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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　セイヨウアカマツの植物抽出エキスを有効成分とする腋臭防止剤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、アルカリホスファターゼ阻害剤およびそれに基づく腋臭防止剤に関する。さら
に詳しくは、アルテア、セージ、ローマカミツレ、オウゴン及びセイヨウマツの群から選
ばれる１または２以上の植物抽出エキスを含有するアルカリホスファターゼ阻害剤および
それに基づく腋臭防止剤に関する。
【０００２】
【従来の技術】
腋臭は、腋窩に密に存在するアポクリン汗腺から分泌されるミルク様の分泌物の中に含ま
れる脂質が、皮膚常在菌により分解されて脂肪酸になった結果生じる臭気である。
【０００３】
アポクリン汗腺の分泌機構や分泌調整の機序は不明な点が多いが、分泌様式は乳腺と同様
に離出分泌であること、またアポクリン汗腺の筋上皮細胞と分泌細胞が接する部位におい
ては、それらの細胞膜にアルカリフォスファターゼ（Ａｌｋａｌｉｎｅ　Ｐｈｏｓｐｈａ
ｔａｓｅ、以下ＡＬＰと略記する）が認められていることが知られている（Ｋ．Ｓａｇａ
　ら、Ｊ．Ｈｉｓｔｏｃｈｅｍ．Ｃｙｔｏｃｈｅｍ．、４３（９）、９２７（１９９５）
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）。
【０００４】
さらに細胞膜のＡＬＰは、膜タンパク質であること（Ｎ．Ｔａｋａｍｉら、Ｂｉｏｌ．Ｃ
ｈｅｍ．、２６７、１０４２（１９９２））から、アポクリン汗腺からの分泌と密接に関
与していると考えられる。また、アポクリン汗腺におけるＡＬＰの分布は、乳腺組織にお
ける分布に似ていることも知られている。
【０００５】
アポクリン汗腺や乳腺からの分泌物は粘稠であるため、ＡＬＰは筋上皮細胞の収縮に関与
していると考えられる。このことは、存在部位が主として細胞膜、特に小腸上皮の絨毛、
腎細尿管上皮の刷子縁あるいは各臓器の毛細血管壁などのように、物質の吸収、透過の旺
盛な部位に強い活性を示すことから、細胞膜のＡＴＰａｓｅと同様に、膜の能動輸送に関
与していることは確かであると考えられている。また、代謝が異常に旺盛な部分ではＡＬ
Ｐの活性も増強し、時には異常代謝に際して出現することも知られている（酵素組織化学
、朝倉書店（１９６７））。
【０００６】
ＡＬＰは、アルカリ領域のｐＨにおいて、有機あるいは無機のリン酸エステルを加水分解
する酵素の総称であり、動植物組織に広範囲に存在する。
【０００７】
ヒトの場合、各臓器に存在するＡＬＰはそれぞれ特徴があり、臓器特有のアイソザイムが
存在し、肝性ＡＬＰ（肝／骨／腎性ＡＬＰ、Ｌ／Ｂ／Ｋ ＡＬＰともいう）、胎盤性ＡＬ
Ｐ及び小腸性ＡＬＰの３群に分別される。そのうち、アポクリン汗腺のＡＬＰは、肝性Ａ
ＬＰの特異的阻害剤であるレバミゾールで強く阻害されることから、肝性ＡＬＰに属する
と考えられている（前記Ｋ．Ｓａｇａら）。
【０００８】
肝性ＡＬＰは，ホモアルギニンによっては強く阻害される一方、フェニルアラニンによる
阻害は軽度であるのに対して、胎盤性や小腸性のＡＬＰは、ホモアルギニンによる阻害は
軽度である一方、フェニルアラニンによっては強く阻害されることが知られており（Ｈ．
Ｈａｒｒｉｓら、Ｃｌｉｎｉｃａ　ＣｈｅｍｉｃａＡｃｔａ、１８６、１３３（１９８９
））、このことは乳腺のＡＬＰに類似していることが知られている（ＣＴ．Ｌｅｕｎｇ、
Ｊ．Ｄａｉｒｙ　Ｓｃｉ．、７２、２４９５（１９８９））。
【０００９】
上記事項から、ＡＬＰが腋臭に関与すると考えられる離出分泌に関与している可能性が高
いと考えられる。このことから、ＡＬＰを阻害することにより、腋臭を効果的に防止でき
ると考えられる。
【００１０】
ＡＬＰ阻害活性を有する生薬としては、既に、オウレン、オウバク（Ｎａｔ．Ｍｅｄ．、
４８、１６５（１９９４）、ボウイ、キョウニン、商陸、ヨクイニン及びカンショウ（東
北薬科大学研究年報、４１、１４９（１９９４））などが知られているが、これらはいず
れも内服医薬品原料としての生薬の品質評価法に関するものであり、腋臭防止剤として使
用可能な植物抽出エキスについては何ら知られていない。
【００１１】
また従来、腋臭防止剤として、分泌物の分泌抑制の目的としてクロロヒドロキシアルミニ
ウムや酸化亜鉛のようなアルミニウムや亜鉛化合物が、また皮膚常在菌を殺菌する目的で
殺菌剤が使用されてきたが、これら腋臭防止剤はいずれも満足され得るものではない。
【００１２】
本発明に使用するアルテア、セージ、ローマカミツレ、オウゴン及びセイヨウアカマツの
群から選ばれる１または２以上の植物抽出エキスが、ＡＬＰ阻害活性作用を有すること、
またＡＬＰ阻害活性作用が腋臭防止効果につながることについては何ら知られていない。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
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本発明の目的は、植物を原料とするＡＬＰ阻害剤を提供し、さらにこのＡＬＰ阻害剤を用
いた腋臭防止剤を提供することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、腋臭防止剤について種々検討した結果、セイヨウアカマツの植物抽出エキ
スを有効成分とする腋臭防止剤を見出し、本発明を完成した。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明に用いられるアルテア抽出エキスは、ビロウドアオイ（ウスベニタチアオイ、Alth
eae　officinalis）の根又は根及び葉から抽出されたエキスを意味する。
【００１６】
セージ抽出エキスは、セージ（サルビア、Salvia　officinalis）の花，葉又は全草から
抽出されたエキスを意味する。
【００１７】
ローマカミツレエキスは、ローマカミツレ（Anthemis　nobilis）の頭花から抽出された
エキスを意味する。
【００１８】
オウゴンエキスは、コガネバナ（Scutellia　baicalensis）の根から抽出されたエキスを
意味する。
【００１９】
マツエキスは、セイヨウアカマツ（Pinus　sylvestris）の球果から抽出されたエキスを
意味する。
【００２０】
上記抽出エキスは、通常、原料生薬を極性または非極性溶媒の抽出溶媒を用いて常法によ
って抽出して得られる抽出液、濃縮液、希釈液及び乾燥物を意味する。
【００２１】
抽出方法としては、加熱抽出（煎出）、加温抽出（温浸）、低温抽出（冷浸）が挙げられ
る。
【００２２】
抽出溶媒としては、水のほかにエタノール、１，３－ブチレングリコール、酢酸エチル、
へキサン、エーテル、アセトン、メタノール、１－プロパノール、２－プロパノール、１
－ブタノール、２－ブタノール等の有機溶媒が挙げられ、それらを単独で用いるか、また
は２種以上を適宜混合して使用することができる。
【００２３】
本発明の腋臭防止剤は、外用剤として用いることができ、通常、外用剤に使用される医薬
品、医薬部外品または化粧品の製造に用いられる乳化剤（例えばポリオキシエチレンラウ
リルエーテル等の界面活性剤）、乳化安定剤（例えばアルギン酸プロピレングリコール、
カルボキシビニルポリマー等）、湿潤剤（例えばグリセリン、プロピレングリコール等）
、防腐剤（例えばパラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安
息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸ブチル等）あるいはその他の添加剤を加え、要すれ
ばその他の生薬エキス、殺菌剤、収斂剤等を加えて、常法により容易に各種軟膏、ローシ
ョン、Ｗ／Ｏ型クリーム、Ｏ／Ｗ型クリーム、液剤、スティック剤、外用スプレー剤の外
用製剤とすることができる。
【００２４】
【発明の効果】
本発明の本発明の腋臭防止剤は、ＡＬＰ阻害作用に基づき、腋臭を効果的に防止し、安全
に使用することができる。
【００２５】
以下、本発明の効果を試験例を挙げて説明する。
【００２６】
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ＡＬＰが腋臭に関与すると考えられる離出分泌に関与している可能性が高いと考えられる
ことから、ＡＬＰを阻害活性を腋臭防止剤の評価の指標として検討した。
【００２７】
なお、前記のようにリン汗腺ＡＬＰは肝性ＡＬＰであるので、阻害活性の評価に当たって
は、阻害様式が肝性ＡＬＰ様式の酵素源を使用する必要があり、種々ＡＬＰ阻害剤に対す
る阻害挙動を検討した結果、ラビット血清を用いることとした。
【００２８】
[試験例１]（ＡＬＰ阻害生薬のラビット血清ＡＬＰに対して作用する阻害活性）
（１）試験方法
植物抽出エキスとして、乾燥エキス粉末はアルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）活性測定時
にブランク溶液の吸光度が１を越えない濃度となるように２～１０ｍｇ／ｍＬの水溶液を
調製し試料溶液とした。
【００２９】
５０％エタノール抽出液は、活性測定時に試料添加後に窒素気流中で溶媒を留去し、同量
の水を加えて試料溶液とした。
【００３０】
５０％１，３－ブチレングリコール抽出液は抽出液をそのまま試料溶液として用いた。
【００３１】
ＡＬＰとしては、Ｒａｂｂｉｔ　ｓｅｒｕｍ（ＧｉｂｃｏＢＲＬ）を用いた。
【００３２】
ラビット血清ＡＬＰに対する阻害作用を試料濃度及び血清添加量ともに２つの濃度で試験
を行った。ＡＬＰ阻害活性は、Ｂｅｓｓｅｙ－Ｌｏｗｒｙ法を基にしたアルカリ性ホスフ
ァＢテストワコー（和光純薬製）を用い、試料溶液１００μＬ（或いは２００μＬ）に基
質緩衝液（ｐ－ニトロフェニルリン酸）０．８ｍＬを加え、３７#Cで５分間予備加温後に
酵素（血清）１００μLまたは２００μＬを加えた後、３７#Cで正確に１５分間反応させ
た。０．０２Ｎ水酸化ナトリウム溶液５．０ｍＬを加えて反応を停止させた後、４０５ｎ
ｍの吸光度を測定して、評価した。
【００３３】
また、試料ブランクは、０．０２Ｎ水酸化ナトリウム溶液添加後に酵素を添加したものと
した。
【００３４】
さらに、試料溶液の代わりに水を加えて同様に操作したものを対照試料とし、このとき酵
素を０．０２Ｎ水酸化ナトリウム溶液添加後に加えたものを対照ブランクとした。
【００３５】
ＡＬＰ阻害率（％）は、試料反応溶液の吸光度－試料ブランクの吸光度をＡＴ、対照反応
溶液の吸光度－対照ブランクの吸光度をＡＳとしたとき、（ＡＳ－ＡＴ）／ＡＳ×１００
で求めた。
【００３６】
【表１】
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【００３７】
結果を表１に示す。
【００３８】
　　　表１から明らかなように、アルテア、セージ、ローマカミツレ、オウゴン及びセイ
ヨウアカマツに強いＡＬＰ阻害活性が認められた。
【００３９】
[試験例２]（腋臭防止試験）
（１）試験方法
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腋臭のする被験者６名を２群に分け、それぞれの群に対して、右腋に実施例１または実施
例２のサンプルを、左腋には両群ともに比較例１のサンプルを１週間連続で朝夕に約０．
５ｇずつ塗布し、１週間後にそれぞれの腋臭を評価した。評価方法は、両腋の臭いを比較
して、「著効」、「効果あり」、「やや効果あり」、「効果なし」の４段階に分けて行っ
た。
【００４０】
（２）試験結果
実施例１のサンプルを使用した被験者３名はいずれも実施例を使用した右腋が比較例を使
用した左腋より腋臭を防止したと回答した。その内訳は「効果あり」と回答した者が２名
で、「やや効果あり」と回答した者が１名であった。
【００４１】
一方、実施例２のサンプルを使用した被験者３名もいずれも右腋の方が、左腋より腋臭を
防止したとの回答した。そのいずれもが「効果あり」との回答であった。
【００４２】
以上のことから、本発明の有効成分として使用するアルテア、セージ抽出エキスは、腋臭
を防止する効果が認められた。
【００４３】
【実施例】
以下に、実施例及び比較例を挙げて本発明を具体的に説明する。

【００４４】
（製造方法）
ヒドロキシプロピルセルロース、カルボシキビニルポリマー及びポリオキシエチレン（１
６０）ポリオキシプロピレン（３０）グリコールを精製水に溶解後、０．１ｍｏｌ／Ｌ水
酸化ナトリウムを加えた後、エタノール及びセージエキスを加えて混合し、実施例１のロ
ーション剤を得た。
【００４５】
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（製造方法）
ヒドロキシプロピルセルロース、カルボシキビニルポリマー及びポリオキシエチレン（１
６０）ポリオキシプロピレン（３０）グリコールを精製水に溶解後、０．１ｍｏｌ／Ｌ水
酸化ナトリウムを加えた後、エタノール及びアルテアエキスを加えて混合し、実施例２の
ローション剤を得た。
【００４７】
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（製造方法）
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油以下ジプロピレングリコールまでの各成分を加温溶解し
、油相を調製した。別に、カルボキシビニルポリマー以下キサンタンガムまでの各成分を
精製水の適量に加温溶解し、水相を調製した。上記油相に、水相を加えてホモミキサーに
て激しく攪拌して乳化した。更に攪拌しながら　５０～６０#C付近まで冷却させた後、ア
ルテアエキス及びセージエキスを加え、更に室温まで冷却して、実施例３のクリーム剤を
得た。
【００４９】
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（製造方法）
ＰＯＥセチル共変成ジメチルポリシロキサン以下パラメトキシケイ皮酸２－エチルヘキシ
ルまでの各成分を加温溶解し、油相を調製した。別に、塩化セチルピリジニウム以下塩化
ナトリウムまでの各成分を精製水の適量に加温溶解し、水相を調製した。上記油相に、水
相を加えてホモミキサーにて激しく攪拌して乳化した。更に攪拌しながら　５０～６０#C
付近まで冷却させた後、ローマカミツレ抽出エキス　　　　　　　　　　　及びマツ抽出
エキスを加え、更に室温まで冷却して、実施例４の親油クリーム剤を得た。
【００５１】
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（製造方法）
オウゴン抽出エキス以下フェノキシエタノールまでの各成分をエタノールに溶解し、アル
コール相を調製した。別に、エチルグルコース以下リン酸水素二ナトリウムまでの各成分
を精製水に溶解し、水相を調製した。この水相に、上記アルコール相を加えた後、ろ過し
、実施例５のデオドラント化粧水を得た。
【００５３】
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【００５４】
（製造方法）
オウゴン抽出エキス以下ミリスチン酸イソプロピルまでの各成分を無水エタノールに溶解
し、ろ過した。エアゾール容器に原液を注入しバルブを装着後、ＬＰＧを充てんし、実施
例６のデオドラントスプレーを得た。
【００５５】

【００５６】
（製造方法）
ワセリン以下流動パラフィンまでの各成分を加熱溶解し、亜鉛華を加えてホモミキサーで
均一に分散させた後、アルテア抽出エキスを加え更に攪拌し、型に流し込み急冷し、実施
例７のデオドラントスティックを得た。
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【００５７】

【００５８】
（製造方法）
タルク及び着色顔料をブレンダーで混合後、塩化セチルピリジニウム以下セリサイトまで
の各成分を添加し均一に混合した。これを粉砕機で粉砕した後、ふるいを通し、調製粉末
を得た。
【００５９】
次にカルボキシビニルポリマーに精製水を加えた液にオウゴン抽出エキス及びマツ抽出エ
キスを添加し、上記調製粉末を分散させ、それをコーターで紙に均一に塗布した後、乾燥
させ、裁断し携帯ケースにセットし、実施例８のシートを得た。
【００６０】

【００６１】
（製造方法）
タルク、カオリン及び亜鉛華をブレンダーで混合後、ローマカミツレ抽出エキス及び臭化
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セチルトリメチルアンモニウム末を分散した流動パラフィンを均一に噴霧し、粉砕後圧縮
成型し、実施例８のデオドラントパウダーを得た。
【００６２】

【００６３】
（製造方法）
セージ抽出エキス以下ホホバ油までの各成分に水を適量加え、ブレンダーで均一に練合し
、押し出し造粒を行い、乾燥、篩過して実施例９の入浴剤を得た。
【００６４】
比較例１
セージエキスをエタノールに代えた以外は実施例１と同様に調製した。
【００６５】
比較例２
アルテアエキスをエタノールに代えた以外は実施例２と同様に調製した。
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