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(57)【要約】
　過酸化水素または過酸を使用してカルノシン酸からカルノソールを生成する溶媒法を示
す。カルノシン酸は純粋な形態でも、純粋でない形態でも、植物抽出物の一部でもよいし
、あるいはローズマリーの針状の葉に存在していてもよい。触媒は鉄でも、鉄塩でも、少
量の水でも、ローズマリーの針状の葉でも、またはこれらの混合物でもよい。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カルノシン酸をカルノソールに変換する方法であって：
　ａ）少量鉄、鉄塩、ローズマリーの針状の葉およびこれらの混合物からなる群から選択
される触媒を含む溶媒にカルノシン酸をさらすステップと、
　ｂ）過酸化水素および過酸からなる群から選択される酸化剤を導入してカルノソールを
生成するステップと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記カルノシン酸は植物抽出物中に存在する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記植物抽出物はローズマリー抽出物である、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記酸化剤は塩基または酸の存在下で導入される、請求項１～３のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項５】
　前記塩基または酸は前記酸化剤の後に導入される、請求項１～３のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項６】
　前記酸化剤は過酸化水素、過ホウ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウムまたは過酸化水素－
尿素などの過酸化水素源から選択される、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記酸化剤は過酸化水素である、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法
【請求項８】
　前記酸化剤は過酸である、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記酸化剤は過酢酸である、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記鉄塩は塩化鉄の第二鉄塩および第一鉄塩、臭化鉄、硫酸鉄、硝酸鉄、酢酸鉄、プロ
ピオン酸鉄、クエン酸鉄、グルコン酸鉄、乳酸鉄、酸化鉄、水酸化鉄、これらの水和物、
ならびにこれらの混合物からなる群から選択される、請求項１～９のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１１】
　前記溶媒は酸性溶媒Ｒ１－ＣＯＯＨ（式中、Ｒ１はＣ１～Ｃ３である）、エーテルＲ２
ＯＲ２（式中、Ｒ２は同一でも異なっていてもよいＣ１～Ｃ４である）などの中性溶媒、
またはエステルＲ１－ＣＯＯＲ２（式中、Ｒ１はＨまたはＣ１～Ｃ３であり；Ｒ２はＣ１
～Ｃ４である）（酢酸エチル、酢酸ブチルなど）、またはケトン（アセトン、メチルエチ
ルケトンまたはジエチルケトンなど）またはジクロロメタン、またはアルコールＲ２ＯＨ
（式中、Ｒ２はＣ１～Ｃ４である）（エタノールまたはイソプロパノールなど）、または
亜臨界または超臨界二酸化炭素「ＳＦ－ＣＯ２」；または上記の溶媒の任意の混合物から
なる群から選択される、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記溶媒は２～４個の炭素原子を持つ炭酸溶媒またはこれらの混合物からなる群から選
択される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記溶媒は酢酸である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記植物抽出物はステップａ）の前に、酢酸、アセトンおよびメタノールからなる群か
ら選択される溶媒の存在下、木炭で前処理される、請求項２～１３のいずれか一項に記載
の方法。
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【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか一項により製造される、カルノソール組成物。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、触媒および過酸化水素または過酸を使用してローズマリー抽出物、ローズマ
リーの針状の葉またはセージ抽出物に存在し得るカルノシン酸からカルノソールを生成す
る新規な方法に関する。
【０００２】
［背景技術］
　ローズマリー（ロスマリヌス・オフィシアリス（Ｒｏｓｍａｒｉｎｕｓ　ｏｆｆｉｃｉ
ａｌｉｓ））は、葉が常緑の針状で芳香を放つ木質の多年草であり、地中海地域に原産す
る。ローズマリーは、地中海料理で多用されるハーブとして知られている。乾燥させたも
のは鉄、カルシウムおよびビタミンＢ６が豊富である。さらに、酸化防止剤でもあり、最
近ＮＦ－κＢ経路を抑制することで作用する抗発癌物質として報告された（ロ（Ｌｏ）ｅ
ｔ　ｅｌ　２００２年カルシノゲネシス（Ｃａｒｃｉｎｏｇｅｎｅｓｉｓ）第２３巻（６
）：ｐ．９８３～９９１）カルノソール、ポリフェノールも含む。
【０００３】
　親油性のローズマリーまたはセージ抽出物は、カルノシン酸を約１０～３０％含む。
【０００４】
　カルノシン酸からカルノソールを合成する方法についてはマレロ（Ｍａｒｒｅｒｏ）ｅ
ｔ　ａｌ　２００２年ジャーナル・オブ・ナチュラル・プロダクツ（Ｊ．Ｎａｔｕｒａｌ
　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ）第６５巻：ｐ．９８６～９８９により発表された。カルノシン酸を
アセトンに溶解させ、その溶液に分子状酸素をバブリングした、カルノソールへの「定量
的な変換」が報告されている。しかしながら、このスキームを何回も繰り返しても再現性
がなく、カルノソールはほとんど形成されなかった。
【０００５】
　カルノシン酸を生物活性形態のカルノソールに変換する（ｔｒａｎｓｆｏｒｍｉｎｇ）
容易かつ効率的な方法があれば望ましく、特に抽出および変換（ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ）が本質的に同一のステップであれば望ましいであろう。
【０００６】
［発明の詳細な説明］
　触媒が存在するのであれば、本発明に従って過酸化水素または過酸を酸素源として使用
する酸化工程によりカルノシン酸をカルノソールに変換できることが明らかになった。触
媒は、触媒量の鉄もしくは鉄塩でも、ローズマリーの針状の葉でも、またはこれらの混合
物でもよい。どの触媒を選択するかは、以下でより詳細に示す、反応の他のパラメーター
に左右される。したがって、本発明の方法の１つは：
　ａ）少量の鉄、鉄塩、ローズマリーの針状の葉およびこれらの混合物からなる群から選
択される触媒を含む溶媒にカルノシン酸をさらすこと、および
　ｂ）過酸化水素または過酸を導入してカルノソールを生成すること
を含む。
【０００７】
　理論に拘泥するわけではないが、カルノシン酸の変換は、２段階で起こると考えられる
。第１のステップはキノンへの酸化であり（ただし、これはまだ分光法により確認されて
いない）、これに続くのがカルノソールへの転移であると考えられる。この２つの段階は
同時に起きても、またはワンポット法における異なるステップ法として起きても、または
別々の反応で起きてもよい。
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【化１】

 
【０００８】
　また、本発明によれば、酸または弱塩基の存在下で中間体カルノシン酸キノンが転移し
てカルノソールが生成されることも明らかになった。このため、本発明はまた、カルノソ
ールを生成する方法であって、カルノシン酸キノンを酸または弱塩基にさらすことを含む
方法も含む。
【０００９】
　この反応により生成されるカルノソール含有組成物も本発明の実施形態を形成する。し
たがって本発明はまた、本明細書に記載のいずれかの方法により製造されるカルノソール
組成物のほか、そうしたカルノソール含有組成物を含む栄養補助食品および医薬品などの
最終製品をも含む。
【００１０】
　この反応の出発材料は、カルノシン酸の供給源であればどれでもよい。出発材料は、精
製されたカルノシン酸自体でも、あるいはカルノシン酸を含むローズマリー抽出物または
他の植物抽出物（セージ、サルビア・エスピーピー（Ｓａｌｖｉａ　ｓｐｐ．）など）な
どの精製された形態でないカルノシン酸でもよい。本発明の別の実施形態では、出発材料
は、ローズマリーの葉（針状の葉）であってもよい。多くのローズマリー抽出物が市販さ
れている。
【００１１】
　場合により、出発材料に前処理ステップを施してもよい。前処理では、木炭の存在下で
抽出物を溶媒で処理する。好ましい溶媒は酢酸、アセトンまたはメタノールであり、最も
好ましいのはアセトンである。木炭の量はあまり重要ではなく、ローズマリー抽出物の重
量に対して１～１００％の範囲とすればよい。好ましい量は２～５０％である。
【００１２】
触媒
Ａ．酸化触媒は鉄または鉄塩である：
　本発明によれば、鉄、鉄塩およびこれらの混合物からなる群から選択される鉄触媒は酸
化触媒として働きカルノシン酸を中間体のキノンに変換することが明らかになった。鉄ま
たは鉄塩を使用しない場合、カルノシン酸の中間体のキノンへの酸化が非常に遅くなる。
【００１３】
　鉄塩は、一般に用いられるものであればどのような形態の鉄塩（たとえば塩化鉄、臭化
鉄、硫酸鉄、酢酸鉄、クエン酸鉄、グルコン酸鉄、乳酸鉄、硝酸鉄、水酸化鉄および酸化
鉄など）でもよい。本明細書および特許請求の範囲を通じて、「鉄塩」という用語は、第
二鉄塩と第一鉄塩との両方、ならびにその水和物を含むことを意図している。
【００１４】
　溶媒が酸性であり、鉄容器に保存されている場合、溶媒は鉄を溶解することになり、そ
の量は通常、本発明において十分である。必要とされる鉄／鉄塩の量は非常に少量であり
：少なくとも約０．０００１～２０モル％（カルノシン酸に対して）、好ましい量は少な
くとも約０．０１～１０モル％、一層好ましいのは少なくとも約０．０５～５モル％であ
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る。言うまでもなく、より多くの量の鉄が存在していてもよいが、量が多くても特別の利
点は認められない。
【００１５】
Ｂ．酸化触媒はローズマリーの針状の葉（葉）である
　本発明の別の実施形態では、ローズマリーの針状の葉自体がこの抽出／変換の過程で触
媒として働く。
【００１６】
溶媒
　鉄触媒の存在下で使用できる溶媒は、カルノシン酸が溶解できるか、あるいは少なくと
もある程度可溶である、ほぼすべての溶媒である。溶媒は：
　エーテル（Ｒ２ＯＲ２、式中、Ｒ２は同一でも異なっていてもよいＣ１～Ｃ４である）
などの中性溶媒、または
　エステルＲ１－ＣＯＯＲ２、式中、Ｒ１はＨまたはＣ１～Ｃ３であり；Ｒ２はＣ１～Ｃ
４である（酢酸エチル、酢酸ブチルなど）、または
　ケトン（アセトン、メチルエチルケトンまたはジエチルケトンなど）または
　ジクロロメタン、または
　アルコールＲ２ＯＨ（エタノールまたはイソプロパノールなど）式中、Ｒ２はＣ１～Ｃ
４である、または
　亜臨界または超臨界二酸化炭素「ＳＦ－ＣＯ２」；または
２～４個の炭素原子を持つ酸性溶媒（酢酸、プロピオン酸またはイソ酪酸など）；または
　上記の溶媒の任意の混合物
であってもよい。
【００１７】
　好ましい溶媒は、ジクロロメタン、アセトン、酢酸エチルおよび酢酸、プロピオン酸お
よびイソ酪酸である。特にカルノソールの目的の用途が食品または医薬品である場合、最
も好ましい溶媒は酢酸である。
【００１８】
中間体のキノンを変換する（ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ）ための触媒
　次いで溶媒に溶かしたカルノシン酸および触媒を過酸化水素または過酸と反応させる。
【００１９】
　一実施形態では、塩基または酸のどちらかの存在下で酸化反応を行う。あるいは、塩基
または酸は酸化の後の段階で加えても、または中間体のキノンの形成後に加えてもよい。
別の方法では、中間体を別に形成し、次いで酸または塩基で処理してカルノソールを形成
してもよい。
【００２０】
　塩基または酸は、キノンになると推察される中間体の変換（ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ）率を上昇させると考えられる。
【００２１】
　この反応においては、塩基は都合のよい所望の任意の量で存在すればよい。塩基を触媒
として選択する場合、一般に、塩基は反応速度を上昇させる。すなわち塩基が多く存在す
るほど、変換（ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が速く起こる。一般に塩基は、カルノシ
ン酸の量に対して０％～４００モル％の量で存在させるべきである。好ましい範囲は約１
０～３００モル％、一層好ましくは８０～２００モル％である。
【００２２】
　また、どの塩基を選択するかは、選択した溶媒に左右される。酸性溶媒（すなわちＳＦ
－ＣＯ２、酢酸または他のＲ－ＣＯＯＨ）の場合、強塩基も弱塩基も同様の結果を示す。
酢酸などの酸性溶媒を使用する場合、どの形態も対応するアセテートを形成するため、原
則としてどのような塩基を使用してもよい。したがって、塩基は、水酸化ナトリウムまた
は水酸化カリウム、炭酸ナトリウムまたは炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウムまたは炭酸
水素カリウム、酢酸ナトリウムまたは酢酸カリウム、プロピオン酸ナトリウムまたはプロ
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ピオン酸カリウム、リン酸ナトリウムまたはリン酸カリウム；水酸化マグネシウムおよび
これらの混合物からなる群から選択することができる。
【００２３】
　使用する溶媒が中性溶媒（ジクロロメタンまたは酢酸エチルなど）である場合、ＮａＨ
ＣＯ３、ＫＯＡｃ、Ｎａ２ＨＰＯ４およびＭｇ（ＯＨ）２などの弱塩基が好ましい。
【００２４】
　好ましい塩基は一般に炭酸水素Ｎａもしくは炭酸水素Ｋまたは酢酸Ｎａもしくは酢酸Ｋ
である。
【００２５】
　あるいは、酸は塩基と同じ目的に使用してもよい。酸を触媒として選択する場合、ほぼ
すべての強酸を使用できるが、硫酸、塩酸、臭化水素酸、過塩素酸、硝酸またはｐ－トル
エンスルホン酸のようなスルホン酸などの鉱酸が好ましい。最も好ましいのは塩酸または
臭化水素酸である。一般に酸はカルノシン酸の量に対して０％～４００モル％の量で存在
させるべきである。好ましい範囲はカルノシン酸の量に対して約５～２００モル％、一層
好ましくは２０～１００モル％である。
【００２６】
　変換（ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ）触媒として酸を使用する場合、酸性溶媒に溶か
すのが好ましい。
【００２７】
酸化剤
　過酸化水素または過酸を使用することができる。過酸化水素の場合、過酸化水素、過ホ
ウ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、過酸化水素－尿素、または酢酸に溶かした過酸化水
素など利用できる任意の供給源を使用すればよい。市販の３０％または５０％過酸化水素
などの過酸化水素が好ましい。
【００２８】
　過酸としては、過酢酸、過プロピオン酸など市販の任意の過酸を使用すればよいが、好
ましいのは過酢酸であり、最も好ましいのは酢酸に溶かした過酢酸溶液である。
【００２９】
温度－触媒に無関係
　一般に、温度が上昇すると反応は速くなる。しかしながら、この反応は、温度が上昇す
ると選択性が低下する。好ましい温度範囲は約０°～１００℃、一層好ましい範囲は約１
０°～６０℃、より一層好ましい範囲は約１５°～４０℃である。
【００３０】
任意の結晶化ステップ
　上記の手順のいずれを使用するかにかかわらず、反応生成物を結晶化ステップに供する
ことにより、得られる最終カルノソールの純度を高めることができる。結晶化については
従来の任意の手段により達成できるが、ほとんどの場合、好ましい溶媒は酢酸である。い
くつかの用途では、カルノソール含有量が９０％を超える結晶を生成することができる。
【００３１】
最終生成物の使用
　以上記載した反応の最終生成物は、カルノソールを含むと同時に他の反応副生物をも含
む。カルノソールと他の反応副生物とを共に含むこうした組成物は以下「カルノソール処
理組成物」といい、様々な食品および／または栄養補助食品の使用の際にさらに精製した
り、他の処理を施したりすることなく直接使用してもよい。
【００３２】
　本明細書で使用する場合、「栄養補助食品」という用語は、栄養と医薬品との各分野で
有用であることを意味する。したがって、カルノソール処理組成物を含む新規な栄養補助
食品組成物は、食品および飲料の栄養補助剤として、さらにカプセル剤または錠剤などの
固形製剤でも、または溶液剤または懸濁剤などの液体製剤でもよい経腸または非経口用の
医薬製剤としても使用することができる。
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【００３３】
　本発明による栄養補助食品組成物は、保護親水コロイド（ガム、タンパク質、加工デン
プン）、バインダー、被膜剤、被包剤／材料、壁／シェル材料、マトリックス化合物、コ
ーティング、乳化剤、界面活性剤、可溶化剤（油、脂肪、ワックス、レシチンなど）、吸
着剤、キャリア、充填剤、共化合物、分散剤、湿潤剤、加工助剤（溶媒）、流動化剤、矯
味剤、比重調整剤、ゼリー化剤、ゲル形成剤、酸化防止剤および抗菌物質をさらに含んで
もよい。
【００３４】
　また、本発明の栄養補助食品組成物には、食事によっては不足していることもある適量
の必須栄養素を摂取するため、マルチビタミン・ミネラル栄養補助剤を加えてもよい。マ
ルチビタミン・ミネラル栄養補助剤はさらに、疾患の予防、および生活習慣パターンによ
る栄養不足および欠乏症の予防にも有用である場合がある。
【００３５】
　本発明による栄養補助食品組成物は、体への投与に好適であればどのような製剤形態で
もよく、特に、たとえば食品または飼料（用の添加剤／栄養補助剤）、食品または飼料プ
レミックス、栄養強化食品または飼料、錠剤、ピル、顆粒剤、糖衣錠、カプセル剤、なら
びに散剤および錠剤などの発泡性製剤のような固体形態、あるいは、たとえば飲料、ペー
スト剤および油性懸濁剤などの溶液剤、乳剤または懸濁剤のような液体形態など、経口投
与に標準的であるどのような形態でもよい。ペースト剤は、たとえば（魚、ブタ、家禽、
雌ウシ）ゼラチン、植物タンパク質またはリグニンスルホネートのマトリックスを用いた
硬または軟カプセルシェルに組み込んでもよい。他の使用形態として、経皮、非経口また
は注射投与用の形態がある。食品および医薬組成物は、制御（遅延）放出製剤の形態とし
てもよい。
【００３６】
　飼料は、ペット動物、家畜、毛皮産業に使用される動物、および水産養殖動物に与える
任意の飼料を包含する。飼料はさらに、ペット動物（たとえばイヌおよびネコ）に与える
間食も包含する。
【００３７】
　食品の例としては、たとえば、マーガリン、スプレッド、バター、チーズ、ヨーグルト
または乳飲料などの乳製品がある。栄養強化食品の例として、シリアルバー、ケーキおよ
びクッキーなどのベーカリー製品がある。飲料は、非アルコールおよびアルコール飲料の
ほか、飲料水および液体食品に加える液体調製物を包含する。非アルコール飲料としては
、たとえばソフトドリンク、スポーツドリンク、果汁、レモネード、茶および乳を用いた
飲料が挙げられる。液体食品には、たとえばスープおよび乳製品がある。カルノソール処
理組成物を含む栄養補助食品組成物は、成人が１日当たり約１０～１０００ｍｇ、好まし
くは１日当たり約５０～７５０ｍｇ、または一層好ましくは１日当たり約１００～５００
ｍｇのカルノソールを摂取するようにソフトドリンク、エネルギーバーまたはキャンディ
に加えてもよい。
【００３８】
　栄養補助食品組成物が医薬製剤である場合、組成物は、薬学的に許容される賦形剤、希
釈液またはアジュバントをさらに含む。製剤には、たとえばレミントンの薬学（Ｒｅｍｉ
ｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）、第２０版　ウィ
リアムズ＆ウィルキンズ（Ｗｉｌｌｉａｍｓ　＆　Ｗｉｌｋｉｎｓ）、ＰＡ、ＵＳＡに開
示されているような標準的な技法を用いればよい。経口投与の場合、好ましくは、たとえ
ばゼラチンまたはポリビニルピロリドンなどの好適な結合剤、たとえばラクトースまたは
デンプンなどの好適な充填剤、たとえばステアリン酸マグネシウムなどの好適な潤滑剤、
および場合により別の添加剤を含む錠剤およびカプセル剤を使用する。
【００３９】
　栄養補助食品は、その抗炎症特性などのため、精神または気分の維持または改善、およ
び関節の健康のためなど、様々な状態の維持または改善に使用してもよい。
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【００４０】
　本発明を説明しやすくするため、以下に非限定的な例を示す。
【００４１】
［実施例１］
対照実験
　０．１３２ｇのカルノシン酸を３０ｍｌのアセトンに溶かした溶液（含有量＝カルノシ
ン酸９０％、カルノソール２％）を１０ｍｌの反応槽にて酸素雰囲気、周囲で２３時間撹
拌した。これは本質的に、Ｊ．Ｇ．マレロ（Ｍａｒｒｅｒｏ）、Ｌ．Ｓ．アンドレス（Ａ
ｎｄｒｅｓ）、Ｊ．Ｇ．ルイス（Ｌｕｉｓ）；ジャーナル・オブ・ナチュラル・プロダク
ツ（Ｊ．Ｎａｔｕｒａｌ　Ｐｒｏｄ．）（２００２年）、第６５巻、ｐ．９８６～９８９
に記載されている条件である。溶液は、カルノシン酸を８８％含み、カルノソールは３％
に過ぎなかった。
【００４２】
［実施例２］
　１８．５ｇのローズマリー抽出物（カルノシン酸を４０％およびカルノソールを４％含
有）、５５ｇの酢酸、および７ｍｇの塩化鉄（ＩＩＩ）六水和物を窒素ブランケット下で
撹拌した。４．７ｍｌの３２％過酢酸を含む酢酸を１５℃でゆっくりと加えた。この混合
物を２時間１５℃で撹拌した。１ｍｌの３７％塩酸水を加え、混合物を１８時間撹拌した
。この懸濁液を濾過し、１０ｍｌの酢酸で洗浄した。結晶を７０℃で真空乾燥させた。本
発明者らは純度８８％のカルノソールを５．６８ｇ得た。収率＝６２％。
【００４３】
［実施例３］
　１３．１ｇのローズマリー抽出物（カルノシン酸を４３％およびカルノソールを１８％
含む）、６０ｇの酢酸および１３ｍｇの塩化鉄（ＩＩＩ）六水和物を窒素ブランケット下
で撹拌した。２．９ｍｌの３５％過酸化水素水を１５℃でゆっくりと加えた。この混合物
を１．５時間１５℃で撹拌し、続いて１ｍｌの３７％塩酸を加えた。混合物を１８時間周
囲で撹拌した。このスラリーを濾過し、１０ｍｌの酢酸で洗浄した。結晶物を７０℃で真
空乾燥させた。本発明者らは純度９２％のカルノソールを５．５７ｇ得た。収率＝６５％
。
【００４４】
［実施例４］
　１３．１ｇのローズマリー抽出物（カルノシン酸を４３％およびカルノソールを１８％
含む）、６０ｇの酢酸、２．５ｇの酢酸ナトリウムおよび７ｍｇの塩化鉄（ＩＩＩ）六水
和物を窒素ブランケット下で撹拌した。２．９ｍｌの３５％過酸化水素水を１８℃でゆっ
くりと加えた。この混合物を２１時間周囲で撹拌した。このスラリーを濾過し、１０ｍｌ
の酢酸で洗浄した。結晶物を７０℃で真空乾燥させた。本発明者らは純度８６％のカルノ
ソールを４．２４ｇ得た。収率＝４５％。
【００４５】
［実施例５］
　７．６ｇのローズマリー抽出物（カルノシン酸を４０％およびカルノソールを３．５％
含む）、２３ｇの酢酸、０．４ｍｌの３７％塩酸、および５．２ｍｇの塩化鉄（ＩＩＩ）
六水和物を窒素ブランケット下で撹拌した。１５℃で０．９０ｍｌの５０％過酸化水素水
ゆっくりと加えた。この混合物を４時間１８℃で撹拌した。この混合物のカルノソール含
有量をＨＰＬＣにより解析した。収率＝９０％。
【００４６】
［実施例６］
　１０．７ｇのローズマリー抽出物（カルノシン酸を１５％およびカルノソールを１６％
含む）、３２ｇの酢酸、０．２ｍｌの３７％塩酸、および５．２ｍｇの塩化鉄（ＩＩＩ）
六水和物を窒素ブランケット下で撹拌した。０．５４ｍｌの５０％過酸化水素水を１８℃
でゆっくりと加えた。この混合物を３時間周囲で撹拌した。この混合物のカルノソール含
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有量をＨＰＬＣにより解析した。収率＝８０％。
【００４７】
［実施例６］
　７．６ｇのローズマリー抽出物（カルノシン酸を４０％およびカルノソールを３．５％
含む）および０．７６ｇの木炭を３２ｍｌのアセトン中、還流で１０分間撹拌し、周囲ま
で冷却し、濾過した。木炭を８ｍｌのアセトンで洗浄した。濾液を蒸発乾固した。残渣に
２２ｇの酢酸、０．４ｍｌの３７％塩酸および７．２ｍｇの塩化鉄（ＩＩＩ）六水和物を
加えた。この混合物を窒素ブランケット下で撹拌した。０．９０ｍｌの５０％過酸化水素
水を１８℃でゆっくりと加えた。この混合物を５時間周囲で撹拌した。このスラリーを濾
過し、１０ｍｌの酢酸で洗浄した。結晶物を７０℃で真空乾燥させた。本発明者らは純度
８８％のカルノソールを２．６１ｇ得た。収率＝７０％
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