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(57)【要約】
【課題】天然物に由来するという商品価値を損なうことなく、優れた抗菌活性を有する月
桃蒸留液を提供すること。
【解決手段】月桃を蒸留して得られる成分と、天然精油と、を含有する月桃蒸留液である
。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　月桃を蒸留して得られる成分と、天然精油と、を含有する月桃蒸留液。
【請求項２】
　前記天然精油の含有割合が、０．０２５～０．２質量％である請求項１に記載の月桃蒸
留液。
【請求項３】
　前記天然精油の含有割合が、０．０５～０．１５質量％である請求項２に記載の月桃蒸
留液。
【請求項４】
　前記天然精油が、テルペン系炭化水素又はテルペン系炭化水素の化合物である請求項１
～３のいずれか一項に記載の月桃蒸留液。
【請求項５】
　前記テルペン系炭化水素が、テルピネン－４－オールである請求項４に記載の月桃蒸留
液。
【請求項６】
　月桃を蒸留して得られる成分に、天然精油を添加する抗菌方法。
【請求項７】
　前記天然精油の添加量が、０．０２５～０．２質量％（但し、前記成分と前記天然精油
の合計を１００質量％とする）である請求項６に記載の抗菌方法。
【請求項８】
　前記天然精油の添加量が、０．０５～０．１５質量％である請求項７に記載の抗菌方法
。
【請求項９】
　有機溶媒又は界面活性剤を更に添加する請求項６に記載の抗菌方法。
【請求項１０】
　前記天然精油が、テルペン系炭化水素又はテルペン系炭化水素の化合物である請求項６
～９のいずれか一項に記載の抗菌方法。
【請求項１１】
　前記テルペン系炭化水素が、テルピネン－４－オールである請求項１０に記載の抗菌方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は月桃蒸留液及び抗菌方法に関する。更に詳しくは、日用雑貨品、化粧品及びア
ロマスプレー等の分野で使用される月桃蒸留液及び抗菌方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　月桃は、亜熱帯に自生しているショウガ科ハナミョウガ属の多年生植物であり、東南ア
ジア、中国南部、台湾から石垣島、宮古島、沖縄諸島、奄美大島にまで広く分布している
。薬草として珍重されたり、自然の防かび剤・防腐剤・消臭剤として衣類・建材・紙製品
そして葉に食べ物を包んで保存したりする等、生活の知恵として様々な活用をされてきた
伝統的な植物である。多くの亜種が存在するが、日本に関しては在来月桃、タイリン月桃
、キフ月桃、フイリ月桃等が存在している。
【０００３】
　その葉を水蒸気蒸留することにより得られる月桃蒸留液（以下、「月桃蒸留水」ともい
う）は、抗菌性の高い成分を有する植物抽出物として知られており、抗菌性に着目して特
許出願もなされている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００６－８６４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の明細書には、具体的な数値を示した抗菌性のデータは開示されておらず、
実際の月桃蒸留液の一般細菌の数を測定すると非常に多数の生菌数が検出される（×１０
４～１０８／ｇ）。この状況から考察すると、月桃蒸留液自体には、それほど高い抗菌性
の効果がないことが推測される。
【０００６】
　現在、月桃蒸留液は、日用雑貨品、化粧品やアロマスプレーの原料として広く流通して
いる。しかしながら、上記の様な細菌数の多い液体では商品の品質管理を行う上で多大な
問題があることは明白である。
【０００７】
　細菌の数を減少し、保存性の向上を図るために、広く一般的に使われる合成防腐剤（例
えば、パラベンやフェノキシエタノール等）を用いることが考えられる。しかしながら、
天然物由来の製品が消費者の嗜好に多大な影響を与えていることを考慮すると、合成防腐
剤の使用は、１００％天然物からなる月桃蒸留液の商品価値を損なう結果となることが容
易に予想される。
【０００８】
　本発明は、このような従来技術の有する問題点に鑑みてなされたものであり、その課題
とするところは、天然物に由来するという商品価値を損なうことなく、優れた抗菌活性を
有する月桃蒸留液を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、天然に存在し、抗菌活性を示す
天然精油を別途配合することによって、上記課題を解決することが可能であることを見出
し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　即ち、本発明によれば、以下に示す月桃蒸留液及び抗菌方法が提供される。
【００１１】
　［１］月桃を蒸留して得られる成分と、天然精油と、を含有する月桃蒸留液。
【００１２】
　［２］前記天然精油の含有割合が、０．０２５～０．２質量％である前記［１］に記載
の月桃蒸留液。
【００１３】
　［３］前記天然精油の含有割合が、０．０５～０．１５質量％である前記［２］に記載
の月桃蒸留液。
【００１４】
　［４］前記天然精油が、テルペン系炭化水素又はテルペン系炭化水素の化合物である前
記［１］～［３］のいずれかに記載の月桃蒸留液。
【００１５】
　［５］前記テルペン系炭化水素が、テルピネン－４－オールである前記［４］に記載の
月桃蒸留液。
【００１６】
　［６］月桃を蒸留して得られる成分に、天然精油を添加する抗菌方法。
【００１７】
　［７］前記天然精油の添加量が、０．０２５～０．２質量％（但し、前記成分と前記天
然精油の合計を１００質量％とする）である前記［６］に記載の抗菌方法。
【００１８】
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　［８］前記天然精油の添加量が、０．０５～０．１５質量％である前記［７］に記載の
抗菌方法。
【００１９】
　［９］有機溶媒を更に添加する前記［６］に記載の抗菌方法。
【００２０】
　［１０］前記天然精油が、テルペン系炭化水素又はテルペン系炭化水素の化合物である
前記［６］～［９］のいずれかに記載の抗菌方法。
【００２１】
　［１１］前記テルペン系炭化水素が、テルピネン－４－オールである前記［１０］に記
載の抗菌方法。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の月桃蒸留液は、天然物に由来するという商品価値を損なうことなく、種々の菌
に対して優れた抗菌活性を有するという効果を奏するものである。
【００２３】
　本発明の抗菌方法は、月桃蒸留液に種々の菌に対する優れた抗菌活性を付与するという
効果を奏する。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態について説明するが、本発明は以下の実施の形態に限定され
るものではない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、当業者の通常の知識に基づいて、以
下の実施の形態に対し適宜変更、改良等が加えられたものも本発明の範囲に含まれること
が理解されるべきである。
【００２５】
１．月桃蒸留液：
　本発明の月桃蒸留液は、月桃を蒸留して得られる成分と、天然精油と、を含有するもの
である。蒸留に用いる月桃の種類に関しては、特に限定されるものではなく、例えば、フ
イリ月桃、タイリン月桃、キフ月桃等がある。また、月桃を蒸留して得られる成分は、そ
の割合等、月桃の種類により異なる。通常、主成分として、１，８－シネオール、ピネン
、フェランドレン、シメン、カンフェン、テルピネン－４－オール等が含まれている。更
に、月桃の蒸留方法は、月桃に含まれている成分を得ることができる限り、特に限定され
るものではない。例えば、水蒸気蒸留がある。
【００２６】
　天然精油は、抗菌活性を示すものである限り、特に限定されるものではない。但し、テ
ルペン系炭化水素又はその化合物であることが好ましい。テルペン系炭化水素としては、
カンフェン、リモネン、テルピネン、ピネン、セビネン、ミルセン、パラシメン等のモノ
テルペン炭化水素類；アズレン、カマズレン、サンタレン、β－カリオフィレン、β－ビ
サボレン、ブルネッセン等のセスキテルペン炭化水素類；シトロネロール、ゲラニオール
、リナロール、Ｌ－メントール、テルピネオール、ツヤノール、アズレン、カマズレン、
サンタロール、ネロリドール、ブルネッセン、ファルネセン、スクラレオール、フィトー
ル等のアルコール類；カルバクロール、オイゲノール、チモール、チャビコール、トラン
スアネトール、チャコピコールメチルエーテル、サフロール等のフェノール類；シトラー
ル、シトロネラール等のアルデヒド類；カンファー、ジャスモン、クリプトン、ベルベノ
ン、ツヨン、ピノカルポン、メントン、フェンコン、カルボン等のケトン類；１，８シネ
オール、ユーカリプトール、アスカリドール、ビサボロールオキサイド等のオキシド類；
等がある。これらのいずれを添加しても１００％天然成分で構成された抗菌活性を示す月
桃蒸留液を作ることが可能である。
【００２７】
　これらの中でも、モノテルペンアルコール類の１種であるテルピネオールに該当するテ
ルピネン－４－オールが最も好ましい。テルピネン－４－オールは、月桃の成分として含
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まれるものであるため、月桃特有の香気を損なわず、むしろ香気を強化することができる
。
【００２８】
　天然精油の含有割合は、０．０１～０．３質量％であり、０．０２５～０．２質量％で
あることが好ましく、０．０５～０．１５質量％であることが特に好ましい（但し、月桃
を蒸留して得られる成分と天然精油の合計を１００質量％とする）。天然精油の含有割合
が０．０１質量％未満であると、十分な抗菌活性を示さない場合がある。一方、天然精油
は新油性の物質、即ち、水に難溶の場合があり、０．３質量％を超える場合、作業性に劣
る場合がある。天然精油の含有割合が０．０５～０．１５質量％であると、十分な抗菌活
性と、溶解させる際の作業性を十分に確保できる。
【００２９】
　テルピネン－４－オールを含有する植物として、ティーツリーが有名であり、ティーツ
リー精油の抗菌性の高さはこの成分の寄与する部分が大きいことが知られている。しかし
ながら、月桃を蒸留して得られる成分には、そもそも、抗菌活性を有するテルピネン－４
－オールが存在していることは知られている。そのため、上記のように、主成分と比べて
極微量でしかない天然精油、特に含有成分であるテルピネン－４－オール、を別途含有さ
せたとしても、抗菌活性の更なる向上は期待できるものではない。本発明は、このような
抗菌活性の向上の効果が期待できない理由の存在下で達成されたものである。
【００３０】
　以上のことから、天然精油として、テルピネン－４－オールを用いると、月桃特有の香
気を強化させつつ、抗菌性の向上が達成できる。そのため、保存性に優れ、月桃蒸留液を
配合成分として使用する日用雑貨品や化粧品の原材料としての利用が有望である。
【００３１】
　また、本発明の月桃蒸留液は、一般生菌に対する抗菌性だけではなく、ニキビの原因菌
であるアクネ菌、化膿した傷口やアトピー性皮膚炎を悪化させる原因である黄色ブドウ球
菌、抜け毛や頭皮の悪臭の原因であるマラセチア菌、虫歯の原因であるミュータンス菌、
食中毒の原因となるものもある大腸菌、日和見感染の原因となるカンジダ菌等についても
、抗菌性の向上が期待できるものである。
【００３２】
２．抗菌方法：
　本発明の抗菌方法は、月桃を蒸留して得られる成分に、天然精油を添加する方法である
。月桃の蒸留成分及び天然精油の種類の具体的な詳細は、「１．月桃蒸留液」に記載した
事項と同じである。
【００３３】
　天然精油の添加量は、通常、０．０１～０．３質量％であり、０．０２５～０．２質量
％であることが好ましく、０．０５～０．１５質量％であることが特に好ましい（但し、
月桃を蒸留して得られる成分と天然精油の合計を１００質量％とする）。天然精油の含有
割合が０．０１質量％未満であると、十分な抗菌活性を示さない場合がある。一方、天然
精油は新油性の物質、即ち、水に難溶の場合があり、０．３質量％を超える場合、作業性
に劣る場合がある。天然精油の含有割合が０．０５～０．１５質量％であると、十分な抗
菌活性と、溶解させる際の作業性を十分に確保できる。
【００３４】
　本発明の抗菌方法は、有機溶媒又は界面活性剤を更に添加することができる。有機溶媒
を添加する場合、天然物に由来するという商品価値を損なう場合もあるが、作業性を損な
うことなく、天然精油の添加量を増やすことができるという利点がある。また、月桃蒸留
液の粘度等の物性を調整することもできる。
【００３５】
　有機溶媒の種類は、特に限定されるものではなく、製品の種類に応じて適宣使用するこ
とができる。例えば、エタノール、プロピレングリコール、ブチレングリコール、グリセ
リン、その他の多価アルコール系溶媒がある。これらの中でも、エタノールやブチレング
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リコールが用いられることが多い。また、界面活性剤の種類も、特に限定されるものでは
なく、製品の種類に応じて適宜使用することができる。例えば、グリセリン脂肪酸エステ
ル、ショ糖脂肪酸エステル、アルキルスルホン酸塩、アルキルベタイン等のアミノ酸系界
面活性剤、レシチン、サポニンがある。これらの中でも、グリセリン脂肪酸エステルやシ
ョ糖脂肪酸エステルが用いられることが多い。
【実施例】
【００３６】
　以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明する。しかしながら、本発明はこれらの
実施例に限定されるものではない。なお、実施例、比較例中の「％」は、特に断らない限
り質量基準である。
【００３７】
（実施例１～９、比較例１）
　タイリン月桃蒸留液に対して、表１に記載した濃度のテルピネン－４－オールを配合し
て各検体を調製した。
【００３８】
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【表１】

【００３９】
　調製した各検体を、定温で保存しながら一般細菌の生育状況をモニターして保存性の判
定を行った。具体的には、各検体を３５℃の恒温槽にて保存し、定期的に一般生菌数を測
定した。測定は、ペトリフィルムＡＣプレート（住友スリーエム社製）を用いて、３５℃
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で４８時間培養した後のコロニー数をカウントして行った。結果を表２に示す。
【００４０】
【表２】

【００４１】
　テルピネン－４－オールを含まない検体番号（１）（比較例１）は、３５℃で保存する
ことにより一般生菌数が増加し、その後も減少しなかった。しかしながら、テルピネン－
４－オールの濃度が０．０５％の検体番号（４）（実施例３）では、培養１日で、一般生
菌数が０となり、顕著な保存性の向上が認められた。また、テルピネン－４－オールの濃
度が０．０２５％の検体番号（３）（実施例２）でも、培養日数を経るごとに微生物の減
少が見られ、培養７日で、一般生菌数が０となった。更に、テルピネン－４－オールの濃
度が０．０１％の検体番号（２）（実施例１）でも、培養日数を経るごとに微生物が徐々
に減少する傾向が見られた。
【００４２】
　公知の文献（Ｃｉｎｚｉａ　Ｃｅｃｃｈｉｎｉ　ｅｒ　ａｌ．，　Ａｎｔｉｍｉｃｒｏ
ｂｉａｌ　ｅｆｆｉｃａｃｙ　ｏｆ　Ａｃｈｉｌｌｅａ　ｌｉｇｕｓｔｉｃａ　Ａｌｌ．
（Ａｓｔｅｒａｃｅａｅ）　ｅｓｓｅｎｔｉａｌ　ｏｉｌｓ　ａｇａｉｎｓｔ　ｒｅｆｅ
ｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　ｉｓｏｌａｔｅｄ　ｏｒａｌ　ｍｉｃｒｏｏｒｇａｎｉｓｍｓ，　
Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　＆　Ｂｉｏｄｉｖｅｒｓｉｔｙ，　Ｖｏｌ．９，　２０１２，　ｐ
１２－２４）によると、テルピネン－４－オールの微生物に対する最小発育阻止濃度（Ｍ
ＩＣ）は０．０６～０．５％である。公知の最小発育阻止濃度と今回の測定結果を比較し
たところ、今回の測定結果の方がより低い濃度で抗菌活性を示すことが明らかである。こ
のことから、タイリン月桃蒸留液に含まれていた成分と、添加されたテルピネン－４－オ
ールが相加的に抗菌活性を示すことが示唆される。
【００４３】
　上記の試験結果から、タイリン月桃蒸留液にテルピネン－４－オールを加えることによ
り、抗菌活性が顕著に向上し、保存性が向上することがわかる。そこで、十分な保存性を
有し、難溶性のテルピネン－４－オールを溶解する作業性を考慮して、検体番号（８）を
『月桃蒸留液　ＲＫ』と称し、一般細菌に加えて、特定の菌種に対する抗菌性を検討する
ため抗菌試験を行った。具体的には、ニキビの原因菌であるアクネ菌、化膿した傷口やア
トピー性皮膚炎を悪化させる原因である黄色ブドウ球菌、抜け毛や頭皮の悪臭の原因であ
るマラセチア菌、虫歯の原因であるミュータンス菌について、抗菌試験を行った。
【００４４】
（実施例１０～１３、比較例２～５）
　試験に供する検体には、テルピネン－４－オールを０．１５％含むタイリン月桃蒸留液
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（検体番号（８））を用いた。検体１０ｍｌに対し、約１×１０６に調整した上記菌種の
菌液０．１ｍｌを接種し、各々の生育条件に合った環境下にて２４時間培養を行った。ま
た、コントロールとして、同量のリン酸緩衝液に同量の菌液を接種したものを用意し、同
様の条件で培養を行った。その後、それぞれの菌数をカウントすることで抗菌活性を測定
した。なお、ここまでの抗菌試験は衛生微生物研究センターにて行われた。結果を表３に
示す。
【００４５】
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【表３】

【００４６】
（実施例１４～１５、比較例６～７）
　さらに、口腔・皮膚・性器カンジダ症等の原因菌であるカンジダ菌、食中毒等の原因菌
である大腸菌に対する抗菌試験を行った。試験に供する検体は同様にテルピネン－４－オ
ールを０．１５％含むタイリン月桃蒸留液（検体番号（８））を用いた。検体５ｍｌに０
．１ｍｌの菌液（大腸菌：１．８×１０６／ｍｌ、カンジダ菌：１．６×１０６／ｍｌ）



(11) JP 2015-54839 A 2015.3.23

10

20

を摂取し、各々の生育条件に合った環境下にて２４時間培養を行った。培養後、菌培養液
から０．５ｍｌを取り出し、４．５ｍｌのリン酸緩衝液で希釈した。また、コントロール
として、同量のリン酸緩衝液に同量の菌液を接種したものを用意し、同様の条件で培養を
行った。その後、それぞれの菌数をカウントすることで抗菌活性を測定した。なお、この
２菌体に対する抗菌試験はＳＧＳ上海にて行われた。結果を表４に示す。
【００４７】
【表４】

【００４８】
　上記表３及び表４の結果から、テルピネン－４－オールを０．１５％添加したタイリン
月桃蒸留液　ＲＫ（検体番号（８））は、種々の菌種に対して顕著な抗菌活性を有するこ
とが分かった。なお、これまでに上記の様な具体的な抗菌活性を提示できる月桃蒸留液は
存在しない。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明の月桃蒸留液は、種々の種類の菌に対して強い抗菌活性を有し、スキンケア化粧
品、ヘアケア、スカルプケア、ニキビケア、アトピー性皮膚炎の緩和、口腔ケア、一般住
居用抗菌剤等様々な商品への応用が期待できる。
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