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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タバコ材料中のアミノ酸およびタバコ特異的ニトロソアミン含有量を低減する方法であ
って、タバコ植物成分を２つ以上のプロバイオティクスと接触させることを含み、
　前記タバコ植物成分が、タバコ種子、タバコ実生苗、未熟な生きた植物、成熟した生き
た植物、収穫された植物、またはそれらの一部分からなる群から選択され、前記２つ以上
のプロバイオティクスが、ビフィドバクテリウム属、ラクトバシラス属、エンテロコッカ
ス属、プロイオノバクテリウム属（ｐｒｏｉｏｎｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）、バシラス属、
サッカロミセス属、ストレプトコッカス属のプロバイオティクス種、およびそれらの混合
物からなる群から選択され、前記２つ以上のプロバイオティクスが、ラクトバシラス属か
ら選択される少なくとも１つのプロバイオティクスを含む、方法。
【請求項２】
　前記タバコ植物成分が、収穫されていない植物である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記２つ以上のプロバイオティクスが、ビフィドバクテリウムアドレセンティス、ビフ
ィドバクテリウムアニマリス、ビフィドバクテリウムビフィダム、ビフィドバクテリウム
ブレヴェ、ビフィドバクテリウムインファンティス、ビフィドバクテリウムラクティス、
ビフィドバクテリウムロンガム、ビフィドバクテリウムシュードカテヌラータム、ビフィ
ドバクテリウムシュードロンガム、ビフィドバクテリウム種、ビフィドバクテリウムサー
モフィラム、ラクトバシラスアシドフィラス、ラクトバシラスアリメンタリウス、ラクト
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バシラスアミロボラス、ラクトバシラスブルガリクス、ラクトバシラスビフィダス、ラク
トバシラスブレビス、ラクトバシラスカゼイ、ラクトバシラスカウカシクス、ラクトバシ
ラスクリスパータス、ラクトバシラスカルバータス、ラクトバシラスデルブルッキー、ラ
クトバシラスファーメンタム、ラクトバシラスガリナラム、ラクトバシラスガセリ、ラク
トバシラスヘルベティカス、ラクトバシラスジョンソニー、ラクトバシラスラクティス、
ラクトバシラスライヒマニ、ラクトバシラスパラカゼイ、ラクトバシラスプランタルム、
ラクトバシラスロイテリ、ラクトバシラスラムノサス、ラクトバシラスサリバリウス、ラ
クトバシラス種、ラクトバシラススポロゲネス、ラクトバシラスラクティス、ストレプト
コッカスセルモリス、ストレプトコッカスフェシウム、ストレプトコッカスインファンテ
ィス、ストレプトコッカスサーモフィラス、エンテロコッカスフェシウム、ペディオコッ
カスアシディラクティシ、スタフィロコッカスサーモフィラス、スタフィロコッカスカル
ノサス、スタフィロコッカスキシロサス、サッカロミセスブラウディ、サッカロミセスセ
レビシエ、サッカロミセスブラウディ、バシラスセレウスバールトヨ、バシラスサブティ
リス、バシラスコアギュランス、バシラスリケニフォルミス、およびそれらの混合物から
なる群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記２つ以上のプロバイオティクスが、前記ビフィドバクテリウム属から選択される少
なくとも１つのプロバイオティクスと、前記ラクトバシラス属から選択される少なくとも
１つのプロバイオティクスと、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記２つ以上のプロバイオティクスが、前記ビフィドバクテリウム属から選択される２
つ以上のプロバイオティクス、または前記ラクトバシラス属から選択される２つ以上のプ
ロバイオティクス、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記接触させるステップが、水中の溶液、懸濁液、または分散液中で前記２つ以上のプ
ロバイオティクスを適用することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記接触させるステップが、前記２つ以上のプロバイオティクス１ｍＬ当たり１×１０
５個のコロニー形成単位～１×１０１０個のコロニー形成単位を含む溶液中で前記２つ以
上のプロバイオティクスを適用することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記接触させるステップが、１つ以上の界面活性剤を前記タバコに適用することをさら
に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記接触させるステップ後の前記タバコ材料のアスパラギン含有量が、少なくとも５０
重量％低減される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記タバコ植物成分が、鉄管乾燥タバコ、バーレータバコ、オリエンタルタバコ、また
はそれらの混合物を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記タバコ材料を無煙タバコ製品または喫煙物品に組み込むことをさらに含む、請求項
１～１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記タバコ材料が、カットフィラーの形態である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記タバコ材料が、タバコブレンドの形態である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記喫煙物品が、喫煙時の、未処理の対照喫煙物品に対して低減された主流煙のアクリ
ルアミド含有量を特徴とする、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
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　主流煙中のアクリルアミドの低減量が、未処理の対照喫煙物品と比較して少なくとも２
０重量％である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　主流煙中のアクリルアミドの低減量が、未処理の対照喫煙物品と比較して少なくとも４
０重量％である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　請求項１１に記載の方法に従って調製されたシガレットまたは無煙タバコ製品の形態の
タバコ製品。
【請求項１８】
　包装材料によって取り囲まれた喫煙可能な材料のロッドと、前記ロッドにその一端で取
り付けられたフィルターと、を含むシガレットの形態の喫煙物品の形態のタバコ製品であ
って、前記喫煙可能な材料が、アスパラギンの含有量を低減させるように２つ以上のプロ
バイオティクスで前処理されたタバコ植物成分を含むタバコ材料を含み、前記タバコ植物
成分が、タバコ種子、タバコ実生苗、未熟な生きた植物、成熟した生きた植物、収穫され
た植物、またはそれらの一部分からなる群から選択され、前記２つ以上のプロバイオティ
クスが、ビフィドバクテリウム属、ラクトバシラス属、エンテロコッカス属、プロイオノ
バクテリウム属（ｐｒｏｉｏｎｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）、バシラス属、サッカロミセス属
、ストレプトコッカス属のプロバイオティクス種、およびそれらの混合物からなる群から
選択され、前記２つ以上のプロバイオティクスが、ラクトバシラス属から選択される少な
くとも１つのプロバイオティクスを含む、タバコ製品。
【請求項１９】
　前記喫煙物品が、喫煙時の、未処理の対照喫煙物品に対して低減された主流煙のアクリ
ルアミド含有量を特徴とする、請求項１８に記載のタバコ製品。
【請求項２０】
　主流煙中のアクリルアミドの低減量が、未処理の対照喫煙物品と比較して少なくとも２
０重量％である、請求項１９に記載のタバコ製品。
【請求項２１】
　主流煙中のアクリルアミドの低減量が、未処理の対照喫煙物品と比較して少なくとも４
０重量％である、請求項１９に記載のタバコ製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植物、ならびに植物（例えば、タバコ）を生育、収穫、および／または処理
する方法に対する修正に関する。具体的に、本発明は、タバコから作製もしくは誘導され
た製品、または他の方法でタバコを組み込み、ヒトによる消費が意図される製品に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　シガレット等の人気のある喫煙物品は、実質的に円柱形でロッド状の構造を有し、巻紙
で巻かれることにより、所謂「タバコロッド」を形成する、裁刻されたタバコ（例えば、
カットフィラーの形状に）等の喫煙可能な材料の装填物、ロール、またはカラムを含む。
通常、シガレットは、タバコロッドと端と端とで接して一直線に並んだ円柱形のフィルタ
ー要素を有する。典型的に、フィルター要素は、「プラグラップ」として知られる紙材料
により取り囲まれた可塑化酢酸セルローストウを含む。あるシガレットは、複数の区分を
有するフィルター要素を組み込み、それらの区分のうちの１つは、活性炭粒子を含んでよ
い。典型的に、フィルター要素は、「チップペーパー」として知られる取り囲む包装材料
を使用し、タバコロッドの一端に取り付けられる。吸い込んだ主流煙の外気での希釈を提
供するために、チップ材料およびプラグラップに穿孔することも望ましいものとなってい
る。喫煙者は、タバコの一端に点火し、タバコロッドを燃やして、シガレットを用いる。
次いで、喫煙者は、シガレットの反対端（例えば、フィルター端部）から吸い込むことに
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より、自身の口の中に主流煙を受け取る。
【０００３】
　シガレットの製造に使用されるタバコは、典型的に、ブレンド形態で使用される。例え
ば、ある人気のタバコブレンドは、一般に「アメリカンブレンド」と呼ばれ、鉄管乾燥タ
バコ、バーレー種タバコ、およびオリエンタルタバコの混合を含み、多くの場合に、ある
加工されたタバコ、例えば、再構成タバコおよび加工タバコステムを含む。特定のシガレ
ットブランドの製造に使用されるタバコブレンド内の各種タバコの正確な量は、ブランド
毎に異なる。しかしながら、多くのタバコブレンドにとって、鉄管乾燥タバコは、ブレン
ドの比較的大きな割合を占め、一方オリエンタルタバコは、ブレンドの比較的小さい割合
を占める。例えば、Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ，Ｖｏｇｅｓ（Ｅｄ．）
ｐ．４４～４５（１９８４），Ｂｒｏｗｎｅ，Ｔｈｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　Ｃｉｇａｒ
ｅｔｔｅｓ，３ｒｄ　Ｅｄ．，ｐ．４３（１９９０）およびＴｏｂａｃｃｏ　Ｐｒｏｄｕ
ｃｔｉｏｎ，Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｄａｖｉｓ　ｅｔ　
ａｌ．（Ｅｄｓ．）ｐ．３４６（１９９９）を参照されたい。
【０００４】
　タバコは、所謂「無煙」形態で嗜好されてもよい。特に人気の無煙タバコ製品は、何ら
かの形態の加工タバコまたはタバコ含有配合物を使用者の口に挿入することによって用い
られる。種々の無煙タバコ製品が知られている。例えば、各々が参照により本明細書に組
み込まれる、Ｓｃｈｗａｒｔｚへの米国特許第１，３７６，５８６号、Ｌｅｖｉへの同第
３，６９６，９１７号、Ｐｉｔｔｍａｎらへの同第４，５１３，７５６号、Ｓｅｎｓａｂ
ａｕｇｈ，Ｊｒ．らへの同第４，５２８，９９３号、Ｓｔｏｒｙらへの同第４，６２４，
２６９号、Ｔｉｂｂｅｔｔｓへの同第４，９９１，５９９号、Ｔｏｗｎｓｅｎｄへの第４
，９８７，９０７号、Ｓｐｒｉｎｋｌｅ，ＩＩＩらへの同第５，０９２，３５２号、Ｗｈ
ｉｔｅらへの同第５，３８７，４１６号、Ｗｉｌｌｉａｍｓへの同第６，６６８，８３９
号、Ｗｉｌｌｉａｍｓへの同第６，８３４，６５４号、Ａｔｃｈｌｅｙらへの同第６，９
５３，０４０号、Ａｔｃｈｌｅｙらへの同第７，０３２，６０１号、およびＡｔｃｈｌｅ
ｙらへの同第７，６９４，６８６号、Ｗｉｌｌｉａｍｓへの米国特許公開第２００４／０
０２０５０３号、Ｑｕｉｎｔｅｒらへの同第２００５／０１１５５８０号、Ｓｔｒｉｃｋ
ｌａｎｄらへの同第２００６／０１９１５４８号、Ｈｏｌｔｏｎ，Ｊｒ．らへの同第２０
０７／００６２５４９号、Ｈｏｌｔｏｎ，Ｊｒ．らへの同第２００７／０１８６９４１号
、Ｓｔｒｉｃｋｌａｎｄらへの同第２００７／０１８６９４２号、Ｄｕｂｅらへの同第２
００８／００２９１１０号、Ｒｏｂｉｎｓｏｎらへの同第２００８／００２９１１６号、
Ｒｏｂｉｎｓｏｎらへの同第２００８／０１７３３１７号、Ｅｎｇｓｔｒｏｍらへの同第
２００８／０１９６７３０号、Ｎｅｉｌｓｅｎらへの同第２００８／０２０９５８６号、
Ｃｒａｗｆｏｒｄらへの同第２００８／０３０５２１６号、Ｅｓｓｅｎらへの同第２００
９／００６５０１３号、Ｋｕｍａｒらへの同第２００９／０２９３８８９号、Ｇａｏらへ
の同第２０１０／０２９１２４５号、およびＭｕａらへの同第２０１１／０１３９１６４
号、ＡｒｎａｒｐらへのＰＣＴ第ＷＯ０４／０９５９５９号、およびＡｔｃｈｌｅｙへの
同第ＷＯ２０１０／１３２４４４号に記載される無煙タバコ配合物の種類、成分、および
加工方法を参照されたい。
【０００５】
　無煙タバコ製品の一種は、「嗅ぎタバコ」と呼ばれる。一般に「スヌース」と称される
湿性嗅ぎタバコ製品の代表種は、欧州、特にスウェーデンにおいて、Ｓｗｅｄｉｓｈ　Ｍ
ａｔｃｈ　ＡＢ、Ｆｉｅｄｌｅｒ　＆　Ｌｕｎｄｇｒｅｎ　ＡＢ、Ｇｕｓｔａｖｕｓ　Ａ
Ｂ、Ｓｋａｎｄｉｎａｖｉｓｋ　Ｔｏｂａｋｓｋｏｍｐａｇｎｉ　Ａ／Ｓ、およびＲｏｃ
ｋｅｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ＡＢ等の企業によってまたはそれらを通じて製造されて
いる。米国で入手可能なスヌース製品は、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　
Ｃｏｍｐａｎｙによって商品名Ｃａｍｅｌ　Ｓｎｕｓ　Ｆｒｏｓｔ、Ｃａｍｅｌ　Ｓｎｕ
ｓ　Ｏｒｉｇｉｎａｌ、およびＣａｍｅｌ　Ｓｎｕｓ　Ｓｐｉｃｅで市販されている。例
えば、Ｂｒｙｚｇａｌｏｖ　ｅｔ　ａｌ．，１Ｎ１８００　Ｌｉｆｅ　Ｃｙｃｌｅ　Ａｓ
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ｓｅｓｓｍｅｎｔ，Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　Ｌｉｆｅ　Ｃｙｃｌｅ　Ａｓｓｅｓｓｍｅ
ｎｔ　ｏｆ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｌｏｏｓｅ　ａｎｄ　Ｐｏｒｔｉｏｎ　Ｓｎｕｓ（２００
５）を参照されたい。さらに、スヌース製造と関連付けられたある品質基準は、所謂Ｇｏ
ｔｈｉａＴｅｋ基準として構築された。代表的な無煙タバコ製品も商品名Ｏｌｉｖｅｒ　
Ｔｗｉｓｔ（Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｏｌｉｖｅｒ　Ｔｗｉｓｔ　Ａ／Ｓ）、Ｃｏｐｅｎｈａ
ｇｅｎ、Ｓｋｏａｌ、ＳｋｏａｌＤｒｙ、Ｒｏｏｓｔｅｒ、Ｒｅｄ　Ｓｅａｌ、Ｈｕｓｋ
ｙ、およびＲｅｖｅｌ（Ｕ．Ｓ．Ｓｍｏｋｅｌｅｓｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏ．）、「ｔ
ａｂｏｋａ」（Ｐｈｉｌｉｐ　Ｍｏｒｒｉｓ　ＵＳＡ）、Ｌｅｖｉ　Ｇａｒｒｅｔｔ、Ｐ
ｅａｃｈｙ、Ｔａｙｌｏｒ′ｓ　Ｐｒｉｄｅ、Ｋｏｄｉａｋ、Ｈａｗｋｅｎ　Ｗｉｎｔｅ
ｒｇｒｅｅｎ、Ｇｒｉｚｚｌｙ、Ｄｅｎｔａｌ、Ｋｅｎｔｕｃｋｙ　Ｋｉｎｇ、およびＭ
ａｍｍｏｔｈ　Ｃａｖｅ（Ｃｏｎｗｏｏｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ，ＬＬＣ）、およびＣａｍｅ
ｌ　Ｏｒｂｓ、Ｃａｍｅｌ　Ｓｔｉｃｋｓ、およびＣａｍｅｌ　Ｓｔｒｉｐｓ（Ｒ．Ｊ．
Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ）で市販されている。
【０００６】
　長年にわたり、タバコ製品に用いられるタバコ材料の全体的な特徴または性質を変える
ための様々な処理方法および添加剤が提示されてきた。例えば、タバコ材料の化学もしく
は感覚特性を変えるため、または喫煙可能なタバコ材料の場合は、そのタバコ材料を含む
物品を喫煙することによって生成される主流煙の化学または感覚特性を変えるために、添
加剤または処理プロセスが用いられた。例えば、参照によりすべてが本明細書に組み込ま
れる、Ｇｅｉｓｓらへの米国特許第４，１４０，１３６号、Ｎｅｗｔｏｎらへの同第４，
１５１，８４８号、Ｍａｔｔｉｎａらへの同第４，３０８，８７７号、Ｇｒａｖｅｌｙら
への同第４，４７６，８８１号、Ｇｒａｖｅｌｙらへの同第４，５５６，０７３号、Ｇｒ
ａｖｅｌｙらへの同第４，５５７，２８０号、Ｓｅｍｐらへの同第４，５６６，４６９号
、Ｒｏｔｈらへの同第５，３７２，１４９号、Ｋｏｇａらへの同第７，５４９，４２５号
、Ｋｏｇａらへの同第７，５４９，４２６号、およびＫｏｇａらへの同第７，５５６，０
４６号において説明されるように、ある化学化合物（例えば、タバコ特異的ニトロソアミ
ンまたは「ＴＳＮＡ」を含むニトロソアミン、窒素、セルロース成分、およびニコチン）
の含有量を低減させるといった目的で、種々の細菌および他の微生物がタバコに添加され
た。
【０００７】
　当該技術分野において、タバコ植物等の植物の特徴および性質、ならびに喫煙物品また
は無煙タバコ製品に有用なタバコ組成物および配合物を変えるためのさらなる方法を提供
することが望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第１，３７６，５８６号明細書
【特許文献２】米国特許第３，６９６，９１７号明細書
【特許文献３】米国特許第４，５１３，７５６号明細書
【特許文献４】米国特許第４，５２８，９９３号明細書
【特許文献５】米国特許第４，６２４，２６９号明細書
【特許文献６】米国特許第４，９９１，５９９号明細書
【特許文献７】米国特許第４，９８７，９０７号明細書
【特許文献８】米国特許第５，０９２，３５２号明細書
【特許文献９】米国特許第５，３８７，４１６号明細書
【特許文献１０】米国特許第６，６６８，８３９号明細書
【特許文献１１】米国特許第６，８３４，６５４号明細書
【特許文献１２】米国特許第６，９５３，０４０号明細書
【特許文献１３】米国特許第７，０３２，６０１号明細書
【特許文献１４】米国特許第７，６９４，６８６号明細書
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【特許文献１５】米国特許出願公開第２００４／００２０５０３号明細書
【特許文献１６】米国特許出願公開第２００５／０１１５５８０号明細書
【特許文献１７】米国特許出願公開第２００６／０１９１５４８号明細書
【特許文献１８】米国特許出願公開第２００７／００６２５４９号明細書
【特許文献１９】米国特許出願公開第２００７／０１８６９４１号明細書
【特許文献２０】米国特許出願公開第２００７／０１８６９４２号明細書
【特許文献２１】米国特許出願公開第２００８／００２９１１０号明細書
【特許文献２２】米国特許出願公開第２００８／００２９１１６号明細書
【特許文献２３】米国特許出願公開第２００８／０１７３３１７号明細書
【特許文献２４】米国特許出願公開第２００８／０１９６７３０号明細書
【特許文献２５】米国特許出願公開第２００８／０２０９５８６号明細書
【特許文献２６】米国特許出願公開第２００８／０３０５２１６号明細書
【特許文献２７】米国特許出願公開第２００９／００６５０１３号明細書
【特許文献２８】米国特許出願公開第２００９／０２９３８８９号明細書
【特許文献２９】米国特許出願公開第２０１０／０２９１２４５号明細書
【特許文献３０】米国特許出願公開第２０１１／０１３９１６４号明細書
【特許文献３１】国際公開第２００４／０９５９５９号
【特許文献３２】国際公開第２０１０／１３２４４４号
【特許文献３３】米国特許第４，１４０，１３６号明細書
【特許文献３４】米国特許第４，１５１，８４８号明細書
【特許文献３５】米国特許第４，３０８，８７７号明細書
【特許文献３６】米国特許第４，４７６，８８１号明細書
【特許文献３７】米国特許第４，５５６，０７３号明細書
【特許文献３８】米国特許第４，５５７，２８０号明細書
【特許文献３９】米国特許第４，５６６，４６９号明細書
【特許文献４０】米国特許第５，３７２，１４９号明細書
【特許文献４１】米国特許第７，５４９，４２５号明細書
【特許文献４２】米国特許第７，５４９，４２６号明細書
【特許文献４３】米国特許第７，５５６，０４６号明細書
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ，Ｖｏｇｅｓ（Ｅｄ．）ｐ
．４４～４５（１９８４）
【非特許文献２】Ｂｒｏｗｎｅ，Ｔｈｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅｓ，
３ｒｄ　Ｅｄ．，ｐ．４３（１９９０）
【非特許文献３】Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｄａｖｉｓ　ｅｔ　ａｌ．（Ｅｄｓ．）ｐ．３４６（１９９９
）
【非特許文献４】Ｂｒｙｚｇａｌｏｖ　ｅｔ　ａｌ．，１Ｎ１８００　Ｌｉｆｅ　Ｃｙｃ
ｌｅ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ，Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　Ｌｉｆｅ　Ｃｙｃｌｅ　Ａｓｓ
ｅｓｓｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｌｏｏｓｅ　ａｎｄ　Ｐｏｒｔｉｏｎ　Ｓｎｕ
ｓ（２００５）
【発明の概要】
【００１０】
　本発明は、植物またはその一部分を処理し、その中に存在するある化合物の量を修正（
例えば、増加および／または減少）する方法を提供する。本発明の方法が適用され得る植
物は異なり得、限定なしに、種々のつる植物、樹木、低木を含む任意の顕花植物または球
果植物、および結実するもの、野菜、およびマメ科植物ならびに穀物等の他の植物が挙げ
られる。
【００１１】
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　ある点について、本発明は、商品を生成するために使用される植物、特に食品または他
の経口製品の材料として使用される植物を用いること、および収穫された植物の一部に存
在するある化合物の量を修正するようにその植物を処理することを必要とする。そのよう
な方法は、収穫された植物の一部が苦味の低下等のある味の変化を呈するようにし得る。
これらの方法を適用することができるある特定の植物としては、限定されないが、マメ（
例えば、リマ豆、緑豆、大豆、コーヒー豆）、キャベツ、オクラ、カボチャ、レタス、ト
マト、ピーマン、アスパラガス、セロリ等の野菜植物；根菜および球根野菜（例えば、ラ
ディッシュ、タマネギ、ニンニク、およびニンジン）；穀物（例えば、小麦、バーレー、
オーツ、トウモロコシ、米、ライ、ソルガム）；結実植物（例えば、イチゴ）；結実つる
植物（例えば、ブドウ、メロン、およびクランベリー）；結実低木（ブルーベリー）、お
よび結実樹木（例えば、オレンジ、レモン、ライム、グレープフルーツ、チェリー、ピー
チ、バナナ、プランテイン、およびリンゴ等の果物）；マメ科植物（例えば、ナッツ）；
茶；ホップ；ハーブおよび香辛料植物が挙げられる。ある実施形態において、この方法は
タバコに関する。
【００１２】
　本発明の一態様において、植物を処理するための方法が提供され、植物を１つ以上のプ
ロバイオティクスで処理することを含む。ある実施形態において、この方法は、タバコ、
食品、または飲料製品に加工され得る植物中のアミノ酸含有量を修正する（例えば、減少
させる）ことに関する場合があり、熱の適用を必要とする（例えば、焼く、揚げる、また
は電子レンジで調理することにより）。熱の適用によって食品製品に加工され得る例示の
植物としては、限定されないが、小麦および小麦粉等の穀物（例えば、朝食用シリアル、
ビスケット、クラッカー、ウエハース、パン、クリスプブレッド、およびクッキーの生成
用）、モルトおよびバーレー（例えば、ビールの生成用）、ジャガイモ（例えば、ポテト
チップおよびフライドポテトの生成用）、コーヒーおよびチコリ（焙煎コーヒー飲料に使
用するため）が挙げられる。例えば、ある植物中のアスパラギンのレベルを修正すること
ができ、未処理の食品製品に対して、そこから生成される食品製品のアクリルアミド含有
量を低減させることができる。
【００１３】
　本発明の一態様において、タバコ植物を処理するための方法が提供され、タバコ植物を
１つ以上のプロバイオティクスで処理することを含む。例えば、ある実施形態において、
本発明は、タバコ材料中のあるアミノ酸およびタバコ特異的ニトロソアミンの含有量を修
正する（例えば、減少させる）方法に関し、タバコ植物成分を１つ以上のプロバイオティ
クスと接触させることを含む。タバコ植物成分は異なり得、例えば、タバコ植物成分は、
タバコ種子、タバコ実生苗、未成熟の生きた植物、成熟した生きた植物、収穫された植物
、または上記のいずれかの一部分（例えば、茎のみ、もしくは葉のみ、もしくは種子の表
面の一部分等の生きた植物の一部分）からなる群から選択され得る。ある実施形態におい
て、タバコ植物成分は、収穫されていない植物である。
【００１４】
　種々のプロバイオティクスおよびそれらの混合物は、本発明に従い使用することができ
る。ある実施形態において、１つ以上のプロバイオティクスは、ビフィドバクテリウム属
、ラクトバシラス属、エンテロコッカス属、プロイオノバクテリウム（ｐｒｏｉｏｎｏｂ
ａｃｔｅｒｉｕｍ）属、バシラス属、サッカロミセス属、ストレプトコッカス属のプロバ
イオティクス種、およびそれらの混合物からなる群から選択される。例示のプロバイオテ
ィクスとしては、限定されないが、ビフィドバクテリウムアドレセンティス、ビフィドバ
クテリウムアニマリス、ビフィドバクテリウムビフィダム、ビフィドバクテリウムブレヴ
ェ、ビフィドバクテリウムインファンティス、ビフィドバクテリウムラクティス、ビフィ
ドバクテリウムロンガム、ビフィドバクテリウムシュードカテヌラータム、ビフィドバク
テリウムシュードロンガム、ビフィドバクテリウム種、ビフィドバクテリウムサーモフィ
ラム、ラクトバシラスアシドフィラス、ラクトバシラスアリメンタリウス、ラクトバシラ
スアミロボラス、ラクトバシラスブルガリクス、ラクトバシラスビフィダス、ラクトバシ
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ラスブレビス、ラクトバシラスカゼイ、ラクトバシラスカウカシクス、ラクトバシラスク
リスパータス、ラクトバシラスカルバータス、ラクトバシラスデルブルッキー、ラクトバ
シラスファーメンタム、ラクトバシラスガリナラム、ラクトバシラスガセリ、ラクトバシ
ラスヘルベティカス、ラクトバシラスジョンソニー、ラクトバシラスラクティス、ラクト
バシラスライヒマニ、ラクトバシラスパラカゼイ、ラクトバシラスプランタルム、ラクト
バシラスロイテリ、ラクトバシラスラムノサス、ラクトバシラスサリバリウス、ラクトバ
シラス種、ラクトバシラススポロゲネス、ラクトバシラスラクティス、ストレプトコッカ
スセルモリス、ストレプトコッカスフェシウム、ストレプトコッカスインファンティス、
ストレプトコッカスサーモフィラス、エンテロコッカスフェシウム、ペディオコッカスア
シディラクティシ、スタフィロコッカスサーモフィラス、スタフィロコッカスカルノサス
、スタフィロコッカスキシロサス、サッカロミセスブラウディ、サッカロミセスセレビシ
エ、サッカロミセスブラウディ、バシラスセレウスバールトヨ、バシラスサブティリス、
バシラスコアギュランス、バシラスリケニフォルミス、およびそれらの混合物が挙げられ
る。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、１つ以上のプロバイオティクスは、ビフィドバクテリウ
ム属から選択される少なくとも１つのプロバイオティクスと、ラクトバシラス属から選択
される少なくとも１つのプロバイオティクスと、を含む。いくつかの実施形態において、
１つ以上のプロバイオティクスは、ビフィドバクテリウム属から選択される２つ以上のプ
ロバイオティクス、またはラクトバシラス属から選択される２つ以上のプロバイオティク
ス、を含む。
【００１６】
　タバコ植物成分をプロバイオティクスと接触させる方法は様々であり得る。例えば、あ
る実施形態において、接触させることは、１つ以上のプロバイオティクスを、水中の溶液
、懸濁液、または分散液中で適用することを含む。ある実施形態において、接触させるス
テップは、１つ以上のプロバイオティクス１ｍＬ当たり約１×１０５個のコロニー形成単
位～約１×１０１０個のコロニー形成単位を含む溶液中で適用することを含む。接触させ
るステップは、任意に、同じ配合物（例えば、溶液、分散液、懸濁液、または乾燥形態）
または別個の配合物のいずれかで、１つ以上のさらなる成分をタバコ植物成分に適用する
ことをさらに含み得る。例えば、接触させるステップは、１つ以上の界面活性剤をタバコ
に適用することをさらに含んでよい。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、タバコ植物成分を１つ以上のプロバイオティクスと接触
させるステップ後のタバコ材料のアスパラギン含有量は、プロバイオティクスと接触して
いないタバコ植物成分のアスパラギン含有量の約５０重量％以下、約４０％以下、約３０
％以下、または約２０％以下である。言い換えれば、本発明の方法に従い処理されたタバ
コ成分は、上記のパーセンテージのいずれかに従いアスパラギン含有量の低減を呈し得る
。
【００１８】
　この方法は、いくつかの実施形態において、タバコ材料を無煙タバコ製品または喫煙物
品に組み込むステップをさらに含む。タバコ材料は、例えば、カットフィラーの形態およ
び／またはタバコブレンドの形態であり得る。ある実施形態において、タバコ植物成分は
、鉄管乾燥タバコ、バーレー種タバコ、オリエンタルタバコ、またはそれらの混合物を含
む。そのような喫煙物品は、いくつかの実施形態において、喫煙時の、未処理の対照喫煙
物品に対して低減される主流煙のアクリルアミド含有量を特徴とする。主流煙中のアクリ
ルアミドの低減量は、いくつかの実施形態において、未処理の対照喫煙物品と比較して少
なくとも約２０重量％、または未処理の対照喫煙物品と比較して少なくとも約４０重量％
であり得る。
【００１９】
　本発明のさらなる態様において、プロバイオティクス処理されたタバコを含むタバコ組
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成物を含有するタバコ製品、本発明の方法に従い処理されたタバコを含有するシガレット
または無煙タバコ製品の形態の喫煙物品等が提供される。一実施形態において、包装材料
によって取り囲まれた喫煙可能な材料のロッドと、ロッドの一端に取り付けられたフィル
ターと、を含む、シガレット形態の喫煙物品が提供され、喫煙可能な材料は、アスパラギ
ンの含有量を修正する（例えば、減少させる）ように、拡大して主流煙中に形成されるア
クリルアミドの含有量を修正するように、１つ以上のプロバイオティクスで前処理された
タバコ材料を含む。
【００２０】
　本発明の実施形態に関する理解を提供するために、添付の図面が参照されるが、これら
は必ずしも原寸で描かれておらず、参照番号は、本発明の例示の実施形態の構成要素を指
す。図面は単なる例示であり、本発明を限定するものとして見なされてはならない。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】シガレットの形態を有する喫煙物品の展開斜視図であり、喫煙可能な材料、包装
材料成分、およびシガレットのフィルター要素を示す。
【図２】製品の幅にわたって取られた無煙タバコ製品の実施形態の断面図であり、本発明
の無煙タバコ組成物で充填された外袋を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明は、ここで以下により完全に説明される。しかしながら、本発明は、多くの異な
る形態で具現化されてよく、本明細書に記載される実施形態に限定されると見なされるべ
きではなく、むしろこれらの実施形態は、この開示が全体的および完全であり、本発明の
範囲を当業者に完全に伝えるように提供される。この明細書および特許請求の範囲で使用
されるように、単数形「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、文脈が別途明記しない限
り、複数の指示対象を含む。「乾燥重量パーセント」または「乾燥重量ベース」に対する
言及は、乾燥成分（すなわち、水を除くすべての成分）に基づく重量を指す。
【００２３】
　本発明は、修正されたレベルのある化合物を有する植物材料を提供する。例示の一態様
において、本発明は、修正されたレベルのある化合物を有するタバコ、かかるタバコから
誘導されるタバコ材料を組み込むタバコ製品、修正されたレベルのある化合物を有するタ
バコを調整するための方法、およびこのタバコから誘導されるタバコ材料をタバコ製品に
組み込むための方法を提供する。ある化合物のレベルを修正する方法は、一般に、タバコ
を１つ以上のプロバイオティクスと接触させることを含む。本明細書で提供される論考は
、主にタバコの処理に焦点を当てているが、多様な他の植物（果物、野菜、花、およびそ
れらの成分を含む）を、本明細書で提供される方法に従い処理し、修正されたレベルのあ
る化合物をその中に有する植物および／または植物成分を得ることができることが知られ
ている。
【００２４】
　本明細書で説明されるプロバイオティクス処理は、得られるタバコ材料に種々の影響を
及ぼし得る。例えば、ある実施形態において、１つ以上のプロバイオティクスで処理され
たタバコは、修正されたレベルのある化学化合物を呈する。これらの変化は、味またはア
ロマの変化（例えば、苦味の低減またはより滑らかな風味）等のタバコの官能特性の修正
をもたらし得る。得られる特定の結果は、処理に使用されるプロバイオティクスの種に部
分的に関連する場合があることが知られている。異なる属、種、および／または亜種のプ
ロバイオティクスが、タバコ内の種々の化合物のレベルに異なる影響を及ぼすと考えられ
る。
【００２５】
　特定の一実施形態において、タバコをプロバイオティクスで処理し、タバコのアミノ酸
およびある他の成分の濃度を修正（例えば、低減）する。本発明のある実施形態において
修正され得るあるアミノ酸およびアミノ酸誘導体としては、限定されないが、アスパラギ
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ン、トリプトファン、オキソプロリン、およびアスパラギン酸が挙げられる。有利に低減
され得る１つの例示のアミノ酸は、アスパラギンである。アスパラギンは、アクリルアミ
ドの前駆体であり、タバコ中のアスパラギンのレベルを低減させることによって、かかる
タバコを含むシガレットからの煙中のアクリルアミドレベルを減少させることができる。
さらに、無煙タバコ製品に使用されるタバコ中のアスパラギン含有量を低減することは、
タバコに適用される任意の熱処理プロセス（例えば、滅菌）において生成されるアクリル
アミドの量を低減することができる。一実施形態において、１つ以上のプロバイオティク
スでのタバコの処理は、未処理のタバコのアスパラギン含有量の約５０重量％未満、未処
理のタバコのアスパラギン含有量の約４０重量％未満、未処理のタバコのアスパラギン含
有量の約３０重量％未満、または未処理のタバコのアスパラギン含有量の約２０重量％未
満であるアスパラギン含有量をもたらし得る。例えば、プロバイオティクス処理されたタ
バコ材料は、未処理のタバコ材料のアスパラギン含有量の約０重量％～約７０重量％、例
えば、約５％～約６０％、および有利に約１０％～約４０％を有し得る。
【００２６】
　対応して、ある実施形態では、プロバイオティクス処理されたタバコの使用は、そこか
ら生成される煙中の減少したアクリルアミドレベルを呈する喫煙材料を提供することがで
きる。例えば、ある実施形態において、プロバイオティクス処理されたタバコを１００％
含むタバコから生成された煙中のアクリルアミドレベルは、プロバイオティクス処理され
ていないタバコを１００％含む対照シガレットと比較して、約１０重量％以上、約２０重
量％以上、約３０重量％以上、約４０重量％以上、約５０重量％以上、約６０重量％以上
のアクリルアミド低減を呈する。さらに、無煙タバコ製品中のプロバイオティクス処理さ
れたタバコの使用は、減少したアクリルアミドレベルを持つ製品を提供することができる
。プロバイオティクス処理されたタバコは、加工および／または使用の任意の段階で熱処
理される製品において特に有効であり得る。
【００２７】
　特定の一実施形態において、タバコをプロバイオティクスで処理し、タバコ中のタバコ
特異的ニトロソアミン（ＴＳＮＡ）の濃度を修正（例えば、低減）することができる。例
示のＴＳＮＡ化合物としては、Ｎ－ニトロソノルニコチン（ＮＮＮ）、４－メチル－Ｎ－
ニトロソアミノ－１－（３－ピリジル）－１－ブタノン（ＮＮＫ）、Ｎ－ニトロソアナタ
ビン（ＮＡＴ）、４－メチル－Ｎ－ニトロソアミノ－１－（３－ピリジル）－１－ブタノ
ール（ＮＮＡＬ）、およびＮ－ニトロソアナバシン（ＮＡＢ）が挙げられる。一実施形態
において、１つ以上のプロバイオティクスでのタバコの処理は、未処理のタバコと比較し
て約６０重量％未満、または未処理のタバコの約５０％未満のＮＮＮ含有量をもたらし得
る。一実施形態において、１つ以上のプロバイオティクスでのタバコの処理は、未処理の
タバコと比較して、約７０重量％未満、または未処理のタバコの約６０重量％未満である
ＮＡＴ含有量をもたらし得る。
【００２８】
　ある実施形態において、タバコ中の他の化合物のレベルは、プロバイオティクスでのタ
バコの処理によって修正することができる。いくつかの実施形態において低減される例示
の化合物としては、限定されないが、アシロニトリル、リンゴ酸、キナ酸、およびグルコ
ースが挙げられる。これらおよび他の化合物の減少は様々であり得るが、一般に、処理さ
れたタバコは、未処理のタバコ中に存在する化合物の量と比較して、そのような各化合物
の約１０重量％～約９０重量％を含む。
【００２９】
　本明細書で使用される場合、用語「プロバイオティクス」または「プロバイオティクス
微生物」は、種々の起源によってプロバイオティクスとして分類され得るすべての生きた
微生物を包含することが意図される。例えば、国連食糧農業機関（Ｆｏｏｄ　ａｎｄ　Ａ
ｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｎａ
ｔｉｏｎｓ（ＦＡＯ）は、プロバイオティクスを「適切な量で投与されたとき、宿主に健
康利益を付与する生きた微生物」と定義している。いくつかの報告において、そのような
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健康利益として、限定されないが、腸管、気道、および／または尿生殖路のコロニー化、
コレステロール代謝、ラクトース代謝、カルシウムの吸収、ビタミンの合成、イースト菌
および膣感染の低減、消化問題の低減（例えば、便秘および下痢疾患）、天然抗生物質、
乳酸、酵素、過酸化水素の生成、抗生物質様物質の生成による病原微生物の阻害、および
ｐＨの減少が挙げられ得る。「プロバイオティクス」の伝統的な定義は、ヒトおよび動物
の消化有機体に関するが、この用語は、農業の分野等の他の文脈において適用された。添
加され得るある種のプロバイオティクスおよび組成成分としては、すべて参照により本明
細書に組み込まれる、Ｈａｒｅｌらへの米国特許第８，０９７，２４５号、Ｈｅｉｍらへ
の同第８，０９７，２８１号、Ｇｕｅｎｉｃｈｅへの同第８，１０１，１６７号、および
Ｐｌａｉｌらへの同第８，１０１，１７０号に記載される例が挙げられる。
【００３０】
　本発明に従い使用されるプロバイオティクスは、「ＧＲＡＳ」（一般に安全と認められ
る）であることが好ましいが、ある実施形態では、非ＧＲＡＳプロバイオティクスを使用
することができる。プロバイオティクスは、典型的に、それらの属、種、および株レベル
によって特定される。ある認識されたプロバイオティクス属としては、ビフィドバクテリ
ウム、ラクトバシラス、エンテロコッカス、プロイオノバクテリウム（ｐｒｏｉｏｎｏｂ
ａｃｔｅｒｉｕｍ）、バシラス、サッカロミセス、およびストレプトコッカスが挙げられ
る。多くの一般的なプロバイオティクスは、ラクトバシラス種、ビフィドバクテリウム種
、およびストレプトコッカスサーモフィラスから選択される。
【００３１】
　例示のプロバイオティクスとしては、限定されないが、ビフィドバクテリウムアドレセ
ンティス、ビフィドバクテリウムアニマリス、ビフィドバクテリウムビフィダム、ビフィ
ドバクテリウムブレヴェ、ビフィドバクテリウムインファンティス、ビフィドバクテリウ
ムラクティス、ビフィドバクテリウムロンガム、ビフィドバクテリウムシュードカテヌラ
ータム、ビフィドバクテリウムシュードロンガム、ビフィドバクテリウム種、ビフィドバ
クテリウムサーモフィラム、ラクトバシラスアシドフィラス、ラクトバシラスアリメンタ
リウス、ラクトバシラスアミロボラス、ラクトバシラスブルガリクス、ラクトバシラスビ
フィダス、ラクトバシラスブレビス、ラクトバシラスカゼイ、ラクトバシラスカウカシク
ス、ラクトバシラスクリスパータス、ラクトバシラスカルバータス、ラクトバシラスデル
ブルッキー、ラクトバシラスファーメンタム、ラクトバシラスガリナラム、ラクトバシラ
スガセリ、ラクトバシラスヘルベティカス、ラクトバシラスジョンソニー、ラクトバシラ
スラクティス、ラクトバシラスライヒマニ、ラクトバシラスパラカゼイ、ラクトバシラス
プランタルム、ラクトバシラスロイテリ、ラクトバシラスラムノサス、ラクトバシラスサ
リバリウス、ラクトバシラス種、ラクトバシラススポロゲネス、ラクトバシラスラクティ
ス、ストレプトコッカスセルモリス、ストレプトコッカスフェシウム、ストレプトコッカ
スインファンティス、ストレプトコッカスサーモフィラス、エンテロコッカスフェシウム
、ペディオコッカスアシディラクティシ、スタフィロコッカスサーモフィラス、スタフィ
ロコッカスカルノサス、スタフィロコッカスキシロサス、サッカロミセスブラウディ、サ
ッカロミセスセレビシエ、サッカロミセスブラウディ、バシラスセレウスバールトヨ、バ
シラスサブティリス、バシラスコアギュランス、バシラスリケニフォルミスが挙げられる
。
【００３２】
　有利に、本発明に従い使用されるプロバイオティクス組成物は、１つ以上のプロバイオ
ティクスの混合物である。本発明に従い使用され得るプロバイオティクスは、ある実施形
態において、単一株および／または種と比較して改善された機能性を有し得る、１つ以上
の属、種、および／または株のブレンドを含んでよい。
【００３３】
　本発明に従い、１つ以上のプロバイオティクスは、１つ以上の植物に適用され得る。特
に、それらは１つ以上の植物成分（例えば、タバコ植物成分）に適用されてよい。「タバ
コ」、「タバコ植物」、または「タバコ植物成分」とは、植物の生活環の種々の段階のタ
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バコを意味する。例えば、１つ以上のプロバイオティクスは、ある実施形態において、種
子、実生苗、収穫されていない植物（異なる成熟段階での）、または収穫された植物に適
用することができ、これらはすべて本明細書でさらに詳述されるように、タバコ植物の段
階であると見なされる。用語「植物」および「植物成分」も同様に、植物の生活環の種々
の段階での植物（例えば、商品を生成する植物）に関する。したがって、ある実施形態に
おいて、１つ以上のプロバイオティクスは、種子、実生苗、収穫されていない植物（異な
る成熟段階での）、または本明細書に記載されるもの等の任意の種類の植物を含む収穫さ
れた植物に適用することができる。その植物から生成された商品は、植物の任意の部分（
例えば、葉、野菜、果物、花、種子、茎、または植物全体）を含んでよく、したがって、
植物の種々の部分が、本明細書で提供される方法に従うプロバイオティクス処理の結果と
して、ある化合物の修正されたレベルを呈し得る。
【００３４】
　本明細書で提供される方法が適応可能なタバコ（複数可）は様々であり得る。ある実施
形態において、用いられ得るタバコとしては、鉄管乾燥またはバージニア（例えば、Ｋ３
２６）、バーレー、天日乾燥（例えば、インディアンクルヌール（Ｉｎｄｉａｎ　Ｋｕｒ
ｎｏｏｌ）およびオリエンタルタバコ（カテリーニ、プレリップ、コモティニ、クサンチ
、およびヤンボルタバコを含む））、メリーランド、暗色、暗色火乾燥、暗色空気乾燥（
例えば、パサンダ、クバノ（Ｃｕｂａｎｏ）、ジャティン（Ｊａｔｉｎ）、およびベズキ
（Ｂｅｚｕｋｉ）タバコ）、明色空気乾燥（例えば、ノースウィスコンシンおよびガルパ
オタバコ）、インディアン空気乾燥、レッドロシアンおよびルスティカ（Ｒｕｓｔｉｃａ
）タバコ、ならびに種々の他の稀なまたは特製のタバコ、および前述のタバコのいずれか
の種々のブレンドが挙げられる。種々のタバコ、生育の実施、および収穫の実施に関する
説明は、参照により本明細書に組み込まれる、Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，
Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｄａｖｉｓ　ｅｔ　ａｌ．（Ｅｄ
ｓ．）（１９９９）に記載されている。ニコチアナ（Ｎｉｃｏｔｉａｎａ）種からの種々
の代表的な他の種類の植物は、各々が参照により本明細書に組み込まれる、Ｇｏｏｄｓｐ
ｅｅｄ，Ｔｈｅ　Ｇｅｎｕｓ　Ｎｉｃｏｔｉａｎａ，（Ｃｈｏｎｉｃａ　Ｂｏｔａｎｉｃ
ａ）（１９５４）、Ｓｅｎｓａｂａｕｇｈ，Ｊｒ．らへの米国特許第４，６６０，５７７
号、Ｗｈｉｔｅらへの同第５，３８７，４１６号、およびＬａｗｓｏｎらへの同第７，０
２５，０６６号、Ｌａｗｒｅｎｃｅ，Ｊｒ．への米国特許出願公開第２００６／００３７
６２３号、およびＭａｒｓｈａｌｌらへの同第２００８／０２４５３７７号に記載されて
いる。例示のニコチアナ種としては、ニコチアナタバカム、ニコチアナラスティカ、ニコ
チアナアラタ、ニコチアナアレントシ、ニコチアナエクセルシオール（Ｎ．ｅｘｃｅｌｓ
ｉｏｒ）、ニコチアナフォルゲンチアナ（Ｎ．ｆｏｒｇｅｔｉａｎａ）、ニコチアナグラ
ウカ（Ｎ．ｇｌａｕｃａ）、ニコチアナグルチノサ（Ｎ．ｇｌｕｔｉｎｏｓａ）、ニコチ
アナゴセイ（Ｎ．ｇｏｓｓｅｉ）、ニコチアナカワカミ（Ｎ．ｋａｗａｋａｍｉｉ）、ニ
コチアナナイチアナ（Ｎ．ｋｎｉｇｈｔｉａｎａ）、ニコチアナラングスドルフィ（Ｎ．
ｌａｎｇｓｄｏｒｆｆｉｉ）、ニコチアナオトホラ（Ｎ．ｏｔｏｐｈｏｒａ）、ニコチア
ナセトケリ（Ｎ．ｓｅｔｃｈｅｌｌｉｉ）、ニコチアナ‐シルベストリス（Ｎ．ｓｙｌｖ
ｅｓｔｒｉｓ）、ニコチアナトメントサ（Ｎ．ｔｏｍｅｎｔｏｓａ）、ニコチアナトメン
トシホルミス（Ｎ．ｔｏｍｅｎｔｏｓｉｆｏｒｍｉｓ）、ニコチアナアンドゥラタ（Ｎ．
ｕｎｄｕｌａｔａ）、ニコチアナｘサンデラエ（Ｎ．ｘ　ｓａｎｄｅｒａｅ）、ニコチア
ナアフリカナ（Ｎ．ａｆｒｉｃａｎａ）、ニコチアナアムプレキシカウリス（Ｎ．ａｍｐ
ｌｅｘｉｃａｕｌｉｓ）、ニコチアナベナビデシ（Ｎ．ｂｅｎａｖｉｄｅｓｉｉ）、ニコ
チアナボナリエンシス（Ｎ．ｂｏｎａｒｉｅｎｓｉｓ）、ニコチアナデブネイ（Ｎ．ｄｅ
ｂｎｅｙｉ）、ニコチアナロンギフロラ（Ｎ．ｌｏｎｇｉｆｌｏｒａ）、ニコチアナマリ
チナ（Ｎ．ｍａｒｉｔｉｎａ）、ニコチアナメガロシフォン（Ｎ．ｍｅｇａｌｏｓｉｐｈ
ｏｎ）、ニコチアナオシデンタリス（Ｎ．ｏｃｃｉｄｅｎｔａｌｉｓ）、ニコチアナパニ
クラタ（Ｎ．ｐａｎｉｃｕｌａｔａ）、ニコチアナプルムバギニフォリア（Ｎ．ｐｌｕｍ
ｂａｇｉｎｉｆｏｌｉａ）、ニコチアナライモンジ（Ｎ．ｒａｉｍｏｎｄｉｉ）、ニコチ
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アナロスラタ（Ｎ．ｒｏｓｕｌａｔａ）、ニコチアナシムランス（Ｎ．ｓｉｍｕｌａｎｓ
）、ニコチアナストクトニ（Ｎ．ｓｔｏｃｋｔｏｎｉｉ）、ニコチアナスアベオレンス（
Ｎ．ｓｕａｖｅｏｌｅｎｓ）、ニコチアナアンブラチカ（Ｎ．ｕｍｂｒａｔｉｃａ）、ニ
コチアナベルチナ（Ｎ．ｖｅｌｕｔｉｎａ）、ニコチアナウィガンジオイデス（Ｎ．ｗｉ
ｇａｎｄｉｏｉｄｅｓ）、ニコチアナアカウリス（Ｎ．ａｃａｕｌｉｓ）、ニコチアナア
クミナタ（Ｎ．ａｃｕｍｉｎａｔａ）、ニコチアナアテヌアタ（Ｎ．ａｔｔｅｎｕａｔａ
）、ニコチアナベンサミアナ（Ｎ．ｂｅｎｔｈａｍｉａｎａ）、ニコチアナカビコラ（Ｎ
．ｃａｖｉｃｏｌａ）、ニコチアナクレベランジ（Ｎ．ｃｌｅｖｅｌａｎｄｉｉ）、ニコ
チアナコルジフォリア（Ｎ．ｃｏｒｄｉｆｏｌｉａ）、ニコチアナコリンボサ（Ｎ．ｃｏ
ｒｙｍｂｏｓａ）、ニコチアナフラグランス（Ｎ．ｆｒａｇｒａｎｓ）、ニコチアナグッ
ドスピーディ（Ｎ．ｇｏｏｄｓｐｅｅｄｉｉ）、ニコチアナリネアリス（Ｎ．ｌｉｎｅａ
ｒｉｓ）、ニコチアナミエルシ（Ｎ．ｍｉｅｒｓｉｉ）、ニコチアナヌジカウリス（Ｎ．
ｎｕｄｉｃａｕｌｉｓ）、ニコチアナオブツシフォリア（Ｎ．ｏｂｔｕｓｉｆｏｌｉａ）
、ニコチアナオシデンタリス亜種ヘスペリス（Ｎ．ｏｃｃｉｄｅｎｔａｌｉｓ　ｓｕｂｓ
ｐ．Ｈｅｒｓｐｅｒｉｓ）、ニコチアナパウシフロラ（Ｎ．ｐａｕｃｉｆｌｏｒａ）、ニ
コチアナペツニオイデス（Ｎ．ｐｅｔｕｎｉｏｉｄｅｓ）、ニコチアナクアドリバルビス
（Ｎ．ｑｕａｄｒｉｖａｌｖｉｓ）、ニコチアナレパンダ（Ｎ．ｒｅｐａｎｄａ）、ニコ
チアナロツンジホリア（Ｎ．ｒｏｔｕｎｄｉｆｏｌｉａ）、ニコチアナソラニフォリア（
Ｎ．ｓｏｌａｎｉｆｏｌｉａ）、およびニコチアナスペガジニ（Ｎ．ｓｐｅｇａｚｚｉｎ
ｉｉ）が挙げられる。
【００３５】
　ニコチアナ種は、遺伝子組換えまたは交配技術を使用して誘導され得る（例えば、タバ
コ植物を遺伝子操作または交配し、成分の生成、特徴、または属性を増減させることがで
きる）。例えば、Ｆｉｔｚｍａｕｒｉｃｅらへの米国特許第５，５３９，０９３号、Ｗａ
ｈａｂらへの同第５，６６８，２９５号、Ｆｉｔｚｍａｕｒｉｃｅらへの同第５，７０５
，６２４号、Ｗｅｉｇｌへの同第５，８４４，１１９号、Ｄｏｍｉｎｇｕｅｚらへの同第
６，７３０，８３２号、Ｌｉｕらへの同第７，１７３，１７０号、Ｃｏｌｌｉｖｅｒらへ
の同第７，２０８，６５９号、およびＢｅｎｎｉｎｇらへの同第７，２３０，１６０号、
Ｃｏｎｋｌｉｎｇらへの米国特許出願公開第２００６／０２３６４３４号、およびＮｉｅ
ｌｓｅｎらへのＰＣＴ第ＷＯ２００８／１０３９３５号に記載される植物の遺伝子組換え
の種類を参照されたい。各々が参照により本明細書に組み込まれる、Ｓｅｎｓａｂａｕｇ
ｈ，Ｊｒ．らへの米国特許第４，６６０，５７７号、Ｗｈｉｔｅらへの同第５，３８７，
４１６号、およびＤｏｍｉｎｇｕｅｚらへの同第６，７３０，８３２号に記載されるタバ
コの種類も参照されたい。最も好ましくは、タバコ材料は、適切に乾燥および熟成された
ものである。鉄管乾燥タバコを乾燥させるための特に好ましい技術および条件は、参照に
より本明細書に組み込まれるＮｅｓｔｏｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂｅｉｔｒａｇｅ　Ｔａｂａ
ｋｆｏｒｓｃｈ．Ｉｎｔ．，２０（２００３）４６７－４７５および米国特許第６，８９
５，９７４号（Ｐｅｅｌｅ）に記載されている。タバコを空気乾燥させるための代表的な
技術および条件は、参照により本明細書に組み込まれる、Ｒｏｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂ
ｅｉｔｒａｇｅ　Ｔａｂａｋｆｏｒｓｃｈ．Ｉｎｔ．，２１（２００５）３０５－３２０
、およびＳｔａａｆ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂｅｉｔｒａｇｅ　Ｔａｂａｋｆｏｒｓｃｈ．Ｉｎ
ｔ．，２１（２００５）３２１－３３０に記載されている。ある種の珍しいまたは稀なタ
バコは、天日乾燥させることができる。オリエンタルタバコの喫煙の質を改善するための
様式および方法は、参照により本明細書に組み込まれる、米国特許第７，０２５，０６６
号に記載されている。代表的なオリエンタルタバコとしては、カテリーニ、プレリップ、
コモティニ、クサンチ、およびヤンボルタバコが挙げられる。暗色空気乾燥されたタバコ
を含むタバコ組成物は、参照により本明細書に組み込まれる、Ｍａｒｓｈａｌｌらへの米
国特許出願公開第２００８／０２４５３７７号に記載されている。例えば、参照により本
明細書に組み込まれる、Ｂｅｅｓｏｎらへの米国特許出願公開第２０１１／０２４７６４
０号に記載されるタバコの種類も参照されたい。
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【００３６】
　ニコチアナ種は、その中に存在する種々の化合物の含有量について選択することができ
る。例えば、ある実施形態において、ニコチアナ種の植物（例えば、Ｇａｌｐａｏ　ｃｏ
ｍｍｕｎタバコ）は、それらの豊富な葉表面の化合物について特に生育させられる。ある
実施形態において、ニコチアナ種の植物は、それらの比較的低レベルのある望ましくない
化合物（例えば、アスパラギン）について特に生育させられる。タバコ植物は、温室、生
育箱、もしくは屋外の畑で生育することができるか、また水耕で生育することができる。
【００３７】
　プロバイオティクスがタバコ植物に適用される手段は、様々であり得る。本発明におい
て使用することができるか、または使用するために修正することができる、植物を微生物
で処理するある方法は、すべてが参照により本明細書に組み込まれる、Ｇｅｉｓｓらへの
米国特許第４，１４０，１３６号、Ｎｅｗｔｏｎらへの同第４，１５１，８４８号、Ｍａ
ｔｔｉｎａらへの同第４，３０８，８７７号、Ｇｒａｖｅｌｙらへの同第４，４７６，８
８１号、Ｇｒａｖｅｌｙらへの同第４，５５６，０７３号、Ｇｒａｖｅｌｙらへの同第４
，５５７，２８０号、Ｓｅｍｐらへの同第４，５６６，４６９号、Ｒｏｔｈらへの同第５
，３７２，１４９号、Ｋｏｇａらへの同第７，５４９，４２５号、Ｋｏｇａらへの同第７
，５４９，４２６号、およびＫｏｇａらへの同第７，５５６，０４６号で提供される。
【００３８】
　本発明で開示されるプロバイオティクスの適用の方法は、多くの場合、タバコ植物の段
階に少なくとも部分的に依存する。例えば、ある実施形態において、１つ以上のプロバイ
オティクスは、植え付ける前にタバコ種子に適用される。かかる実施形態において、１つ
以上のプロバイオティクスは、種子処理またはコーティングの形態で適用され得る。例え
ば、種子をプロバイオティクス溶液に浸すか、プロバイオティクス溶液に浸漬するか、ま
たはプロバイオティクス溶液を噴霧することができる。ある実施形態において、１つ以上
のプロバイオティクスは、実生苗または収穫されていない（生きた）植物形態のタバコに
適用される。かかる実施形態において、プロバイオティクスの噴霧適用が使用され得るが
（例えば、水圧ブームスプレー、エアブラストスプレー、噴霧器、空気スプレーを使用す
る）、プロバイオティクス適用の方法はそれに限定されない。
【００３９】
　１つ以上のプロバイオティクスを適用することは有利であり得るが、タバコ植物は依然
として生きた形態であり、いくつかの実施形態において、タバコ植物の収穫後にプロバイ
オティクスを適用することも可能である。かかる適用は、収穫直後、収穫後加工（例えば
、植物の乾燥、キュアリング、および／または物理的加工）の前後、またはその間の任意
の段階を含む、収穫後の任意の時点で発生し得る。プロバイオティクスの適用は、植物の
生活環の１つの段階で行われ得るか、または２つ以上の段階で実行され得る。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、液体形態で（例えば、溶液、分散液、または懸濁液とし
て）プロバイオティクスを適用することは有利であり得る。プロバイオティクスが混合さ
れる液体は、様々であり得るが、一般に、液体は水を含む。いくつかの他の実施形態にお
いて、乾燥状態、例えば、顆粒または粉塵形態等の１つ以上のプロバイオティクスが適用
され得る。使用されるプロバイオティクスの濃度および量は、様々であり得る。例えば、
いくつかの実施形態において、プロバイオティクスは、約１×１０５個のコロニー形成単
位（ＣＦＵ）／ｍＬ～約１×１０１０個のコロニー形成単位／ｍＬ（例えば、約２×１０
６個のコロニー形成単位／ｍＬ）を含む溶液中で植物（例えば、生きた植物）に適用され
る。コロニー形成単位は、プロバイオティクスサンプル中の生（生きた）細胞の測定値を
提供する。
【００４１】
　ある実施形態において、他の成分をプロバイオティクスとともに植物に適用することが
できる。かかる成分は、同じ配合物（例えば、溶液、分散液、懸濁液、もしくは乾燥形態
）中に添加され得るか、または別個の配合物中のタバコに適用され得る。例えば、いくつ
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かの実施形態において、１つ以上の界面活性剤が、プロバイオティクスとともにタバコに
適用される。界面活性剤は、例えば、非イオン性界面活性剤であり得る。限定されないが
、ポリソルベート２０（Ｔｗｅｅｎ－２０（登録商標））およびポリソルベート８０（Ｔ
ｗｅｅｎ－８０（登録商標））等のポリソルベート界面活性剤、ならびにＴｒｉｔｏｎ（
商標）Ｘシリーズ界面活性剤等のポリ（エチレングリコール）系界面活性剤を含む、様々
な界面活性剤を使用することができる。プロバイオティクスがタバコを効果的にコーティ
ングするのを助けるための他の試薬は、種々の糖、植物抽出物（例えば、ユッカ抽出物、
海藻抽出物）、およびそれらの誘導体を含み得る。
【００４２】
　タバコ植物全体、またはニコチアナ種の植物のある一部または部分を、本明細書で提供
されるように使用および／または処理することができる。例えば、植物の事実上すべて（
例えば、植物全体）を収穫し、そのように用いることができる。代替として、植物の種々
の部分または細片を収穫するか、または収穫後の処理のために分離することができる。例
えば、花、葉、幹、茎、根、種子、およびそれらの種々の組合せを、使用またはさらなる
処理のために単離することができる。
【００４３】
　植物またはその部分の収穫後加工は、様々であり得る。収穫後、植物またはその部分は
、非熟成形態で使用することができる（例えば、植物またはその部分を、任意の乾燥プロ
セスに供することなく使用することができる）。例えば、植物またはその部分は、顕著な
貯蔵、取扱い、または加工条件に供することなく使用することができる。ある状況におい
て、植物またはその部分を事実上収穫直後に使用することが有利である。代替として、例
えば、非熟成形態の植物またはその部分を、後日使用するために冷蔵または冷凍する、凍
結乾燥する、照射に供する、黄色化する、乾燥する、キュアリングする（例えば、空気乾
燥技術または熱の適用を用いる技術を使用する）、加熱する、または調理する（例えば、
焼く、揚げる、もしくは茹でる）、ないしは別の方法で後日使用するために貯蔵または処
理に供することができる。
【００４４】
　収穫された植物またはその部分は、物理的に加工され得る。植物またはその部分を個々
の部分または細片に分離することができる（例えば、葉を茎から除去することができ、お
よび／またはそれらの茎および葉を柄から除去することができる）。収穫された植物また
は個々の部分もしくは細片を、部分または細片にさらに分割することができる（例えば、
葉を刻む、切断する、粉砕する、微粉化する、ミリングする、またはフィラータイプの細
片、顆粒、粒子、または微粉末として特徴付けられ得る細片または部分に挽くことができ
る）。タバコ材料は、加工されたタバコ部分または細片の形態、本質的に天然のラミナお
よび／またはステム形態の乾燥および熟成させたタバコ、タバコ抽出物、抽出されたタバ
コパルプ（例えば、溶媒として水を使用する）、または前述の混合物（例えば、抽出され
たタバコパルプを、顆粒化した乾燥および熟成させた天然のタバコラミナと合わせた混合
物）を有し得る。タバコ製品に使用されるタバコとしては、最も好ましくは、タバコラミ
ナ、またはタバコラミナおよびステムの混合物が挙げられる。タバコ製品中のタバコの部
分は、加工されたタバコステム（例えば、カットロールド（ｃｕｔ－ｒｏｌｌｅｄ）ステ
ム、カットロールド膨張ステム、もしくはカットパフ（ｃｕｔ－ｐｕｆｆｅｄ）ステム）
、または体積膨張タバコ（例えば、ドライアイス膨張タバコ（ＤＩＥＴ）等のパフタバコ
）等の加工された形態を有してよい）。例えば、すべてが参照により組み込まれる、ｄｅ
　ｌａ　Ｂｕｒｄｅらへの米国特許第４，３４０，０７３号、Ｇｕｙらへの同第５，２５
９，４０３号、Ｐｏｉｎｄｅｘｔｅｒらへの同第５，９０８，０３２号、およびＰｏｉｎ
ｄｅｘｔｅｒらへの同第７，５５６，０４７号に記載されるタバコ膨張プロセスを参照さ
れたい。さらに、タバコ製品は、任意に、発酵されたタバコを組み込んでもよい。参照に
より本明細書に組み込まれる、ＡｔｃｈｅｌｅｙらへのＰＣＴ第ＷＯ０５／０６３０６０
号に記載されるタバコ加工技術の種類も参照されたい。
【００４５】
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　タバコがそのような形態で提供される様式は、様々であり得る。植物またはその一部は
、（例えば、加圧されるか、またはロール処理に供されることによって）外力または外部
圧に供され得る。かかる加工条件を実行するとき、植物もしくはその部分は、その天然の
含水率に近似する含水率（例えば、収穫直後のその含水率）、植物もしくはその部分に水
分を添加することによって達成される含水率、または植物もしくはその部分の乾燥から得
られる含水率を有し得る。例えば、粉末化、微粉化、粉砕、またはミリングした植物の細
片またはその部分は、約２５重量パーセント未満、多くの場合、約２０重量パーセント未
満、および頻繁に約１５重量パーセント未満の含水率を有し得る。タバコ部分または細片
は、粉砕、ミリング等のための装置および技術を使用し、粉末型の形態に粉末化、粉砕、
または微粉化することができる。最も好ましくは、タバコは、ハンマーミル、カッターヘ
ッド、空調ミル等の装置を使用する粉砕またはミリングの間、比較的乾燥した形態である
。例えば、タバコの部分または細片は、その含水率が約１５重量パーセント未満～約５重
量パーセント未満であるときに粉砕またはミリングされてよい。
【００４６】
　喫煙可能な形態または無煙形態で使用されることが意図されるタバコ組成物は、単一種
のタバコ（例えば、所謂「ストレートグレード」形態）を組み込んでよい。例えば、タバ
コ組成物中のタバコは、鉄管乾燥タバコのみで構成されてよい（例えば、タバコのすべて
が、鉄管乾燥タバコラミナ、または鉄管乾燥タバコラミナおよび鉄管乾燥タバコステムの
混合物のいずれかから構成または誘導されてよい）。タバコ組成物中のタバコは、所謂「
ブレンド」形態を有してもよい。例えば、本発明のタバコ組成物中のタバコは、鉄管乾燥
、バーレー（例えば、マラウィバーレータバコ）、およびオリエンタルタバコ（例えば、
タバコラミナ、またはタバコラミナおよびタバコステムの混合物から構成または誘導され
るタバコとして）の部分または細片の混合物を含んでよい。例えば、代表的なブレンドは
、乾燥重量ベースで約３０～約７０部のバーレータバコ（例えば、ラミナ、またはラミナ
およびステム）、および約３０～約７０部の鉄管乾燥タバコ（例えば、ステム、ラミナ、
またはラミナおよびステム）を組み込んでよい。他の例示のタバコブレンドは、乾燥重量
ベースで約７５部の鉄管乾燥タバコ、約１５部のバーレータバコ、および約１０部のオリ
エンタルタバコ、または約６５部の鉄管乾燥タバコ、約２５部のバーレータバコ、および
約１０部のオリエンタルタバコ、または約６５部の鉄管乾燥タバコ、約１０部のバーレー
タバコ、および約２５部のオリエンタルタバコを組み込む。他の例示のタバコブレンドは
、約２０～約３０部のオリエンタルタバコおよび約７０～約８０部の鉄管乾燥タバコを組
み込む。
【００４７】
　本開示に従い処理されたタバコは、ある実施形態において、後次に抽出することができ
る。種々の抽出技術が使用され得る。例えば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｂｅ
ｅｓｏｎらへの米国特許出願公開第２０１１／０２４７６４０号に記載される抽出プロセ
スを参照されたい。タバコの成分を抽出するための他の例示の技術は、すべてが参照によ
り本明細書に組み込まれる、Ｆｉｏｒｅへの米国特許第４，１４４，８９５号、Ｏｓｂｏ
ｒｎｅ，Ｊｒ．らへの同第４，１５０，６７７号、Ｒｅｉｄへの同第４，２６７，８４７
号、Ｗｉｌｄｍａｎらへの同第４，２８９，１４７号、Ｂｒｕｍｍｅｒらへの同第４，３
５１，３４６号、Ｂｒｕｍｍｅｒらへの同第４，３５９，０５９号、Ｍｕｌｌｅｒへの同
第４，５０６，６８２号、Ｋｅｒｉｔｓｉｓへの同第４，５８９，４２８号、Ｓｏｇａら
への同第４，６０５，０１６号、Ｐｏｕｌｏｓｅらへの同第４，７１６，９１１号、Ｎｉ
ｖｅｎ，Ｊｒ．らへの同第４，７２７，８８９号、Ｂｅｒｎａｓｅｋらへの同第４，８８
７，６１８号、Ｃｌａｐｐらへの同第４，９４１，４８４号、Ｆａｇｇらへの同第４，９
６７，７７１号、Ｒｏｂｅｒｔｓらへの同第４，９８６，２８６号、Ｆａｇｇらへの同第
５，００５，５９３号、Ｇｒｕｂｂｓらへの同第５，０１８，５４０号、Ｗｈｉｔｅらへ
の同第５，０６０，６６９号、Ｆａｇｇへの同第５，０６５，７７５号、Ｗｈｉｔｅらへ
の同第５，０７４，３１９号、Ｗｈｉｔｅらへの同第５，０９９，８６２号、Ｗｈｉｔｅ
らへの同第５，１２１，７５７号、Ｆａｇｇへの同第５，１３１，４１４号、Ｍｕｎｏｚ
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らへの同第５，１３１，４１５号、Ｆａｇｇへの同第５，１４８，８１９号、Ｋｒａｍｅ
ｒへの同第５，１９７，４９４号、Ｓｍｉｔｈらへの同第５，２３０，３５４号、Ｆａｇ
ｇへの同第５，２３４，００８号、Ｓｍｉｔｈへの同第５，２４３，９９９号、Ｒａｙｍ
ｏｎｄらへの同第５，３０１，６９４号、Ｇｏｎｚａｌｅｚ－Ｐａｒｒａらへの同第５，
３１８，０５０号、Ｔｅａｇｕｅへの同第５，３４３，８７９号、Ｎｅｗｔｏｎへの同第
５，３６０，０２２号、Ｃｌａｐｐらへの同第５，４３５，３２５号、Ｂｒｉｎｋｌｅｙ
らへの同第５，４４５，１６９号、Ｌａｕｔｅｒｂａｃｈへの同第６，１３１，５８４号
、Ｋｉｅｒｕｌｆｆらへの同第６，２９８，８５９号、Ｍｕａらへの同第６，７７２，７
６７号、およびＴｈｏｍｐｓｏｎへの同第７，３３７，７８２号に記載されている。
【００４８】
　本発明で論じられるタバコ材料は、本明細書で説明されるプロバイオティクス処理前、
処理後、または処理中に、他の方法でさらに処理および／または加工され得る。例えば、
必要に応じて、タバコ材料は、照射、滅菌、または他の方法で制御された熱処理に供され
得る。かかる処理プロセスは、例えば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｍｕａらへ
の米国特許公開第２００９／００２５７３８号に詳述されている。ある実施形態において
、タバコ材料は、水およびタバコ材料の加熱時にアクリルアミドを形成することができる
アスパラギンの反応を阻害することができる添加剤（例えば、リジン、グリシン、ヒスチ
ジン、アラニン、メチオニン、グルタミン酸、アスパラギン酸、プロリン、フェニルアラ
ニン、バリン、アルギニン、二価および三価カチオンを組み込む組成物、アスパラギナー
ゼ、ある非還元サッカリド、ある還元剤、フェノール化合物、少なくとも１つの遊離チオ
ール基または官能価を有するある化合物、酸化剤、酸化触媒、天然の植物抽出物（例えば
、ローズマリー抽出物）、およびそれらの組合せからなる群から選択される添加剤）、お
よびそれらの組合せで処理され得る。例えば、すべてが参照により本明細書に組み込まれ
る、Ｃｈｅｎらへの米国特許公開第２０１０／０３００４６３号および同第２０１１／０
０４８４３４号、ならびに２０１１年９月９日に出願された米国特許出願第１３／２２８
，９１２号に記載される処理プロセスの種類を参照されたい。ある実施形態において、こ
の種の処理は、元のタバコ材料が前記の抽出および／または蒸留プロセスにおいて熱に供
される場合に有効である。この種の処理は、本発明のプロバイオティクス処理と併せて使
用することができるが、プロバイオティクス処理は、いくつかの実施形態において、アク
リルアミドのレベルをそれ自体で十分に低いレベルに低減させることができるため必要と
されない場合があることが知られている。
【００４９】
　プロバイオティクス処理されたタバコは、本発明に従って種々の種類のタバコ製品に組
み込まれ得る。例えば、いくつかの実施形態において、本発明は、プロバイオティクス処
理されたタバコ材料を含む、シガレット等の喫煙物品を提供する。図１を参照すると、本
発明の喫煙物品のある代表的な成分を有するシガレット形態の喫煙物品１０が示される。
シガレット１０は、取り囲む包装材料１６中に含有される喫煙可能なフィラー材料（例え
ば、プロバイオティクス処理されたタバコ材料等の約０．３～約１．０ｇの喫煙可能なフ
ィラー材料）の充填またはロールの概して円柱形のロッド１２を含む。このロッド１２は
、便宜的に「タバコロッド」と呼ばれる。タバコロッド１２の末端は、喫煙可能なフィラ
ー材料に曝露するように開いている。シガレット１０は、包装材料１６に適用された１つ
の任意のバンド２２（例えば、デンプン、エチルセルロース、またはアルギニン酸ナトリ
ウム等の膜形成剤を含むプリントコーティング）を有するとして示され、そのバンドは、
シガレットの長手方向軸に対し垂直方向にシガレットロッドを取り囲む。つまり、バンド
２２は、シガレットの長手方向軸に対する幅方向領域を提供する。バンド２２は、包装材
料の内面（すなわち、喫煙可能なフィラー材料に面する）、またはあまり好ましくないが
、包装材料の外面にプリントされ得る。シガレットは、１つの任意のバンドを有する包装
材料を有し得るが、このシガレットは、２、３、またはそれ以上の番号が付けられたさら
なる任意の間隔のあいたバンドを有する包装材料を有することもできる。
【００５０】
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　タバコロッド１２の一端は点火端１８であり、口端２０にはフィルター要素２６が位置
付けられる。フィルター要素２６は、タバコロッド１２の一端に隣接して位置付けられ、
フィルター要素およびタバコロッドが端と端とで接して軸方向に一直線に並び、好ましく
は相互に隣接するようにする。フィルター要素２６は、概して円柱形上を有してよく、そ
の直径は、タバコロッドの直径に本質的に等しくてよい。フィルター要素２６の末端は、
空気および煙がそこを通過するのを許す。
【００５１】
　通気または空気希釈された喫煙物品は、一連の穿孔３０等の任意の空気希釈手段を用い
て提供され得、各々がプラグラップ２８を通じて延在する。任意の穿孔３０は、レーザー
穿孔技術等の当業者に既知の種々の技術によって作製され得る。代替として、所謂オフラ
イン空気希釈技術を使用することができる（例えば、多孔性紙プラグラップおよび事前に
穿孔されたチップペーパーの使用を通じて）。フィルター要素２６は、外側プラグラップ
２８の層によって、その外周または長手方向周縁に沿って取り囲まれる。使用中、喫煙者
は、マッチまたはシガレットライターを使用してシガレット１０の点火端１８に点火する
。そのようにして、喫煙可能な材料１２は燃え始める。シガレット１０の口端２０は、喫
煙者の唇の間に置かれる。燃えている喫煙可能な材料１２によって生成される熱分解製品
（例えば、タバコ煙の成分）は、シガレット１０から吸い込まれ、フィルター要素２６を
通して喫煙者の口に入る。
【００５２】
　ある実施形態において、本発明に従い、喫煙物品は、プロバイオティクスで処理された
タバコを含む。喫煙物品中のタバコは、いくつかの実施形態において、そのようなプロバ
イオティクス処理されたタバコのみを含むか、または他のタバコ材料と併せて、可変量の
プロバイオティクス処理されたタバコを含有し得る。例えば、プロバイオティクス処理さ
れたタバコは、喫煙物品中のすべてのタバコ材料の重量に基づき、約２５％以上、約５０
％以上、約７５％以上、約８０％以上、約８５％以上、約９０％以上、約９５％以上、ま
たは約１００％の量で存在し得る。
【００５３】
　図２を参照すると、本発明のプロバイオティクス処理されたタバコを含むタバコ製品の
代表的なスヌース型が示される。特に、図２は、無煙タバコ組成物４４を含有する水透過
性外袋４２を有する無煙タバコ製品４０を示し、このタバコ組成物は、１つ以上のプロバ
イオティクスで処理された刻タバコ材料または微粒子タバコ材料を含む。さらなる添加剤
は、本発明に従い、無煙タバコ組成物と混合され得るか、または別の方法で組み込まれ得
る。添加剤は、人工であり得るか、またはハーブもしくは生物源から得られるか、または
誘導され得る。例示の添加剤の種類としては、塩（例えば、塩化ナトリウム、塩化カリウ
ム、クエン酸ナトリウム、クエン酸カリウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム等）、天然
甘味料（例えば、フルクトース、スクロース、グルコース、マルトース、バニリン、エチ
ルバニリングルコシド、マンノース、ガラクトース、ラクトース等）、人工甘味料（例え
ば、スクラロース、サッカリン、アスパルテーム、アセスルファームＫ、ネオターム等）
、有機および無機フィラー（例えば、穀物、加工穀物、膨張穀物、マルトデキストリン、
デキストロース、炭酸カルシウム、リン酸カルシウム、コーンスターチ、ラクトース、マ
ニトール、キシリトール、ソルビトール、微分割されたセルロース等）、結合剤（例えば
、ポビドン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、および他の修飾されたセルロース
型の結合剤、アルギニン酸ナトリウム、キサンタンガム、スターチ系結合剤、アラビアガ
ム、レシチン等）、ｐＨ調整剤または緩衝剤（例えば、金属水酸化物、好ましくはアルカ
リ金属水酸化物（水酸化ナトリウムおよび水酸化カリウム等）、ならびに他のアルカリ金
属緩衝剤（金属炭酸塩、好ましくは炭酸カリウムもしくは炭酸ナトリウム、または重炭酸
ナトリウムといった金属重炭酸塩等）、着色剤（例えば、カラメル色素および二酸化チタ
ン等を含む染料および色素）、湿潤剤（例えば、グリセリン、プロピレングリコール等）
、口腔ケア添加剤（例えば、タイム油、ユーカリ油、および亜鉛）、保存剤（例えば、ソ
ルビン酸カリウム等）、シロップ（例えば、ハチミツ、高フルクトースコーンシロップ等
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）、崩壊補助剤（例えば、微結晶性セルロース、クロスカルメロースナトリウム、クロス
ポビドン、デンプングリコール酸ナトリウム、前ゼラチン化コーンスターチ等）、香味剤
および香味混合物、抗酸化剤、およびそれらの混合物が挙げられる。必要に応じて、添加
剤は、参照により本明細書に組み込まれる、Ｄｕｂｅらへの米国特許出願公開第２００８
／００２９１１０号に記載されるようにマイクロカプセル化され得る。さらに、例示のカ
プセル化添加剤は、例えば、参照により本明細書に既に組み込まれている、Ａｔｃｈｌｅ
ｙへの第ＷＯ２０１０／１３２４４４　Ａ２号に記載されている。
【００５４】
　以下の例は、本発明をさらに説明するように提供されるが、その範囲を限定するものと
して見なされてはならない。別段の記載がない限り、すべての部分およびパーセンテージ
は重量による。
【００５５】
実験
　本発明は、以下の実施例によってより完全に説明され、これらは本発明を説明するため
に記載され、それを限定するものとして見なされるものではない。以下の実施例において
、ｇはグラムを意味し、Ｌはリットルを意味し、ｍＬはミリリットルを意味し、Ｄａはダ
ルトンを意味する。すべての重量パーセンテージは、乾燥ベースで表現され、別段の指示
がない限り、含水率を除くことを意味する。
【実施例】
【００５６】
実施例１
プロバイオティクス細菌での処理後のバーレータバコの評価
【００５７】
　バーレータバコは、収穫前に、消化支援製品として薬局で入手可能であるプロバイオテ
ィクス細菌を含有する溶液で処理される。１０個の生きたバーレータバコ植物を、１ガロ
ン当たり６０×１０９個の生きた細菌細胞を含有する１ガロンの溶液で処理する（ビフィ
ドバクテリウムビフィダム、ビフィドバクテリウムブレヴェ、ビフィドバクテリウムロン
ガム、ラクトバシラスアシドフィラス、ラクトバシラスカゼイ、ラクトバシラスヘルベテ
ィカス、ラクトバシラスラムノサス、ラクトバシラスプランタラム、ラクトコッカスラク
ティス、およびストレプトコッカスサーモフィラスを含む、ＣＶＳ／Ｐｈａｒｍａｃｙ（
登録商標）からの「Ｓｅｎｉｏｒ　Ｐｒｏｂｉｏｔｉｃ」）。さらに１０個の生きたバー
レータバコ植物を、１ガロン当たり６０×１０９個の生きた細菌細胞を含有する１ガロン
の溶液で処理する（ラクトバシラスアシドフィラスおよびビフォドバクテリウムラクティ
スを含む、Ｗａｌｇｒｅｅｎｓからの「Ｓｕｐｅｒ　Ｐｒｏｂｉｏｔｉｃ」）。
【００５８】
　処理されたバーレータバコを収穫し、標準条件下で乾干に供する。タバコの柄を切断し
て気干し、上方、中間、および下方の葉を分類し、乾干の最後に分離する。植物の先端、
中間、および下方部分から約１５ｇの葉を粉砕し、分析した。
【００５９】
　処理、乾燥、および分離されたタバコを、６３個の異なる化合物の相対的レベル、なら
びにアミノ酸レベルおよびポリフェノールについて分析する。結果は、アミノ酸およびタ
バコ特異的酸を含む、プロバイオティクス処理後のある化合物のレベルの低減を示す。例
えば、アスパラギン、トリプトファン、オキソプロリン、アスパラギン酸、リンゴ酸、キ
ナ酸、およびグルコースの著しい減少が観察される。具体的に、未処理および処理された
バーレータバコサンプルの中間区分サンプルからのアスパラギン含有量を比較したところ
、ＣＶＳ／Ｐｈａｒｍａｃｙ（登録商標）からの「Ｓｅｎｉｏｒ　Ｐｒｏｂｉｏｔｉｃ」
で処理されたサンプルは、未処理のサンプルと比較して３５．２７％のアスパラギン含有
量を有し、Ｗａｌｇｒｅｅｎｓからの「Ｓｕｐｅｒ　Ｐｒｏｂｉｏｔｉｃ」で処理された
サンプルは、未処理のサンプルと比較して１２．９％のアスパラギン含有量を有する。あ
る化合物、すなわち、キシリトール、フルクトース、ガラクタール酸、ミオイノシトール
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、およびメリビオースのレベルは増加した。これらの化合物の各々は、非活性成分として
購入されたままのプロバイオティクス混合物中に存在する。
【００６０】
　同様の結果は、植物の先端部分からおよびラグから採取された処理および未処理のバー
レータバコサンプルについて示される。
【００６１】
実施例２
プロバイオティクス細菌での処理後のバーレータバコ中のＴＳＮＡの評価
【００６２】
　バーレータバコ植物を、実施例１に記載されるように、２つの異なるプロバイオティク
ス溶液で処理し、収穫し、乾燥させる。植物の中間からの約１５ｇの葉を粉砕し、タバコ
特異的ニトロソアミン（ＴＳＮＡ）について分析する。対照と比較して、Ｗａｌｇｒｅｅ
ｎｓからの「Ｓｕｐｅｒ　Ｐｒｏｂｉｏｔｉｃ」で処理されたタバコは、９５％　ＮＡＴ
および７０％　ＮＮＮを含有する。対照（未処理の）タバコと比較して、ＣＶＳ／Ｐｈａ
ｒｍａｃｙ（登録商標）からのＳｅｎｉｏｒ　Ｐｒｏｂｉｏｔｉｃで処理されたタバコは
、５７％　ＮＡＴおよび４３％　ＮＮＮを含有する。
【００６３】
実施例３
プロバイオティクス細菌での処理後のバーレータバコによって生成される主流煙中のアク
リルアミド含有量の評価
【００６４】
　バーレータバコ植物を、実施例１に記載されるように、２つの異なるプロバイオティク
ス溶液で処理し、収穫し、乾干する。処理されたタバコ植物の中間柄葉の一部分を切断し
、シガレットにする。Ｃｅｒｕｅａｎ　ＳＭ　４５０喫煙機（Ｃｅｒｕｌｅａｎ，Ｌｉｎ
ｆｏｒｄ　Ｗｏｏｄ　Ｅａｓｔ，ＭＫ１４　６ＬＹ，Ｕｎｉｔｅｄ　Ｋｉｎｇｄｏｍ）を
使用し、ＩＳＯ条件下（３５ｍＬ膨張体積、２秒の膨張、および６０秒の膨張間隔）でシ
ガレットを試験する。各実行において煙を４４ｍｍ　Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ煙パッド上で回
収する。各シガレットから生成された煙中のアクリルアミド含有量を分析するために、煙
パッドをメタノールに浸漬し、水を添加し、２Ｈ３－アクリルアミド（ＣＤＮ　Ｉｓｏｔ
ｏｐｅｓ，Ｐｏｎｔｅ－Ｃｌａｉｒｅ，Ｑｕｅｂｅｃ　Ｈ９Ｒ１Ｈ１，Ｃａｎａｄａ）の
内部標準溶液を添加する。得られる抽出物を濾過し、ＳＦＥカートリッジ（Ｂｏｎｄ　Ｅ
ｌｕｔｅ　Ｃ１８）（Ｖａｒｉａｎ，Ｗａｌｎｕｔ　Ｃｒｅｅｋ，ＣＡ　９）に通してサ
ンプルを清浄化する。
【００６５】
　ＬＣ／ＭＳ／ＭＳ技術を使用し、清浄なサンプル溶液を分析する。ＨＰＬＣ分離は、２
つのＧｅｍｉｎｉ－ＮＸ５ｕ　Ｃ１８　１５０×２ｍｍカラム上でガードカートリッジＣ
１８　ＴＷＩＮ（Ｐｈｅｎｏｍｅｘ，Ｔｏｒｒａｎｃｅ，ＣＡ）を用いて、連続的に定組
成モードで、水中５％メタノールおよび０．１％葉酸の溶媒系を使用して行う。ＨＰＬＣ
は、１２００　ＨＰＬＣ系（Ａｇｉｌｅｎｔ，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥ）であり、０
．３ｍＬ／分の流量で、室温で流される。２Ｈ３－アクリルアミドについて観察された保
持時間は、３．６５分であり、アクリルアミドについて観察された保持時間は、３．６８
分である。
【００６６】
　アクリルアミドは、ＡＰＩ　ＬＣ／ＭＳ／ＭＳ系（ＡＢ　Ｓｃｉｅｘ，ＭＡ）を使用し
、大気圧イオン化エレクトロスプレーを陽イオンモードＭＲＭ（多重反応モニタリング）
で用いて測定される。条件としては、衝突セルガス８Ｌ／時間、カーテンガス２０Ｌ／時
間、イオン源ガス１５０Ｌ／時間、イオン源ガス２５０Ｌ／時間、イオンスプレー電圧５
５００Ｖ、温度４００℃、クラスタ分離電位３０Ｖ、入射レンズ電位６Ｖ、衝突セル電圧
２１Ｖ、衝突セル出射電圧６Ｖが挙げられる。アクリルアミドの親イオンは、ｍ／ｚ＝７
２であり、娘イオンの場合は、ｍ／ｚ＝５５である。２Ｈ３－アクリルアミドの場合、親
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はｍ／ｚ＝７５であり、娘イオンの場合は、ｍ／ｚ＝５８である。
【００６７】
　対照（未処理）を含むシガレットと比較して、Ｗａｌｇｒｅｅｎｓからの「Ｓｕｐｅｒ
　Ｐｒｏｂｉｏｔｉｃ」で処理されたタバコを含むシガレットは、それから生成された煙
中のアクリルアミド含有量の２９％減少を呈する。対照（未処理）を含むシガレットと比
較して、ＣＶＳ／Ｐｈａｒｍａｃｙ（登録商標）からの「Ｓｕｐｅｒ　Ｐｒｏｂｉｏｔｉ
ｃ」で処理されたタバコを含むシガレットは、そこから生成された煙中のアクリルアミド
含有量の６５％減少を呈する。
【００６８】
　本発明の多くの修正および他の実施形態は、本発明が属する技術分野において熟練する
者であれば思いつき、前述の説明に提示される教示の利益を有する。したがって、本発明
は、開示される特定の実施形態に限定されるものではないこと、ならびに修正および他の
実施形態が添付の特許請求の範囲内に含まれることが意図されることが理解される。本明
細書において特定の用語が用いられるが、それらは単に一般的な記述的意味において使用
され、限定を目的としない。

【図１】

【図２】
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