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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】天然物由来の生体安全性にすぐれた有効成分を含有し、脱毛及び薄毛の予防、改
善、並びに髪のツヤ、コシの低下を改善する毛髪化粧料の提供。
【解決手段】イネ科タケ亜科の竹の若芽であるタケノコの抽出物を有効成分とする毛髪化
粧料。本発明によれば、タケノコ抽出物が有するすぐれた毛乳頭細胞賦活作用、線維芽細
胞増殖因子－７（ＦＧＦ－７）産生促進作用、及び血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ）産
生促進作用に基づく有用な毛髪化粧料を提供することができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イネ科タケ亜科の竹の若芽であるタケノコの抽出物を有効成分とする毛髪化粧料。
【請求項２】
  
イネ科タケ亜科の竹の若芽であるタケノコがモウソウチクのタケノコである請求項１に記
載の毛髪化粧料。
【請求項３】
　タケノコの皮の抽出物を有効成分とする請求項１又は２に記載の毛髪化粧料。
【請求項４】
　育毛用である請求項１乃至３のいずれかに記載の毛髪化粧料。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タケノコの抽出物を有効成分とする育毛、養毛効果、及び髪のハリ、コシの
改善効果にすぐれた毛髪化粧料に関する。　　　　　
【背景技術】
【０００２】
　近年、加齢、ストレス、紫外線等の様々な要因により、男性だけでなく女性も毛髪のト
ラブルを抱える人が増加しており、これに対応して様々な毛髪化粧料が提案されている。
従来、毛髪のトラブルとして、男性型脱毛症（壮年性脱毛症）や女性型脱毛症（女性に生
じた男性型脱毛症）の研究が行われ、これらの脱毛症に男性ホルモンが関与していること
が明らかとなり、毛髪トラブルの改善剤として様々な抗男性ホルモン剤等が提案されてい
る。
【０００３】
　さらに、最近の研究により、毛髪本数の減少だけでなく、毛髪の成長のサイクル（毛周
期）において毛髪の成長時期が短縮し、これにより、毛髪の径（太さ）が細くなることで
、薄毛状態や、髪の「ハリ・コシの低下」が生じることも明らかになってきた。毛髪は、
休止期、成長期、退行期からなる周期的なヘアサイクル（毛周期）に従って成長し、その
サイクルは様々な因子によって調整されている。よって、休止期から成長期へ移行させる
因子や成長期の維持に関与する因子の産生を促進することで、毛髪を太く長く成長させる
ことができる。その結果、脱毛、薄毛の予防・改善、さらに、髪のツヤ、コシの低下を改
善することができる。ここで、上記休止期から成長期へ移行させる因子及び成長期の維持
に関与する因子としては、毛乳頭細胞等で産生される線維芽細胞増殖因子－７（ＦＧＦ－
７）、血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ）、インシュリン様成長因子－１（ＩＧＦ－１）
、肝細胞増殖因子（ＨＧＦ）、又は上皮成長因子（ＥＧＦ）等が挙げられる。
【０００４】
　また、毛髪の太さを決める要因の一つとして、毛根の先端にある毛球部内の毛乳頭の大
きさが挙げられ、上記因子のうち、ＶＥＧＦは、毛乳頭細胞の周辺の血管を新生して毛髪
の成長を促進させる他、毛乳頭細胞を増殖させることから、このＶＥＧＦの産生を促進す
ることで、毛髪を太く長く成長させることが知られている。
【０００５】
　以上のような毛髪成長のメカニズムの研究に基づいて、従来、様々な育毛・養毛剤、脱
毛抑制剤（育毛剤等と称する）が提案されている。例えば、有効成分としてミノキシジル
やアデノシンが知られており、これらの成分を配合した育毛、養毛剤が提案されている。
しかし、上記成分は、皮膚刺激等の副作用を引き起こすことがあり、十分に効果がありか
つ安全性の高い育毛、養毛剤等の上市が求められている。
【０００６】
　上記問題点に鑑みて、従来、天然物由来の成分を配合した育毛、養毛剤等が提案されて
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おり、例えば、天然物由来の成分としてイネ科タケ亜科の植物である成竹の抽出物が挙げ
られる（特許文献１～５）。これらの特許文献によれば、成竹の表皮、根又は茎の部分を
有機溶媒、単分子処理水、又は熱水で抽出することにより得られる竹抽出物が育毛、養毛
効果を有することが明らかになっている。　
【０００７】
【特許文献１】特開平０４－０１８０１２号
【特許文献２】特開平０７－２４２５１７号
【特許文献３】特開平１０－２１２２１７号
【特許文献４】特開２００８－１２０７４２号
【特許文献５】特開２００９－０１３０９０号
【特許文献６】特開２００６－５１２３３０号
【特許文献７】特開２００２－３３８４５１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述のように、従来、天然物由来の育毛、養毛剤として成竹の抽出物が提案されている
が、成竹抽出物は、繊維質を多く含み、木質化された硬い部分を用いて製造されるため、
抽出の前処理として竹を細かく破砕する工程や熱処理により軟化させる工程が不可欠にな
り、これにより、製造工程が煩雑になり、かつ、製造コストがかかった。さらに、抽出工
程においても十分に成分を得るために還流操作等が必要となり、煩雑であった。また、抽
出処理に用いる溶媒として有機溶媒を使用すると、皮膚刺激性等の生体安全性の点で問題
が生じた。加えて、竹の抽出物は、効果の点でも育毛、養毛成分としてその有効性が不十
分であった。
【０００９】
また、従来の技術として、特許文献６には成竹だけでなくタケノコから超臨界法により調
製したトリテルペノイドサポニゲンが抗酸化作用を有することが記載され、これによりス
キンケア及びヘアケア用途に利用できることも示唆されている。しかし、特許文献６には
、トリテルペノイドサポニゲンが皮膚細胞内の過酸化脂質抑制作用及びスーパーオキシド
ジスムターゼ（ＳＯＤ）活性増強作用を有することが開示されているに過ぎず、ヘアケア
用途はあくまでも示唆であって、育毛、養毛、髪質改善等の実際の効果については何ら開
示も示唆もされていない。
【００１０】
　さらに、イネ科タケ亜科の植物のタケノコ期の竹液（各節間又は本体と竹の皮の間から
出る弱酸性～中性域の液汁）を利用した化粧料も提案されているが（特許文献７）、この
特許文献７には上記竹液の保湿効果のみが記載されており、育毛、養毛効果については何
ら開示も示唆もされていない。また、竹液は十分な回収量を得ることができないため、工
業的に製造することも困難であった。
【００１１】
　以上の従来技術の課題を鋭意検討した結果、本発明者らは、天然物由来成分であるイネ
科タケ亜科の竹の若芽であるタケノコの抽出物が、すぐれた毛乳頭細胞賦活効果、ＦＧＦ
－７産生促進効果及びＶＥＧＦの産生促進効果を有し、これによりタケノコ抽出物が育毛
、養毛用の化粧料、並びに髪のツヤ、コシの改善用の化粧料の有効成分として有用である
ことを新たに見出して本発明を完成させるに至った。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明はイネ科タケ亜科の竹の若芽であるタケノコの抽出物を有効成分とする毛髪化粧
料である。
　また、本発明はイネ科タケ亜科の竹がモウソウチクである毛髪化粧料である。
　また、本発明はイネ科タケ亜科の竹のタケノコの皮の抽出物を有効成分とする毛髪化粧
料である。
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　また、本発明の毛髪化粧料は育毛、養毛用である。
　なお、本明細書において化粧料なる文言は、所謂化粧料のほかに医薬部外品までも含む
広義で用いる。
【発明の効果】
【００１３】
　本願発明はイネ科タケ亜科の竹の若芽であるタケノコの抽出物を有効成分とする毛髪化
粧料であって、本願発明によれば、タケノコの抽出物が有するすぐれた毛乳頭細胞賦活作
用、線維芽細胞増殖因子－７（ＦＧＦ－７）産生促進作用、及び血管内皮細胞増殖因子（
ＶＥＧＦ）産生促進作用に基づく有用な毛髪化粧料を提供することができる。
【００１４】
　また、本願発明はタケノコを用いて抽出物を調製することから、成竹を利用する場合と
比較して、抽出物を得るための操作が容易である。すなわち、成竹を利用する従来の技術
とは異なり、高温処理や特定の溶媒による処理を行うことなく、比較的穏やかな温度条件
で、かつ、化粧料の有効成分の抽出溶媒として汎用されている水、又は水と低級アルコー
ル若しくは多価アルコールとの混合溶媒等の抽出溶媒により、十分な有効性を発揮する抽
出物を得ることができる。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明について詳細に説明する。
　本発明はイネ科タケ亜科の竹の若芽であるタケノコ（筍）の抽出物を有効成分とする毛
髪化粧料である。本願発明に用いるタケノコの部位としては、可食部分でも、非食部分の
皮の部分でも良いが、特に非食部分である皮が好ましい。
【００１６】
　本願発明に用いるイネ科タケ亜科のタケとしては、モウソウチク（Phyllostachys pube
scens）、マダケ（Phyllostachys
bambusoides） 、ハチク（Phyllostachys nigra）、ホテイチク（Phyllostachys aurea）
、キッコウチク（Phyllostachys
heterocycla）、ホウライチク（Bambusa multiplex）、ナリヒラダケ（Semiarundinaria 
fastuosa）、チシマザサ（ネマガリダケ）（Sasa
kurilensis）、トウチク（Sinobambusa tootsik）、シホウチク （Chimonobambusa quadr
angularis）、カンチク（Chimonobambusa
marmorea）、ヤダケ （Pseudosasa japonica）、メダケ（Pleioblastus simonii）が挙げ
られるが、本願発明はこれに限るものではない。 
【００１７】
　本発明において、タケノコとは春期（3月上旬から～6月下旬、好ましくは、3月下旬～5
月上旬）に収穫されるイネ科タケ亜科のタケの若芽を指す。本発明で用いるタケノコとし
て好ましいのは、竹の種によって異なるが、一般的には発芽後、地上部が約１ｍ～１．５
ｍに成長するまでのもの、より好ましくは、地上部が１５ｃｍ～５０ｃｍに成長するまで
のものが好ましい。また、モウソウチクを用いる場合は、地上に若芽が出るまでのものが
さらに好ましい。上記範囲以上に成長すると、若芽の可食部及び皮が硬くなり、毛髪化粧
料の成分として好ましくないチロシン量が増えることから、本発明には適さないものとな
る。
【００１８】
　抽出物の調製は、タケノコの皮又は可食部を、必要ならば予め水洗して異物を除いた後
、そのまま又は乾燥した上、必要に応じて細切又は粉砕し、浸漬法等の常法に従って抽出
溶媒と接触させることで行うことが可能である。
【００１９】
　抽出溶媒としては、水；メタノール、エタノール、プロパノールなどの低級アルコール
類；エチレングリコール、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、グリセ
リンなどの多価アルコール類；酢酸エチル、酢酸ブチル、プロピオン酸メチルなどのエス
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テル類；アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類；エチルエーテル、イソプロピル
エーテルなどのエーテル類；ｎ－ヘキサン、トルエン、クロロホルムなどの炭化水素系溶
媒などが挙げられ、それらは単独で又は二種以上混合して用いられる。
【００２０】
　それら抽出溶媒のうちでも、得られる抽出物の毛乳頭細胞賦活作用、ＦＧＦ－７産生促
進作用及びＶＥＧＦ産生促進作用の観点から、また毛髪化粧料への幅広い適用が可能であ
るという点からも、本発明においては水、低級アルコール類又は多価アルコール類などの
親水性溶媒が好適である。この親水性溶媒を用いる場合の好ましい例としては、例えば、
水、低級アルコール類（特にエタノール）、多価アルコール（特に１，３－ブチレングリ
コール）の単独使用、水と低級アルコール類（特にエタノール）との混合溶媒、又は水と
多価アルコール類（特に１，３－ブチレングリコールもしくはプロピレングリコール）と
の混合溶媒の使用等が挙げられるが、なかでも水又は１，３－ブチレングリコールの単独
使用か、水と１，３－ブチレングリコールの混合溶媒が好ましい。
【００２１】
　混合溶媒を用いる場合の混合比は、例えば、水と１，３－ブチレングリコールとの混合
溶媒であれば、容量比（以下同じ）で１：１～２０：１、水とエタノールとの混合溶媒で
あれば、１：１～２５：１、水とグリセリンとの混合溶媒であれば１：１～２０：１の範
囲とすることが好ましい。
【００２２】
　抽出物の調製に際して、抽出物のｐＨに特に限定はないが、ｐＨ２～８の範囲とするこ
とが好ましい。さらに、抽出物に含まれると毛髪化粧料として望ましくない成分であるチ
ロシンの溶解を抑えるという点から、ｐＨ２～４の範囲とすることがより好ましい。ｐＨ
の調製は、前記の抽出溶媒に、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、水酸化カリウムなど
のアルカリ性調整剤や、乳酸、クエン酸、塩酸、リン酸、硫酸などの酸性調整剤等を配合
する事によって行われる。
【００２３】
　抽出温度、抽出時間等の抽出条件は、用いる溶媒の種類やｐＨによっても異なるが、例
えば水を抽出溶媒とする場合であれば、抽出温度は３０～５０℃の範囲が好ましく、また
、抽出時間は、３～５時間の範囲が好ましい。
【００２４】
　上記条件により得られる抽出物は、一般にはｐＨを４～８に調整した上、これをそのま
ま化粧料配合剤として使用しても、減圧濃縮等により所望の濃度として使用しても良い。
【００２５】
　本発明のタケノコの抽出物を有効成分とする毛髪化粧料の剤形としては、例えば、育毛
、養毛剤、トニック、ローション、シャンプー、リンス、ヘアートリートメント、ヘアー
クリーム等が挙げられる。毛髪化粧料中に於ける上記抽出物の配合量は、当該毛髪化粧料
全体に対して、固形分として、一般に０．００１～１０重量％の範囲であり、好ましくは
０．０１～１重量％の範囲である。
【００２６】
　本発明の毛髪化粧料には、必須成分たるタケノコの抽出物のほかに、毛髪化粧料（医薬
部外品も含む）に用いられる他の活性成分（毛母細胞賦活剤、抗男性ホルモン剤、血行促
進剤、皮脂分泌抑制剤、抗炎症剤、毛髪保護剤、毛周期の成長維持剤等）を組み合わせ配
合するようにしてもよく、これによって、相乗的な育毛効果や脱毛防止効果を期待するこ
ともできる。
【００２７】
　例えば、育毛効果及び脱毛防止効果の相乗効果が期待できる成分としては、ミノキシジ
ル、シプロテロンアセテート、ペンタデカン酸グリセリド、６‐アミノベンジルプリン（
サイトプリン）、アデノシン、トランス‐３,４'‐ジメチル３－ヒドロキシフラバノン（
t-フラバノン）、センブリエキス、ヒノキチオール、感光素、パントテン酸及びその誘導
体、マイマイ花エキス、ゲンチアナエキス、カミツレエキス、ビタミンＥ及びその誘導体
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、ニコチン酸誘導体（ニコチン酸アミド等）、塩化カルプロニウム、女性ホルモン類（エ
チニルエストラジオール、エストロン等）、イチョウエキス、チョウジエキス、アマモエ
キス、黒大豆エキス、サリチル酸、グリチルリチン酸カリウム（カンゾウエキス）、ヒノ
キチオール、塩化ベンザルコニウム、イソプロピルメチルフェノール、ｌ－メントール、
塩酸ピリドキシン（ビタミンＥ６）、チオキソロン、オランダカラシエキス、カンファー
、サリチル酸、レゾルシン、タマサキツヅラフジから得られるビス型アルカロイド、ミツ
イシコンブ、エルカ酸（ｃｉｓ－１３－ドコセン酸）、ゴンドイン酸（ｃｉｓ－１１－エ
イコセン酸）等の高級モノエン酸、さらにはアミノ酸類、ビタミン類などを配合してもよ
い。
【００２８】
　本発明の毛髪化粧料には、通常育毛料に用いられる配合成分、例えば油性成分、界面活
性剤、保湿剤、増粘剤、防腐・殺菌剤、紫外線吸収剤、抗酸化剤、色素、香料、生理活性
物質等を必要に応じて適宜配合することができる。
これにより、育毛効果だけでなく、髪質改善、及び頭皮のフケ、痒みの抑制の相乗効果も
期待できる。
【００２９】
　ここで、油性成分としては、例えばオリーブ油、ホホバ油、ヒマシ油、大豆油、米油、
米胚芽油、ヤシ油、パーム油、カカオ油、メドウフォーム油、シアーバター、ティーツリ
ー油、アボガド油、マカデミアナッツ油、植物由来スクワランなどの植物由来の油脂類；
ミンク油、タートル油などの動物由来の油脂類；ミツロウ、カルナウバロウ、ライスワッ
クス、ラノリンなどのロウ類；流動パラフィン、ワセリン、パラフィンワックス、スクワ
ランなどの炭化水素類；ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、イソ
ステアリン酸、エルカ酸、ゴンドイン酸などの脂肪酸類；ラウリルアルコール、セタノー
ル、ステアリルアルコールなどの高級アルコール類；ミリスチン酸イソプロピル、パルミ
チン酸イソプロピル、オレイン酸ブチル、２－エチルヘキシルグリセライド、高級脂肪酸
オクチルドデシル（ステアリン酸オクチルドデシル等）などの合成エステル類及び合成ト
リグリセライド類等が挙げられる。
【００３０】
　界面活性剤としては，例えばポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレ
ン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エ
ステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル
、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステルな
どの非イオン界面活性剤；脂肪酸塩、アルキル硫酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、
ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレン脂肪アミン硫酸塩、ポ
リオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテ
ル燐酸塩、α－スルホン化脂肪酸アルキルエステル塩、ポリオキシエチレンアルキルフェ
ニルエーテル燐酸塩などのアニオン界面活性剤；第四級アンモニウム塩、第一級～第三級
脂肪アミン塩、トリアルキルベンジルアンモニウム塩、アルキルピリジニウム塩、２－ア
ルキル－１－アルキル－１－ヒドロキシエチルイミダゾリニウム塩、Ｎ，Ｎ－ジアルキル
モルフォルニウム塩、ポリエチレンポリアミン脂肪酸アミド塩などのカチオン界面活性剤
；Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－アルキル－Ｎ－カルボキシメチルアンモニオベタイン、Ｎ，Ｎ
，Ｎ－トリアルキル－Ｎ－アルキレンアンモニオカルボキシベタイン、Ｎ－アシルアミド
プロピル－Ｎ′，Ｎ′－ジメチル－Ｎ′－β－ヒドロキシプロピルアンモニオスルホベタ
インなどの両性界面活性剤等を使用することができる。
【００３１】
　乳化剤乃至乳化助剤としては、酵素処理ステビアなどのステビア誘導体、レシチン及び
その誘導体、乳酸菌醗酵米、乳酸菌醗酵発芽米、乳酸菌醗酵穀類（麦類、豆類、雑穀など
）、ジュアゼイロ（Zizyphus joazeiro）抽出物等を使用することもできる。
【００３２】
　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、ジプロピレングリコール
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、１，３－ブチレングリコール、ポリエチレングリコール、ソルビトール、キシリトール
、ピロリドンカルボン酸ナトリウム等があり、さらにトレハロース等の糖類、乳酸菌醗酵
米、ムコ多糖類（例えば、ヒアルロン酸及びその誘導体、コンドロイチン及びその誘導体
、ヘパリン及びその誘導体など）、エラスチン及びその誘導体、コラーゲン及びその誘導
体、ＮＭＦ関連物質、乳酸、尿素、高級脂肪酸オクチルドデシル、海藻抽出物、ビャッキ
ュウ抽出物、魚介類由来コラーゲン及びその誘導体、各種アミノ酸及びそれらの誘導体が
挙げられる。
【００３３】
　増粘剤としては、例えばアルギン酸、寒天、カラギーナン、フコイダン等の褐藻、緑藻
或いは紅藻由来成分、ビャッキュウ抽出物、ペクチン、ローカストビーンガム、アロエ多
糖体等の多糖類、キサンタンガム、トラガントガム、グアーガム等のガム類、カルボキシ
メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース等のセルロース誘導体、ポリビニルアル
コール、ポリビニルピロリドン、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸・メタクリル酸
共重合体等の合成高分子類；ヒアルロン酸及びその誘導体、ポリグルタミン酸及びその誘
導体、グルコシルトレハロースと加水分解水添デンプンを主体とする糖化合物等が挙げら
れる。
【００３４】
　防腐・殺菌剤としては、例えば尿素；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などのパラオキシ安息
香酸エステル類；フェノキシエタノール、ジクロロフェン、ヘキサクロロフェン、塩酸ク
ロルヘキシジン、塩化ベンザルコニウム、サリチル酸、エタノール、ウンデシレン酸、フ
ェノール類、ジャマール（イミダゾデイニールウレア）、１，２－ペンタンジオール、各
種精油類、樹皮乾留物等がある。
【００３５】
　紫外線吸収剤としては、例えばパラアミノ安息香酸エチル、パラジメチルアミノ安息香
酸エチルヘキシル、サリチル酸アミル及びその誘導体、パラメトキシ桂皮酸２－エチルヘ
キシル、桂皮酸オクチル、オキシベンゾン、２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン、２－
ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン－５－スルホン酸塩、４－ターシャリーブチル
－４－メトキシベンゾイルメタン、２－（２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）ベンゾ
トリアゾール、ウロカニン酸、ウロカニン酸エチル、アロエ抽出物等がある。
【００３６】
　抗酸化剤としては、例えばブチルヒドロキシアニソール、ブチルヒドロキシトルエン、
没食子酸プロピル、ビタミンＥ及びその誘導体、イネ抽出物、白芥子加水分解抽出物等が
ある。
【００３７】
　また、生理活性成分として、加水分解党参エキス（加水分解ヒカゲノツルニンジンエキ
ス）、加水分解黒豆エキス、バウダルコ樹皮エキス（タベブイアインペチギノサ樹皮エキ
ス）、豆乳発酵液、ハイビスカス花発酵液、アッケシソウエキス、デイリリー花発酵液（
ヘメロカリス属の花の発酵液）、紫蘭根エキス、ムラサキシキブ抽出物、ハス種子発酵物
、ローヤルゼリー発酵物、カミツレ抽出物（商品名：カモミラＥＴ)、コンブ等の海藻の
抽出物、アマモ等の海草の抽出物、リノール酸及びその誘導体もしくは加工物（例えばリ
ポソーム化リノール酸など）、２，５－ジヒドロキシ安息香酸誘導体、動物又は魚由来の
コラーゲン及びその誘導体、エラスチン及びその誘導体、ニコチン酸及びその誘導体、グ
リチルリチン酸及びその誘導体（ジカリウム塩等）、ｔ－シクロアミノ酸誘導体、ビタミ
ンＡ及びその誘導体、ビタミンＣ及びその誘導体、ビタミンＥ及びその誘導体、アラント
イン、α－ヒドロキシ酸類、ジイソプロピルアミンジクロロアセテート、γ－アミノ－β
－ヒドロキシ酪酸、タマサキツヅラフジから得られるビス型アルカロイド、ゲンチアナエ
キス、甘草エキス、ハトムギエキス、ニンジンエキス、アロエエキスなどの生薬抽出エキ
ス、米抽出物加水分解物、米糠抽出物、米糠抽出物加水分解物、米醗酵エキス、アナアオ
サ抽出物、ソウハクヒエキス、ジョアゼイロ（Zizyphus joazeiro）抽出物等がある。
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【００３８】
　次に、実施例（製造例）、処方例、及び試験例によって本発明をさらに具体的に説明す
るが、本発明はそれらに限定されるものではない。なお、以下に於いて、部はすべて重量
部を、また％はすべて重量％を意味する。
【００３９】
　製造例１．タケノコの皮抽出物溶液（１）
　モウソウチク（Phyllostachys pubescens）のタケノコ（地上に芽が出る前のもの）の
皮の乾燥粉砕物５０ｇに精製水５００ｇおよび乳酸０．４５０９ｇを混合し、静置した状
態で、４０℃下において４時間抽出を行い、抽出物溶液３８０．６ｇを得た。その後、得
られた抽出物溶液をろ過し、さらに、ろ過した溶液に対して０．５％の活性炭（フタムラ
化学株式会社製）を添加して活性炭処理を１時間行い、淡褐色のタケノコの皮の抽出物溶
液３３１．６ｇを得た（pH6.0、固形分濃度1.03％）。
【００４０】
　製造例２．タケノコの皮抽出物溶液（２）
　モウソウチク（Phyllostachys pubescens）のタケノコ（地上に芽が出る前のもの）の
皮の乾燥粉砕物５０ｇに３０％１，３－ブチレングリコール液５００ｇおよび乳酸０．４
５０９ｇを混合し、静置した状態で、４０℃下において４時間抽出を行い、抽出物溶液３
８１．４ｇを得た。その後、得られた抽出物溶液をろ過し、さらに、ろ過した溶液に対し
て０．５％の活性炭（フタムラ化学株式会社製）を添加して活性炭処理を１時間行い、淡
褐色のタケノコの皮の抽出物溶液３３２．３ｇを得た（pH6.0、固形分濃度1.05％）。
【００４１】
　製造例３．タケノコの皮抽出物溶液（３）
　タケノコとして製造例１のモウソウチクに代えてマダケ（Phyllostachys bambusoides
）のタケノコ（地上部が約３０ｃｍのもの）を用いるほかは、製造例１と同様にして抽出
物溶液を調製し、淡褐色のタケノコの皮の抽出物溶液３３０．５ｇを得た（pH6.0、固形
分濃度1.01％）
【００４２】
　製造例４．タケノコの皮抽出物溶液（４）
　タケノコとして製造例１のモウソウチクに代えてハチク（Phyllostachys nigra）のタ
ケノコ（地上部が約３０ｃｍのもの）を用いるほかは、製造例１と同様にして抽出物溶液
を調製し、淡褐色のタケノコの皮の抽出物溶液３３１．２ｇを得た（pH6.0、固形分濃度1
.02％）
【００４３】
製造例５．タケノコの可食部の抽出物溶液
　モウソウチク（Phyllostachys pubescens）のタケノコ（地上に芽が出る前のもの）の
可食部の乾燥粉砕物５０ｇに精製水５００ｇおよび乳酸０．４５０９ｇを混合し、静置し
た状態で、４０℃下において４時間抽出を行い、抽出物溶液３８０．６ｇを得た。その後
、得られた抽出物溶液をろ過し、さらに、ろ過した溶液に対して０．５％の活性炭（フタ
ムラ化学株式会社製）を添加して活性炭処理を１時間行い、淡褐色のタケノコの可食部の
抽出物溶液３４０．７ｇを得た（pH6.0、固形分濃度1.50％）。 
【００４４】
処方例１．育毛料
［成分］ 部
グリチルリチン酸ジカリウム ０．１
モノニトログアヤコールナトリウム ０．０２
塩酸ピリドキシン ０．０３
ｌ－メントール ０．８
カモミラエキス ０．３
チョウジエキス ０．３
クララエキス ０．３
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オランダカラシエキス ０．３
フルーツリンクルプロテクトエッセンス（注）
０．５
ゲンチアナエキス ２．０
製造例１で得られた抽出物溶液 ３．５
トリメチルグリシン ０．５
乳酸 ０．２
１，３－ブチレングリコール １０．０
フェノキシエタノール ０．２
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 ０．４
Ｌ－アルギニン 適量
エタノール ２０
精製水 全量が１００部となる量
上記の成分を十分攪拌混合して育毛料を得た。
【００４５】
　処方例２．育毛料
　処方例１の成分中、製造例１で得られた抽出物溶液に代えて製造例２で得られた抽出物
溶液を用いるほかは処方例１と同様にして育毛料を得た。
【００４６】
　処方例３．育毛料
　処方例１の成分中、製造例１で得られた抽出物溶液に代えて製造例３で得られた抽出物
溶液を用いるほかは処方例１と同様にして育毛料を得た。
【００４７】
処方例４．ヘアートニック
［成分］ 部
グリチルリチン酸ジカリウム ０．１
モノニトログアヤコールナトリウム ０．０２
塩酸ピリドキシン ０．０３
ｌ－メントール ０．８
カモミラエキス ０．３
チョウジエキス ０．３
クララエキス ０．３
オランダカラシエキス ０．３
フルーツリンクルプロテクトエッセンス（注）
０．５
ゲンチアナエキス ２．０
製造例１で得られた抽出物溶液 ３．５
トリメチルグリシン ０．５
乳酸 ０．２
１，３－ブチレングリコール ２．０
フェノキシエタノール ０．２
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 ０．４
Ｌ－アルギニン 適量
エタノール ６０
精製水 全量が１００部となる量
上記の成分を十分攪拌混合してヘアートニックを得た。
【００４８】
　処方例５．ヘアーフォーム
［原液成分］ 部
　カチオン化セルロース ３．０
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　ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 適量
　シリコーン油 ５．０
　ジプロピレングリコール ７．０
　エタノール １５．０
　防腐剤 ０．１
　製造例１で得られた抽出物溶液　１０．０
　精製水 全量が１００部となる量
［充填成分］ 部
　原液 ９０．０
　液化石油ガス １０．０
　シリコーン油をジプロピレングリコールとポリオキシエチレン硬化ヒマシ油の溶解物に
添加し、ホモミキサーで均一に乳化した後、これを他の成分の混合溶液に添加して原液を
得た。この原液を缶に充填し、バルブを装着後ガスを充填した。
【００４９】
　処方例６．ヘアーフォーム
　処方例５の成分中、製造例１で得られた抽出物溶液に代えて製造例２の抽出物溶液を用
いるほかは処方例１と同様にしてヘアーフォームを得た。
【００５０】
　処方例７．ヘアークリーム
　［Ａ成分］ 部
　流動パラフィン １５．０
　ワセリン １５．０
　サラシミツロウ ２．０
　防腐剤 ０．１
　香料 ０．１
［Ｂ成分］
　製造例１で得られた抽出物溶液　１０．０
　カルボキシビニルポリマー ０．１
　キサンタンガム ０．１
　グリセリン ５．０
　１、３－ブチレングリコール ２．０
　ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 ３．０
　キレート剤 ０．１
　色素 ０．０１
　精製水 全量が１００部となる量 ［Ｃ成分］　
　苛性ソーダ ０．０５ 上記のＡ成分とＢ成分をそれぞれ８０℃以上に加熱溶解した後、
攪拌しながらＡ成分をＢ成分に加え、ホモジナイザーを用いて乳化した。これを３０℃ま
で冷却した後、Ｃ成分を加えてさらに攪拌混合して乳液を得た。
【００５１】
実施例８．ヘアートリートメント
［成分］ 部
塩化ステアリルトリメチルアンモニウム
６．０
ポリビニルピロリドン ４．０
グリセリン １．０
エチルパラベン ０．１
製造例２の抽出物溶液 ５．０
精製水 全量が１００部となる量
上記の成分を８０℃に加温した後混合攪拌してヘアートリートメントを得た。
本品はヘアーパックとしても好適なものであった。
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【００５２】
実施例９．ヘアーシャンプー
［Ａ成分］ 部
Ｎ－ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム
１０．０
ポリオキシエチレン（３）アルキルエーテル硫酸ナトリウム
２０．０
ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン
１０．０
ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド ４．０
メチルパラベン ０．１
［Ｂ成分］
クエン酸 ０．１
製造例１の抽出物溶液 ５．０
１，３－ブチレングリコール ２．０
精製水 全量が１００部となる量
Ａ成分及びＢ成分をそれぞれ８０℃に加温して均一に溶解した後、Ａ成分にＢ成分を加え
、攪拌を続けて室温まで冷却してヘアーシャンプーを得た。
【００５３】
実施例１０．ヘアーリンス
［Ａ成分］ 部
ポリオキシエチレン（１０）硬化ヒマシ油
１．０
塩化ジステアリルジメチルアンモニウム
１．５
塩化ステアリルトリメチルアンモニウム
２．０
２－エチルヘキサン酸グリセリル １．０
セタノール ３．２
ステアリルアルコール １．０
メチルパラベン ０．１
［Ｂ成分］
製造例２の抽出物溶液 ５．０
１，３－ブチレングリコール ５．０
精製水 全量が１００部となる量
Ａ成分及びＢ成分をそれぞれ８０℃に加温して均一に溶解した後、Ａ成分にＢ成分を加え
、攪拌を続けて室温まで冷却してヘアーリンスを得た。
【００５４】
　試験例１．毛乳頭細胞賦活効果試験
　ヒト毛乳頭細胞ＡＣＩ３０４７を、無血清ＣＳＣ培地を入れた９６穴マイクロプレート
に１×１０４個／穴播種し、３７℃,５．０％ＣＯ２の条件下に１日間プレ培養した後、
製造例１のタケノコ皮抽出物溶液（試料溶液）を溶液濃度として終濃度が２．５％、５．
０％、１０．０％となるように培地に添加し、同条件でさらに３日間培養した。次に、培
地を除去し、０．０３％のＭＴＴを添加して３７℃に１時間保持した後、生成したホルマ
ザンをイソプロパノールで抽出し、マイクロプレートリーダー(Model 450、バイオラッド
社製)を用いて波長５７０－６３０ｎｍでＭＴＴ値を測定した。試料溶液に代えてＰＢＳ(
-)を添加した試料無添加の場合（Control）についても上記と同様の操作を行い、ここに
得られたＭＴＴ値に対する各試料添加時のＭＴＴ値の相対値を求め、毛乳頭細胞ＭＴＴ活
性率（％）とした。また、試験系が正常に機能しているかを確認するために、試料溶液の
代わりに陽性対照として１００ｍＭのグルコースを添加した場合についても、同様の試験
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を行った。
【００５５】
　試験例１の結果を表１に示す。
　[表１]

【００５６】
　表１に示すように、本願発明の有効成分であるタケノコ皮抽出物溶液（製造例１）は、
濃度依存的にすぐれた毛乳頭細胞賦活効果を奏することが確認された。また、陽性対照で
あるグルコースも同様に毛乳頭細胞賦活効果を示したことから、本試験系が正常に行われ
たことも認められた。
【００５７】
　試験例２．ＦＧＦ－７産生促進効果試験
ヒト毛乳頭細胞ＡＣＩ３０４７を、無血清ＣＳＣ培地を入れた９６穴マイクロプレートに
１×１０４個／穴播種し、３７℃,５．０％ＣＯ２の条件下に１日間プレ培養した後、製
造例１のタケノコ皮抽出物溶液（試料溶液）を溶液濃度として終濃度が２．５％、５．０
％となるように培地に添加し、同条件でさらに３日間培養した。次に、各培養上清をとり
、Human KGF ELISA KIT（R&D Systems,USA)を用いて、培養上清中のＦＧＦ‐７(ＫＧＦ)
の測定を行った。試料溶液に代えてＰＢＳ(-)を添加した試料無添加の場合（対照）につ
いても上記と同様の操作を行い、ここに得られたＦＧＦ‐７量に対する各試料添加時のＦ
ＧＦ‐７量の相対値を求め、ＦＧＦ‐７合成率（％）とした。また、試験系が正常に機能
しているかを確認するために、試料溶液の代わりに陽性対照として１００μＭのミノキシ
ジルを添加した場合についても、同様の試験を行った。                       
【００５８】
　試験例２の結果を表２に示す。
　[表２]

【００５９】
表２に示すように、本願発明の有効成分であるタケノコ皮抽出物（製造例１）は、濃度依
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存的にすぐれたＦＧＦ－７産生促進効果を奏することが確認された。また、陽性対照であ
るミノキシジルも同様にＦＧＦ－７産生促進効果を示したことから、本試験系が正常に行
われたことも明らかである。
【００６０】
　試験例３．ＶＥＧＦ産生促進効果試験
　ヒト毛乳頭細胞ＡＣＩ３０４７を、無血清ＣＳＣ培地を入れた９６穴マイクロプレート
に１×１０４個／穴播種し、３７℃,５．０％ＣＯ２の条件下に１日間プレ培養した後、
製造例１のタケノコ皮抽出物溶液（試料溶液）を溶液濃度として終濃度が２．５％、５．
０％となるように培地に添加し、同条件でさらに３日間培養した。次に、各培養上清をと
り、Human VEGF ELISA KIT（invitrogen,USA)を用いて、培養上清中のＶＥＧＦの測定を
行った。試料溶液に代えてＰＢＳ(-)を添加した試料無添加の場合（Control）についても
上記と同様の操作を行い、ここに得られたＶＥＧＦ量に対する各試料添加時のＶＥＧＦ量
の相対値を求め、ＶＥＧＦ合成率（％）とした。また、試験系が正常に機能しているかを
確認するために、試料溶液の代わりに陽性対照として１００μＭのミノキシジルを添加し
た場合についても、同様の試験を行った。
【００６１】
　試験例３の結果を表３に示す。
　[表３]

【００６２】
表３に示すように、本願発明の有効成分であるタケノコ皮抽出物（製造例１）は、濃度依
存的にすぐれたＶＥＧＦ産生促進効果を奏することが確認された。また、陽性対照である
ミノキシジルも同様にＶＥＧＦ産生促進効果を示したことから、本試験系が正常に行われ
たことも明らかである。
【００６３】
　以上のように本願発明の有効成分であるタケノコの抽出物は、毛乳頭細胞賦活効果、Ｆ
ＧＦ－７産生促進効果、及びＶＥＧＦ産生促進効果を併せ持つことから、格段にすぐれた
育毛、養毛効果、並びに髪のツヤ、コシの改善効果を発揮し、育毛、養毛剤、シャンプー
、リンス等の毛髪化粧料の配合剤として、有用である。
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