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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　学名：ピプトゥルス　アルジェンテウス［Pipturus argenteus(Forst.f.)（インドネシ
ア名：Ｔｒｅｍｂｅｓｉ）］および／または学名：フィランツス　プルケル［Phyllanthu
s pulcher(Baill.)M.A. （インドネシア名：Ｎａｇａ　ｂｕａｎａ）］の植物の溶媒抽出
物を有効成分として含有することを特徴とする皮膚老化抑制剤。
【請求項２】
　学名：ピプトゥルス　アルジェンテウス［Pipturus argenteus(Forst.f.)（インドネシ
ア名：Ｔｒｅｍｂｅｓｉ）］の葉、茎および樹皮および／または学名：フィランツス　プ
ルケル［Phyllanthus pulcher(Baill.)M.A. （インドネシア名：Ｎａｇａ　ｂｕａｎａ）
］の葉の植物の溶媒抽出物を有効成分として含有することを特徴とする請求項１記載の皮
膚老化抑制剤。
【請求項３】
　請求項１または２記載の皮膚老化抑制剤を含有する化粧料。
【請求項４】
　請求項１または２記載の皮膚老化抑制剤を含有する医薬品。
【請求項５】
　請求項１または２記載の皮膚老化抑制剤を含有する医薬部外品。
【請求項６】
　請求項１または２記載の皮膚老化抑制剤を含有する食品。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、皮膚老化抑制剤に関するものであり、より詳しくは、特定の植物の溶媒抽出物
を有効成分とする皮膚老化抑制剤、ならびにこれを配合した化粧料、医薬品、医薬部外品
あるいは食品に関するものである。
【０００２】
【従来の技術および問題点】
皮膚老化は、主に加齢による皮膚機能の低下および紫外線・食物等による外的環境により
進行する。外的環境においては特に太陽光由来の紫外線、代謝等によって発生する活性酸
素やフリーラジカルおよび生体内外から何等かの刺激において活性化されるヒアルロニダ
ーゼが皮膚老化を促進すると言われている。
【０００３】
太陽光および生体内で生成する活性酸素やフリーラジカルは、生体中の細胞、生体成分お
よび組織に損傷を与え、細胞、器官の機能低下が生じ、結果として動脈硬化、脳心血管障
害、糖尿病、白内障、シミ・ソバカス、皮膚皺・弛み、高血圧、老人性痴呆症および癌等
の様々な疾病を引き起こすことが明らかにされている。また食品においては、脂質の過酸
化物や重合物の形成、蛋白質の変性、酵素の活性低下、色素成分分解による無色化等の劣
化を生じ、これらの成分を含む食品の品質低下の原因にもなっている。
【０００４】
一方、ヒアルロニダーゼは、通常生体中の組織に不活性な状態で存在しており、生体内外
から何らかの刺激においてヒアルロニダーゼが活性化され、基質である高分子ヒアルロン
酸が低分子化され、これが起炎物質となり、炎症が進行すると言われている。また、ヒア
ルロン酸の低分子化により皮膚に関しては皮膚保湿性および張り等の低下を招くことが推
察されている。
【０００５】
そこで活性酸素およびラジカル消去作用を有するα－トコフェロール、アスコルビン酸、
システインおよびグルタチオン等が皮膚老化抑制剤として利用されている。α－トコフェ
ロールは、クロマン環と炭素数１６の側鎖からなっており、その特性から脂溶性を有する
物質のみに活性酸素消去作用を有する。また、アスコルビン酸は、炭素２位および３位に
エンジオール基を有し、これが、活性酸素消去の官能基となっており、その特性から水溶
性物質のみに効果を発する。これらは優れた活性酸素消去作用を有するが、安定性に乏し
く、溶液では加熱処理もしくは経時的に分解し、十分な効果が認められなくなる。
【０００６】
システインは水溶液中では特に安定性が悪く、数日間でシスチンに変化し、沈殿物が析出
してくるし、グルタチオンは高温多湿の環境下では経時的に分解し、異臭が発生してくる
という欠点を有している。
合成の抗酸化剤および皮膚老化抑制剤としてＢＨＴ（butylated hydroxytoluene）、ＢＨ
Ａ（butylated hydroxyanisole）等の使用が試みられているが、動物実験の結果、発癌の
可能性が指摘されている。
【０００７】
また、in vitroにおいて高いヒアルロニダーゼ活性阻害作用が確認されたグルチルリチン
酸、クロモグリク酸ナトリウム、バイカリン、インドメタシンおよびアスピリン等が使用
されている。
しかしながら、グリチルリチン酸およびバイカリンにおいては、天然物で古来使用されて
おり、安全性は比較的高いと言われているが、極微量で甘味を有し、もしくは鮮やかな朱
色の色調を有しており、用途および使用濃度に制限がある。クロモグリク酸ナトリウムに
おいては、妊婦投与時の胎児毒性の報告があり、医薬品として厳重な使用上の注意を要す
る。またインドメタシンおよびアスピリンにおいては、局所的な使用で発疹・痒み等の副
作用が認められている。
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【０００８】
このように従来の皮膚老化抑制剤は安全性、品質および有用性等で問題を抱えており、使
用が制限される医薬品等の一部の利用に留まっているのが現状である。このような状況下
にあって、人体にとって皮膚に塗布および食しても安全で、活性酸素・ラジカル消去作用
および／または、ヒアルロン酸の低分子化に対して顕著に抑制し、容易に製造可能で、且
つ安定して供給できる皮膚老化抑制剤の開発が望まれていた。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、人体に対して安全性が高く、活性酸素消去作用および／またはヒアルロ
ニダーゼ活性阻害作用が強い皮膚老化抑制剤を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記目的を達成するために提案されたものであって、本発明者らの長年にわた
る研究の結果として見いだされた、特定のインドネシア産薬草・薬木から抽出された抽出
物が活性酸素消去作用および／または、ヒアルロニダーゼ活性阻害作用を有するとの新知
見に基づいて完成したものである。
【００１１】
　すなわち、本発明によれば、学名：ピプトゥルス　アルジェンテウス［Pipturus argen
teus(Forst.f.)（インドネシア名：Ｔｒｅｍｂｅｓｉ）］および／または学名：フィラン
ツス　プルケル［Phyllanthus pulcher(Baill.)M.A. （インドネシア名：Ｎａｇａ　ｂｕ
ａｎａ）の植物の溶媒抽出物を有効成分として含有することを特徴とする皮膚老化抑制剤
が提供される。
【００１２】
　また本発明によれば、学名：ピプトゥルス　アルジェンテウス［Pipturus argenteus(F
orst.f.)（インドネシア名：Ｔｒｅｍｂｅｓｉ）］の葉、茎および樹皮および／または学
名：フィランツス　プルケル［Phyllanthus pulcher(Baill.)M.A. （インドネシア名：Ｎ
ａｇａ　ｂｕａｎａ）］の葉の植物の溶媒抽出物を有効成分として含有する皮膚老化抑制
剤が提供される。上記皮膚老化抑制剤は、化粧料、医薬品、医薬部外品および食品等に配
合して有用に用いられる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
本発明で使用する上記特定の植物は、インドネシアで古来生薬として、一般に複数の混合
物の熱水抽出物を飲用し、腹痛、頭痛等の症状の治療に利用されている。
【００１４】
本発明においては、上記特定の植物の根、茎、葉、果実（種子）、花蕾、樹皮および虫え
い等が用いられ、この抽出物に活性酸素消去作用および／または、ヒアルロニダーゼ活性
阻害作用があることに重要な意義がある。
抽出は溶媒によって行うが、抽出溶媒としては、低級アルコール、多価アルコール、低極
性溶媒および極性溶媒を使用する。
【００１５】
低級アルコールとしては、メタノール、エタノール、プロパノールおよびイソプロピルア
ルコール等が使用される。多価アルコールとしては、グリセリン、ポリエチレングリコー
ルおよび１，３－ブチレングリコール、低極性溶媒としては、ペンタン、ヘキサン、ヘプ
タン、オクタン、ノナンおよびデカン等の飽和炭化水素、ヘキセン、ヘプテン等の不飽和
炭化水素、極性溶媒としては、水、アセトン、酢酸エチルおよび酢酸メチル等が使用され
、これらの単独、あるいは２種以上を併用して抽出溶媒として用いられる。
【００１６】
抽出は、Pipturus argenteus(Forst.f.)等に溶媒を加えて、必要あれば撹拌しながら１０
ないし６０℃、好ましくは溶媒の沸点ないし室温以下で抽出を行う。但し、水の場合沸騰
した熱水で抽出してもよい。
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混合溶媒の使用量に格別の限定はないが、一応の目安として乾燥植物（破砕物）１部に対
して溶媒を１ないし２０部、好ましくは５ないし１０部程度とするのがよい。
このようにして得られた抽出物には、活性酸素消去成分および／またはヒアルロニダーゼ
活性阻害成分が高濃度に含まれる。
【００１７】
本発明に係わる皮膚老化抑制剤は、上記の方法で抽出した抽出物をそのまま有用成分とし
て使用するほか、抽出物の精製物も有用成分として使用することができる。該処理物とし
ては、有用成分の濃縮物、ペースト状物、乾燥物、および／または希釈物が広く使用され
る。
例えば、抽出物をそのまま真空（凍結）乾燥したり、減圧濃縮した後、真空（凍結）乾燥
したり、あるいは減圧濃縮した後、各種溶媒で溶媒分画を行い、活性酸素消去成分および
／またはヒアルロニダーゼ活性阻害成分を精製し、真空（凍結）乾燥したり、またあるい
は抽出物をカラムに負荷した後、真空（凍結）乾燥するカラムクロマトグラフィーを利用
した濃縮精製方法によって処理物を製造してもよい。尚、処理物としては、最終の乾燥工
程まで行うことなく、それに至るまでの途中の上記した各工程で操作を停止し、目的に応
じた形状および濃縮物を選択使用することも可能である。
【００１８】
また、本発明に係わる皮膚老化抑制剤は、化粧料、食品、医薬品および医薬部外品等に用
いることができる。化粧料および医薬品・医薬部外品の皮膚外用剤においては、自体公知
の各種の任意配合成分（例えば、油剤、保湿剤、増粘剤、防腐剤、乳化剤、キレート剤、
顔料、ｐＨ調整剤、薬効成分、紫外線吸収剤、香料）を適宜配合し、クリーム、ミルクロ
ーションおよびローション等を製造することができる。
【００１９】
また、その剤型も、上記で示した他、ファンデーション、パック、ローション、エッセン
ス、軟膏、ゲル剤、パウダー、リップクリーム、口紅、サンケアおよびバスソルト等のそ
の目的に応じて任意選択することができ、美白剤、抗炎症剤、抗酸化剤および吸湿剤、保
湿剤等を本発明の目的を損なわない範囲で、その時々の目的に応じて適宜添加して使用す
ることができる。
【００２０】
保湿剤としては、例えばグリセリン、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコー
ル、ソルビトール、マンニトール、ポリエチレングリコールおよびジプロピレングリコー
ル等の多価アルコール、アミノ酸、乳酸ナトリウムおよびピロリドンカルボン酸ナトリウ
ム等のＮＭＦ成分、ヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチン、コンドロイチン硫酸、デル
マタン硫酸、フィブロネクチン、ヘパリン類似物質およびキトサン等の水溶性高分子物質
等を例示することができる。
【００２１】
増粘剤としては、例えばアルギン酸ナトリウム、キサンタンガム、マルメロ種子抽出物、
トラガントゴムおよびデンプン等の天然高分子物質、メチルセルロース、ヒドロキシエチ
ルセルロース、カルボキシメチルセルロース、可溶性デンプンおよびカチオン化セルロー
ス等の半合成高分子化合物、カルボキシビニルポリマーおよびポリビニルポリマー等の合
成高分子物質等を例示することができる。
【００２２】
防腐剤としては、例えば安息香酸塩、サリチル酸塩、ソルビン酸塩、デヒドロ酢酸塩、パ
ラオキシ安息香酸エステル、２，４，４’－トリクロロ－２’－ヒドロキシジフェニルエ
ーテル、３，４，４’－トリクロロカルバニド、塩化ベンザルコニウム、ヒノキチオール
、レゾルシンおよびエタノール等を例示することができる。
【００２３】
酸化防止剤としては、例えばジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール
、没食子酸プロピルおよびアスコルビン酸等を例示することができる。紫外線吸収剤・遮
蔽剤としては、例えば４－メトキシベンゾフェノン、オクチルジメチルパラアミノベンゾ
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エート、エチルヘキシルパラメトキシシンナメート、酸化チタン、カオリン、酸化亜鉛お
よびタルク等を例示することができる。
【００２４】
さらに、キレート剤としては、例えばエチレンジアミン四酢酸、ピロリン酸、ヘキサメタ
リン酸、クエン酸、グルコン酸、酒石酸およびこれらの塩類を例示することができ、ｐＨ
調整剤としては、水酸化ナトリウム、ホウ酸、ホウ砂およびリン酸水素カリウム等をそれ
ぞれ例示することができる。
【００２５】
【実施例】
　以下に本発明を実施例により具体的に説明する。
　まず、本発明で使用した植物の抽出物の製造例を示すが抽出方法はこれに限定されるも
のではない。
【００２６】
［製造例１］
Phyllanthus pulcher(Baill.)M.A. 根乾燥物の破砕物１００ｇに対して、５０ｖ／ｖ％エ
タノール１，０００ｍＬを加え、室温暗所にて７日間撹拌抽出を行った。
これを遠心分離・加圧ろ過し、抽出物を得た。
【００２７】
［製造例２］
Pipturus argenteus(Forst.f.)葉乾燥物の破砕物１００ｇに対して、精製水１，０００ｍ
Ｌを加え、湯浴上で１時間撹拌抽出を行った。
これを遠心分離・加圧ろ過し、抽出物を得た。
【００３０】
　［製造例３］
　フィランツス　プルケル［Phyllanthus pulcher(Baill.)M.A.]葉乾燥物の破砕物１００
ｇに対して、グリセリン１，０００ｍＬを加え、室温暗所にて７日間撹拌抽出を行った。
　これを遠心分離・加圧ろ過し、抽出物を得た。
【００３１】
［実施例１］ラジカル消去作用試験
各製造例によって得られた抽出物のラジカル消去作用を下記の条件にて測定した。
【００３２】
（１）測定方法
試料を含む０．１Ｍ酢酸緩衝液（ｐＨ５．５）２ｍＬにエタノール２ｍＬおよび０．５ｍ
Ｍのα，α－diphenyl－β－picrylhydral(DPPH・) エタノール溶液１ｍＬを加え、３０
分後に５１７ｎｍの波長にて吸光値を測定した。試料は酢酸緩衝液にて０．２％に希釈し
た。
ラジカル消去率（％）＝
｛Blank のOD－（試料添加時のOD－0.02%BHT添加時のOD）×100 ｝
／（Blank のOD－ 0.02%BHT 添加時のOD）
ＢＨＴ：ブチルヒドロキシトルエン
【００３３】
（２）測定結果
植物抽出物のラジカル消去作用の結果を表１に示した。各々の抽出物は１００μＭ　α－
トコフェロール濃度に相当するラジカル消去作用が認められた。
【００３４】
（３）考察
Phyllanthus pulcher(Baill.)M.A. 等の抽出物は、乾燥試料に対して１０％濃度で抽出し
ており、ラジカル消去率測定時の添加濃度は、乾燥物換算すると０．０２％以下となる。
一方、１００μＭ　α－トコフェロールは、重量濃度換算すると約０．００４％である。
この結果から各々の抽出物には、α－トコフェロールに相当するラジカル消去成分が、約
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２０％以上含有されていることになり、これらの抽出物は、非常に少ない添加量で活性酸
素消去剤として使用することができる。
【００３５】

【００３６】
［実施例２］ＳＯＤ様活性作用
各製造例によって得られた抽出物のＳＯＤ様活性作用を下記の条件にて測定した。
【００３７】
（１）測定方法
０．０５Ｍ炭酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ１０．２）２．４ｍＬに３ｍＭキサンチン、３ｍ
Ｍ　ＥＤＴＡ、０．１５％ウシ血清アルブミン、０．７５ｍＭニトロブルーテトラゾリウ
ムをそれぞれ０．１ｍＬ加える。これにＳＯＤ様活性成分を含む試料を加え、２５℃で１
０分放置後、キサンチンオキシダーゼ溶液を加えて２５℃でインキュベートした。２０分
後６ｍＭ塩化銅溶液０．１ｍＬを加えて反応を止め、５６０ｎｍの吸光度を測定した。試
料無添加時の吸光値を５０％阻止する濃度を１unit/mL とし、その希釈倍数によりＳＯＤ
様活性を測定した。
【００３８】
（２）測定結果
植物抽出物のＳＯＤ様活性の結果を表２に示した。各々の抽出物は、２０，０００ units
/mL 以上の高い活性が認められた。
【００３９】

【００４０】
（３）考察
ＳＯＤは、スーパーオキサイドアニオンを消去する酵素であり、加熱、糖添加および経時
的に失活する。また、高分子のため経口および経皮吸収することができない。しかし上記
の植物由来の活性酸素消去作用成分は、低分子で安定性がよい。経口および経皮からの吸
収も期待される。
【００４１】
［実施例３］ヒアルロニダーゼ活性阻害作用試験
各製造例によって得られた抽出物のヒアルロニダーゼ活性阻害作用を下記の条件にて測定
した。
【００４２】
（１）測定方法
０．１Ｍ酢酸緩衝液（ｐＨ４．０）にて試料を１０％に希釈し、その希釈液０．２ｍＬに
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ヒアルロニダーゼ（Type IV-S ）溶液０．１ｍＬを加え、３７℃で２０分間インキュベー
トした。その後試薬０．２ｍＬを加え、さらに３７℃で２０分間インキュベートし、０．
６％ヒアルロン酸０．５ｍＬを加え、３７℃で４０分間インキュベートした。０．４Ｎ水
酸化ナトリウム溶液０．２ｍＬを加え、反応停止する。その後ホウ酸試薬を０．２ｍＬ加
え、３分間ウォータバスで加熱する。ｐ－ＤＡＢ試薬（ｐ－ジメチルアミノベンズアルデ
ヒド１０％塩酸－酢酸溶液）５ｍＬを加え、３７℃で２０分間インキュベートし、５８５
ｎｍにて吸光値を測定し、下記の阻害率の計算式より、阻害率（％）を求めた。
ヒアルロニダーゼ活性阻害率（％）＝
100－｛（試料無添加時OD－試料添加時のOD）／試料無添加時OD｝× 100
【００４３】
（２）測定結果
植物抽出物のヒアルロニダーゼ活性阻害作用の結果を表３に示した。各々の抽出物は、ク
ロモグリク酸ナトリウム２０％濃度に相当するヒアルロニダーゼ活性阻害作用が認められ
た。
【００４４】

【００４５】
（３）考察
Pipturus argenteus(Forst.f.)等の抽出物は、乾燥試料に対して１０％濃度で抽出してお
り、ヒアルロニダーゼ活性阻害作用測定時の添加濃度は、乾燥物換算すると１０％以下と
なる。一方、クロモグリク酸ナトリウムは、０．２％濃度で植物抽出物１０％添加時と同
程度の阻害率となる。この結果から各々の抽出物には、クロモグリク酸ナトリウムに相当
するヒアルロニダーゼ活性阻害成分が、約２０％以上含有していることになり、これらの
抽出物は、非常に少ない添加量でヒアルロニダーゼ活性阻害剤原料として使用することが
できる。
【００４６】
［実施例４］ヘアレスマウス紫外線照射法による皮膚改善度試験
実施例１、実施例２および実施例３の結果からこれらの植物抽出物に肌弛み・肌荒れを改
善することが期待されたので、実施例５、処方例１および処方例３についてヘアレスマウ
ス紫外線照射法による皮膚改善度試験を実施した。
（１）試験方法
予め一日一定量の紫外線（ＵＶＡ－ＢＬＢランプ）照射量を４ヶ月間照射し、肌弛み・肌
荒れを誘発したヘアレスマウスを作製した。これらのヘアレスマウス（ＨＲ－１　雌）を
５群（１群８匹）にグルーピングし、表４処方のクリーム、乳液等を朝晩の１日２回、ヘ
アレスマウス背面部に連続塗布し、３ヶ月後に肌弛み・肌荒れの改善度を表５に示す基準
にて調べた。
また別途、連続塗布における発疹、紅斑等の副作用についても調べた。
【００４７】
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【００４８】

【００４９】
（２）試験結果
効果は、「改善度＋」を１＋、「改善度２＋」を２＋とし、総和で示した。
抽出物配合処方のＮｏ２試料およびＮｏ４試料は、各々の基剤と比較しても著しい弛み・
肌荒れ改善効果を示した。またこれらの試料は連続使用においても皮膚異常は何ら認めら
れなかった（表６）。
【００５０】

【００５１】
　（３）考察
　フィランツス　プルケル［Phyllanthus pulcher(Baill.)M.A.］抽出物含有化粧料にお
いて副作用なく、著しい肌弛み・肌荒れ改善効果が認められた。活性酸素消去作用および
／またはヒアルロニダーゼ活性阻害作用を有する他の抽出物においても同様の改善効果が
期待できる。
【００５２】
［実施例５］皮膚外用剤の調製
製造例で得られた抽出物を有効成分として用い、下記に示す組成にて皮膚外用剤を調製し
た。処方例の配合中、「適量」とは、全体で１００重量％になる量を意味する。
【００５３】
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Ａに属する成分を加熱溶解する。別に、Ｂに属する成分を加熱溶解する。ＡにＢを添加し
て撹拌、乳化後、冷却してクリームを製造した。
【００５４】

Ａに属する成分を加熱溶解する。別に、Ｂに属する成分を加熱溶解する。ＡにＢを添加し
て撹拌、乳化後、冷却してクリームを製造した。
【００５６】
　＜処方例３　化粧水＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（重量％）
　　　エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．０
　　　製造例１で得られた抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　　　エチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　　　クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
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　　　クエン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
　　　１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　４．０
　　　エデト酸二ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
　　　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　上記の各成分を混合、均一に撹拌、溶解し、化粧水を製造した。
【００５７】
　＜処方例４　親水性軟膏＞
　　Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（重量％）
　　　ポリオキシエチレンセチルエーテル　　　　　　　　　　　　２．０
　　　グリセリンモノステアレート　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　　　流動パラフィン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　　　ワセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
　　　セタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　　　製造例２で得られた抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　　Ｂ
　　　プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　　　メチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　　　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　Ａに属する成分を加熱溶解する。別に、Ｂに属する成分を加熱溶解する。ＡにＢを添加
して撹拌、乳化後、冷却して親水性軟膏を製造した。
【００５９】
　［実施例６］内服剤の調製
　製造例２で得られた抽出物を用い、下記に示す組成にて内服剤を調製した。
　＜処方例１　顆粒剤＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（重量％）
　　　製造例２で得られた抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　　　乳糖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．０
　　　コーンスターチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０．０
　　　結晶セルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
　　　ポリビニールピロリドン　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　ポリビニールピロリドンを５０％エタノール溶解し、これを乳糖、結晶セルロース、コ
ーンスターチに添加し、均一に混合し、顆粒装置を用い、造粒する。乾燥後整粒し、顆粒
剤を製造した。
【００６０】
　［実施例７］錠菓の調製
　製造例２で得られた抽出物を用い、下記に示す組成にて錠菓を調製した。
　＜処方例１　錠菓＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（重量％）
　　　クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　　　脱脂粉乳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．０
　　　ショ糖エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　　　フレバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８
　　　粉糖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０．０
　　　製造例２で得られた抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　　　乳糖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６１．２
　上記原料を均一に混合し、５０％エタノール溶液を適量添加し、顆粒装置を用い、造粒
する。乾燥後、これを打錠し、錠菓を製造した。
【００６１】
【発明の効果】
本発明に係わる植物で得られた抽出物は、優れた活性酸素消去作用および／またはヒアル
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ロニダーゼ活性阻害作用を有し、安全性も高いため、化粧料、食品、医薬品および医薬部
外品等の皮膚老化防止を目的とするあらゆる分野に応用してその効果を発揮することがで
きる。
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