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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食用コオロギの粉末又は抽出物を含む、
　脱毛防止、毛嚢改善または発毛促進のための経口用組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載の前記経口用組成物を含む、
　発毛促進のための経口用薬学的組成物。
【請求項３】
　請求項１に記載の前記経口用組成物を含む、
　脱毛予防のための経口用薬学的組成物。
【請求項４】
　請求項１に記載の前記経口用組成物を含む、
　毛嚢改善のための経口用薬学的組成物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、食用コオロギの有効成分を用いて、発毛促進、脱毛予防、毛嚢改善が可能な
組成物に関する。具体的に、食用コオロギの粉末や抽出物により、脱毛防止、発毛促進、
及び毛嚢改善の技術的意義を有し、且つ、副作用を最小化する組成物を提供することであ
る。
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【背景技術】
【０００２】
　身体を保護する役割の一部を担当する頭皮の毛髪は、様々な外部刺激などの物理的衝撃
と、紫外線、寒さや暑さなどから、頭部を保護するだけでなく、外的イメージを表現する
重要な役目を果たしている。しかし、予期しなかった脱毛は、このような毛髪の機能に深
刻な影響を及ぼすことになる。
【０００３】
　過去、脱毛は、遺伝的な影響が大きいと知られており、世代を継いではげ頭になること
と認識されてきた。しかし、近年になって脱毛は、遺伝的な要因の他に、様々な原因によ
って影響されることが明らかになっている。すなわち、脱毛は、喫煙、ストレス、不眠症
、又は、ホルモン不均衡によっても発生することが知られている。しかし、依然として、
脱毛の正確な原因が究明されておらず、脱毛防止のための信頼性のある方案を提示してい
ない実情である。このような状況下で、脱毛による現代人のストレスは加重されており、
脱毛を防止し、発毛を促進する実効性のある技術に対する関心が高くなり、現在、シャン
プーを初めとして、数多くの種類の脱毛予防剤と発毛剤が市販されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】韓国公開特許第１０－２０１１－０１３８７７６号公報
【特許文献２】韓国登録特許第１０－１１４７２８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、これらの先行技術文献を含む殆どの従来技術では、薬用植物の混合抽出物によ
り、頭皮に塗るか、服用することで発毛を促進させることを特徴としているが、脱毛防止
、発毛促進の効果が十分でなく、特に、毎年、数十万人に達する脱毛移植及び治療患者は
、現在まで開発された天然抽出物を頭皮に直接使用する場合、皮膚刺激や損傷などの副作
用が発生し、また飲む発毛剤の場合、性機能及び肝機能の低下、局所炎症などの副作用の
危険性が大きくなっているのが実情である。
【０００６】
　大人男性の脱毛又ははげ頭の主要原因として、ＤＨＴ（Ｄｉｈｙｄｒｏｔｅｓｔｏｓｔ
ｅｒｏｎｅ；ＤＨＴ、又は５α－ジヒドロテストステロン）と呼ばれる男性ホルモンの過
度であるという学説がある（［Ｊ．Ｕｒｏｌ．］１７９（６）：２３３３－２３３８）。
ＤＨＴの正常範囲は、男性２．０２－１２．３８ｎｇ／ｍｌ、女性０．８７－５．９９ｎ
ｇ／ｍｌであるが、一般に、脱毛が進行中にある人々は、正常よりもかなり高い数値を表
わす傾向があり、このようなＤＨＴの増加によって、毛嚢が縮小され、脱毛が発生すると
考える見解が有力である。
【０００７】
　そこで、殆どの脱毛防止、発毛促進の組成物は、男性ホルモンのＤＨＴを制限すること
で、発毛を促進させるものであって、男性の性機能を低下させる問題点を伴うという限界
があった。
【０００８】
　本発明は、様々な脱毛の原因で発生する現代人の脱毛を防止し、毛嚢の生成及び発毛を
促進させながらも、副作用のない組成物を提供することを目的とする。より具体的に、本
発明の目的は、食用コオロギの有効成分を添加した発毛促進、脱毛予防、及び毛嚢改善の
ための組成物として、カプセル剤、粉末剤、顆粒剤、錠剤、丸剤、又は飲料の剤形からな
る群より選ばれるいずれか１つの形態を提供することである。
【０００９】
　ＵＮでは、未来の食糧資源として、昆虫を指目した（Ｅｄｉｂｌｅ　ｉｎｓｅｃｔｓ　
Ｆｕｔｕｒｅ　ｐｒｏｓｐｅｃｔｓ　ｆｏｒ　ｆｏｏｄ　ａｎｄ　ｆｅｅｄ　ｓｅｃｕｒ
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ｉｔｙ：ＦＡＯ）ことは、周知の事実である。これは、瞬時に個体数を増やす旺盛な繁殖
力と共に、タンパク質を含む栄養成分が非常に多いというメリットがあるからである。ま
た、このような昆虫の中でもコオロギは、肝機能の改善と、二日酔い解消に助けになると
いう事実は、農業振興庁の研究結果などからでも、既に知られている。
【００１０】
　本発明者は、肝機能の改善のために、コオロギを服用した者において、実際に、コオロ
ギが肝機能改善と二日酔い解消に効果があることを確認した。そして、肝機能改善のため
に、コオロギを服用中に偶然に驚くべき事実を見つけたが、それは、コオロギを服用する
によって、肝機能改善と共に、服用者の頭髪も豊富になることであった。このような発見
は、今まで解決できていない脱毛及び発毛の問題を画期的に解決するような端緒を提供し
たと言える。本発明者は、このような可能性に対して、再確認可能な客観的な実験結果を
得るために、多数の実験を行っており、このような有効性に対して確認することができた
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、食用コオロギの有効成分を人体に持続的に供給することで、脱毛予防、発毛
促進、及び毛嚢改善の効果を得ることである。
【００１２】
　具体的に、コオロギ粉末を、１日２～３回で、１回提供量を３０ｇとして、１日平均最
大１００ｇを超えないように摂取した。これを２ヶ月～５ヶ月、又はその以上の長期間の
間、身体に供給することで、脱毛予防、毛嚢改善、発毛促進の効果を得られることが確認
できた。
【００１３】
　コオロギの有用成分は、コオロギ粉末により得るだけでなく、通常の抽出方式によって
抽出物の形態で得ることもでき、その後に、様々な剤形物に加工して提供することができ
る。
【００１４】
　抽出方式としては、コオロギの栄養成分が破壊されることを最小化する方式が望ましく
、その中でも、真空低温抽出方式は、真空中で沸騰点が低くなって、低温（摂氏４０～９
０度）でも水が沸くことになるため、熱影響を受けやすい物質や空気と反応する物質の成
分を破壊することなく、抽出が可能であるというメリットがある。
【００１５】
　コオロギを粉末化した組成物を製造する一実施例は、以下の通りである。本発明による
食用コオロギにおいて剤形化した成分を用いた食用発毛剤組成物の製造方法は、
　ａ）　食用コオロギを洗浄して冷凍する段階と、
　ｂ）　前記ａのように設けられた食用コオロギを乾燥した後、粉砕して粉末状に作る段
階と、
　ｃ）　前記ａのように設けられた食用コオロギを乾燥した後、圧着して固形物に作る段
階と、
　ｄ）　前記ｂとｃの方法で作られた剤形物を経口用賦形剤と混合して、経口用製剤を製
造する段階とを含む方法によって、製造することができる。
【００１６】
　本発明は、１０年以上脱毛を経験している実験者に、乾燥した食用コオロギを粉末に剤
形化した後に、１日２回以上、１回摂取量を３０ｇとして、最大１００ｇを超えないよう
に摂取させた。該当剤形物を摂取した実験者は、３０日、５０日、７０日、９０日間隔で
写真を撮影し、発毛の進行状況を観て、正確な結果を提供した。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明による食用が可能なコオロギの粉末又は抽出物を発毛剤として用いる場合、発毛
促進、脱毛予防、毛嚢改善の効果があることを確認した。本発明のコオロギ成分が、脱毛
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防止、毛嚢改善、発毛効果を有することになる機転に対しては、正確に究明されてはいな
いが、コオロギに含有された豊富な栄養成分が相互作用により、このような作用効果を奏
すると推察される。
【００１８】
　また、男性の性機能低下を誘発せず、効果的に脱毛を防止し、毛嚢改善、及び発毛効果
を得られるが、これは、コオロギに含まれた鉄分、亜鉛、銅などの成分が、脱毛の原因と
して指目されている男性ホルモンであるＤＨＴを抑制するが、タンパク質の一種であるア
ルギニン成分が陰茎血管拡張に助けになって、鉄分、亜鉛、銅による性機能低下を補足す
ることで、性機能低下の副作用を最小化するか、むしろ性機能を増大させる。
【００１９】
　現在まで、このような事例が世界的に報告されたことがないため、これを用いた製品が
商用化される場合、付加価値が大きいと予想される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、食用コオロギの経口用発毛剤組成物の製造工程を示す。
【図２】図２は、去る１０年間脱毛が持続的に進行された４５歳男性の発毛実験期間３０
日、５０日、７０日、９０日の写真である。
【図３】図３は、発毛実験による発毛進行試験結果を示す写真である。
【図４】図４は、発毛実験による発毛進行試験結果を示す写真である。
【図５】図５は、発毛実験による発毛進行試験結果を示す写真である。
【図６】図６は、発毛実験による発毛進行試験結果を示す写真である。
【図７】図７は、コオロギ飼料を供給した実験群と、普通飼料を供給した対照群との発毛
状態の実験写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　前記のような食用コオロギ剤形は、副作用の虞が少なく、安全であり、発毛促進及び脱
毛予防をする合成医薬品又は補助食品よりも吸収率が高くて、医薬品、補助食品、化粧料
などに有用に使用することができる。特に、市販されるビタミンに含まれた栄養成分より
も高い鉄分、亜鉛、銅、及びビオチン（Ｂｉｏｔｉｎ、Ｖｉｔａｍｉｎ　Ｂ７）と、毛髪
を構成する多量のアミノ酸とを含有しているので、発毛に卓越な効果があるというメリッ
トがある。
【００２２】
　また、実験結果のように、短時間内に大きい効果を容易に確認することができ、これの
資源化及び高付加価値の製品を多量に模索することができる。
【００２３】
　本発明は、食用コオロギの有効成分を添加した発毛促進、脱毛予防、及び毛嚢改善のた
めの組成物に関し、添付の図面を基に説明する。
【００２４】
　健康な状態の食用コオロギを洗浄し、零下の温度で冷凍した後、乾燥して粉末化した。
前記のような過程は、図１に示している。
【００２５】
　前記で得た粉末３０ｇを、水と１：１で混合した後、蒸して、澱粉２５０ｇと混合し、
通常の丸剤製造方法によって丸剤に製造することができる。
【００２６】
　又は、前記で得たコオロギ粉末３０ｇ又はコオロギ抽出物を、クエン酸５０ｇ、オリゴ
糖５ｇ、タウリン１ｇ、及び精製水９１４ｍｌと、通常のドリンク剤の製造方法によって
混合した後、滅菌密封して、ドリンク剤として製造することもできる。
【００２７】
　前記のように設けられた粉末又は抽出物は、通常の製造方法によって、カプセル剤、粉
末剤、顆粒剤、錠剤、丸剤、又は飲料の剤形に製造して、経口投与することができる。
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【００２８】
　一般に知られている抽出方法は、蒸留抽出法、真空低温抽出法などがあるが、好ましく
は、真空低温抽出法により、コオロギから有用な成分を破壊することなく、効果的に抽出
することができる。その他にも、公知の抽出法を用いて、コオロギ粉末から抽出物を得る
ことができる。
【００２９】
　また、コオロギは、抽出物の形態に作られた後、シャンプー、ヘアリンス、ヘアトニッ
ク、ヘアジェル、ヘアローション、ヘアーパック、ヘアスプレー、ヘアームース、ヘアー
トリートメント、及び染毛剤からなる群より選ばれるいずれか１つの形態に作られる。
【００３０】
　＜試験例１＞
　前記図２は、去る１０年間脱毛が持続的に進行された４５歳男性の発毛実験を行った写
真を示している。今まで大部分の脱毛予防と発毛剤に関する研究結果を見ると、脱毛初期
に少しの脱毛が進行されたところで発毛を研究した場合が殆どであるが、本研究の結果は
、１０年以上慢性的に持続され、はげ頭（Ｂａｌｄ　Ｈａｉｒ）化していた脱毛患者にお
いても、最短時間内（実験期間３０日、５０日、７０日、９０日）に髪の毛が生成され、
厚くなって、発毛となることを、写真観察だけでも容易に分かり、本実験を通じて、食用
コオロギの栄養成分が非常に卓越な発毛効果があることが確認できる。
【００３１】
　前記図２において、１の写真でのように、１０年間持続して来た脱毛によって、前髪と
側面にはほぼ髪の毛が存在しないことが分かる。しかし、本実験によって、乾燥コオロギ
の１日摂取量を一定に摂取した３０日以後、図２の２～５でのように、発毛効果を確実に
確認することができる。実験開始３０日、５０日、７０日、９０日が経過することにつれ
、頭皮の全般に亘って、髪の毛が濃くなり、且つ太くなる（Ｔｈｉｃｋｅｒ）ことを確実
に区分することができる。
【００３２】
　図３は、実験３０日と９０日後の頭皮の前髪部分と中後半部分とを比較した写真である
。図３において、実験３０日の経過後でも、実験前と比較すると、髪の毛が多く生成され
ていることが分かる。ところが、実験９０日経過後の前髪部分は、驚くほどに早い発毛効
果を見せている。また、図４の頭皮の中後半部分でも、毛髪の色が、脱毛段階の力のない
毛髪段階で徐々に厚くなり、密集度（Ｈａｉｒ　Ｄｅｎｓｉｔｙ）が強くなる毛髪状態を
全般的に見えていることが確認できる。
【００３３】
　前記図３、図４をより詳しく比較するために、図５において、頭頂の中央右側部位を断
面拡大して比較（Ｃｒｏｓｓ　Ｓｅｃｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｍｐａｒ
ｉｓｏｎ）した。３０日後の状態とは確か９０日後に、発毛（Ｈａｉｒ　Ｒｅｇｒｏｗｔ
ｈ）した毛髪の密集度（Ｈａｉｒ　Ｄｅｎｓｉｔｙ）の差だけでなく、毛幹（Ｈａｉｒ　
Ｓｈａｆｔ）が太くなって（Ｔｈｉｃｋｅｒ　Ｈａｉｒ）いることが一見しても確実に現
れる。
【００３４】
　また、図５において、発毛に関する重要な端緒を提供している。わずか９０日ぶりに、
１０年間慢性的に進行されてきた脱毛患者から、確実に差がある程度の発毛となっている
ことが分かる。左側の実験３０日において円で示した部分に、黒点（Ｂｌａｃｋ　Ｄｏｔ
ｓ）のようになった部分、該断面が新しく髪の毛が育っていることを示している。そして
、９０日後である右側写真に、３０日前に現れたその領域に、髪が毛むくじゃらに育って
いることが分かり、また、９０日後の写真において、円で示した領域と四角形で示した部
分に、毛髪の間で黒い点が見える。この部分も、頭皮（Ｓｃａｌｐ　Ｄｅｒｍｉｓ）を突
き出た毛幹（Ｈａｉｒ　Ｓｈａｆｔ）が形成され始めたことが、写真を通じて確認するこ
とができる。
【００３５】
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　図５の左側に、実験３０日後、新しい毛幹が生成された部分において、９０日後に髪が
毛むくじゃらに育った発毛を示しているなら、図６は、より重要な端緒を提供する頭頂部
の断面拡大写真である。実験３０日後に現れた毛幹は、その後から６０日が経過した９０
日に、毛髪として育っていることを示している。図５の右側写真になかった新たな黒点が
、６０日後に再度黒点（Ｂｌａｃｋ　Ｄｏｔｓ）に現れていることを、図６に円で示して
いる。わずか６０日という時差を置き、新たに発毛が進行して、毛幹が形成され始めたこ
とを示す非常に重要な発毛の進行過程である。
【００３６】
　本実験の研究結果は、食用コオロギに含有された栄養成分を通じて、１０年以上慢性的
に進行された脱毛患者であっても、１日２回ずつ、３０ｇ程度の乾燥したコオロギを、粉
末又は抽出物の形態で摂取して、脱毛予防と発毛を画期的に改善している。
【００３７】
　＜実験例２＞
　実験例と同じコオロギ乾燥粉末を、毎日３０ｇずつ２回、深刻に脱毛を経験しているヒ
トＡに供給した後、１ヶ月単位で、脱毛がひどい頭頂部の毛髪状態を測定した。
【００３８】
【表１】

【００３９】
　＜実験例３＞
　実験例と同じコオロギ乾燥粉末を、毎日３０ｇずつ２回、深刻に脱毛を経験しているヒ
トＢに供給した後、１ヶ月単位で、頭頂部の発毛状態を測定した。
【００４０】
【表２】

【００４１】
　実験２と実験３の臨床実験では、深刻な脱毛過程で一部はげ頭に近い状態のヒトА、Ｂ
に、コオロギ粉末を持続的に供給した後、頭皮の発毛状態を測定している。前記実験２、
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、密度が少し減少することを除き、その以後に、持続的に毛髪数が増加している。すなわ
ち、新たに毛嚢が生成されて、毛髪の密度を高めている。新たに形成された毛嚢の髪の毛
は、太さが細いため、全体として平均太さを減少させて、既存の毛髪のみを測定した結果
、逐次太さが太くなる傾向を示している。４ヶ月にわたった実験結果、頭頂部と後頭部共
に、正常人の毛髪の太さ（０．０７５ｍｍ）に近づけていることが分かる。
【００４２】
　＜実験４＞　動物実験
　仁荷大学病院に依頼して、食用コオロギ粉末の食餌供給が、Ｃ５７ＢＬ／６Ｍｏｕｓｅ
の発毛に及ぼす影響を試験した。コオロギに含まれた豊富なタンパク質、不飽和脂肪酸、
銅、鉄分、亜鉛のようなミネラルなどが、発毛の成長にどのような影響を及ぼすかを試験
したものである。
【００４３】
　試験方法としては、生後６周齢の雄鼠の背部の毛を剃り取り、群あたり５匹ずつ２群に
分離して、発毛効果を観察した。実験群には、コオロギ配合飼料を食べさせ、対照群には
、標準固形配合飼料として、齧歯類用放射線照射固形飼料（ＰＭＩ　ＬａｂＤｉｅｔ　Ｕ
ＳＡ　Ｏｖａｌ　ｐｅｌｌｅｔ、Ｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎ）を食べさせて区分した。試験
環境としては、１２時間点灯し、逆滲透圧処理後、殺菌処理した上水道水を自由に摂取す
るようにした。
【００４４】
　各群のマウスの剃り取られた背部位を写真で撮影し、発毛を、実験１、２、３、４週目
に亘って観察した。第１週目の各群の発毛はいずれも、０～１９％の範疇に入って、群間
の差を見せなかった。第２週目の実験群では、５匹いずれも、８０～１００％の発毛を見
せることに対して、対照群の２０～３９％発毛の２匹、４０～５９％発毛の１匹、６０～
７９％発毛の１匹、８０～１００％の発毛の１匹の結果を見せて（Ｐ＜０．０５）、意味
のある結果を得ている。但し、第３週目と第４週目には、両群において５匹いずれも、８
０～１００％の発毛であって、差を見せなかった。コオロギ粉末が既存の飼料に比べて、
栄養成分が豊富であるため、毛髪成長が早期に起こったと推察される。
【００４５】
　＜２週目発毛効果の詳細分析＞
【表３】

【００４６】
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【表４】

【００４７】
　４週の飼育後、体重の変化を測定したところ、対照群は、平均２．３６ｋｇの体重が増
加したことに対して、実験群では、２．４６ｋｇの体重が増加した。２群間の体重増加は
、統計学的に差がない水準であった。
【００４８】
　本発明は、食用ペア別のコオロギで実験を行ったものであるが、通常の技術者であれば
、その他の異なるコオロギ種をもって実験しても、同様な効果を奏することを容易に予想
することができる。
【００４９】
　また、前記においては、コオロギ粉末で実験した結果を示しているが、コオロギ抽出物
でも同様な効果を奏することは、自明に推定することができる。コオロギ粉末は、好まし
くは、摂取及び塗布の容易性のために、抽出物の形態で抽出した後、その他の成分と共に
服用するか、頭皮に塗布する方式で、同様な効果を得ることができる。
【００５０】
　＜食用コオロギの有効成分が脱毛、発毛、毛嚢に及ぼす影響＞
　脱毛が発生する毛嚢（Ｈａｉｒ　Ｆｏｌｌｉｃｌｅｓ）に重要な影響を及ぼす栄養学的
要素のうち、コオロギに含有されているいくつかを説明しようとする。通常、栄養学的に
発毛に関わる栄養成分と必要作用は、大きく、ミネラルとビタミン、アミノ酸に区分する
。発毛に影響するミネラルには、鉄分（Ｉｒｏｎ）、亜鉛（Ｚｉｎｃ）、銅（Ｃｏｐｐｅ
ｒ）があり、ビタミンには、ビオチン（Ｂｉｏｔｉｎ、ビタミンＢ７）があり、アミノ酸
成分としては、ケラチン（Ｋｅｒａｔｉｎ）、グルタミン酸（Ｇｌｕｔａｍｉｃ　Ａｃｉ
ｄｓ）、メチオニン（Ｍｅｔｈｉｏｎｉｎｅ）、アルギニン（Ａｒｇｉｎｉｎｅ）、シス
チン（Ｃｙｓｔｉｎｅ）、及び血液循環（Ｂｌｏｏｄ　Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ）などと
説明することができる。これらの栄養成分が食用コオロギに全部含有されていて、発毛効
果に卓越な機能を持たせることではないかと推定される。
【００５１】
　食用コオロギには、発毛に影響するような栄養成分の他にも、タンパク質を構成する必
須アミノ酸を初めとして、２０種のアミノ酸を全て含有しており、オメガ－３脂肪酸とビ
タミン及び無機質を多量含有していることを、研究分析"Ｒｕｍｐｏｌｄ、ＢＡ；　Ｓｃ
ｈｌｕｔｅｒ、ＯＫ．　"Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　ａｎｄ　
Ｓａｆｅｔｙ　Ａｓｐｅｃｔｓ　ｏｆ　Ｅｄｉｂｌｅ　Ｉｎｓｅｃｔｓ"、Ｍｏｌｅｃｕ
ｌａｒ　Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ＆Ｆｏｏｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ；　Ｍａｙ、２０１３；５７
；５；　Ｐ８０２－８２３"から分かる。
【００５２】
　本発明では、このような成分が多量含有された食用コオロギの有効成分を持続的に服用
して、十分な栄養を頭皮に供給することで、発毛及び脱毛予防に肯定的な影響を及ぼすこ
とと推察される。
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【００５３】
　コオロギの栄養成分は、下記表の通りである。
【００５４】
【表５】

【００５５】
　すなわち、表５のような栄養成分がコオロギに含まれていることについては、既に公知
されていると言えるが、これらの成分を備えたコオロギが、脱毛予防、毛嚢改善、及び発
毛促進に有用であるということについては、知られたところが全くない。
【００５６】
　このようなコオロギの成分割合は、発毛に卓越な効果を発揮すると言えるが、コオロギ
を用いなくても、コオロギ成分比を有する組成物は、発毛効果を有すると言える。具体的
に、鉄、亜鉛、銅、アルギニン、グルタミン酸、メニオニン、シスチンを含む脱毛防止、
発毛促進用組成物において、鉄は、６．７９～１１．２３ｍｇ、亜鉛は、１８．６４～２
１．７９ｍｇ、銅は、０．８～２．０１ｍｇ、アルギニンは、５７．３～６１ｍｇ、グル
タミン酸は、１０４．４～１０４．９ｍｇ、メチオニンは、１４．６～１９．６ｍｇ、シ
スチンは、８．３～９．８ｍｇの含量比からなる脱毛防止、毛嚢改善、発毛促進用組成物
である。
【００５７】

【表６】

【００５８】
　（１）　鉄分
　身体は、脂肪とタンパク質、そして数多くの無機質からなっており、不足又は欠乏する
と、血液が生成されないか、元気でない血液が作られることになる。鉄分は、赤血球内に
あるヘモグロビン（ｈｅｍｏｇｌｏｂｉｎ）の中心から、酸素を各組織に運搬する役割を
果たす。ところが、発毛のためには、毛嚢（Ｈａｉｒ　Ｆｏｌｌｉｃｌｅｓ）の栄養化、
すなわち、血液循環（Ｂｌｏｏｄ　Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ）が非常に重要となり、この
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鉄分（Ｉｒｏｎ）が、毛嚢と頭皮（Ｓｃａｌｐ）に効果的に酸素を伝達して、髪の毛が育
つように助けることと見られる。
【００５９】
　（２）　亜鉛（Ｚｉｎｃ）
　亜鉛の摂取は、体内の細胞と組織の新陳代謝を活発にし、ビタミンＣと共にコラーゲン
合成を助け、毛髪の老化（Ａｇｉｎｇ）を予防する。その他にも、亜鉛が行う役目には、
膵臓（Ｐａｎｃｒｅａｓ）のインシュリン分泌を促進させて、血糖（Ｂｌｏｏｄ　Ｇｌｕ
ｃｏｓｅ）を維持させる糖尿病予防（Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ）、免疫
力（Ｉｍｍｕｎｉｔｙ）改善、精力（Ｓｔａｍｉｎａ）強化、腎臓ろ過（Ｋｉｄｎｅｙ　
Ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ）、高血圧（Ｈｉｇｈ　Ｂｌｏｏｄ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）予防、肩
凝り（Ｓｈｏｕｌｄｅｒ　Ｐａｉｎ　ａｎｄ　Ｓｔｉｆｆｎｅｓｓ）、骨粗鬆症（Ｏｓｔ
ｅｏｐｏｒｏｓｉｓ）骨密度（Ｂｏｎｅ　Ｄｅｎｓｉｔｙ）の改善、赤血球（Ｒｅｄ　Ｂ
ｌｏｏｄ　Ｃｅｌｌ）の原料で、貧血予防（Ａｎｅｍｉａ　Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ）、活
性酸素（Ｏｘｙｇｅｎ　Ｒａｄｉｃａｌｓ）を除去する抗酸化（Ａｎｔｉ－Ｏｘｉｄａｔ
ｉｏｎ）の機能など、様々な役目を果たす非常に重要なミネラルである。亜鉛（Ｚｉｎｃ
）は、脱毛に悪影響を及ぼす男性ホルモン（ＤＨＴ）を抑制する成分であって、コオロギ
に多量含有されている。
【００６０】
　（３）　銅（Ｃｏｐｐｅｒ）
　体内の酵素とタンパク質の構成成分である銅（Ｃｏｐｐｅｒ）は、大人の場合、体内に
約１００～１５０ｍｇ程度含有している。肝（Ｌｉｖｅｒ）と脳（Ｂｒａｉｎ）に最も多
く、心臓（Ｈｅａｒｔ）、腎臓（Ｋｉｄｎｅｙ）、膵臓（Ｐａｎｃｒｅａｓ）、脾臓（Ｓ
ｐｌｅｅｎ）、肺（Ｌｕｎｇ）、骨（Ｂｏｎｅ）、筋肉（Ｍｕｓｃｌｅ）の順に存在する
。鉄と共に血液の赤血球を作り、鉄の吸収と利用を高めて、心臓血管系（Ｃａｒｄｉｏｖ
ａｓｃｕｌａｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）を維持し、コラーゲン（Ｃｏｌｌａｇｅｎ）及びエラス
チン（Ｅｌａｓｔｉｎ）の形成に関与して、骨、軟骨（Ｃａｒｔｉｌａｇｅ）、皮膚組織
（Ｔｉｓｓｕｅ）の維持と、免疫機能（Ｉｍｍｕｎｉｔｙ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）を高め、
関節炎（Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ）、脊椎炎（Ｓｐｏｎｄｙｌｉｔｉｓ）、潰よう（Ｕｌｃｅ
ｒ）のような炎症性疾患（ＭａｌａｄｉｅＩｎｆｌａｍｍａｔｏｉｒｅ）に必要な栄養成
分である。
【００６１】
　ところが、銅（Ｃｏｐｐｅｒ）は、脱毛を誘発する５－アルファ－還元酵素（Ｒｅｄｕ
ｃｔａｓｅ）を抑制する物質であって、毛嚢（Ｈａｉｒ　Ｆｏｌｌｉｃｌｅｓ）を拡大し
、毛髪の密集度を高め、頭皮（Ｓｃａｌｐ）部位の抗炎症（Ａｎｔｉ－Ｉｎｆｌａｍａｔ
ｏｒｙ）の作用で、脱毛予防（Ｈａｉｒ　Ｌｏｓｓ　Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ）を行うこと
と見られる。
【００６２】
　（４）　ビオチン（Ｂｉｏｔｉｎ、ビタミンＢ７）
　Ｖｉｔａｍｉｎ　Ｈ又はＶｉｔａｍｉｎ　Ｂ７と知られているビオチンは、脱毛（Ｈａ
ｉｒ　ｌｏｓｓ）、又は脆い爪（Ｂｒｉｔｔｌｅ　Ｎａｉｌ）、皮膚、髪の毛、爪を元気
にさせるビタミンと知られている。ビオチンは、ビタミンＢ群に属する他のビタミンと同
じく、水によくとけるが、脂肪組織にはとけない。人体には、ビオチンを自体的に作るこ
とはできないが、人間の臓に共生する'良い細菌'がビオチンを合成する。ビオチンは、毛
髪がよく育つことに必要であるだけでなく、飲食物の消化、血糖管理に必要であり、炭水
化物、脂肪、タンパク質が分解されることを助ける役目を通じて、コレステロールと血糖
を調節することと知られている。
【００６３】
　従って、ビオチン欠乏（Ｂｉｏｔｉｎ　Ｄｅｆｉｃｉｅｎｃｙ）の主要症状としては、
脱毛（Ｈａｉｒ　Ｌｏｓｓ）、高脂血症（Ｈｙｐｅｒｌｉｐｉｄｅｍｉａ）、高血糖症（
Ｈｙｐｅｒｇｌｙｃｅｍｉａ）、肝肥大（Ｈｅｐａｔｏｍｅｇａｌｙ）、鬱病（Ｄｅｐｒ
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ｅｓｓｉｏｎ）、皮膚感覚異常（Ｃｕｔａｎｅｏｕｓ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍａｌｆｕｎｃｔｉ
ｏｎ）、筋肉痛（Ｍｕｓｃｌｅ　Ｐａｉｎ）、及び疲労累積（Ｆａｔｉｇｕｅ　Ａｃｃｕ
ｍｕｌａｔｉｏｎ）などが発生することになる。
【００６４】
　コオロギには、人体の健康に必要なビタミンА、ビタミンＥ、ビタミンＣ、ビタミンＢ
１、ビタミンＢ２、ビタミンＢ３、ビタミンＢ５、ビタミンＢ７、ビタミンＢ９など、ビ
タミンの宝庫であると言えるが、特に、脱毛予防と発毛促進、及び皮膚に良いビタミンＢ
７が、多量で５５．１９ｍｃｇ／１００ｇ含有されている。
【００６５】
　（５）　発毛に影響するタンパク質アミノ酸
　毛髪の構成成分である角質と呼ばれるケラチン（Ｋｅｒａｔｉｎ）は、１８種に至るタ
ンパク質アミノ酸からなっている。そのうち、毛嚢（Ｈａｉｒ　Ｆｏｌｌｉｃｌｅｓ）の
栄養供給と頭皮血流（Ｂｌｏｏｄ　Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ）の流れを増進させることで
、脱毛予防及び発毛促進に重要な作用をするタンパク質があり、代表的なアミノ酸が、ア
ルギニン（Ａｒｇｉｎｉｎｅ）、グルタミン酸（Ｇｌｕｔａｍｉｃ　Ａｃｉｄ）、シスチ
ン（Ｃｙｓｔｉｎｅ）、及びメチオニン（Ｍｅｔｈｉｏｎｉｎｅ）アミノ酸であると医学
的に知られているが、この全ての有用な物質が、本研究のために使われる食用コオロギに
全部含有されているので、このような効果を有することと推定される。
【００６６】
　食用乾燥コオロギには、発毛のための全てのアミノ酸が豊富に入っており、これを食事
代用に持続的に摂取するだけでも、約３ヶ月という短い時間内に、発毛促進がなされ、毛
髪も厚くなるだけでなく、新たに生成される髪の毛も、写真拡大だけでも容易に観られる
（図２～６）。
【００６７】
　（５－１）　アルギニン（Ａｒｇｉｎｉｎｅ）
　毛髪を構成するケラチンの三大要素の１つであるアルギニンアミノ酸は、タンパク質の
構成成分で、血管壁の内皮細胞と反応して酸化窒素の生成を活性化させ、脱毛に直接関連
した毛嚢細胞に血流を改善して、発毛を促進させる。乾燥コオロギは、５７．３ｍｇ～６
１ｍｇ／１００ｇのアルギニンを多量含有している。
【００６８】
　（５－２）　グルタミン酸（Ｇｌｕｔａｍｉｃ　Ａｃｉｄｓ）
　毛髪の栄養は、毛根で栄養を吸収して分裂及び増殖し、新しい毛髪細胞が育つようにな
るが、毛髪成分の大部分がケラチン（ｋｅｒａｔｉｎ）である硬蛋白質からなっている。
毛髪のケラチンを構成するアミノ酸は、シスチンが最も多く、次は、グルタミン酸である
。乾燥コオロギは、１０４．４ｍｇ～１０４．９ｍｇ／１００ｇのグルタミン酸を多量含
有している。
【００６９】
　（５－３）　硫黄（Ｓｕｌｆｕｒ）を含むメチオニン（Ｍｅｔｈｉｏｎｉｎｅ）とシス
チン（Ｃｙｓｔｉｎｅ）
　毛嚢に重要な影響を及ぼし、血液循環（Ｂｌｏｏｄ　Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ）に関与
する硫黄（Ｓｕｌｆｕｒ）成分を含有するアミノ酸が、メチオニンとシスチンである。硫
黄成分のメチオニンとシスチンは、毛髪と皮膚、及び爪の主要無機質で、ケラチン強化に
必須的であり、シスチンは、ケラチンの構成成分の中で最も多い１４～１８％を占めると
知られている。硫黄成分の２つのアミノ酸は、血液循環を助けて、頭皮のフケ（Ｄａｎｄ
ｒｕｆｆｓ）も除去し、発毛を促進させることに必須であるコラーゲン組織（Ｃｏｌｌａ
ｇｅｎ　ｔｉｓｓｕｅｓ）の生産を向上させるものと知られている。乾燥コオロギには、
メチオニン含量が１４．６ｍｇ～１９．６ｍｇ／１００ｇ、シスチンが８．３ｍｇ～９．
８ｍｇ／１００ｇが多量含有されている。
【００７０】
　以上のように、脱毛予防と発毛促進を助ける無機質とビタミン、及びタンパク質アミノ



(12) JP 6354107 B2 2018.7.11

10

20

酸がコオロギに豊富に含有されており、発毛実験研究の３ヶ月ぶりに非常に顕著な結果を
得られることになった。食用コオロギには、他の食品と比較できないほど、亜鉛（Ｚｉｎ
ｃ）、鉄分（Ｉｒｏｎ）、銅（Ｃｏｐｐｅｒ）、ビタミンАを初めとして、ビオチン（Ｂ
ｉｏｔｉｎ、ビタミンＢ７）が豊富に含有されており、硫黄を含有するメチオニン（Ｍｅ
ｔｈｉｏｎｉｎｅ）とシスチン（Ｃｙｓｔｉｎｅ）アミノ酸、グルタミン酸（Ｇｌｕｔａ
ｍｉｃ　Ａｃｉｄｓ）、及び酸化窒素を成すアルギニン（Ａｒｇｉｎｉｎｅ）アミノ酸を
多量含有していて、発毛を顕著に促進させる。
【００７１】
　コオロギの主要な栄養成分比は、脱毛予防と発毛促進に必要な栄養成分の好適な比率に
対して、アイディアを供すると言える。そこで、鉄、亜鉛、銅、アルギニン、グルタミン
酸、メニオニン、シスチンを含む脱毛防止及び発毛促進用組成物において、鉄は、６．７
９～１１．２３ｍｇ、亜鉛は、１８．６４～２１．７９ｍｇ、銅は、０．８～２．０１ｍ
ｇ、アルギニンは、５７．３～６１ｍｇ、グルタミン酸は、１０４．４～１０４．９ｍｇ
、メチオニンは、１４．６～１９．６ｍｇ、シスチンは、８．３～９．８ｍｇの含量比と
なるように、脱毛防止及び発毛促進用組成物を構成することも可能である。
【００７２】
　しかし、ある栄養成分でも、多く過ぎて摂取すると、副作用が発生することがあるので
、発毛に良い成分が多いコオロギであっても、脱毛予防、毛嚢改善、発毛促進に必ずしも
良く現われると推定することができない。それにもかかわらず、コオロギに含まれた栄養
成分の相互作用によって、実験３ヶ月ぶりに、脱毛が始まってから１０年が経過した脱毛
患者においても、急速に発毛が促進され、毛髪もより太くなり、白髪が黒髪に変わるよう
な驚くべき効果を見出した。そこで、コオロギに含まれた栄養成分は、その相互作用乃至
機転が明らかになっていないが、脱毛予防及び発毛促進、さらには、男性の性機能に副作
用がない顕著な作用効果を有するものと言える。

【図１】 【図２】
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