクに比較して
、乾燥地についてはより高かった。ナツシロギクを単回の水ストレスイベントにさらすこ
とによりパルテノライド含有量を増加し得ることが見出された（Ｆｏｎｓｅｃａ　ｅｔ　
ａｌ．，“Ｐａｒｔｈｅｎｏｌｉｄｅ　ａｎｄ　ａｂｓｃｉｓｉｃ　ａｃｉｄ　ｓｙｎｔ
ｈｅｓｉｓ　ｉｎ　ｆｅｖｅｒｆｅｗ　ａｒｅ　ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｂｕｔ　ｅｎｖ
ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　ｆａｃｔｏｒｓ　ａｆｆｅｃｔ　ｔｈｅｍ　ｄｉｓｓｉｍｉｌａ
ｒｌｙ，”Ｊ．Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ，１６２，：４８５-４９４（２００
５））。花は最高レベルのパルテノライドを含有したが、一方茎は最少のパルテノライド
を含有した。収穫が遅れるにつれて、花のパルテノライド含有量は増加し、茎と葉の含有
量は減少した。午後に収穫したナツシロギクは、午前中に収穫した植物よりも著しく多量
のパルテノライドを含有した、そしてナツシロギクを紫外（ＵＶ）光に暴露することによ
りパルテノライド含有量が著しく減少する結果となった。ナツシロギク誘導体中のパルテ
ノライド量の幅広いバリエーションは２つの主要因子、即ち栽培条件と加工処理方法、の
相互作用の本質的な結果であり得ることに留意されたい。残念ながら、米国特許第６，２
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２４，８７５号及び第６，４７９，０８０号明細書は、「パルテノライドを実質的に含有
しない」ナツシロギク抽出物の再現性（reproducibility）に関して何らの情報も提供し
ない。しかしながら、前記の様に、原材料の大きいバラツキが、抽出物の特性に著しい影
響力を有する可能性がある。
【００１８】
　従って、従来のナツシロギク生成物と抽出物について、再現性が乏しく、そして全く最
適とはいえない品質をもたらす、多くの遺伝的、地理的、気候的、及び技術的な因子が存
在している（例えば、Ｈｅｐｉｎｓｔａｌｌ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｐａｒｔｈｅｎｏｌｉｄ
ｅ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ａｎｄ　ｂｉｏａｃｔｉｖｉｔｙ　ｏｆ　ｆｅｖｅｒｆｅｗ（Ｔａ
ｎａｃｅｔｕｍ　ｐａｒｔｈｅｎｉｕｍ（Ｌ．）Ｓｃｈｕｌｔｚ－Ｂｉｐ．）．Ｅｓｔｉ
ｍａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　ａｎｄ　ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅｄ　ｆ
ｅｖｅｒｆｅｗ　ｐｒｏｄｕｃｔｓ，”Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．，４４：
３９１－３９５（１９９２）；Ｄｒａｖｅｓ，Ａ．Ｈ．ａｎｄ　Ｓ．Ｅ．Ｗａｌｋｅｒ，
“Ｐａｒｔｈｅｎｏｌｉｄｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　ｏｆ　Ｃａｎａｄｉａｎ　Ｃｏｍｍｅｒ
ｉｃａｌ　Ｆｅｖｅｒｆｅｗ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ：Ｌａｂｅｌ　Ｃｌａｉｍｓ　
ａｒｅ　Ｍｉｓｌｅａｄｉｎｇ　ｉｎ　Ｍｏｓｔ　Ｃａｓｅｓ，”Ｃａｎａｄｉａｎ　Ｐ
ｈａｒｍ　Ｊ．，１３６（１０）：２３－３０（Ｄｅｃ．２００３／Ｊａｎ．２００４）
を参照）、そしてこれらの因子が、薬草医学及びスキンケアにおけるナツシロギク誘導体
の幅広い利用に対して重大な問題を生み出している。
【００１９】
　従って、広域スペクトルの望ましい生物活性を有する、高い再現性がありパルテノライ
ドを含有しないナツシロギク誘導体の製造方法に対する必要性が存在している。前記広域
スペクトルの望ましい活性とは、特定の溶媒に親和性を有するような活性だけによっては
限定されない、即ち、そうではなく、従来の化学抽出の制限を受けない、そういう活性で
ある。
【発明の要約】
【００２０】
　本発明は、ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））植物
の新鮮なバイオマスの細胞汁液に由来する単離された生物活性画分を含む生物活性成分に
関する。前記生物活性画分は、α－不飽和γ－ラクトン類（例えば、パルテノライド）を
含有しないか又は実質的に含有しないかいずれかである。更に、前記生物活性画分は、抗
炎症及び抗酸化活性を有する。
【００２１】
　本発明はまた、ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））
植物の新鮮なバイオマスの細胞汁液に由来し、そしてα－不飽和γ－ラクトン類（例えば
、パルテノライド）を含有しないか又は実質的に含有しないかいずれかである生物活性画
分を単離する方法にも関する。この方法は、ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（
Tanacetum parthenium））植物の新鮮なバイオマスを供給する工程を含む。新鮮なバイオ
マスは、細胞汁液上澄み及び膜画分を生じるのに有効な条件下に、加工処理される。細胞
汁液上澄みは、第１の細胞汁液漿液（serum）上澄み及び細胞質画分沈殿を生じるのに有
効な条件下に、処理される。次いで細胞質画分沈殿は、α－不飽和γ－ラクトン類を少な
くとも実質的に含有しない生物活性画分として単離される。本発明はまた、この方法によ
り製造した細胞質画分沈殿を含み、抗炎症及び抗酸化活性を有する生物活性成分にも関す
る。
【００２２】
　本発明はまた、ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））
植物の新鮮なバイオマスの細胞汁液に由来し、α－不飽和γ－ラクトン類（例えば、パル
テノライド）を含有しない生物活性画分である安定化された細胞汁液漿液画分を製造する
方法にも関する。この方法は、第１の細胞汁液漿液上澄みを第２の細胞汁液漿液上澄みを
生じるのに有効な条件下に、清澄化する工程（clarifying）を含む。安定剤が、安定化さ
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れた細胞汁液漿液画分を生じるのに有効な条件下に、第２の細胞汁液漿液上澄みと混合さ
れる。安定化された細胞汁液漿液画分は、α－不飽和γ－ラクトン類を含有しない生物活
性画分である。本発明はまた、この方法により製造された安定化された細胞汁液漿液画分
を含み、抗炎症及び抗酸化活性を有する生物活性成分にも関する。
【００２３】
　本発明はまた、ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））
植物の新鮮なバイオマスの細胞汁液に由来し、α－不飽和γ－ラクトン類（例えば、パル
テノライド）を含有しない生物活性画分である安定化された濃縮細胞汁液漿液画分を製造
する方法にも関する。この方法は、濃縮細胞汁液漿液上澄みを生じるのに有効な条件下に
、安定化された細胞汁液漿液画分を濃縮する工程を含む。安定剤が、安定化された濃縮細
胞汁液漿液画分を生じるのに有効な条件下に、濃縮細胞汁液漿液上澄みと混合される。安
定化された濃縮細胞汁液漿液画分は、α－不飽和γ－ラクトン類を含有しない生物活性画
分である。本発明はまた、この方法により製造された安定化された濃縮細胞汁液漿液画分
を含み、抗炎症及び抗酸化活性を有する生物活性成分にも関する。
【００２４】
　本発明は更に、１以上の本発明の単離された生物活性画分の混合物を含む生物活性組成
物に関する。
【００２５】
　本発明は、本発明が、広域スペクトルの望ましい生物活性（例えば、抗炎症及び抗酸化
活性）を有する、高い再現性があり、パルテノライドを含有しないか又は実質的にパルテ
ノライドを含有しないナツシロギク誘導体を製造する手段を提供するという点で有用であ
る。先行技術を超える本発明の或る利点は、本発明の方法が、本発明の生物活性画分を単
離するのに過酷な有機溶媒の使用を必要としないことである。本発明の生物活性成分は、
哺乳動物（ヒトを含む）に対する様々な局所及び経口適用における活性成分として有用で
ある。これらの製剤は、皮膚組織の炎症活性を阻害するために、及び紫外線で誘発される
損傷から皮膚を保護するために使用することができる。本発明の生物活性成分はまた、哺
乳動物の皮膚組織の皮膚疾患を正常化するためにも使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の生物活性成分を製造する方法の或る実施態様を示す略図である。
【００２７】
【図２】本発明の方法の或る実施態様において使用されたナツシロギクの新鮮なバイオマ
スの高圧液体クロマトグラフィー（「ＨＰＬＣ」）のクロマトグラムである。下向き矢印
は、パルテノライドのピークを示す。
【００２８】
【図３】本発明の方法の或る実施態様により単離された高繊維質物質のＨＰＬＣクロマト
グラムである。下向き矢印は、パルテノライドのピークを示す。
【００２９】
【図４】本発明の方法の或る実施態様により単離された沈殿ＩのＨＰＬＣクロマトグラム
である。下向き矢印は、パルテノライドのピークを示す。
【００３０】
【図５】本発明の方法の或る実施態様により単離された沈殿ＩＩ（生物活性成分Ａ）のＨ
ＰＬＣクロマトグラムである。下向き矢印は、パルテノライドのピークを示す。
【００３１】
【図６】本発明の方法の或る実施態様により単離された最終上澄み（生物活性成分Ｂ）の
ＨＰＬＣクロマトグラムである。
【００３２】
【図７】本発明の方法の或る実施態様により単離された濃縮最終上澄み（生物活性成分Ｃ
）のＨＰＬＣクロマトグラムである。
【発明の詳細な説明】
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【００３３】
　本発明は、ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））植物
の新鮮なバイオマスの細胞汁液に由来する単離された生物活性画分を含む生物活性成分に
関する。生物活性画分は、α－不飽和γ－ラクトン類を含有しないか又は実質的に含有し
ない、そしてより具体的にはパルテノライドを含有しないか又は実質的に含有しない。本
明細書で使用される用語「生物活性画分」及び「生物活性成分」は交換可能に使用するこ
とができる。本明細書に鑑みて、当業者は、そのような用語の交換可能な使用がいつ妥当
であるかを知っているものである。本発明の生物活性成分は、抗炎症及び抗酸化活性を無
制限に含む有利な活性を有する。
【００３４】
　本明細書で使用される用語「ナツシロギク」は、「タナセタム・パルテニウム（Tanace
tum parthenium）」植物に対する一般名である。
【００３５】
　本明細書で使用される用語「α－不飽和γ－ラクトン類を実質的に含有しない」及び「
パルテノライドを実質的に含有しない」は、α－不飽和γ－ラクトン類又はパルテノライ
ドの重量含有量を、それぞれ約０．０１％以下有するが、しかしそれでもなお技術的によ
く知られている標準的な高圧液体クロマトグラフィー（「ＨＰＬＣ」）の分析的アッセイ
を用いてα－不飽和γ－ラクトン類又はパルテノライドに対する検出限界内の含有量を有
する、ナツシロギク生物活性成分又は生物活性画分を指す。本明細書で使用される、本発
明の生物活性成分／生物活性画分中のα－不飽和γ－ラクトン類又はパルテノライドの重
量含有量又は濃度を指すために使用される全てのパーセンテージは、特に断りのない限り
、重量によるパーセント（通常は記号「ｗｔ％」又は句「重量パーセント」により短縮さ
れる）を指す。
【００３６】
　本明細書で使用される用語「α－不飽和γ－ラクトン類を含有しない」及び「パルテノ
ライドを含有しない」は、技術的によく知られている標準的なＨＰＬＣの分析的アッセイ
を用いてα－不飽和γ－ラクトン類又はパルテノライドの検出限界未満であるα－不飽和
γ－ラクトン類又はパルテノライドの重量含有量をそれぞれ有する、ナツシロギク生物活
性成分又は生物活性画分を指す。或る実施態様においてはパルテノライドを含有しない生
物活性成分／生物活性画分は、０．００００７ｗｔ％未満であるパルテノライドの重量含
有量を有する。当業者であれば、「α－不飽和γ－ラクトン類を含有しない」又は「パル
テノライドを含有しない」本発明の生物活性成分／生物活性画分を、それぞれ「α－不飽
和γ－ラクトン類を全く含有しない」又は「パルテノライドを全く含有しない」ものであ
ると特徴づけられるものと認めるであろう。
【００３７】
　パルテノライド量を検出するのに適した方法は更に、実施例６に（下に）記載される。
簡単に言えば、パルテノライドを検出するそのような方法は、パルテノライド３０μｇ／
グラム（試料）～パルテノライド９００μｇ／グラム（試料）の範囲の６個のパルテノラ
イド標準品（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ
，ＭＯ）を用いて作成した多点校正曲線を使用してパルテノライド濃度が測定される場合
、２２５ｎｍでの検出を含む。或る実施態様においては、これらの条件下でのパルテノラ
イドの検出限界は、パルテノライド０．７μｇ／ｍＬ（試料）（すなわち、０．００００
７％）である。パルテノライド約３０μｇ／グラム（試料）（すなわち、０．００３％）
は、これらの諸条件のセットを用いて定量することができる。
【００３８】
　或る実施態様においては、本発明の生物活性成分は、本明細書に定義される「細胞質画
分沈殿」に相当する。図１に記載する方法の略図に関連して、この実施態様は、「沈殿Ｉ
Ｉ　３６」がそれに属するであろう生物活性成分のカテゴリーを含む。更に、実施例の項
に（下に）記載するように、この実施態様は、「生物活性成分Ａ」がそれに属するであろ
う生物活性成分のカテゴリーを含む。実施例に示すように、本発明の生物活性成分Ａの或
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る実施態様は、約０．０１ｗｔ％のパルテノライドを含有することが示された、従って、
パルテノライドを実質的に含有しないとみなされるであろう。別の実施態様においては、
「細胞質画分沈殿」に相当する生物活性成分は、図５などに示すプロファイルに相当する
ＨＰＬＣプロファイルを有することができる。
【００３９】
　別の実施態様においては、本発明の生物活性成分は、本明細書に定義する「安定化され
た細胞汁液漿液画分」に相当する。実施例の項に（下に）及び図１に記載する方法の略図
に関連して、この実施態様は、「生物活性成分Ｂ」及び「生物活性成分Ｂ　６０」がそれ
に属するであろう生物活性成分のカテゴリーを含む。実施例に示すように、本発明の生物
活性成分Ｂの或る実施態様は、０．００００７ｗｔ％未満のパルテノライドを含有するこ
とが示された、従って、パルテノライドを含有しないと定義される。換言すれば、生物活
性成分のこの実施態様中のパルテノライドの量は、パルテノライドを検出するのに使用さ
れた分析手法の検出限界未満であることが見出された（実施例６、「パルテノライド含有
量の測定方法」を参照）。別の実施態様においては、「安定化された細胞汁液漿液画分」
に相当する生物活性成分は、図６などに示されたプロファイルに相当するＨＰＬＣプロフ
ァイルを有することができる。この実施態様の生物活性成分は、容易に水に溶解する。
【００４０】
　さらに別の実施態様においては、本発明の生物活性成分は、本明細書に定義される「安
定化された濃縮細胞汁液漿液画分」に相当する。実施例の項に（下に）及び図１に記載す
る方法の略図に関連して、この実施態様は、「生物活性成分Ｃ」及び「生物活性成分Ｃ　
８０」がそれに属するであろう生物活性成分のカテゴリーを含む。実施例に示されるよう
に、本発明の生物活性成分Ｃの或る実施態様は、０．００００７ｗｔ％未満のパルテノラ
イドを含有することが示された、従って、パルテノライドを含有しないものと定義される
。換言すれば、生物活性成分のこの実施態様におけるパルテノライドの量は、パルテノラ
イドを検出するのに使用される分析手法の検出限界未満であることが見出された（下記実
施例６を参照）。別の実施態様においては、「安定化された濃縮細胞汁液漿液画分」に相
当する生物活性成分は、図７などに示したプロファイルに相当するＨＰＬＣプロファイル
を有することができる。この実施態様の生物活性成分は、容易に水に溶解する。
【００４１】
　本発明の生物活性画分は、抗炎症及び抗酸化活性を有する。
【００４２】
　抗炎症活性については、そのような活性は、エラスターゼ阻害アッセイを用いて測定す
ることができる（例えば、実施例６の「エラスターゼ阻害活性の測定方法」を参照）。或
る実施態様においては、本発明の生物活性成分は、約０．１％（ｖ／ｖ）～約２．０％（
ｖ／ｖ）の範囲のＩＣ５０値、特に約０．３％（ｖ／ｖ）～約１．７％（ｖ／ｖ）の範囲
のＩＣ５０値で表現される抗炎症活性を有する。抗炎症活性を定義するために本明細書に
おいて使用される用語「ＩＣ５０値」は、エラスターゼ酵素反応速度を５０％減少させる
のに必要な生物活性成分の濃度をいう。表４、７、１０、及び１３に示すように、同定さ
れた生物活性成分の抗炎症活性（ＩＣ５０値）は、体積の用語（例えば、マイクロリット
ル、μＬ）で表現することができ、次いで単位体積当たりの体積（ｖ／ｖ）濃度の用語で
再計算することができる。表４、７、１０、及び１３に示す抗炎症データは、反応混合物
３．０ｍＬの体積に基づいていた。
【００４３】
　抗酸化活性については、そのような活性は、スーパーオキシド捕捉アッセイを用いて測
定することができる（例えば、実施例６の「スーパーオキシド捕捉活性の測定方法」を参
照）。或る実施態様においては、本発明の生物活性成分は、約０．００７％（ｖ／ｖ）～
約１．０％（ｖ／ｖ）の範囲のＩＣ５０値、特に約０．０６７％（ｖ／ｖ）～約０．２７
％（ｖ／ｖ）の範囲のＩＣ５０値で表現される抗酸化活性を有する。抗酸化活性を定義す
るために本明細書で使用される用語「ＩＣ５０値」は、シトクロムｃ還元速度を５０％減
少させるのに必要な生物活性成分の濃度をいう。表４、７、１０、及び１３に示すように
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、同定された生物活性成分の抗酸化活性（ＩＣ５０値）は、体積の用語（例えば、マイク
ロリットル、μＬ）で表現することができ、次いで単位体積当たりの体積（ｖ／ｖ）濃度
の用語で再計算することができる。表４、７、１０、及び１３に示す抗酸化剤は、反応混
合物３．０ｍＬの体積に基づいていた。
【００４４】
　或る実施態様においては、生物活性成分は、安定剤の有無にかかわらず、局所適用のた
めに使用することができる。適切な安定剤は、従来技術的に使用される安定剤であり、無
制限に、乳化剤、保存剤、抗酸化剤、ポリマーマトリックス、及びそれらの混合物を含む
ことができる。
【００４５】
　本明細書で使用される「局所適用」は、一般に、本発明の生物活性成分又はこれらの生
物活性成分を含有する製剤を、例えば、手の使用により又は拭きとり繊維（wipe）などの
塗布具を用いて、外皮上に直接に塗ること（laying on）又は塗布すること（spreading）
に関する技術をいう。
【００４６】
　生物活性成分（及びそれらを含む製剤）は、「化粧品的に許容可能な」ものである。本
明細書で使用される用語「化粧品的に許容可能な」ものは、過度の毒性、配合禁忌、不安
定性、刺激性、及びアレルギー反応などを伴わずに、合理的なリスク対効果比率に見合っ
て、哺乳動物の組織（例えば、ヒトの皮膚）と接触して使用するのに適している生物活性
成分、製剤、化粧品的活性剤、又は不活性成分をいう。
【００４７】
　生物活性成分（及びそれを含む製剤）は、ヒトへの局所及び経口適用に有用であり、「
安全且つ有効な量」で適用することができる。本明細書で使用される用語「安全且つ有効
な量」は、調節又は治療される病態にプラスの改善を顕著に誘導するのに十分な、しかし
重大な副作用を回避するのに十分低い、生物活性成分又は製剤の量をいう。生物活性成分
を含有する生物活性成分又は製剤の安全且つ有効な量は、治療される特定の病態、末端消
費者の年齢及び健康状態、治療／予防される病態の重度、治療の期間、併用療法の性質、
採用される特異的生物活性成分又は製剤、使用される特定の化粧品的に許容可能な局所担
体（topical carrier）、並びに類似の諸因子で変化するものである。
【００４８】
　本発明の生物活性成分を含有する製剤は、当業者によりよく知られている方法論を使用
して製造することができる。
【００４９】
　本発明はまた、ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））
植物の新鮮なバイオマスの細胞汁液に由来する、及びα－不飽和γ－ラクトン類（例えば
、パルテノライド）を含有しないか又は実質的に含有しないかいずれかである、生物活性
画分を単離する方法にも関する。この方法は、ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム
（Tanacetum parthenium））植物の新鮮なバイオマスを供給する工程を含む。適切な新鮮
なバイオマスは、ナツシロギク植物の任意の部分を含むことができ、これには、例えば、
その葉、花、シュート、茎、及び根が挙げられる。新鮮なバイオマスは、細胞汁液上澄み
及び膜画分を生じるのに有効な条件下に、加工処理される。細胞汁液上澄みは、第１の細
胞汁液漿液上澄み及び細胞質画分沈殿を生じるのに有効な条件下に、処理される。或る実
施態様においては、「細胞質画分沈殿」は、生物活性成分Ａに相当する（図１及び実施例
の項を参照）。次いで細胞質画分沈殿は、α－不飽和γ－ラクトン類を実質的に含有せず
、特にパルテノライドを実質的に含有しない生物活性画分として単離される。
【００５０】
　細胞汁液上澄み及び膜画分を生じるのに有効な条件下に、新鮮なバイオマスを加工処理
するための或る実施態様は、次のとおりである：（ｉ）新鮮なバイオマスを細胞汁液成分
及び高繊維質物質に分離する；（ｉｉ）細胞汁液成分を清澄化して、清澄化された細胞汁
液成分を生じる；並びに（ｉｉｉ）清澄化された細胞汁液成分を細胞汁液上澄み及び膜画
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分に分離する。
【００５１】
　本発明はまた、ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））
植物の新鮮なバイオマスの細胞汁液に由来して、α－不飽和γ－ラクトン類（例えば、パ
ルテノライド）を含有しない生物活性画分である、安定化された細胞汁液漿液画分を製造
する方法にも関する。この方法は、第２の細胞汁液漿液上澄みを生じるのに有効な条件下
に、第１の細胞汁液漿液上澄み（前記）を清澄化する工程を含む。安定剤（その適切な実
施例が本明細書に記載される）は、安定化された細胞汁液漿液画分を生じるのに有効な条
件下に、第２の細胞汁液漿液上澄みと混合される。安定化された細胞汁液漿液画分は、α
－不飽和γ－ラクトン類を含有せず、特にパルテノライドを含有しない生物活性画分であ
る。或る実施態様においては、「安定化された細胞汁液漿液画分」は、生物活性成分Ｂに
相当する（図１及び実施例の項を参照）。
【００５２】
　本発明はまた、ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））
植物の新鮮なバイオマスの細胞汁液に由来して、α－不飽和γ－ラクトン類を含有せず、
特にパルテノライドを含有しない生物活性画分である、安定化された濃縮細胞汁液漿液画
分を製造する方法にも関する。この方法は、濃縮細胞汁液漿液上澄みを生じるのに有効な
条件下に、安定化された細胞汁液漿液画分（前記）を濃縮する工程を含む。安定剤（その
適切な実施例が本明細書に記載される）は、安定化された濃縮細胞汁液漿液画分を生じる
のに有効な条件下に、濃縮細胞汁液漿液上澄みと混合される。安定化された濃縮細胞汁液
漿液画分は、α－不飽和γ－ラクトン類を含有せず、特にパルテノライドを含有しない生
物活性画分である。或る実施態様においては、「安定化された濃縮細胞汁液漿液画分」は
、生物活性成分Ｃに相当する（図１及び実施例の項を参照）。
【００５３】
　本発明はまた、例えば以下のものを含有する生物活性成分を含む、前記の方法で製造さ
れた生物活性成分にも関する：（ｉ）本発明の方法により製造された細胞質画分沈殿；（
ｉｉ）本発明の方法により製造された安定化された細胞汁液漿液画分；及び（ｉｉｉ）本
発明の方法により製造された安定化された濃縮細胞汁液漿液画分。これらの生物活性成分
は、抗炎症及び抗酸化活性を有する。
【００５４】
　実施例として、本発明の生物活性成分（例えば、生物活性成分Ａ、生物活性成分Ｂ、及
び生物活性成分Ｃ）を製造する全体方法の或る実施態様を、略図的に図１に示す。この方
法の諸工程の詳細を更に、この詳細な説明及び実施例において以下に記載する。
【００５５】
　図１に描いたように、新鮮なナツシロギク１０（すなわち、ナツシロギクの新鮮なバイ
オマス）が供給される。或る実施態様においては、この段落に記載される工程は、「ナツ
シロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））植物の新鮮なバイオマ
スを供給する工程」と定義される工程に相当する。
【００５６】
　新鮮なナツシロギク１０を、新鮮なナツシロギク１０を細胞汁液１６及び高繊維質物質
１４に分離するのに有効な条件下に、粉砕、解離、及び加圧（grinding, maceration, an
d pressing）１２にかける。次いで細胞汁液１６を、清澄化された細胞汁液２０を生じる
のに有効な条件下に、清澄化（clarification）１８にかける。清澄化された細胞汁液２
０を、沈殿Ｉ　２６（膜画分）及び上澄みＩ　３０（細胞汁液上澄み）を生じるのに有効
な条件下に、ｐＨ調整／マイクロ波処理２２にかけ、次いで冷却／遠心分離２４にかける
。この工程は、実質的な量のα－不飽和γ－ラクトン類（特にパルテノライド）を、沈殿
Ｉ　２６（これはまた、清澄化された細胞汁液２０中に見出された多量の膜物質をも含む
）中に分配することにおいて有効である。沈殿Ｉ　２６中に含有されるα－不飽和γ－ラ
クトン類（特にパルテノライド）の量を記載するために使用される用語「実質的な量」は
、０．０１ｗｔ％を超える、及び／又は新鮮なナツシロギク中のα－不飽和γ－ラクトン



(14) JP 6141912 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

類（特にパルテノライド）の含有量に匹敵する、α－不飽和γ－ラクトン類（特にパルテ
ノライド）の含有量をいう。従って、この段階により製造される上澄みＩ　３０は、α－
不飽和γ－ラクトン類を少なくとも実質的に含有せず、特にパルテノライドを少なくとも
実質的に含有しない細胞汁液を含む。或る実施態様においては、この段落に記載される工
程は、「細胞汁液上澄み及び膜画分を生じるのに有効な条件下に、新鮮なバイオマスを加
工処理する工程」と定義される工程に相当する。
【００５７】
　上澄みＩ　３０を、上澄みＩＩ　４０（例えば、第１の細胞汁液漿液上澄み）及び沈殿
ＩＩ　３６（例えば、細胞質画分沈殿）を生じるのに有効な条件下に、等電沈殿３２にか
けて、そのあと遠心分離３４にかける。或る実施態様においては、この段落に記載される
工程は、「第１の細胞汁液漿液上澄み及び細胞質画分沈殿を生じるのに有効な条件下に、
細胞汁液上澄みを処理する工程」と定義される工程に相当する。
【００５８】
　次いで沈殿ＩＩ　３６を単離する。或る実施態様においては、沈殿ＩＩ　３６は、生物
活性成分Ａに相当して、α－不飽和γ－ラクトン類を実質的に含有せず、特にパルテノラ
イドを実質的に含有しない。或る実施態様においては、この段落に記載される工程は、「
細胞質画分沈殿を単離する工程」と定義される工程に相当する。沈殿ＩＩ　３６（生物活
性成分Ａ）はまた、抗炎症及び抗酸化活性を含むがこれに限定されるものではない様々な
有利な生物活性をも有する。
【００５９】
　上澄みＩＩ　４０（例えば、第１の細胞汁液漿液上澄み）を、ｐＨ調整４２にかけ、そ
のあと最終上澄み５０（或る実施態様においては「第２の細胞汁液漿液上澄み」ともいう
）に有効な条件下に、清澄化４４にかける。次いで最終上澄み５０を、生物活性成分Ｂ　
６０（或る実施態様においては「安定化された細胞汁液漿液画分」ともいう）を生じるの
に有効な条件下に、安定剤との混合５２にかける。生物活性成分Ｂ　６０は、α－不飽和
γ－ラクトン類を実質的に含有せず、特にパルテノライドを実質的に含有しない。或る実
施態様においては、この段落に記載される集合的な工程は、以下に定義される諸工程に相
当する：（ｉ）「第２の細胞汁液漿液上澄みを生じるのに有効な条件下に、第１の細胞汁
液漿液上澄みを清澄化する工程」；及び（ｉｉ）「安定化された細胞汁液漿液画分を生じ
るのに有効な条件下に、安定化剤を第２の細胞汁液漿液上澄みと混合する工程」。生物活
性成分Ｂ　６０はまた、抗炎症及び抗酸化活性を含むがこれに限定されるものではない様
々な有利な生物活性を有する。
【００６０】
　生物活性成分Ｂ　６０を、生物活性成分Ｂ　６０を濃縮するのに有効な条件下に、蒸発
６２にかけて、濃縮最終上澄み７０（或る実施態様においては「濃縮細胞汁液漿液上澄み
」ともいう）を得る。或る実施態様においては、この工程は「濃縮細胞汁液漿液上澄みを
生じるのに有効な条件下に、安定化された細胞汁液漿液画分を濃縮する工程」と定義され
る工程に相当する。次いで濃縮最終上澄み７０を、生物活性成分Ｃ　８０（或る実施態様
においては「安定化された濃縮細胞汁液漿液画分」ともいう）を生じるのに有効な条件下
に、安定剤との混合７２にかける。或る実施態様においては、この工程は、「安定化され
た濃縮細胞汁液漿液画分を生じるのに有効な条件下に、安定剤を濃縮細胞汁液漿液上澄み
と混合する工程」という工程に相当する。生物活性成分Ｃ　８０は、α－不飽和γ－ラク
トン類を含有せず、特にパルテノライドを含有しない。生物活性成分Ｃ　８０はまた、抗
炎症及び抗酸化活性を含むがこれに限定されるものではない様々な有利な生物活性をも有
する。
【００６１】
　本発明の生物活性成分は、図１に描かれる細胞汁液由来の生物活性画分の全てを含む。
すなわち次のもので表される生物活性画分である：（ｉ）上澄みＩ　３０；（ｉｉ）上澄
みＩＩ　４０；（ｉｉｉ）沈殿ＩＩ　３６（生物活性成分Ａ）；（ｉｖ）最終上澄み５０
；（ｖ）生物活性成分Ｂ　６０；（ｖｉ）濃縮最終上澄み７０；及び（ｖｉｉ）生物活性
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成分Ｃ　８０。この段落でリストアップされたものにより表される生物活性画分はそれぞ
れ、α－不飽和γ－ラクトン類を含有しないか又は実質的に含有しないかいずれかであり
、特にパルテノライドを含有しないか又は実質的に含有しない。更に、この段落でリスト
アップされたものにより表される生物活性画分はそれぞれ、抗炎症及び抗酸化活性を有す
る。
【００６２】
　本発明はまた、ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））
植物の新鮮なバイオマスの細胞汁液に由来する１以上の単離された生物活性画分の混合物
を含む生物活性組成物にも関する。適切な生物活性画分は、無制限に、任意の本発明の生
物活性画分を含むことができる。特に、適切な生物活性画分はそれぞれ、α－不飽和γ－
ラクトン類を含有しないか又は実質的に含有しないかいずれかであり、特にパルテノライ
ドを含有しないか又は実質的に含有しない。更に、適切な生物活性画分は、抗炎症及び抗
酸化活性を有する。或る実施態様においては、生物活性組成物は、無制限に、１以上の図
１に描かれる生物活性画分／生物活性成分の混合物、すなわち、上澄みＩ　３０、上澄み
ＩＩ　４０、沈殿ＩＩ　３６（生物活性成分Ａ）、最終上澄み５０、生物活性成分Ｂ　６
０、濃縮最終上澄み７０、及び／又は生物活性成分Ｃ　８０の混合物、を含むことができ
る。本発明の生物活性組成物は、α－不飽和γ－ラクトン類を含有しないか又は実質的に
含有しないかいずれかであり、特にパルテノライドを含有しないか又は実質的に含有しな
い。生物活性組成物はまた、抗炎症及び抗酸化活性を有する。或る実施態様においては、
生物活性組成物は安定剤を含む。本発明の生物活性組成物を与えるために１以上の本発明
の生物活性画分を混合する方法は、技術的によく知られており、本発明の一部と考えられ
る。
【００６３】
　本発明の生物活性成分及び生物活性組成物は、哺乳動物（ヒトを含む）のために様々な
方法で使用することができる。更に、生物活性成分中のパルテノライド濃度が低いために
（又はパルテノライドを全く欠如するために）、前記生物活性成分を使用する方法は、成
人に対してだけでなく全ての年齢の子供達（乳児、幼児、及び少年少女、及びティーンエ
ージャーを無制限に含む）に対しても安全な適用を含むことができる。
【００６４】
　更に、本発明の生物活性成分の実施態様を以下に要約する。
【００６５】
　或る実施態様においては、生物活性成分は、最大収穫を与える期間を含むがこれに限定
されるものではなく、満開の初期（１０％開花）から満開（１００％開花）時期まで、任
意の成長期にあるナツシロギクの新鮮な地上（aerial）バイオマスに由来する。
【００６６】
　或る実施態様においては、生物活性成分は、成長の最初の年及び／又は翌年以降に栽培
された植物から集めることができる、新鮮なファイトマスに由来することができる。
【００６７】
　別の実施態様においては、生物活性成分は、畑及び／又は温室及び／又はファイトトロ
ン及び／又は組織培養及び／又はカルス培養で栽培される、新鮮なファイトマスに由来す
ることができる。
【００６８】
　適切な生物活性成分は、α－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライドに結合性及び
／又は親和性を有しない、植物細胞の任意の成分を無制限に含むことができる。
【００６９】
　或る実施態様においては、適切な生物活性成分は、抗炎症特性を有し、α－不飽和γ－
ラクトン類、特にパルテノライドに結合性及び／又は親和性を有しない、植物細胞の任意
の成分を無制限に含むことができる。
【００７０】
　別の実施態様においては、適切な生物活性成分は、ヒト組織の炎症反応において放出さ
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れるプロテイナーゼに対する阻害活性を有する植物細胞の任意の成分を無制限に含むこと
ができる。前記のプロテイナーゼは、プロテイナーゼのうちで比較的に破壊的な酵素の一
つであるヒト好中球エラスターゼを含むことができるがこれに限定されるものではない。
エラスターゼは、ヒト組織の細胞外マトリックスの多数の成分を分解することができるの
で、エラスターゼ阻害剤は、幅広い種類の炎症病態と関連する組織損傷を減少することの
できる重要な生物活性物質と考えられている。精製したパルテノライド自体が特定の抗エ
ラスターゼ活性を示すけれども、本発明の実質的にパルテノライドを含有しない及び全く
パルテノライドを含有しない生物活性成分が、より高いエラスターゼ阻害活性、すなわち
精製したパルテノライドの活性よりも約２桁高いエラスターゼ阻害活性を有することを思
いがけなく見出した。
【００７１】
　α－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライドに結合性及び／又は親和性を有しない
本発明の生物活性成分が、純粋なパルテノライドの活性より優れた抗エラスタ－ゼ活性を
有することを見出した。
【００７２】
　或る実施態様においては、本発明の適切な生物活性成分は、エラスタ－ゼ阻害特性を有
し、α－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライドに結合性及び／又は親和性を有しな
い、植物細胞の任意の成分を無制限に含むことができる。
【００７３】
　或る実施態様においては、本発明の適切な生物活性成分は、抗酸化特性を有し、α－不
飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライドに結合性及び／又は親和性を有しない、植物細
胞の任意の成分を無制限に含むことができる。
【００７４】
　本発明はまた、（ｉ）α－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライドを実質的に又は
全く含有せず、並びに局所及び経口適用を含むスキンケアに対して望ましい（ｉｉ）抗炎
症特性、及び（ｉｉｉ）抗酸化特性を有する、生物活性成分にも関する。
【００７５】
　或る実施態様においては、適切な生物活性成分は、抗炎症及び抗酸化特性を有し、α－
不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライドに結合性及び／又は親和性を有しない、植物
細胞の任意の成分を無制限に含むことができる。
【００７６】
　或る実施態様においては、適切な生物活性成分は、エラスタ－ゼ阻害特性及び抗酸化特
性を有し、α－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライドに結合性及び／又は親和性を
有しない、植物細胞の任意の成分を無制限に含むことができる。
【００７７】
　本発明はまた、ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））
の新鮮なバイオマスの細胞汁液から、（ｉ）α－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノラ
イドを実質的に又は全く含有せず、（ｉｉ）抗炎症特性、及び／又は（ｉｉｉ）抗酸化特
性を所有する、スキンケアのための生物活性成分を単離する方法にも関する。
【００７８】
　本発明はまた、ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））
の新鮮なバイオマスから得られる細胞汁液から、（ｉ）α－不飽和γ－ラクトン類、特に
パルテノライドを実質的に又は全く含有せず、（ｉｉ）エラスタ－ゼ阻害特性、及び／又
は（ｉｉｉ）抗酸化特性を所有する、スキンケアのための生物活性成分を単離する方法に
も関する。
【００７９】
　或る実施態様においては、本発明の方法は、ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム
（Tanacetum parthenium））の新鮮なバイオマスを含む。次いで新鮮なバイオマスは、細
胞汁液及び高繊維質物質に分離される。
【００８０】



(17) JP 6141912 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

　ナツシロギク栽培の条件、成長の年、及び特に収穫期に依存して、植物バイオマス中の
乾燥物質含有量が、著しく変化することがあり、それが細胞汁液特性の一貫性に影響を与
えることがあり、それにより細胞汁液に由来する生物活性成分の再現性に影響を与えるこ
とがあることに留意されたい。本発明は、生物活性成分の再現性を改善するために、細胞
汁液特性の標準化（standardization）を考慮に入れている。
【００８１】
　或る実施態様においては、細胞汁液特性の標準化は、ナツシロギクの栽培及び収穫に対
する一様な条件を探索することにより改善される。
【００８２】
　別の実施態様においては、新鮮なナツシロギクの粉砕、解離、及び加圧の体制の適正な
調整により、比較的狭い範囲（例えば、７．０±１．６％）で変化する乾燥物質含有量を
有する細胞汁液を得ることが可能となる。例えば、植物バイオマスの乾燥物質含有量が、
環境の影響により減少する場合、ナツシロギクの細粉砕及びより高い圧力により、細胞汁
液の乾燥物質含有量を増加させて、その再現性を改善することが可能となる。植物バイオ
マスの乾燥物質含有量が増加する場合、粗粉砕及びより低い圧力を使用することができる
。
【００８３】
　別の実施態様においては、細胞汁液の標準化は、その温度の望ましくない増加がない状
態で、与えられる。
【００８４】
　前記の調整が、細胞汁液の再現性に焦点をあてること、及び乾燥物質ベースで新鮮なナ
ツシロギク又は高繊維質物質と比較したとき、細胞汁液中のα－不飽和γ－ラクトン類の
含有量、特にパルテノライドの含有量を必ずしも減少させないかもしれないこと、を指摘
すべきである。パルテノライドは明らかに、ナツシロギク葉の表面上に局在している油細
胞中に濃縮されるけれども（例えば、Ｓｍｉｔｈ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｃｈｒｏｍａｔｏ
ｇｒ．，６２７：２５５（１９９２）；及びＳｍｉｔｈ，Ｒ．Ｍ．，ＬＣ　ＧＣ　Ｉｎｔ
．，Ｊａｎ．８－１５，１９９６を参照。前記文献は、それらの全体が、参照することに
より本明細書に組み込まれる）、パルテノライドが高繊維質物質中に優勢には濃縮されず
に、むしろ前記物質と細胞汁液との間に分配されることを、思いがけなく見出した。
【００８５】
　或る実施態様においては、高繊維質物質は、乾燥するか、又は冷凍庫条件（freezer co
nditions）で保存することができる。
【００８６】
　別の実施態様においては、高繊維質物質を含有するパルテノライドは、一般に技術的に
使用されるナツシロギク誘導体の従来の適用に利用される。
【００８７】
　新鮮なナツシロギク細胞汁液は、暗緑色を有する比較的安定なコロイド分散である。こ
の色には、褐色を有する連続的な細胞汁液の相に分散して、他の細胞質成分で富化されて
いる、葉緑体及びそれらの断片が寄与している。このコロイド分散系中では、α－不飽和
γ－ラクトン類、特にパルテノライドが、葉緑体及びそれらの断片と強い結合性及び／又
は親和性を有することを、思いがけなく見出した。
【００８８】
　或る実施態様においては、細胞汁液から葉緑体及びそれらの断片を除去することにより
、α－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライドを実質的に含有しない、連続的な細胞
汁液の相を得ることが可能であった。細胞汁液からのこれらの望ましくない化合物の除去
は、ｐＨ調整、熱処理、マイクロ波放射、遠心分離、精密濾過、限外濾過及びそれらの組
合せを含むがこれに限定されるものではなく、様々な処理により達成することができる。
【００８９】
　或る実施態様においては、新鮮なナツシロギク細胞汁液は、葉緑体からなる暗緑色ペー
スト状沈殿とα－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライドを実質的に含有しない褐色
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液体上澄みとに分離される。
【００９０】
　別の実施態様においては、前記分離は、中速又は高速遠心分離（≧１５，０００ｇ）に
より達成することができる。結果として、全葉緑体及びそれらの断片は、沈殿（以下、沈
殿Ｉと称する）中に濃縮することができ、単離された上澄み（以下、上澄みＩと称する）
は、クロロフィルを全く含まないままである。結果として、このコロイド分散系のほとん
ど全てのパルテノライドプールは、沈殿Ｉ中に濃縮されて、それにより上澄みＩは、最初
の細胞汁液に比較して、２０倍以下より低いパルテノライド含有量（例えば、０．０３％
）を有する。すなわち、本発明の前記の上澄みＩは、α－不飽和γ－ラクトン類、特にパ
ルテノライドを実質的に含有しないものと分類されるべきである。（本発明の上澄みは、
米国特許第６，２２４，８７５号及び第６，４７９，０８０号明細書に記載されるナツシ
ロギク抽出物の好ましい実施態様レベルに比較して、著しくより低い残留パルテノライド
含有量を有する。前記特許明細書は、それらの全体が参照することにより本明細書に組み
込まれる）
【００９１】
　中速及び高速遠心分離は、特に大きい工業規模については、特定の技術的及び／又は経
済的制限を有する。或る実施態様においては、新鮮なナツシロギク細胞汁液は、葉緑体及
びそれらの断片の安定性を減少させるように処理されて、次いで不安定化された細胞汁液
は、低速遠心分離（≦３，０００ｇ）を用いて効果的に分離される。効果的分離の基準は
、上澄みＩのスペクトルにおいて特徴的なクロロフィル最大吸収波長（maximum）の欠如
である。
【００９２】
　本発明は、葉緑体及びそれらの断片の凝固を開始する、ナツシロギク細胞汁液の相安定
性を減少させるためのいくつかの処理を含む。或る実施態様においては、細胞汁液の安定
性は、凍結融解処理（≧１サイクル）、熱処理（≧４０℃）、ｐＨ調整（ｐＨ＝３．０..
.４．０）、及び／又はそれらの組合せを用いて減少させることができる。ナツシロギク
細胞汁液の前記処理とそのあとの低速遠心分離により、６．５～７．３％の乾燥物質及び
０．０１～０．０３５％のみのパルテノライドを含有する細胞汁液上澄みＩを得ることが
可能となる。葉緑体及びそれらの断片の分離は、α－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテ
ノライドを実質的に含有しない、上澄みＩの製造を可能にする。
【００９３】
　或る実施態様においては、上澄みＩ中の乾燥物質の含有量は、そのパルテノライド含有
量を著しく変化せずに、増加することができる。例えば、分離に先立って、細胞汁液は、
α－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライドに強い結合性を有しない及び／又は親和
性を有しない葉緑体成分の一部が連続的な（可溶性の）分散相中に移動することを可能に
するために、激しい撹拌（例えば、ロトスタット（rotostat）を使用）若しくはホモジナ
イズ処理（例えば、ポリトロンホモジナイザー（polytron homogenizer）を使用）を用い
て、又は超音波処理を用いて、又はマイクロ波放射を用いて、及び／又はそれらの組合せ
を用いて、処理される。前記方法は更に、α－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライ
ドの含有量を上昇せずに、上澄みＩ中の乾燥物質含有量の増加を可能にする。結果として
、分離された葉緑体及びそれらの断片は、全細胞汁液乾燥物質のうちの１５～２０％のみ
を沈殿Ｉ中に捕捉することができ、それにより全乾燥物質のうちの８０～８５％が濃縮さ
れた細胞汁液上澄みＩ中に残存する。
【００９４】
　或る実施態様においては、α－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライドで富化され
た沈殿Ｉは、温度≦－２０℃で保存される。別の実施態様においては、沈殿Ｉは乾燥され
る（例えば、凍結乾燥機又は噴霧乾燥機又は流動床乾燥機を使用）。別の実施態様におい
ては、沈殿Ｉは貯蔵されて（例えば、０．７５％グルコノデルタラクトン及び０．２５％
エリソルビン酸ナトリウムとともに、又は１．０％フェノニップ（Phenonip）とともに）
、次いで冷蔵条件（refrigerated conditions）で保存される。
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【００９５】
　或る実施態様においては、沈殿Ｉを含有するパルテノライドは、技術的に一般に使用さ
れるナツシロギク誘導体の従来用途に利用される。
【００９６】
　上澄みＩは、α－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライドを実質的に含有しないけ
れども、本発明は、その望ましい生物活性を減少させることなく、上澄みからこれらの望
ましくない成分を定量的に除去することを可能にする。
【００９７】
　或る実施態様においては、残存α－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライドの定量
的除去は、上澄みＩの様々な付加的な処理を利用することにより達成される。これらの処
理としては、以下のものが挙げられるがこれに限定されるものではない：（ｉ）α－不飽
和γ－ラクトン類、特にパルテノライドに親和性を有する成分の等電沈殿を開始するため
の、上澄みＩのｐＨ増加（６．０≦ｐＨ≦１０．０）；（ｉｉ）沈殿ＩＩ中の沈殿成分の
濃縮を可能にするために、遠心分離及び／又は濾過を使用する、沈殿成分の分離；（ｉｉ
ｉ）細胞汁液の最初のｐＨ値までの、得られた上澄みＩＩのｐＨ調整；並びに（ｉｖ）最
終上澄みの取得を可能にするために、遠心分離及び／又は濾過若しくは精密濾過（孔径≦
０．２２μｍ）若しくは限外濾過（分子量カットオフ≧１０，０００ダルトン）を使用す
る、上澄みＩＩの付加的清澄化。前記のことにより、α－不飽和γ－ラクトン類、特にパ
ルテノライドを全く含有しないが、しかし望ましい生物活性を全て含有する、最終上澄み
の単離という結果を得た。
【００９８】
　或る実施態様においては、得られた沈殿ＩＩは乾燥される（例えば、凍結乾燥機又は噴
霧乾燥機又は流動床乾燥機を使用）。別の実施態様においては、沈殿ＩＩは、冷凍条件（
freezing conditions）で保存される。
【００９９】
　或る実施態様においては、最終上澄みの安定化は、米国特許出願公開公報第２００３／
０１７５２３５号（これはその全体が参照することに本明細書に組み込まれる）に既に記
載されたような保存剤を添加することにより、及び混合物を完全な可溶化が達成されるま
でインキュベーションすることにより完成される。使用する保存剤としては、以下のもの
が挙げられた：０．１％ソルビン酸カリウム、０．１％安息香酸ナトリウム、０．１％メ
チルパラベンナトリウム、０．１％メタ重亜硫酸ナトリウム、及び０．１％クエン酸７５
％。貯蔵された最終上澄みは、周囲条件で保存される。
【０１００】
　或る実施態様においては、最終上澄みは、蒸発又は電気透析又は逆浸透又はそれらの組
み合わせを使用して濃縮される。蒸発が好ましい技術として選択された。何故なら、蒸発
は水以外の任意の成分の望ましくない除去をせずに、生物活性成分の完全な状態が保存さ
れることを可能にするからである。
【０１０１】
　別の実施態様においては、濃縮最終上澄みは、自発的に淡ベージュ色沈殿を形成するこ
とのできる不安定な乳白光を発する暗褐色懸濁液であるが、これは、５．０％以上のグリ
セリン又はペンチレングリコール（１，２－ペンタンジオール又は１，２－ジヒドロキシ
ペンタン）を含むがこれに限定されるものではない安定剤と混合される。
【０１０２】
　本発明は更に、α－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライドを実質的に含有せず又
は全く含有せず、望ましい生物活性を有する、単離された生物活性成分、すなわち沈殿Ｉ
Ｉ（生物活性成分Ａ）、最終上澄み（生物活性成分Ｂ）、及び濃縮最終上澄み（生物活性
成分Ｃ）、に関する。
【０１０３】
　或る実施態様においては、単離された生物活性成分は、安定剤と混合される。特に適切
な安定剤としては、無制限に、保存剤、抗酸化剤、及び／又はそれらの混合物を挙げるこ
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とができる。
【０１０４】
　別の実施態様においては、単離された生物活性成分は、経口及び局所適用のためのスキ
ンケアにおける更なる利用のために、濃縮され、次いで安定化される。
【０１０５】
　本発明の生物活性成分は更に、技術的に一般に使用される送達システム中に含まれるこ
とができる。
【０１０６】
　本発明の全ての生物活性成分は、局所及び経口適用を含むスキンケア製品中に組み込ま
れた、液剤、懸濁剤、分散剤、ペースト剤、又は乾燥した散剤として使用することができ
る。
【実施例】
【０１０７】
　以下の実施例は、本発明の特定の実施態様を説明することを意図するが、決して本発明
の範囲を限定する意図はない。
【０１０８】
＜実施例１－新鮮なナツシロギクに由来する生物活性成分の製造＞
　以下は、本発明の方法の或る実施態様に関連する態様の記載である。
【０１０９】
　新鮮なナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Tanacetum parthenium））地上部の
十分な量を、成長の満開期に収穫して、約１００ｋｇの乾燥物質を得た。新鮮なナツシロ
ギク中の乾燥物質のレベルは、２３．７７％であると測定され、１００ｋｇの乾燥物質を
得るためには約４２０．７ｋｇの新鮮な植物ファイトマスを収穫する必要があった。使用
したナツシロギクのＨＰＬＣクロマトグラムを図２に示す。
【０１１０】
　新鮮なナツシロギクの生来の水分含有量を保つため及び水分損失によるしおれを避ける
ために、注意をした。収穫は、集めた新鮮なナツシロギクの叩き切り（chopping）、すり
つぶし（mashing）、及び押しつぶし（crushing）を避けるか又は最小化するようなやり
方で行なった。全ての工程を、可能な最短時間で完成した。これは、新鮮なナツシロギク
を日光、高温、及びその他のマイナスの環境因子への暴露を最小化するために行なわれた
。
【０１１１】
　次いで更に加工処理をする前に、植物から土壌粒子及びその他の瓦礫類を除去するため
に、洗浄工程を行なった。その工程は、収穫したナツシロギクを、１ｋｇ／ｃｍ２以下の
水圧で、５分以下の間洗浄することにより達成した。残留水洗液は任意の緑色又は褐色の
色素を含有しなかった。このことは水圧及び洗浄時間が適切なことを示した。過剰の水を
洗浄したファイトマスから除去した。
【０１１２】
　細胞内含有物（すなわち、細胞汁液）を得て、高繊維質物質から分離するために、洗浄
したナツシロギクを、粉砕、解離、及び加圧にかけた。５馬力（ＨＰ）のエンジン及び一
組の篩を有するハンマーミル（Ｍｏｄｅｌ　ＶＳ３５，Ｖｉｎｃｅｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎ，Ｔａｍｐａ，ＦＬ）を使用して、バイオマスを粉砕して、最短時間量で及びバ
イオマス温度の著しい上昇なしで、適切に小さいサイズのナツシロギクの組織粒子を得た
。ハンマーミルは、１０秒以下の処理の間に、最大サイズ２．０センチメートル以下の解
離された植物粒子を生じるように設定した。バイオマスの温度は、５℃以下だけ上昇した
。
【０１１３】
　解離されたナツシロギクから細胞汁液を得るために、圧縮空気により支持された錐体を
備えた水平連続式ねじプレス（horizontal continuous screw press）（Ｃｏｍｐａｃｔ
　Ｐｒｅｓｓ　ＣＰ－６，Ｖｉｎｃｅｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｔａｍｐａ，ＦＬ
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）を、直ちに使用した。錐体上の圧力を、２０ｋｇ／ｃｍ２以上のレベルに維持して、ね
じ速度１２ｒｐｍの状態で、温度上昇は５℃以下であった。
【０１１４】
　この処理により、高繊維質物質及び細胞汁液を得た。細胞汁液の清澄化のために、半自
動式連続フロー遠心分離機（semi-automatic continuous flow centrifuge）（Ｍｏｄｅ
ｌ　１２－４１３Ｖ，ＡＭＬ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．，Ｈａｔｂｏｒｏ，ＰＡ
）を用いて、３，０００ｒｐｍ以下及び保持時間３０ｓｅｃ以上で、残留小繊維粒子を細
胞汁液から更に除去した。沈殿を集めて、ナツシロギクの加圧後に得た高繊維質物質と混
合した。
【０１１５】
　前記の方法は、乾燥物質レベル８．２０％を有するナツシロギク細胞汁液２１７．２ｋ
ｇ及び乾燥物質レベル４０．３９％を有する高繊維質物質２０３．５ｋｇの製造を可能に
した。高繊維質物質のＨＰＬＣクロマトグラムを、図３に示す。
【０１１６】
　次いで細胞汁液を、ｐＨ調整、マイクロ波放射及び分離を含む様々な処理にかけた。新
鮮なナツシロギク細胞汁液のｐＨ（初期ｐＨ＝５．３）を、３．６リットルの５．０Ｎ塩
酸（ＨＣｌ）を使用して滴定法を用いて調整して、細胞汁液のｐＨを３．５まで低下させ
た。次いで調整した細胞汁液を、直ちに周波数２．４５ＧＨｚ及び出力３，２００ワット
を有する特別に設計した連続フローシステムを使用するマイクロ波放射（Ｍｉｃｒｏｗａ
ｖｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　＆　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃ．，Ｌａｕｒｅｌ，Ｍ
Ｄ）に暴露した。このシステムは、定速撹拌器ＢＤＣ１８５０（Ｃａｆｒａｍｏ　Ｌｔｄ
．，Ｗｉａｒｔｏｎ，Ｏｎｔａｒｉｏ，Ｃａｎａｄａ）及び温度制御プローブを備えてい
た。マイクロ波室中の細胞汁液の温度が９２℃に達するまでこの処理を継続し、次いで処
理した細胞汁液を直ちに１馬力（ＨＰ）の再循環冷却機（Ｍｏｄｅｌ　６１０６Ｐ，Ｐｏ
ｌｙｓｃｉｅｎｃｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｎｉｌｅｓ，ＩＬ）と連結した連続式フ
ローデバイスにポンプで通した。
【０１１７】
　処理した細胞汁液の温度を３０℃以下まで低下させた後、連続式フロー遠心分離機ＣＥ
ＰＡ　ＬＥ（Ｃａｒｌ　Ｐａｄｂｅｒｇ　Ｚｅｎｔｒｉｆｕｇｅｎｂａｕ　ＧｍｂＨ，Ｇ
ｅｒｍａｎｙ）を用いて、１５，０００ｒｐｍ及び保持時間３０ｓｅｃ以上で、物質を分
離した。処理した細胞汁液２２０．８ｋｇの分離で、乾燥物質含有量２６．２％を有する
暗緑色ペースト状沈殿（以下、沈殿Ｉと称する）１９．２ｋｇ及び乾燥物質含有量６．３
４％を有する褐色でわずかに乳白光を発する液体上澄み（以下、上澄みＩと称する）２０
１．６ｋｇを得た。
【０１１８】
　沈殿ＩのＨＰＬＣクロマトグラムを、図４に示す。沈殿Ｉに対して図４に示されるＨＰ
ＬＣプロファイルが、米国特許第６，４７９，０８０号明細書（図１を参照）に記載され
たナツシロギク抽出物のＨＰＬＣプロファイルと著しく異なることは注目に値する。従っ
て、沈殿Ｉの組成物と米国特許第６，４７９，０８０号明細書に記載されたナツシロギク
抽出物の組成物は、著しく異なっている。
【０１１９】
　次いで上澄みＩを、ｐＨ調整及び分離を含む更なる処理にかけた。最初のｐＨ調整を、
１．０７リットルの５０％水酸化カリウム（ＫＯＨ）を使用して滴定法を用いて誘導し、
細胞汁液上澄みＩのｐＨを３．５から９．０まで増加させた。この処理の結果、乳白光を
発現したより暗色の物質を得て、これを直ちに、連続式フロー遠心分離機ＣＥＰＡ　ＬＥ
（Ｃａｒｌ　Ｐａｄｂｅｒｇ　Ｚｅｎｔｒｉｆｕｇｅｎｂａｕ　ＧｍｂＨ，Ｇｅｒｍａｎ
ｙ）を用いて、１５，０００ｒｐｍ及び保持時間３０ｓｅｃ以上で、清澄化した。前記分
離により、乾燥物質含有量３８．２％を有する暗ベージュ色ペースト状沈殿（以下、沈殿
ＩＩと称する）０．５５ｋｇ及び乾燥物質含有量６．２２％を有する褐色でわずかに乳白
光を発する上澄み（以下、上澄みＩＩと称する）２０２．１２ｋｇを得た。
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【０１２０】
　沈殿ＩＩのＨＰＬＣクロマトグラムを、図５に示す。沈殿ＩＩに対して図５に示される
ＨＰＬＣプロファイルが、米国特許第６，４７９，０８０号明細書（図１を参照）に記載
されたナツシロギク抽出物のＨＰＬＣプロファイルと著しく異なることは注目に値する。
従って、沈殿ＩＩの組成物と米国特許第６，４７９，０８０号明細書に記載されたナツシ
ロギク抽出物の組成物は、著しく異なっている。
【０１２１】
　ＨＰＬＣ分析により測定した時に０．０１％のパルテノライドを含有した沈殿ＩＩは、
生物活性成分Ａを表し、これは、α－不飽和γ－ラクトン類、特にパルテノライドを実質
的に含有しない。
【０１２２】
　上澄みＩＩを、５．０Ｎ塩酸（ＨＣｌ）を使用する等電滴定にかけて、最初の上澄みＩ
に存在したように、ｐＨ値をｐＨ＝３．５まで戻した。そのような処理の結果、わずかに
乳白光を増した物質を得たが、それを連続式フロー遠心分離機ＣＥＰＡ　ＬＥ（Ｃａｒｌ
　Ｐａｄｂｅｒｇ　Ｚｅｎｔｒｉｆｕｇｅｎｂａｕ　ＧｍｂＨ，Ｇｅｒｍａｎｙ）を用い
て、１５，０００ｒｐｍ及び保持時間６０ｓｅｃ以上で、効果的に清澄化した。清澄化さ
れた物質（以下、最終上澄みと称する）は、ＨＰＬＣ分析により測定した時に０．０００
０７％未満のパルテノライドを含有した。従って、検出限界に基づき、前記最終上澄みは
、パルテノライドを含有しないと考えられるべきであり、特にパルテノライドを全く含有
しないと考えられるべきである。
【０１２３】
　最終上澄みの安定化を、保存剤及び抗酸化剤を添加することにより、並びに混合物を完
全可溶化が達成されるまでインキュベーションすることにより達成した。使用した保存剤
及び抗酸化剤は以下のものを含んでいた：０．１％ソルビン酸カリウム、０．１％安息香
酸ナトリウム、０．１％メチルパラベンナトリウム、及び０．２％メタ重亜硫酸ナトリウ
ム。この調製の結果、６．８％乾燥物質を含有する生物活性成分Ｂを２０１．６ｋｇ製造
した。最初のナツシロギクバイオマスの乾燥物質１００ｋｇからの生物活性成分Ｂの収量
は、乾燥物質約１２．５ｋｇである。
【０１２４】
　生物活性成分ＢのＨＰＬＣクロマトグラムを、図６に示す。生物活性成分Ｂに対して図
６に示されたＨＰＬＣプロファイルが、米国特許第６，４７９，０８０号明細書（図１を
参照）に記載されたナツシロギク抽出物のＨＰＬＣプロファイルと著しく異なることは、
注目に値する。従って、生物活性成分Ｂの組成物と米国特許第６，４７９，０８０号明細
書に記載されたナツシロギク抽出物の組成物は、著しく異なる。
【０１２５】
　生物活性成分Ｂを更に、８個の０．６リットルチューブ、２．５５０リットルの液体ト
ラップ及びダイヤフラム真空ポンプ（Ｍｏｄｅｌ　２０１８Ｂ－０１，Ｗｅｌｃｈ　Ｒｉ
ｅｔｓｃｈｅ　Ｔｈｏｍａｓ，Ｓｋｏｋｉｅ，ＩＬ）を備えたラピッドバップ（Rapid Va
p）真空蒸発システム（Ｌａｂｃｏｎｃｏ，Ｋａｎｚａｓ　Ｃｉｔｙ，ＭＯ）を使用して
濃縮した。操作圧力＝１００ｍＢａｒ、温度＝６０℃及びボルテックス速度＝４０％を用
いて、生物活性成分Ｂを９０分サイクルで濃縮して、乾燥物質含有量１９．８９％を有す
る濃縮物質の全量６３．１６リットル（又は７０．１１ｋｇ）を得た。次いで濃縮物質に
５．０％（ｗ／ｗ）ペンチレングリコールを添加し、６０ｓｅｃ以上の間、適度に混合し
た後、透明暗褐色を生じた液体：生物活性成分Ｃを得た。生物活性成分Ｃは、ＨＰＬＣ分
析により測定した時に０．００００７％未満のパルテノライドを含有した。従って、検出
限界に基づき、前記生物活性成分Ｃは、パルテノライドを含有しないと考えられるべきで
あり、特にパルテノライドを全く含有しないと考えられるべきである。
【０１２６】
　生物活性成分ＣのＨＰＬＣクロマトグラムを、図７に示す。生物活性成分Ｃに対して図
７に示されたＨＰＬＣプロファイルが、米国特許第６，４７９，０８０号明細書（図１を
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参照）に記載されたナツシロギク抽出物のＨＰＬＣプロファイルと著しく異なることは注
目に値する。従って、生物活性成分Ｃの組成物と米国特許第６，４７９，０８０号明細書
に記載されたナツシロギク抽出物の組成物は、著しく異なる。
【０１２７】
＜実施例２－生物活性成分Ｂの特徴及び特性＞
　生物活性成分Ｂを、前記実施例１に記載した方法に従って製造した。生物活性成分Ｂの
分析を行ない、その様々な物理化学的、化学的、及び微生物的特徴を測定した。
【０１２８】
　生物活性成分Ｂの選択された物理化学的及び化学的特徴を、下記表１に示す。
【表１】

【０１２９】
　生物活性成分Ｂは、任意の割合で容易に水に溶解する。
【０１３０】
　下記表２は、生物活性成分Ｂの微生物的特徴を記載する。このデータは、生物活性成分
Ｂが、総平板菌数、カビ及び酵母菌数、並びに病原体の不在に関して、スキンケア産業の
要件を満たすことを示す。

【表２】

【０１３１】
　下記表３に示す抗菌効果試験の結果は、生物活性成分Ｂが保存剤の有効システムを有す
ることを示す。
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【表３】

【０１３２】
　表４は、生物活性成分Ｂの抗炎症及び抗酸化活性に関するデータを含む。抗炎症活性は
、ヒト好中球エラスターゼアッセイを用いて測定し、抗酸化活性は、シトクロムｃ還元ア
ッセイを用いて測定した。
【表４】

【０１３３】
　生物活性成分Ｂは、光を遮断した密閉容器中で１５～２５℃の温度で保存したとき、少
なくとも１２ヶ月間は安定である（すなわち、物理的及び化学的全体性を維持する）と判
断された。
【０１３４】
＜実施例３－生物活性成分Ｃの特徴及び特性＞
　生物活性成分Ｃを、前記実施例１に記載した方法に従って製造した。生物活性成分Ｃの
分析を、その様々な物理化学的、化学的、微生物的、及び生物活性の特徴を測定するため
に行なった。
【０１３５】
　生物活性成分Ｃの選択された物理化学的及び化学的特徴を、下記表５に示す。
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【表５】

【０１３６】
　生物活性成分Ｃは、任意の割合で容易に水に溶解する。
【０１３７】
　下記表６は、生物活性成分Ｃの微生物的特徴を記載する。このデータは、生物活性成分
Ｃが総平板菌数、カビ及び酵母菌数、並びに病原体の不在に関して、スキンケア産業の要
件を満たすことを示す。

【表６】

【０１３８】
　表７は、生物活性成分Ｃの抗炎症及び抗酸化活性に関する。抗炎症活性は、ヒト好中球
エラスターゼアッセイを用いて測定し、抗酸化活性は、シトクロムｃ還元アッセイを用い
て測定した。

【表７】

【０１３９】
　生物活性成分Ｃは、光を遮断した密閉容器中で温度１５～２５℃で保存した時に、少な
くとも１２ヶ月間は安定である（すなわち物理的及び化学的全体性を維持する）と判断さ
れた。
【０１４０】
＜実施例４－生物活性成分Ａの特徴及び特性＞
　生物活性成分Ａを、前記実施例１に記載した方法に従って製造した。生物活性成分Ａの
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分析は、その様々な物理化学的、化学的、微生物的、及び生物活性の特徴を測定するため
に行なった。
【０１４１】
　生物活性成分Ａの選択された物理化学的及び化学的特徴を、下記表８に示す。
【表８】

【０１４２】
　下記表９は、生物活性成分Ａの微生物的特徴を記載する。このデータは、生物活性成分
Ａが総平板菌数、カビ及び酵母菌数、及び病原体の不在に関して、スキンケア産業の要件
を満たすことを示す。

【表９】

【０１４３】
　表１０は、生物活性成分Ａの抗炎症及び抗酸化活性に関する。抗炎症活性は、ヒト好中
球エラスターゼアッセイを用いて測定し、抗酸化活性は、シトクロムｃ還元アッセイを用
いて測定した。

【表１０】

【０１４４】
　生物活性成分Ａは、光を遮断した密閉容器中で冷凍庫（freezer）に保存した時に、１
２ヶ月間は安定である（すなわち、物理的及び化学的全体性を維持する）と判断された。
【０１４５】
＜実施例５－異なる収穫期から、そして異なる季節において集めたナツシロギクから得た
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　生物活性成分の再現性を、同じ畑から２つの連続した季節に収穫した新鮮なナツシロギ
クを用いて分析した。更に、新鮮なナツシロギクを、同じ成長期に、季節当たり２回収穫
した。前記の全ての新鮮なナツシロギクバイオマス試料を、前記実施例１に記載した方法
を用いて加工処理した。生物活性成分Ｂ及びＣの収量、選択された特徴及び特性の比較に
関連するデータを下に示す。（生物活性成分Ａに関連するデータは、実施例に含まれない
。何故なら、この成分の結果は非常に小さい収量であったからである。）
【０１４６】
　１００ｋｇの乾燥物質を生じるナツシロギク量から、約１２．４±２．１ｋｇの生物活
性成分の乾燥物質が製造されたことを見出した。新鮮なナツシロギクバイオマス中の平均
乾燥物質～２０％及び従って～１９０ｋｇの生物活性成分Ｂ又は～６２ｋｇの生物活性成
分Ｃを得ることができるであろう。
【０１４７】
　第１の収穫期及び第２の収穫期から得た生物活性成分の収量の間に（ｐ値＝０．８８９
３）及び２つの連続した季節に得た生物活性成分の収量の間に（ｐ値＝０．６５３１）有
意差は見出されなかった。更に、生物活性成分中の乾燥物質含有量の間に（ｐ値＝０．５
３３４）及び前記成分のパルテノライド含有量の間に（ｐ値＝０．９９２３）有意差は見
出されなかった。
【０１４８】
　異なる収穫期から、そして異なる季節において集めた新鮮なナツシロギクから得た生物
活性成分の選択された物理化学的及び化学的特徴を、下記表１１に示す。これは生物活性
成分Ｂ及び生物活性成分Ｃの高い再現性を示唆している。
【表１１】

【０１４９】
　生物活性成分中のパルテノライド含有量が、用いたＨＰＬＣ分析手法の検出限界未満で
あったことに留意されたい。
【０１５０】
　下記表１２に、生物活性成分の微生物的特徴を記載する。このデータは、異なる収穫期
から、そして異なる季節において集めたナツシロギクから得た生物活性成分が、総平板菌
数、カビ及び酵母菌数、並びに病原体の不在に関して、スキンケア産業の要件を満たすこ
とを示す。
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【表１２】

【０１５１】
　表１３は、生物活性成分の抗炎症及び抗酸化活性に関する。抗炎症活性は、ヒト好中球
エラスターゼアッセイを用いて測定し、抗酸化活性は、シトクロムｃ還元アッセイを用い
て測定した。異なる収穫期から、そして異なる季節において集めた新鮮なナツシロギクか
ら得た生物活性成分の前記活性の間に有意差は見出されなかった。これは生物活性成分Ｂ
及び生物活性成分Ｃの高い再現性を示唆する。

【表１３】

【０１５２】
　異なる収穫期から、そして異なる季節において集めたナツシロギクから得た生物活性成
分は、光を遮断した密閉容器中で冷凍庫（freezer）に保存した時に、少なくとも１２ヶ
月間は安定である（すなわち、物理的及び化学的全体性を維持する）と判断された。
【０１５３】
＜実施例６－生物活性成分の特定の特徴を測定するために使用したプロトコル＞
　以下は、生物活性成分の特定の特徴を測定するために使用した様々な方法である。これ
らの方法は前記実施例の全体にわたり参照される。以下「試験される生成物」又は「試験
試料」への言及は、生物活性成分を指す。
【０１５４】
乾燥物質の測定方法：
　乾燥物質の測定のための手法は、１００℃の水浴中完全な水の蒸発までの試験される生
成物の蒸発、１０５℃で３時間の試料のオーブン貯蔵、室温までの冷却、及び固体物質を
有する容器の重量の即時の測定を包含した。
【０１５５】
Ｌ＊ａ＊ｂ＊値の測定方法：
　Ｌ＊ａ＊ｂ＊値の測定のための手法は、Ｈｕｎｔｅｒ　Ｌａｂｓｃａｎの固定形状比色
計（fixed geometry colorimeter）を用いて、０°／４５°の形状（geometry）を測定し
た。上に面した覗き窓を有する標準光源Ｄ６５を用いた。試験される生物活性成分を有す
る容器を、覗き窓上に設置して、底部を介して測定した。次のＣＩＥＬＡＢ式を用いた：
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【０１５６】
パルテノライド含有量の測定方法：
　メタノール及び３０分の長音波処理を用いて試料を抽出した。固定相としてＣ１８逆相
カラムを使用し、移動相として４４％アセトニトリル：５６％水及び０．１％リン酸を使
用した。パルテノライド検出は２２５ｎｍで行ない、パルテノライド濃度は、３０μｇ／
ｇ～９００μｇ／ｇの範囲の６個のパルテノライド標準品（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）を用いて作成した多点校正曲線を
使用して測定した。これらの条件下での検出限界は０．７μｇ／ｍＬである。これらの条
件のセットを用いて、約３０μｇ／ｇのパルテノライドを定量することができる。
【０１５７】
微生物学的特徴の測定方法：
　試験される試料の微生物学的特徴は、米国薬局方（United States Pharmacopoeia；Ｕ
ＳＰ）の方法ＵＰＳ　ＸＸＶＩＩ，ＮＦ２２，＜６１＞，Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｉｃａ
ｌ　Ｌｉｍｉｔ　Ｔｅｓｔｓ（これはその全体が参照することにより本明細書に組み込ま
れる）に従って測定した。前記試験は、総好気性菌数、総カビ及び酵母（好気性平板菌数
）、サルモネラ種（Salmonella(sp.)）・大腸菌（E. coli）・黄色ブドウ球菌（Staphylo
coccus aureus）及びシュードモナス種（Pseudomonas sp.）の測定を含む。
【０１５８】
　保存剤負荷試験（challenge studies）は、ＵＳＰ　ＸＸＶＩＩ，ＮＦ２２，＜５１＞
，Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂｉａｌ　Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　Ｔｅｓｔｉｎｇ，ｐｐ．２１４８
－２１５０（これはその全体が参照することにより本明細書に組み込まれる）の方法を用
いて行なった。播種した被験物質のインキュベーションを２０～２５℃で行い、７、１４
、２１及び２８日の時間間隔でアッセイした。
【０１５９】
エラスターゼ阻害活性の測定方法：
　試験される生物活性成分のエラスターゼ阻害活性は、ヒト好中球エラスターゼ（Ｅｌａ
ｓｔｉｎ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ．，Ｏｗｅｎｓｗｉｌｌｅ，ＭＯ
）及び合成ペプチド可溶性基質Ｎ－ＭｅＯ－Ｓｕｃ－Ａｌａ－Ａｌａ－Ｐｒｏ－Ｖａｌ－
ｐ－ＮＡ（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，
ＭＯ）を用いるアッセイを使用して測定した。このアッセイは、Ｅｌａｓｔｉｎ　Ｐｒｏ
ｄｕｃｔｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ’ｓ　Ｃａｔａｌｏｇ，“Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏ
ｆ　ｈｕｍａｎ　ｅｌａｓｔａｓｅ　ａｃｔｉｖｉｔｙ，”Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｂｉｏｃ
ｈｅｍｉｃａｌ　Ｃａｔａｌｏｇ，Ｅｌａｓｔｉｎ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ，
Ｉｎｃ．，Ｏｗｅｎｓｖｉｌｌｅ，ＭＯ，ａｔ　ｐａｇｅ８４（２００４）（これはその
全体が参照することにより本明細書に組み込まれる）に記載されている修正手法を包含す
る。基質の酵素開裂は、５０ｍＭ　ＮａＣｌを含有する０．１Ｍトリス－ＨＣｌ緩衝液（
ｐＨ７．５）を用いて、４１０ｎｍ及び２５℃で測定した。分光光度計キュベットの反応
培地の全容積は、３．０ｍＬであった。試験される各生物活性成分は、酵素反応速度の５
０％阻害（ＩＣ５０）を達成するのに必要な諸濃度で試験した。
【０１６０】
スーパーオキシド捕捉活性の測定方法：
　用いた方法は、Ｑｕｉｃｋ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｒａｐｉｄ　ｍｉｃｒｏｐｌａｔｅ　ａ
ｓｓａｙ　ｆｏｒ　ｓｕｐｅｒｏｘｉｄｅ　ｓｃａｖｅｎｇｉｎｇ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃ
ｙ，”Ｊ．Ｎｅｕｒｏｓｃｉｅｎｃｅ　Ｍｅｔｈｏｄｓ，９７：１３９－１４４（２００
０）（これはその全体が参照することにより本明細書に組み込まれる）の論文に記載され
た手法に基づいた。
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【０１６１】
　このアッセイは、スーパーオキシド捕捉の比較の抗酸化活性を測定するための迅速正確
な生物活性成分の試験を可能にした。前記アッセイは、ヒポキサンチン、キサンチンオキ
シダーゼ及びシトクロムｃを包含した。ヒポキサンチンは基質として働き、２段階のプロ
セスでキサンチンオキシダーゼにより代謝されて、２個のスーパーオキシドアニオンを生
じた。これらの遊離アニオンがシトクロムｃを還元して、５５０ｎｍピークの顕著な増加
をもたらした。分光光度計キュベット中の反応培地の全容積は、３．０ｍＬであった。
【０１６２】
　好ましい実施態様を本明細書に詳細に描き記載したけれども、本発明の精神を逸脱する
ことなく様々な修正、付加、及び置換などがなされ得ること、並びに従ってこれらが以下
の請求の範囲に定義される本発明の範囲内にあると考えられることは、当業者にとっては
明らかであろう。

【図１】 【図２】

【図３】
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