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1. はじめに 
 

「燕の巣」は燕窩
え ん か

とも呼ばれ、アナツバメの巣を指し

ます（図 1）。アナツバメは中国南部から東南アジアの

ごく限られた地域に生息する海鳥で産卵期には雄鳥の

唾液腺が肥大発達し、求愛行動としてもっぱら唾液腺

分泌物で巣を作ります1)。燕の巣は紀元前の古くから薬

膳として用いられていたと考えられ、漢方では主に疲

労回復、肺結核、吐血、慢性下痢、慢性マラリア、咽・

胸のつかえや吐き気を治すのに使用されており 1)2)、医

食同源の中国では病後食をはじめ健康維持や美容の

ために永く食されています。 

オリザ油化では、最も高品質とされるタイ産の燕の

巣を独自の技術である超高圧酵素処理によって機能性

成分そのままにエキス化しました。さらに主たる機能性成

分として、免疫力向上・脳機能改善・抗インフルエンザウイルスなどの効果を有することが知

られるシアル酸を規格化し、製品を開発しました。パウダータイプの製品は澄明性の高い水

溶液の調製が可能であり(図 2)、末端商品の訴求目的や形態などに応じて様々な食品・化粧

品にご使用いただけます。 

  

                                                        
1 小倉 治夫，シアル酸‐古代霊薬から現代新薬の創製まで-  
2 中薬大辞典,上海科学技術出版社,小学館,1985 
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ツバメの巣エキス 
 

BIRD’S NEST EXTRACT 

図 1. 燕の巣 
燕の巣は一般に長さ 6.5～10 ㎝、幅 3～5 ㎝の半

月形をしている。 

図 2.パウダータイプ製品 1％水溶液における他社製品との比較 
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2. ツバメの巣エキスの機能性成分 
 

2-1. シアル酸 
 

シアル酸とは、ノイラミン酸 （5-アミノ-3,5-ジデオキシ D-グリセロ-D-ガラクトノヌロン酸）の

アシル誘導体の総称で、天然には 30 種類以上のシアル酸が存在し3)、燕の巣に含まれるシ

アル酸は主に N-アセチルノイラミン酸(図 3)であることが分かっています。またシアル酸は動

物の細胞表面にある糖タンパク質や糖脂質の末端に存在し(図 4)、細胞間の情報伝達や異

物侵入に対する感知など、アンテナのような役割を果たしています。シアル酸含量の高い食

品として牛乳(シアル酸含量 0.2mg/mL)、卵黄(乾燥重量あたりシアル酸含量 0.2%)が挙げられ

ますが、燕の巣を酵素処理し可溶化したものには約１0%のシアル酸が含まれ 1)、これほど多く

シアル酸を含む天然の素材は今のところ燕の巣以外にないようです。 

シアル酸の薬理機能として学習能向上効果4)、免疫力向上5)、インフルエンザ予防効果6）な

ど報告があります。 

 

  

                                                        
3 李章鎬,妹尾学,シアル酸とその誘導体,生産研究 1 巻 1 号 (1949.10). 
4 Morgan BL., Winick M.,Effects of administration of N-acetylneuraminic acid (NANA) on brain NANA content and 

behavior. J Nutr. Mar;110(3):416-24(1980). 
5  Bagriaçik EU., Miller KS., Cell surface sialic acid and the regulation of immune cell interactions: the 

neuraminidase effect reconsidered. Glycobiology. Mar;9(3):267-75(1999). 
6 Biddle F., Belyavin G., The haemagglutination inhibitor in edible bird-nest: its biological and physical properties. J 

Gen Microbiol. Apr;31:31-44 (1963). 

図 4. シアル酸の存在場所 図 3. N-アセチルノイラミン酸の構造 
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2-2. 上皮細胞増殖因子(Epidermal Growth Factor ;EGF) 
 

上皮細胞増殖因子(EGF)は、53 個のアミノ酸から成る分子量約 6000 の生理活性ポリペプ

チドで、雄マウスの顎下腺(唾液腺の一つ)から発見されました。ヒトの生体内において、EGF

は血液・尿・乳汁・唾液・涙液・精液などのすべての体液中に存在し7)8)9)、広範な細胞の分化

や増殖に影響を与えることが知られています。しかし年齢とともに EGF の分泌量は減少し(図

5)、細胞の再生が遅くなり、老化の原因の一つになることが考えられます。したがって EGF を

補充することは、加齢によって低下した細胞機能を正常化し、アンチエイジングが期待できま

す。燕の巣にはEGFが含まれていることが知られており、エキス化した本製品にも含まれるこ

とを確認し、さらに他社製品に比べて約5倍のEGFが含まれていることが分かりました(図6)。 

 

 
 
 
 
 
Uchihashi M., Hirata Y., Fujita T. and 
Matsukura S. Age-related decrease of 
urinary excretion of human epidermal 
growth factor (hEGF). Life Sci. Aug 
16;31(7):679-83 (1982)から抜粋。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Hirata Y., Orth DN. Concentrations of Epidermal Growth Factor, Nerve Growth Factor, and Submandibular Gland 

Renin in Male and Female Mouse Tissue and Fluids. Endocrinology,vol.105, 1382-1387 (1979). 
8 Tsutsumi O., Tsutsumi A. and Oka T. Epidermal growth factor-like, corneal wound healing substance in mouse 

tears. J Clin Invest. Apr;81(4):1067-71(1988). 
9 Elson SD., Browne CA. and Thorburn GD. Identification of epidermal growth factor-like activity in human male 

reproductive tissues and fluids. J Clin Endocrinol Metab. Apr;58(4):589-94(1984). 

EGF分泌量は、男性(グラフ●表示)に比

べ女性(グラフ○表示)のほうが高く、そ

の分加齢による減少率が高い。 

年齢とともに 

EGF は減少 

図 5．加齢とともに減少する EGF 

図 6．ツバメの巣エキス他社製品との EGF 含量比較 
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3. ツバメの巣エキスの機能性 
 
3-1. 皮膚細胞増殖作用(In vitro) 

 

燕の巣に含まれる EGF は DNA 合成を活性化（細胞増殖）するとの報告があります10）。 

本製品ツバメの巣エキスにも EGF が含まれていることから、美肌作りに欠かせない皮膚細

胞(ケラチノサイト、線維芽細胞)の増殖効果を検証した結果、ツバメの巣エキスはどちらの細

胞に対しても高い増殖作用が認められ、特にケラチノサイトに対して低濃度で高い細胞増殖

効果があることがわかりました(図 7、8)。ケラチノサイトは肌のキメや滑らかさに、線維芽細胞

はハリや弾力に影響し、見た目年齢を左右する細胞ともいえます。これらの細胞増殖効果は

肌本来の美しさを引き出し、アンチエイジングにつながると考えられます。 

 

図 7. ツバメの巣エキスのケラチノサイトに対する細胞増殖作用 

 

図 8. ツバメの巣エキスの線維芽細胞に対する細胞増殖作用 

                                                        
10 Y. C. Kong. et al. Evidence that epidermal growth factor is present in swiftlet's (Collocalia) nest. Comparative 

Biochemistry and Physiology B, vol. 87, no. 2, pp. 221–226(1987). 
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3-2. 創傷治癒効果 (In vitro) 
 

EGF は創傷治癒の過程においても重要な役割を担っています。EGF の産生器官である顎

下腺(唾液腺の一つ)を摘除したマウスでは創傷治癒が遅延し、EGF を投与すると対照マウス

と同程度の治癒の回復が見られたという報告があります11)。傷口をふさぐには、まず創傷部

位において上皮細胞の増殖と移動が重要であり、EGF にはこれらの作用があるため創傷治

癒効果があるものと考えられます。 

そこでツバメの巣エキスによる創傷治癒効果をスクラッチ試験によって評価しました。正常

ヒトケラチノサイトをシャーレに培養し、シャーレ中央部をライン状にスクラッチして損傷モデル

とし、24 時間培養後の傷口の塞がり状況を観察しました(図 9 参照)。その結果、ツバメの巣エ

キスを添加したシャーレでは、濃度依存的に傷の塞がりを速め、傷修復促進に対する有効性

が示唆されました(図 10)。 

 
図 9．スクラッチ試験概要 

 

    ツバメの巣エキス-P(PC) 

 0% 0.05% 0.1% 

ｽｸﾗｯﾁ 

直後 

   
    

24 時間後 

   
          

 

図 10．ツバメの巣エキスによる創傷治癒効果 

 

                                                        
11  Niall M., Ryan GB., O'Brien BM. The effect of epidermal growth factor on wound healing in mice. 

Aug;33(2):164-9 (1982) 

傷の塞がりが顕著に確認できる 
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3-3. 皮膚タイトジャンクション強化作用 (In vitro) 
 
タイトジャンクション(TJ)とは、隣り合う細胞同士の隙間を接着させ、細胞と細胞の隙間を水

やイオンが自由に行き来しないようにする役割を持つ構造のことを指します。表皮 TJ は体内

の水分が過剰に漏れださないよう、また体外からの異物を入り込ませないようバリア機能を

果たしています12)。角質層にあるセラミドなどの細胞間脂質を第一のバリア機能と呼ぶのに

対し、顆粒層にある TJ は第二のバリア機能と呼ばれています。TJ 構成タンパクであるクロー

ディンやオクルディンは細胞膜上に存在し、隣り合う細胞と細胞の間をジッパーで閉じ合わせ

るように細胞間の隙間をシールしています13)(図 11)。 

燕の巣を食すると肌が潤うことが伝承的に知られることから、燕の巣には皮膚のバリア機

能を強化する働きがあるのではないかと考え、ツバメの巣エキスによる皮膚 TJ への影響を

検証しました。正常ケラチノサイトを培養し、TJ 構成タンパクの中でも特に皮膚のバリア機能

に関与していると考えられるクローディン 114)・クローディン 415)の遺伝子またはタンパク発現へ

の影響を確認しました。結果、各遺伝子・タンパク発現ともにツバメの巣エキス-P(PC)0.1%以

上で発現を増強させることが分かりました(図 12)。また正常ケラチノサイトのクローディン 4 タ

ンパクを蛍光色素で染色し、ツバメの巣エキスによる影響を蛍光顕微鏡で観察した結果、ツ

バメの巣エキス－P(PC）無添加と比較して 0.1％添加では細胞間をシールするようにクローデ

ィン 4 の発現(赤色部)が確認されました(図 13)。 

 

 

図 11. 皮膚タイトジャンクションの構造 

                                                        
12 Yamamoto T.et al. Effect of RNA interference of tight junction-related molecules on intercellular barrier function 

in cultured human keratinocytes. Arch Dermatol Res. Oct;300(9):517-24.(2008) 
13  Niessen CM. Tight junctions/adherens junctions: basic structure and function. J Invest Dermatol. 

Nov;127(11):2525-32.(2007) 
14 Furuse M.et al. Claudin-based tight junctions are crucial for the mammalian epidermal barrier: a lesson from 

claudin-1-deficient mice. J Cell Biol. Mar 18;156(6):1099-111.(2002) 
15 Yuki T.et al.Characterization of tight junctions and their disruption by UVB in human epidermis and cultured 

keratinocytes. J Invest Dermatol. Mar;131(3):744-52.(2011) 
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≪A≫ クローディン 1 遺伝子発現(左)・タンパク発現(右) 

 

≪B≫ クローディン 4 遺伝子発現(左)・タンパク発現(右) 

 

図 12．ツバメの巣エキスによる 

クローディン１(A) 、クローディン 4(B)の遺伝子・タンパク発現増強作用 

 

 

 位相差像 クローディン 4 蛍光像 Marge 像 
 

   

 

 

 

0% 

 

 

   

 

 

0.1% 

 

 

 

     

図 13．ツバメの巣エキスによるクローディン 4 タンパク発現増強作用 

-actin 
(42kDa) 

Claudin-1 
(22kDa) 

ツバメの巣エキス 
-P(PC) 0 0.05 0.1 0. 5 (%) 

-actin 
(42kDa) 

Claudin-4 
(25kDa) 

ツバメの巣エキス 
-P(PC) 0 0.05 0.1 0. 5 (%) 

 

0 % 

ツバメの巣エキス 
-P(PC) 

 

0.1 % 

ツバメの巣エキス 
-P(PC) 

 ツバメの巣エキス添加により細胞間をシールするようにクローディン 4 の発現(赤色部)が確認された 
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3-4. ヒトモニターテスト―ツバメの巣エキス配合カプセル経口摂取― 
 
健常人 5 名(女性)を対象とし、ツバメの巣エキス-P 70 ㎎/日を 1 ヵ月間摂取し、①皮膚水

分蒸散量、②角質チェッカーによる皮膚の乾燥度、③皮膚弾力、④超音波診断装置による真

皮コラーゲン密度を測定することで皮膚に及ぼす影響を検証しました。その結果、ツバメの巣

エキス摂取により皮膚水分蒸散量は被験者全員減少し、平均 30%減少するという高い改善が

見られました(図 14)。また角質チェッカーによる角層の剥がれ落ち(白色部)は、摂取後、顕著

に減少し (図 15)、皮膚のバリア機能と乾燥の両方に改善効果があることが分かりました。皮

膚弾力においては、ツバメの巣エキス摂取により被験者 5 名中 3 名が増加傾向にあり、平均

7%増加 (図 16)、真皮コラーゲン密度も高くなる傾向が見られました(図 17)。 

 

 

 

図 14．ツバメの巣エキス経口摂取による皮膚水分蒸散(TEWL)の改善 

 

 ≪被験者 1≫ ≪被験者 2≫   

摂取前 

  

  

   

摂取後 

  

  

【角層採取部位】手の甲  【診断ツール】D-SQUAME® Skin Indicators(CuDerm) 
 

図 15．ツバメの巣エキス経口摂取による皮膚の乾燥の改善 

■角質チェッカー 

乾燥度合の指標(標準パターン) 

【測定部位】頬  

【測定機器】Tewameter® TM300 

(Couage+Khazaka) 

皮膚水分蒸散量の変化 
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図 16．ツバメの巣エキス経口摂取による皮膚弾力の増加 
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【測定部位】頬  【測定機器】DermaLab(CORTEX TECHNOLOGY) 
 

図 17．ツバメの巣エキス経口摂取による真皮コラーゲン密度の増加 
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3-5. ヒトモニターテスト―ツバメの巣エキス配合ジェル塗布― 
 
健常人を対象とし、ツバメの巣エキス-PC 配合ジェル塗布による①皮膚弾力、②皮膚水分

蒸散量、③ひび割れに及ぼす影響を検証しました。ツバメの巣エキス-PC 0.5％配合ジェル

(表 1．処方 1)またはプラセボジェル(表 1．処方 2)を 1 日 2 回、それぞれ左右の二の腕・踵に 1

ヵ月間塗布した結果、皮膚弾力においてプラセボジェル塗布ではほとんど変化がみられなか

ったのに対し、ツバメの巣エキス配合ジェル塗布により、女性被験者(5 名)では平均 19％アッ

プ、男性被験者(5 名)では平均 7％アップすることが分かりました(図 18)。皮膚水分蒸散量は

女性被験者(4名)において、ツバメの巣エキス配合ジェル塗布により改善傾向が見られ、平均

10％減少しました（図 19）。また踵のひび割れに対し、ツバメの巣エキス配合ジェル塗布によ

って顕著な改善が認められました(図 20)。 

 

  
 

【塗布部位】二の腕  (左) ツバメの巣エキス、(右) プラセボ  

【測定機器】Modulus(Yamaki) 

図 18．ツバメの巣エキス塗布による皮膚の弾力増加 

 

 

 

 
 

【塗布部位】踵 (左) ツバメの巣エキス、(右) プラセボ   

【測定機器】Tewameter® TM300 (Couage+Khazaka) 

 

図 19． ツバメの巣エキス塗布による皮膚水分蒸散(TEWL)の改善 

  

皮膚弾力の変化 皮膚弾力の変化 

皮膚水分蒸散量の変化 皮膚水分蒸散量の変化 
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図 20．ツバメの巣エキス塗布による踵ひび割れ改善 
 

【表 1】 
処方 1 化粧品表示名称 配合量(%) 

ツバメの巣エキス

配合ジェル 

水 93.55 

プロパンジオール 5.00 

( ツバメの巣エキス-PC ) 
デキストリン 

加水分解アナツバメ巣エキス 

0.50 

カルボマー 0.35 

PEG-60 水添ヒマシ油 0.30 

メチルパラベン 0.20 

水酸化 Na 0.10 

 

処方 2 化粧品表示名称 配合量(%) 

プラセボジェル 

水 94.05 

プロパンジオール 5.00 

カルボマー 0.35 

PEG-60 水添ヒマシ油 0.30 

メチルパラベン 0.20 

水酸化 Na 0.10 

 

 

 

 

 

 

 

ツバメの巣エキス配合 

ジェル塗布 

プラセボジェル 

塗布 

ツバメの巣エキス配合 

ジェル塗布 

プラセボジェル 

塗布 

処置前 

処置 

1 ヵ月後 

≪被験者 1≫ ≪被験者 2≫ 
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4. 燕の巣および燕の巣含有成分の機能性 
 

4-1. 抗インフルエンザウイルス作用 
 
燕の巣から得られる燕窩ムコイド(糖タンパク質の一つ)は、インフルエンザ誘発の

赤血球凝集に対し高い阻害を示し、各種のインフルエンザウイルスのノイラミニダー

ゼに活性があることが報告されています 1),6)。また燕の巣の含有成分であるシアル酸

はインフルエンザの特効薬として知られるザナミビル（リレンザ）の起源にもなってい

ます 1)。 

 

4-2. 学習能向上作用 
 

健常ラットに対し、生後 14 日から 21

日の間、シアル酸(N-アセチルノイラミン

酸、NANA) 20mg/㎏/日を経口摂取させ

た結果、対照群(グルコース 20mg/㎏/

日摂取群)と比較し、Y 字迷路試験実施

により記憶学習能が向上することが分

かりました。また栄養失調ラットに対して

も同様の試験を行った結果、シアル酸

摂取により顕著に学習能が向上するこ

とが分かりました 4)。 
 

 

4-3. 抗炎症作用 
 

炎症誘発物質であるリポ多糖(LPS)によって刺激したマクロファージ（RAW264.7）

は、炎症物質の NO や TNF-αを過剰に産生します。しかし燕の巣を加水分解処理

したエキスを加えることにより、細胞毒性なく NO 及び TNF-αの分泌を顕著に抑え

(各抑制率 58% ,63%)、高い抗炎症作用があることが確認されました16)。 

 

4-4. 育毛作用 
 

男性型脱毛症 6 名の頭部に、0.01%シアル酸(N-アセチルノイラミン酸)を毎日夜 1

回、5 ヵ月間塗布すると、5 例(83.3%)に明らかな薄毛の改善が認められています。こ

れはシアル酸による知覚神経刺激を介したインスリン様成長因子(IGF-1,毛母細胞

に作用し、その生存および増殖に寄与する因子)産生により育毛を惹起するものと

考えられています17)。 

                                                        
16 B. Vimalaa.et al, Effects of edible bird's nest on tumour necrosis factor-alpha secretion, nitric oxide production and 

cell viability of lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 macrophages, Food Agr Immunol.Vol.23, 4( 2012) 
17 岡嶋研二, 唾液成分シアル酸の育毛効果--その発現メカニズムと薄毛治療への応用,フレグランスジャー
ナル 37(10), 43-47, 2009-10-00 

 
Well-fed Well-fed 

+ 
NANA 

Under- 
nourished 

Under- 
nourished 

+ 
NANA 

 

(健常ラット) (栄養失調ラット) 
(ｼｱﾙ酸摂取群) (対照群) (ｼｱﾙ酸摂取群) (対照群) 

(Y
字

迷
路

を
覚

え
る

ま
で

に
要

し
た

試
行

回
数

) 
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5. 安定性 

 5-1. 熱安定性 
ツバメの巣エキス-P の熱安定性を検討し

た結果，シアル酸含量は，120℃，1 時間の加

熱によっても変化がみられず，通常の食品加

工温度に対して安定であることが分かりまし

た。 

 

 

 

5-2. 長期安定性 
ツバメの巣エキス-P を 40℃に 5 ヵ月間保

存した結果、シアル酸含量はほとんど変化が

なく安定であることが分かりました。 

 

 

5-3. 水溶液での熱安定性 
ツバメの巣エキス-P を水に溶かし、70mg/

水 30mL の濃度に調製後、90℃ 15 分加熱し

た結果、シアル酸含量はほとんど変化がない

ことが分かりました。 

 

 

5-4. pH 安定性 

ツバメの巣エキス-P を 70 mg / 

30mL の濃度で pH3～9 の水溶液を

調整し，4℃で 1 週間保存後，シア

ル酸含量を測定した結果、pH3～5

においてシアル酸含量の低下はほ

とんど見られず、pH6～9 において

若干低下は見られました。 

また水溶液の澄明性は pH3 では

若干濁りが見られ、その他の pH で

は見た目の変化は認められませんでした。 
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6. 栄養成分 
 

分析項目 ツバメの巣エキス-P 分析方法 

水分 4.6 g/100 g 常圧加熱乾燥法 

タンパク質 8.2 g/100 g ケルダール法 係数: 6.25 

脂質 0.1 g/100 g 酸分解法 

灰分 0.9 g/100 g 直接灰化法 

炭水化物 84.2 g/100 g 注 1 

エネルギー 374 kcal/100 g 注 2 

食物繊維 2.1 g/100 g プロスキー法 

ナトリウム 221 mg/100 g 原子吸光光度法 
栄養表示基準における栄養成分等の分析方法などについて（衛新第 13 号平成 11 年 4

月 26 日）による。 

注 1） 計算式：100 – (水分+タンパク質+脂質+食物繊維+灰分) 

注 2） エネルギー換算係数：タンパク質 4; 脂質 9; 糖質 4; 食物繊維 2 

試験依頼先：SUNATECH，試験成績書発行日：平成 25 年 3 月 27 日 

成績書番号：第 130313166-001-01 号 

 

 

7. 安全性 

7-1. 残留農薬 
ツバメの巣エキス（賦形剤無添加品）について，食品衛生法（厚生労働省）で残留

基準値が定められた 534 農薬について調査しました。その結果，いずれの農薬にお

いても基準値以下でした。 
試験依頼先：マシス，試験成績書発行年月日：平成 25 年 3 月 29 日 

依頼番号：第 61488 号 

 

7-2. 急性毒性（LD50） 
医薬品の単回投与毒性試験ガイドラインに従い、動物に負担のかからない許容最

大量である 2,000 mg/kg のツバメの巣エキスを、絶食下の ICR 系雌雄マウス（6 週齡）

に経口投与し，14 日間飼育・観察を行いました。その結果，死亡例や体重推移の異

常（対照群との比較）は認められず，試験終了後に行った剖検においても，臓器の肉

眼的異常は認められませんでした。したがって，ツバメの巣エキスのマウスにおける

LD50 値（経口投与）は，雌雄ともに 2000 mg/kg 以上です。 

 

7-3. 変異原性試験（Ames 試験） 
ツバメの巣エキス（賦形剤無添加品）について，ネズミチフス菌  TA100 及び 

TA98 を用いて，Ames 試験を行いました。その結果，直接法，代謝活性化法ともに，

変異コロニー数の増加は認められませんでした。この結果より，ツバメの巣エキスに

は変異原性は無いものと考えられます。 
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7-4. 24 時間閉塞ヒトパッチテスト 
ツバメの巣エキス-PC について，健常な日本人男女 20 歳以上 60 歳未満 20 名

（男性 8 名，女性 12 名）でのパッチテスト行いました。被験者背部（傍脊椎部）に，

試料を含ませたパッチテストユニットを 24 時間貼付し，皮膚刺激を観察しました。そ

の結果，ツバメの巣エキス-PC の皮膚刺激指数は「安全品」と判定されました。 

 

8. 推奨摂取量および配合濃度 
 

1 日あたり，ツバメの巣エキス-P として 70 mg の使用をお勧めします。 

化粧品での推奨配合濃度は，PC で 0.1～0.5%, LC では 4～20%をお勧めします。 

 

9. 応用例 
 

用途 訴求 剤形 

食品 

創傷治癒作用，美肌作用， 
皮膚タイトジャンクション強化作用， 

抗インフルエンザウイルス作用, 
皮膚弾力アップ，アンチエイジング， 

学習能向上作用,育毛作用 

飲料（清涼飲料水，ドリンク等），ハード
およびソフトカプセル，タブレット，キャン
ディー，チューインガム，グミ，クッキー，
チョコレート，ウエハース，ゼリー等 

化粧品 

創傷治癒作用，美肌作用， 
皮膚タイトジャンクション強化作用， 

皮膚弾力アップ， 
アンチエイジング，育毛作用 

化粧水，クリーム、美容液、パック，ボデ
ィジェル等 

 

10. 包装形態 
ツバメの巣エキス-P（水溶性粉末，食品用途） 

ツバメの巣エキス-PC（水溶性粉末，化粧品用途） 

1 kg, 5kg 内装：アルミ袋 

外装：ダンボール包装 

ツバメの巣エキス-LC（水溶性液体，化粧品用途） 

1 kg 内装：ボトル 5 kg 内装：キュービーテナー 

外装：ダンボール包装 外装：ダンボール包装 
 

 

11. 保管方法 
高温多湿を避け、室温、暗所にて密封状態で保存して下さい。開封後には速やか

にご利用下さい。やむを得ず保存する場合は、吸湿剤などで必ず除湿して下さい。 
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12. 表示例 
<食品> 

ツバメの巣エキス-P 

表示例：燕の巣エキスおよび澱粉分解物 

 

<化粧品> 

ツバメの巣エキス-PC 

表示名称：デキストリン，加水分解アナツバメ巣エキス 

INCI 名：DEXTRIN (and) HYDROLYZED SWIFTLET NEST EXTRACT 

 

ツバメの巣エキス-LC 

表示名称：水，プロパンジオール，加水分解アナツバメ巣エキス 

INCI 名：WATER (and)PROPANEDIOL (and) HYDROLYZED SWIFTLET NEST 

EXTRACT 
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製品規格書 

製品名 

 

 

食品 

 
本品は、アナツバメ(Collocaliini)の巣窩を酵素により加水分解し、水で抽出して得られた水

溶性粉末である。 

 

性 状 白色から淡黄色の粉末で，わずかに特有なにおいがある。 

 

 

シアル酸含量 1.5 % 以上 （エールリッヒ法） 

  

 
乾燥減量 10.0 % 以下  （衛生試験法，1g，105℃，2 時間） 

 

 
純度試験 

（1）重金属（Pb として） 20 ppm 以下 （硫化ナトリウム比色法） 

 

（2）ヒ素（As2O3 として） 1 ppm 以下 （食品添加物公定書，第３法，装置 B） 

 

 
一般生菌数 3×103 個 /g 以下 （衛生試験法，標準寒天培地） 

 

真菌数 1×103 個 /g 以下 （衛生試験法，ポテトデキストロース寒天培

地，クロラムフェニコール添加） 

 
大腸菌群 陰性 （衛生試験法，BGLB 培地） 

 

 

組 成 成 分 含有量 

 燕の巣エキス  20% 

 澱粉分解物  80% 

 合 計  100% 

 

賞味期限 製造後 2 年 

 

保管方法 高温，直射日光を避け，換気が可能な湿気のない暗所にて密

封状態で保管する。 

 

ツバメの巣エキス-P 
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製品規格書 

製品名 

 

 

化粧品 

 
本品は、アナツバメ(Collocaliini) の巣窩を酵素により加水分解し、水で抽出して得られた

水溶性粉末である。 

 

性 状   白色から淡黄色の粉末で，わずかに特有なにおいがある。 

 

 

シアル酸含量 1.5 % 以上 （エールリッヒ法） 

  

 
乾燥減量 10.0 % 以下  （衛生試験法，1g，105℃，2 時間） 

 

  
純度試験 

(1) 重金属（Pb として） 20 ppm 以下 （第 2 法） 

 

 

(2) ヒ素（As2O3 として） 1 ppm 以下 （第 3 法） 

 
一般生菌数 1×102 個 /g 以下 （衛生試験法，標準寒天培地） 

 

真菌数 1×102 個 /g 以下 （衛生試験法，ポテトデキストロース寒天培

地，クロラムフェニコール添加） 

 
大腸菌群 陰性 （衛生試験法，BGLB 培地） 

 

 

組 成 成 分 含有量 

 デキストリン  80% 

加水分解アナツバメ巣エキス 20% 

 合 計 100% 

 

保証期限 製造後 2 年 

 

保管方法 高温，直射日光を避け，換気が可能な湿気のない暗所にて密

封状態で保管する。 

 

この規格及び試験方法において，別に規定するものの他は，外原規通則及び一般試験法

を準用するものとする。 

ツバメの巣エキス-PC 
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製品規格書 

製品名 

 

 

化粧品 

 
本品は、アナツバメ(Collocaliini)の巣窩を酵素により加水分解し、水で抽出して得られた抽

出物を含水プロパンジオールに溶解した水溶性液体である。 

 

性 状 無色から淡黄色の液体で，わずかに特有のにおいがある。 

 

 

確認試験  

(1)シアル酸 本品2.5 mLに5% p-ジメチルアミノベンズアルデヒド塩酸溶液

400µLを加え、100℃で30分間加熱する時、赤紫色を呈する。 

 

純度試験 

(1) 重金属（Pb として） 10 ppm 以下 （第 2 法） 

 

(2) ヒ素（As2O3 として） 1 ppm 以下 （第 3 法） 

 

 

一般生菌数 1×102 個 /g 以下 （衛生試験法，標準寒天培地） 

 

 

真菌数 1×102 個 /g 以下 （衛生試験法，ポテトデキストロース寒天

培地，クロラムフェニコール添加） 

 

大腸菌群 陰性 （衛生試験法，BGLG 培地） 

 

 

組 成 成 分  含有量 

 水   69.5% 

 プロパンジオール   30.0% 

 加水分解アナツバメ巣エキス  0.5% 

 合 計              100.0% 

 

保証期限 製造後 1 年 

 

保管方法 高温，直射日光を避け，換気が可能な湿気のない暗所にて密

封状態で保管する。 

 

この規格及び試験方法において，別に規定するものの他は，外原規通則及び一般試験法

を準用するものとする。 

ツバメの巣エキス-LC 
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商品企画からＯＥＭ生産まで 

お気軽に，ご相談ください。 
 

オリザ油化は，健康や美容に役立つ機能性をもつ 

食品・化粧品素材の開発をめざしています。 

多品種の機能性素材を生産し，多くの 

情報を有しております。 

お気軽にお問い合わせください。 

 

製造発売元：オリザ油化株式会社 

〒493-8001   愛知県一宮市北方町沼田１番地 

TEL(0586)86-5141(代表)  FAX(0586)86-6191 

URL/http://www.oryza.co.jp/ 

E-mail: info@oryza.co.jp 

東京営業所 

〒101-0041  東京都千代田区神田須田町 1-24-10 大東京ビル 5F 

TEL (03)5209-9150  FAX (03)5209-9151  E-mail: Tokyo@oryza.co.jp 

 
* 本資料は，学術的なデータ等に基づき作成しておりますが，当該製品を配合した消費者向

け製品への表現については，健康増進法や薬事法の関連法規に従うようご注意下さい。 
* 本書の無断複写，及び流用は，著作権法上の例外を除き，禁じられています。 

* 本カタログに記載された内容は，都合により変更させていただくことがあります。 

制定日 2013 年 5 月 15 日 

改訂日 2013 年 8 月 1 日 
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