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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全体的にまたは部分的に植物である抽出原料から超臨界二酸化炭素および共抽出技術に
よって抽出される生物学的リコピンを基にした栄養補助食品、医薬品もしくは化粧品であ
って、該生物学的リコピンが；
・等量または異なる量の抽出マトリックスおよび共抽出マトリックスから構成される混合
物から作られ；該抽出マトリックスはトマト果より作られ、該共抽出マトリックスは乾果
、油糧種子および／または植物から作られ；該混合物は脱水および粉砕されたものであり
：
・その抽出では、乾果、油糧種子、植物またはそれらの組み合わせからなる混合物からの
植物油および他の成分の抽出が同時に行われ；
・その構成は１００％無晶形であり、全体が均一化された混合物中で、共抽出脂質中で完
全に混合され、可溶化されており；
・それは、ソフトカプセルにて生成物を直接詰めるために好適な、１～２％のリコピン濃
度である生物学的リコピンを基にした栄養補助食品または医薬品または化粧品の製造に用
いられるものである、
ことを特徴とする、生物学的リコピンを基にした栄養補助食品または医薬品または化粧品
。
【請求項２】
　最終的な仕様において、完全に天然のリコピンを有することを特徴とする、請求項１に
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記載の生物学的リコピンを基にした栄養補助食品または医薬品または化粧品。
【請求項３】
　有毒および有害な化学溶媒も農薬および他の植物薬も全く存在しないことを特徴とする
、請求項１または２に記載の生物学的リコピンを基にした栄養補助食品または医薬品また
は化粧品。
【請求項４】
　リコピン以外の、抽出マトリックスに由来する他の抗酸化剤を含むことを特徴とする、
請求項１～３のいずれか１項に記載の生物学的リコピンを基にした栄養補助食品または医
薬品または化粧品。
【請求項５】
　リコピン以外の、共抽出マトリックスに由来する化合物を含むことを特徴とする、請求
項１～４のいずれか１項に記載の生物学的リコピンを基にした栄養補助食品または医薬品
または化粧品。
【請求項６】
　ソフトカプセルに充填されていることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記
載の生物学的リコピンを基にした栄養補助食品または医薬品または化粧品。
【請求項７】
　下記の工程：
原料の脱水、粉末になるまでのドライトマトの粉砕、およびふるい分け；
得られたトマト粉末と等量の、乾果、油糧種子、植物、魚粉またはそれらの組み合わせか
らなる原料との混合；
均一なペーストが得られるまでの該混合物の粉砕；
次いで、ＣＯ２圧縮および加熱、リコピンおよび他の化合物の抽出；さらに混合物の冷却
、第一の分離段階、圧力の減少、第二の分離段階および母液から沈殿した溶質の回収、さ
らなる圧力の減少、溶質のさらなる回収である第三の分離段階；
最後に、ろ過および濃縮後のＣＯ２の貯蔵タンクへの回収および再利用；
を含む、超臨界二酸化炭素を使用することによるトマト粉末からの請求項１～６のいずれ
か１項に記載した生物学的リコピンの共抽出方法。
【請求項８】
　超臨界二酸化炭素圧力が４００から６００ｂａｒの間の範囲にわたる、請求項７に記載
の方法。
【請求項９】
　超臨界二酸化炭素温度が３２０から３７３Ｋの間の範囲にわたる、請求項７または８に
記載の方法。
【請求項１０】
　超臨界二酸化炭素の流速が１５から４０Ｋｇ　ＣＯ２／時の間の範囲にわたる、請求項
７～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　超臨界二酸化炭素の密度が０．８００から０．９５０Ｋｇ／ｌの間の範囲にわたる、請
求項７～１０のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は生物学的リコピンを基にした新規な栄養補助食品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現状の技術において、細胞の酸化的損傷を減少させる抗酸化剤が詳しく知られている。
それらは天然または化学合成品の両方である。周知の天然抗酸化剤は、アスコルビン酸（
ビタミンＣ）、トコフェロール（ビタミンＥ）、レチノール（ビタミンＡ）およびベータ
－カロテンである。抗酸化剤の一つの主要な作用は、化学的連鎖反応により細胞を損傷し
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うる、酸素フリーラジカルの作用による損傷を防ぐことである。さらに、抗酸化剤は細胞
の老化、アテローム性動脈硬化症、癌および心臓病の予防において重要な役割を果たす。
抗酸化剤は多くの野菜および果物の中に発見され、なかでもトマトは大きな抗酸化特性を
合成する。トマトは、事実、それ（およびその派生物：皮むきトマト、トマトソース、ト
マトジュース、および類似のもの）が豊富なカロテノイド源であるという事実により健康
食品と見なされる。カロテノイドは、炭素、水素およびある時は酸素の混合にて構成され
る。これらの分子は植物によって、簡単な分子を利用して形成され；花、果実、およびい
くつかは根の色に関与している。例えば、にんじんはそのオレンジ色を、カロテノイド群
と名づけられている中の、純粋状態で単離された初めてのカロテノイドである、ベータ－
カロテンから得ている。高い抗酸化能を特徴とするカロテノイドの一つは、赤色の色素を
提供する、リコピンである。多量のリコピンを含む果物および野菜は、苺、パパイヤ、ス
イカ、グレープフルーツおよび類似のものである。なかでも赤トマトは最大級のリコピン
濃度（３０～４００ｍｇ／ｋｇ生トマト）を有し、それは新鮮な場合に、およびほぼ全体
を油の豊富な料理において調理および／または提供した場合は脂肪酸が一般的に吸収を増
加させることから、高率で人体に容易に吸収される。臨床研究において、いくつかの種類
の癌および他の循環器疾患を予防すること；および自然細胞加齢過程を遅らせることへの
リコピンの非常に有益な効果が証明されている。リコピンは、事実、その高い、および特
異的な抗酸化特性により重要な保護の役目を果たす。
【０００３】
　化学合成（合成リコピン）または植物生合成（天然リコピン）により、リコピンが栄養
補助食品を製造するための基本的な原料として用いられることもまた知られている。後者
の場合、植物（例えばトマト）からの天然リコピンの抽出は化学溶媒を用いることによっ
て行われる。
【０００４】
　合成リコピンは、文献において「ウィッティヒ反応」として知られている化学反応によ
って得られる。それは非常に長く複雑な工程であり、２個の中間体を生成し、それを第３
の化合物と反応させて粗リコピンを得て、最後にろ過と結晶化により精製することを含む
ものである。最終生成物は、巨大な針状の、均一かつきれいな結晶であることが特徴の、
赤色の結晶状固体であり、最終リコピン濃度は約９５％である（不純物および化学溶媒で
～５％）。リコピンは食用色素（リコピンを富化したソース、ケチャップ）として、およ
び栄養補助食品の原料として市販されている。
【０００５】
　「天然」リコピンの製造工程は生トマト（遺伝子組み換え品または農薬もしくは他の植
物薬を使用していてもよい）をミンチにし、ホモジナイズし、遠心分離して水の大部分を
除去することから始まる。残りの湿ったペースト（ｐａｓｔａ）がトマト濃縮物である。
トマト濃縮物からのリコピンの抽出は有機溶媒を添加し、激しく撹拌することにより行わ
れる。当然に、リコピンとともに、他の脂質物質および可溶性植物薬も同様に抽出される
。その後、水を加えることにより、溶液は２相：リコピンおよび抽出された他の物質と有
機溶媒からなる有機のもの、ならびに水および不溶性の野菜残渣を含む液相に分離される
。溶媒留去または他の方法によって溶解度を下げることにより、リコピン有機相から無晶
形の沈殿物が得られ、そのような沈殿物は（合成リコピンのように）精製および再結晶化
が可能である。最終生成物は赤茶色で、部分的に結晶化しており、化学溶媒、およびおお
よそ巨大で均一な、リコピン濃度が約６０％であることを特徴とする暗色の結晶（不純物
含有、および溶媒）が含まれている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記したリコピン抽出工程には、効率性および最終生成物のあらゆる品質の点において
、いくつかの欠点を有する。
【０００７】
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　一般的に、結晶形の最終生成物の純度は、使用した原料の純度および選択した結晶化お
よび精製工程に主に依存する。必要に応じてまたは都合により、最終生成物の再結晶を繰
り返すことができる。合成工程において、使用する原料はほぼ純粋であり；それゆえ、さ
らなる工程さえあれば、容易に９５％純度の結晶固体を得る。他方で、原料（アルデヒド
および類似のもの）および使用する溶媒（例えばトルエン）のもたらす高い毒性により、
最終産物をさらに精製して、その毒性を減少することを必要とする。さらに、結晶の合成
リコピンを不適切に保管（光または空気にさらす）すると、変異原性物質へと分解する可
能性があり；それゆえ、この効果を予防または減少するために抗酸化剤を加える必要があ
る。
【０００８】
　天然工程から得られたリコピンの場合、その毒性は最終生成物中の残留化学溶媒および
使用する原料の品質の両方によるものである。事実、トマト果は農薬および他の植物薬で
処理されている可能性があり、それらはリコピンと共に抽出され、最終生成物で濃縮され
ることになるであろう。生体マトリックス内にはリコピンと共に、リコピンと共に抽出さ
れる多量の可溶性脂質が存在するので、この工程において、トマト果からのリコピン抽出
は、複数の有機溶媒にて行われる。不純物は天然物で無毒であるが、それらの量に比較し
て多量の、有毒で有害な化学溶媒もまた吸収される。さらに、工程の間に非常に有毒な酸
化生成物を生じ得る。再結晶により得られる天然リコピンは、精製により有効性が失われ
得る（各工程で１０～２０パーセント）。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　発明の開示
　本発明は、「生物学的」リコピンを基にした、栄養補助食品として使用される新規な製
品；および関連する、十分な抽出効率とともに高い純度および品質を保証できるリコピン
の天然抽出工程の創出を目的とする。
【００１０】
　本発明は、適切な抽出原料（全体的にまたは部分的に植物）から抽出された、生物学的
リコピンを基にした栄養補助食品における、リコピン抽出に関連する課題を、超臨界二酸
化炭素および共抽出技術により解決する。超臨界二酸化炭素で処理される抽出原料は、混
合物からできており、該混合物は等しいかまたは異なる量の抽出マトリックスおよび共抽
出マトリックスで構成される。
【００１１】
　さらに、本発明のもう一つの目的は、超臨界状態における二酸化炭素による、適切な生
体マトリックスからのリコピンの抽出方法である。上記のマトリックスからの二酸化炭素
抽出は、トマト果中の当初のリコピン濃度に応じて、１～２％の範囲のリコピン濃度を有
する全抽出物をもたらす。最終生成物はいずれの有毒または有害な化学物質のない、１０
０％天然物である。この理由から、そのリコピンを「生物学的」と定義する。生物学的リ
コピンの使用は、高品質の栄養補助食品として特に好適であり、医薬品および化粧品とし
ても同様である。本工程によって得られたリコピンの品質は、従来の製法によって得られ
たものと相当異なるものであり、すなわち、この「生物学的」リコピンは新規な製品とみ
なすことができる。
【発明の効果】
【００１２】
　これらのおよび他の利点は、表１／４、２／４、３／４および４／４の中の、工程およ
び製品からもたらされるいくつかの実験結果において言及し、および共抽出工程を実現す
る装置の例が示されている、発明の詳細な説明において指摘されるであろう。どちらも実
施例であって、限定をするものではない。
【００１３】
　発明を実施する方法
　上記で言及した表に関連して：
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】表１は、リコピンを基にした栄養補助食品の調製に使用する、合成、天然および
生物学的リコピンの特性の要約である。
【図２】表２は、いくつかの市販されている、リコピンを基にした栄養補助食品を示す（
アメリカ市場、２００５）。
【図３】表３は、生物学的リコピンの詳細である。
【図４】表４は、カロテノイドの特徴を示す。
【図５】表５は、脂肪酸の特徴を示す。
【図６】図１（Ｆｉｇ．１）は、超臨界流体での抽出を実現する装置の基本構成である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　このように、本発明の範囲は、適切な抽出原料（全体的にまたは部分的に植物）からの
、共抽出技術での超臨界二酸化炭素の使用による、すべての抽出である。この抽出原料は
、各々が等しいかまたは異なる量の抽出マトリックスおよび共抽出マトリックスの混合物
で構成される。抽出マトリックスは、トマト果からできており、該トマト果は、適宜加工
（洗浄、精製、有色体の濃縮、または他の類似の工程）され、脱水（蒸発、昇華または他
の類似工程による、空気中または減圧中での冷却または加温工程）され、粉砕されふるい
分けされる。共抽出マトリックスは、全体として、各々の下記の原料：
　・落花生、ナッツ、アーモンド、くるみ、ピスタチオおよび類似のものの単一の種子、
またはそれらのいずれかの混合物から作られた乾果；
　・油糧種子としてのひまわり、大豆、スイカ、柑橘類、かぼちゃ、グレープフルーツ、
他の油糧種子、またはそれらのいずれかの混合物；
　・ローズマリー、セージ、オレガノ、にんにく、にんじん、カリフラワー、他の植物の
葉および／または枝および／または花および／または根および／または他の部分を単独で
、またはそれらのいずれかの混合物；
　・魚粉；
またはそれらの可能ないずれかの組み合わせからできている。
すべての場合において、原料は適宜加工され、脱水され、粉砕される。
【００１６】
　本発明のさらなる範囲は、原料の調製（第一工程）ならびに、植物油および他の乾果か
らの化合物および／または油糧種子および／または植物および類似のものとの同時抽出を
特徴とするリコピン抽出および原料の分離（第二工程）を含む超臨界二酸化炭素の使用に
よる、トマト粉末からのリコピン共抽出のための最適化された方法である。動作状態が同
じならば、共溶媒としての該植物油はリコピン抽出効率を、４時間の抽出後は１０％まで
、８時間の抽出後は３０％まで、より長い時間の抽出継続により６０％まで向上し、およ
びリコピンの分解を防ぐ。抽出マトリックスはトマト粉末ならびに乾果および／または油
糧種子および／または他の植物および／または魚粉の混合物である。混合物の調製は、原
料の脱水（冷却または加温状態における、蒸発、昇華または他の工程による、減圧脱水ト
マト）および粉末が得られるまでのドライトマトの粉砕およびふるい分け；得られたトマ
ト粉末と等量の乾果（アーモンド、ナッツ、落花生、および類似のもの）または油糧種子
（ひまわり種子、および類似のもの）または植物または他のものとの混合、および混合物
の粉砕からなる。該混合物は均一なペーストが得られるまで粉砕される。超臨界二酸化炭
素の圧力は４００から６００ｂａｒの間の範囲にわたり；その温度は３２０から３７３Ｋ
の間の範囲にわたる。動作状態が同じならば、二酸化炭素流速は１５から４０Ｋｇ　ＣＯ

２／時の間の範囲にわたり；その密度は０．８００から０．９５０Ｋｇ／ｌの間の範囲に
わたる。リコピン抽出段階は：ＣＯ２圧縮および加熱、リコピンおよび他の化合物の抽出
、混合物の冷却、第一の分離段階、圧力の減少、第二の分離段階および母液から沈殿した
溶質の回収、さらなる圧力の減少、沈殿物のさらなる回収である第三の分離段階、ろ過お
よび濃縮後のＣＯ２再利用および貯蔵、を含む。
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【００１７】
　生物学的工程はＣＯ２にて１段階でもたらされ、リコピン濃度が１から２％の範囲にわ
たる全抽出物を製造する。最終オレオレジンのリコピン濃度は抽出に使用するマトリック
スの特性（リコピン力価、果実の品質および成熟度、前処理工程）による。最終生成物は
一切の化学溶媒または他の有毒で有害な不純物のない、１００％天然物である。１～２％
のリコピン濃度はソフトカプセルまたは他の特製品にて生成物を直接詰めるために好適で
ある。
【００１８】
　図１（Ｆｉｇ．１）において図式化した、超臨界流動体での抽出装置は、１０ｌ抽出器
（ＡＯ１）および三基の連続した分離器、それぞれ（Ｓ１、Ｓ２）どちらも１．５ｌ、お
よび（Ｓ３）０．３ｌを含む。ポンプ（Ｐ１）により目標圧力に達するとすぐにＣＯ２が
加熱コイル（Ｅ２）を流れて抽出ベッド（ＡＯ１）に至る。その後（ＡＯ１）を出て、流
れが冷却コイル（Ｅ３）を通って分離器（Ｓ１）に至り、その後、マイクロメーターバル
ブ（ＶＬ１）を通過して、ＣＯ２圧力および密度が下がり、分離器（Ｓ２）に至る。その
後、流動体は分離器（Ｓ３）および圧力を最終値まで下げる第二のマイクロメーターバル
ブ（ＶＬ２）を通過し；分離された溶質は（Ｓ３）に集められる。分離器（Ｓ３）を出た
ＣＯ２は再利用することができ、フィルター（Ｆ１）および凝縮器（Ｅ１）を通して、タ
ンク（ＴＯ１）に集められる。分離器（Ｓ１）は一定圧にて動作し；温度変化は抽出物の
溶解度を下げることにより、分離と沈殿の原因となる。分離器（Ｓ２、Ｓ３）において、
圧力を変化させることにより溶解度は減少する。
【００１９】
　化学溶媒によって抽出された合成もしくは天然リコピンと、超臨界ＣＯ２によって得ら
れた生物学的リコピンの間の主要な違いは、最初の２つの方法においては、生物学的方法
では無駄であり、むしろ損害を与えるものである、精製段階が必須となることである。事
実、他の２種の方法と異なり、生物学的方法におけるリコピン以外の全ての物質も同様に
天然化合物であり、それは個人の健康および幸福に重要であり、リコピンの抗ガン作用を
もたらすものである。それらは植物から抽出され、抗酸化剤としておよび脂質として重要
な役割を果たすリン脂質、トコフェロール（ビタミンＥ）、オメガ３系およびオメガ６系
多価不飽和脂肪酸、他のカロテノイド（ルテイン、ベータカロテン、および類似のもの）
であり、リコピンの組織への吸収、および必然的にその血液への移行（生物学的利用能）
を増進させる。最終生成物は１００％天然物であり、いかなる有毒性もなく、いかなる者
にも好適である。
【００２０】
　純粋な、または濃縮したリコピンは、いくつかの理由、なかでもその低い生物学的利用
能により、ヒトによる直接使用には適さない。しかしながら、組織によるリコピン吸収、
およびその血液への移行が脂質物質（例えば植物油）によって増進されることはよく知ら
れている。合成リコピンを基にした市販製品の調製においては、所望の最終濃度までリコ
ピン結晶（ほぼ純粋）を希釈するために、脂質物質を十分に加えなければならない。天然
リコピンを基にした市販製品の場合も、その製品自体にすでに部分的に存在しているとし
ても、脂質物質を加えなければならない。対照的に、生物学的リコピンを基にした市販製
品の場合、製品が必要な脂質物質を含んでいるため、外来の脂質物質を添加する必要は無
い。リコピンの構造は、製品の生物学的利用能に影響を与えるもう一つの重要な特性であ
り；リコピンの場合、その構造は、結晶、無晶形、または結晶の割合が可変である混合さ
れたものとなり得る。結晶構造は、無晶形のものに比べてより安定であり、分子中に溶解
するためにより多くのエネルギーを必要とする；このため、すぐに利用できる無晶形構造
よりも低い生物学的利用能を示す。結晶または無晶形構造はリコピン製造工程、化学的－
物理的条件および溶質－溶媒分離工程の管理に依存する。合成リコピンまたは天然リコピ
ンの製造工程において、有機溶媒溶液からの分離は時間において異なるが、工程は常に２
つの異なる段階：核生成および結晶成長、を経る。これらの工程（合成および天然リコピ
ン）において、母液からのリコピンの分離は純粋な沈殿を得るために行われ：リコピン以
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外の物質はすべて有毒な不純物および有毒で有害な有機化学溶媒である。最終生成物は全
体的（合成リコピン）にまたは部分的（天然リコピン）に結晶である。代わりに、超臨界
二酸化炭素での生物学的リコピン製造工程において、溶媒溶液（ＣＯ２）からのリコピン
分離は瞬時である；事実、ＣＯ２中でのリコピン溶解度は密度に（０．８～０．９５ｋｇ
／ｌ）に依存し、それは圧力（４００～６００ｂａｒ）および温度（３２０～３７３Ｋ）
に依存する；分離器において、圧力は急速に７０～１５０ｂａｒまで減少し、密度の０．
１ｋｇ／ｌ以下までの減少をもたらし、溶液に含まれている溶質（脂質およびリコピン）
の急速な沈殿をもたらす。したがって、この方法では、リコピンが急速に１００％無晶形
状態で沈殿するため、標準的な溶質－溶媒分離工程はもはや必要ない。
【００２１】
　表１は３種類の製造方法によるリコピンの特徴を要約する。
【００２２】
　リコピンを基にした栄養補助食品は、製剤において所望される、有効成分（リコピン）
の最終濃度値までの、濃縮バルクリコピン（合成または天然）のいくつかの添加物または
賦形剤での希釈により得られる。今日、市販されている合成または天然リコピンを基にし
た製品はリコピン重量を１回量として１ｍｇ～１０ｍｇの範囲にわたって含み、最終製剤
において、対応するリコピン濃度は１％未満から１０％（重量パーセント）までの範囲に
わたる。表２は、アメリカの市販製品に最も求められているものは錠剤や類似のものより
も、ソフトカプセルのリコピン栄養補助食品であることを示す。反対に、生物学的リコピ
ンを基にした栄養補助食品は市場で公知の製品に対して新しい製品を示す：それは、適宜
脱水、粉砕、およびふるい分けされた約５０％のトマト果、および適宜処理および粉砕さ
れた約５０％の乾果（アーモンド、くるみ、ナッツ、落花生、ピスタチオおよび類似のも
の）および／または油糧種子、および／または他の植物または魚粉で作られる好適な生物
学的マトリックスの超臨界ＣＯ２処理により得られた、全抽出物のみから構成されるもの
である。特に、抽出マトリックスは常に約５０％のトマト粉末、さらに他の部分、唯一つ
の種類の乾果もしくは油糧種子もしくは他の植物もしくは魚粉、またはそれらの可能な組
み合わせの一つから構成され、それにより抽出マトリックス中のトマト果と他のものとの
比が約１となる。
【００２３】
　以下に数種の可能な組み合わせを例示する。
　１）　トマト粉末およびナッツ
　２）　トマト粉末およびアーモンド
　３）　トマト粉末およびピスタチオ
　４）　トマト粉末およびくるみ
　５）　トマト粉末および落花生
　６）　トマト粉末および他の油糧種子
　７）　トマト粉末および乾果混合物および／または他の油糧種子
　８）　トマト粉末および魚粉
　９）　トマト粉末および魚粉および乾果
　１０）　トマト粉末および植物油および／または魚粉
【００２４】
　非常に重要な抽出マトリックスの選択肢は、得られる抽出物中の多価不飽和脂肪酸の割
合を増やすための魚粉の添加である。トマト粉末中のリコピン濃度は５０００から１５０
００ｍｇ／ｋｇの範囲にわたり得る。得られた全抽出物は、添加物および類似のものの添
加のようないかなる組成物の改変もなしに直接詰められる最終製品を示す。全抽出物のリ
コピン濃度は１％から２％の範囲にわたり、処理されたトマト果のリコピン濃度に依存す
る。カロテノイドは、全量がトマトからであり、一方で脂質部分、トコフェロール（ビタ
ミンＥ）、多価不飽和脂肪酸および他の化合物はトマトおよび共マトリックスの両方に由
来するものである。
【００２５】
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　最終抽出物のリコピン濃度は生トマト果のリコピン濃度に依存するので、抽出生成物に
おけるリコピン濃度は栄養補助食品として全くの天然物であり、合成または天然リコピン
は、添加物の量によって、最終処方においてリコピン濃度を容易に変更できる（例えば、
市場の需要による）。
【００２６】
　生物学的リコピンのさらなる特徴は、天然リコピンに対して、マトリックスのＣＯ２処
理と最終製品の充填までの間がわずかな時間間隔であることである。
【００２７】
　最終栄養補助食品の仕様でもある、バルク生物学的リコピンの仕様を表３に示す。カロ
テノイド類の量および種類はトマト果の種類、その成熟度、気候および耕作条件ならびに
前処理に依存する。表４において、通常得られるカロテノイドの割合を示す。抽出物中の
脂質物質の量および種類はトマト果の特性と使用される共マトリックスの両方に依存する
。ナッツ共マトリックスの場合の脂肪酸組成を表５に示す。生果において得られる、カロ
テノイド群と共にＣＯ２抽出されたオレオレジンもまた、認識できる量の重要な多価不飽
和脂肪酸（ＰＵＦＡ）を含む。それらは：リノール酸（オメガ６）およびアルファ－リノ
レン酸（オメガ３）である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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