




第89回SCCJ研究討論会　プログラム
2022年12月1日（木）　於：タワーホール船堀

時　間 発表テーマ 所　属 発表者名
9:45-9:50 開会挨拶　学術委員会　尾郷委員長

＜座長：石井 宏明、尾之 上聡＞

9:50-10:05

大
ホ

ー

ル

1-01

電子スピン共鳴（ESR）法を用いた化学物質の
光安全性スクリーニング法の開発
Development of photosafety screening test method based 
electron spin resonance

 （一財）化学物質評価研究機構
1 東京事業所 高分子技術部 技術第一課
2 大阪事業所 技術第一課
3 安全性評価技術研究所

〇阿部 高之 1

樋下 万純 2、佐藤 亜紗子 3、
前田 洋祐 3、近藤 寛朗 1、
武吉 正博 3

・・・・・2

10:05-10:20 1-02

高い透明感と優れたUV防御効果を有する
新規微粒子酸化チタンの開発
Development of a novel micro titanium dioxide with high 
transparency and  excellent UV protection effect

テイカ㈱
岡山研究所 熊山分室

〇柴田 和也
江尻 和正

・・・・・4

10:20ｰ10:35 1-03

高分子/水和結晶コンプレックスによるUV防御キーファクターの制御
～疎水性相互作用による超分子構造の生成と破壊～
Controlling Key Factors of UV Protection by Polymer/
Hydrated Crystal Complexes
-Formation and Destruction of Supramolecular Structures
by Hydrophobic Interaction-

㈱資生堂
1 みらい開発研究所
2 ブランド価値開発研究所

〇増田 収希 1、
宇山 允人 1、渡辺 百合香 2、
川口 達也 2、渡辺 啓 1

・・・・・6

10:35-10:45 休憩

10:45-11:45 IFSCC 2022 ロンドン大会　国内報告会：ポスター　1部 　(展示ホール） ・・・・79

11:45-13:00 昼食　休憩

13:00-14:00 IFSCC 2022 ロンドン大会　国内報告会：ポスター　2部　(展示ホール） ・・・111

14:00-14:10 休憩

＜座長：浅野 浩志、小倉 卓＞

14:10-14:25

大
ホ

ー

ル

1-04

新規BC/LC構造体の形成とレオロジー特性
 ～バイコンティニュアス（BC）相の液晶（LC）構造による増粘安定化～
Development and rheological analysis of novel BC/LC 
structure
-Liquid Crystal（LC）promotes stability of Bi-Continuous 

（BC）phases-

1 ㈱アルビオン 研究部
2 日光ケミカルズ㈱ R＆Dセンター
3 産業技術総合研究所 
健康医工学研究部門

4 東京理科大学 
研究推進機構 総合研究院

5 ㈱アントンパール・ジャパン
ビジネスユニットキャラクタリゼーション

6 フィレンツェ大学 物理化学部門

〇新間 優子 1

金井 智亮 1、小倉 卓 2,3,4,6、
小椋 俊彦 3、土屋 好司 4、
半澤 将希 2、山縣 義文 5、
Piero Baglioni 6

・・・・・8

14:25-14:40 1-05

疎水ゲルを利用した耐塩性に優れた水系増粘機構の構築
 ～耐塩性O/Wエマルションへの応用～
Development of high salt resistant thickening complex in 
aqueous solution using hydrophobic gels

太陽化学㈱
インターフェイスソリューション事業部
研究開発G 化粧品T

〇松永 隼人
松尾 真樹、樋口 智則

・・・・10

14:40-14:55 1-06

植物由来のポリグリセリンを主骨格とした
新規オイル増粘ゲル化剤の設計開発
Development of a novel Oil thickening and gelling agents 
based on plant-based polyglycerol

阪本薬品工業㈱
研究所

〇豊島 亮祐
奥田 知穂、村島 健司

・・・・12

14:55-15:10 1-07

逆紐状ミセルを利用した新規転相乳化法
Emulsification system through Switching from Reverse 
Wormlike micelle Into Colloidal Hydrophilic dispersion 
without any excess energy input

1 太陽化学㈱
2 千葉科学大学 薬学部

〇伊藤 聡子 1

坂西 裕一 1、樋口 智則 1、
姜 振鎬 2、山下 裕司 2 ・・・・14

15:10-15:20 休憩

15:20-16:20 IFSCC 2022 ロンドン大会　国内報告会：ポスター　3部　(展示ホール） ・・・141

16:20-16:30 休憩

＜座長：多田 明弘、川嶋 善仁＞

16:30-16:45

大
ホ

ー

ル

1-08
エリスリトールによる皮膚常在菌への効果
Effects of erythritol on indigenous bacterium in skin

物産フードサイエンス㈱
研究開発センター

〇牧田 玲奈
保坂 浩貴、木村 雄輝 ・・・・16

16:45-17:00 1-09
低湿度環境が皮膚の細胞機能に及ぼす影響
Effect of low humidity environment on cellular function of 
keratinocytes

1 クラシエホームプロダクツ㈱
ビューティケア研究所

2 慶應義塾大学 医学部

〇篠原健志 1,2

岩永哲朗 1、竹馬 真理子 2
・・・・18

17:00-17:15 1-10

5'-CMP（5'-シチジル酸）の表皮に対する抗炎症作用メカニズム
の解析
Analysis of mechanism for anti-inflammatory action of 5'-
CMP toward epidermis

ヤマサ醤油㈱
医薬・化成品事業部

〇石毛 和也

・・・・20

17:15-17:30 休憩

17:30-18:30 Q&Aコーナー　(展示ホール）



第89回SCCJ研究討論会　プログラム
2022年12月2日（金）　於：タワーホール船堀

時　間 　 発表テーマ 所　属 発表者名 　
＜座長：豊田 直晃、本間 悠＞

9:20-9:35

大
ホ

ー

ル

2-01
化粧料の摩擦ダイナミクスに関するデータベースの構築
Construction of a database on friction dynamics of cosmetics

1 山形大学大学院 
理工学研究科化学・バイオ工学専攻

2 大東化成工業㈱ 研究部

〇野々村 美宗 1

土屋 うらら 1、田口 真夕 1、
土屋 玲一郎 2、後藤 武弘 2

・・・・28

9:35-9:50 2-02
メイクアップが顔の魅力に関連する脳反応に与える影響
Effects of applying makeup on attractiveness-related brain responses

1 ㈱資生堂 みらい開発研究所
2 大阪大学 大学院人間科学研究科

〇新井 智大 1

入戸野 宏 2 ・・・・30

9:50-10:05 2-03
まつ毛への親和性に着目した新規皮膜形成素材の開発
Development of a novel film-forming resin focusing on the 
affinity for eyelashes

㈱コーセー
1 研究所 メイク製品研究室
2 研究所 先端技術研究室

〇横田 怜 1

大塚 千恵 1、木村 孝行 1、
萩野 亮 1、東 竜太 1、
吉川 健太郎 2

・・・・32

10:05-10:20 2-04
ボタニカルシリカおよびセルロース多孔質マイクロビーズの化粧機能の
機器評価
Instrumental evaluation of cosmetic functions of botanical 
silica and cellulose porous microbeads

近畿大学
生物理工学部生物工学科

〇鈴木 高広
井口 勲人、市井 千聖、
藤井 麗彩、坂本 勝 ・・・・34

10:20-10:30 　 　 休憩 　
　 　 　 ＜座長：久間 將義、岡野 由利＞

10:30-10:45

大
ホ

ー

ル

2-05
角層の赤外分光スペクトルを用いた皮膚モニタリング技術の開発
Development of skin monitoring technique using infrared 
spectroscopy of stratum corneum

花王㈱
スキンケア研究所

〇清水 教男
天野 恭子、棚橋 昌則、
樋口 和彦

・・・・36

10:45-11:00 2-06
加齢によるエラスチン線維構造変化の非侵襲評価
Non-invasive evaluation of age-related structural changes in 
elastin fibers

㈱ファンケル
総合研究所

〇小澤 奈帆子
上 麻祐子、近藤 慎也、
志賀 颯一郎、東ヶ崎 健、
桜井 哲人

・・・・38

11:00-11:15 2-07
偏光分解SHG顕微鏡を用いた眼瞼皮膚組織のコラーゲン配向特徴解析
Orientation analysis of eyelid collagen fiber by use of the 
polarization-resolved SHG microscopy

1 ㈱資生堂 みらい開発研究所
2 徳島大学 ポストLEDフォトニクス研究所

〇小倉 有紀 1

長谷 栄治 2、南川 丈夫 2、
安井 武史 2

・・・・40

11:15-11:30 2-08

バリア機能が低下傾向にある敏感肌に特徴的な角層セラミド組成
Characterization of Ceramide Profile in Stratum Corneum of 
Sensitive Skin with Weak Barrier Function

花王㈱
1 スキンケア研究所
2 解析科学研究所
3 生物科学研究所

〇城市 大勢 1

渡辺 大輔 1、羽根岡 舞 2、
川本 明音 3、吉田 浩之 3、
山本 直史 1、須加 基昭 1

・・・・42

11:30-11:45 2-09
プロピオン酸処理脂腺細胞における脂質生成機構とその解決策の提案
Lipogenesis mechanism in sebocytes treated with propionic 
acid and proposal for its solution

㈱ピカソ美化学研究所
研究開発部

〇中橋 浩
近藤 蓉子、藤江 建志 ・・・・44

11:45-13:00 　 　 昼食　休憩 　
13:00-14:00 　 　 Q&Aコーナー　(小ホール） 　
14:00-14:10 　 　 休憩 　

　 　 　 ＜座長：松江 由香子、浅 野ほたか＞ 

14:10-14:25

大
ホ

ー

ル

2-10

パーマによる形状変化と毛髪内部の変化
 ～蛍光染色による毛髪内部構造の可視化Ⅱ～
Studying relationship between structural changes inside the 
hair and permanent wave formation
 ~Visualizing internal hair structure with fluorescent staining Ⅱ~

タカラベルモント㈱
化粧品研究開発部 基礎研究センター

〇萬成 哲也
久下 宗一

・・・・46

14:25-14:40 2-11
パーマなしでパーマスタイルを実現する整髪料の開発
Development of a hair styling agent that can create a perm 
style without a perm

㈱マンダム
技術開発研究所 エアゾール製品開発室

〇中川 淳史
高嶋 快土 ・・・・48

14:40-14:55 2-12

頭髪最表層で生じる「浮き毛」の原因に迫る：紫外線を主とした毛髪
ダメージの新しい側面
A novel mechanism for hair frizz caused on the surface layer of 
the head

花王㈱
1 解析科学研究所
2 ヘアケア研究所
3 スキンケア研究所

〇田村 俊紘 1

川上 るな 2、中谷 有沙 3

・・・・50

14:55-15:10 2-13
加水分解水添デンプンを用いたヘアケア化粧品への応用
Application for Hair Care Cosmetics Using Hydrogenated 
Starch Hydrolysate (HSH)

物産フードサイエンス㈱ 〇木村 雄輝
牧田 玲奈、西尾 洋美、
澤 桃子

・・・・52

15:10-15:25 2-14
反復延伸によるゆがみ毛の形状および構造の変化について
Changes in shape and  internal structure caused by cyclical 
extension of "yugami" hair

1 クラシエホームプロダクツ㈱
ビューティケア研究所

2 大阪電気通信大学 工学部

〇布施 直也 1

榎本 可奈子 1、生山 玲奈 1、
森田 成昭 2、松江 由香子 1

・・・・54

15:25-15:40 2-15
流動電位法による毛髪のダメージ評価とポリマー吸着挙動の追跡
Evaluation of hair damage by streaming potential method and 
tracking of polymer adsorption behavior

㈱アントンパール・ジャパン 〇中野 祐樹
・・・・56

15:40-15:50 　 　 休憩 　
　 　 　 ＜座長：杉山 由紀、前山 薫＞

15:50-16:05

大
ホ

ー

ル

2-16
脂質二分子膜に及ぼす界面活性剤の影響およびその動的評価
Dynamics study of surfactant molecules for lipid bilayer

1 日光ケミカルズ㈱ R&Dセンター
2 オックスフォード・インストゥルメンツ㈱
3 宇都宮大学

〇半澤 将希 1

菅澤 祐昭 2、佐藤 由香里 3、
飯村 兼一 3、小倉 卓 1 ・・・・58

16:05-16:20 2-17
使用時に転相を伴うクレンジングクリームの新規レオロジー評価法
A new rheological evaluation method for cleansing creams 
involved phase inversion during use

1 ㈱アントンパール・ジャパン
2 ㈱アルビオン
3 日光ケミカルズ㈱

〇山縣 義文 1

新間 優子 2、小倉 卓 3、
宮本 圭介 1 ・・・・60

16:20-16:35 2-18
糖脂質バイオサーファクタントを用いた新規ベシクルの開発とその有用性
Development of novel vesicles using glycolipid biosurfactants 
and investigation of their usefulness

1 ㈱ミロット
2 明治薬科大学 
分子製剤学研究室

〇寺山 涼子 1,2

田村 理沙子 2、深水 啓朗 2 ・・・・62

16:35-16:50 2-19
加熱高圧乳化による固形・ペースト状油剤配合リポソーム製剤の開発
Development of liposomal cosmetics containing solid or paste 
oil with heating high pressure emulsification

㈱アルビオン 
研究部製品研究グループ

〇森田 恭輔
秋元 航 ・・・・64

16:50-17:05 2-20
多価アルコール法を用いたサイズ制御リポソームの調製
Preparation of size controlled liposomes using polyol method

長谷川香料㈱
1 フレグランス研究所、2 営業部
日光ケミカルズ㈱
3 中央研究所、4 化成品事業部

〇越知 貴夫 1

大森 祥弘 2、三園 武士 3、
乙部 嵯稀 3、小倉 卓 4 ・・・・66

17:05-17:10 　 　 閉会挨拶　学術委員会　瀧野副委員長 　
17:10-17:20 　 　 休憩 　
17:20-18:20 　 　 Q&Aコーナー　(小ホール） 　
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電子スピン共鳴（ESR）法を用いた化学物質の光安全性スクリーニング法の開発 

〇阿部 高之*1、樋下 万純*2、佐藤 亜紗子*3、前田 洋祐*3、近藤 寛朗*1、武吉 正博*3 

一般財団法人 化学物質評価研究機構 
*1 東京事業所 高分子技術部技術第一課、*2 大阪事業所 技術第一課、*3 安全性評価技術研究所 

〒345-0043 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野 1600 番地 

Development of photosafety screening test method based electron spin resonance 

〇Takayuki Abe, Masumi Hinoshita, Asako Sato, Yosuke Maeda, Hiroaki Kondo, Masahiro Takeyoshi 

The Chemicals Evaluation and Research Institute, Japan 

1600, Shimotakano, Sugitocho, Kitakatsushikagun, Saitama, 345-0043, Japan 

1. 緒言 

光毒性及び光アレルギー反応は、化学物質を経口摂取又は皮膚に塗布した状態で太陽光にば

く露されることで生じ、化粧品においてもその発症が報告されている。EU 域内において、動

物実験を行った成分を含有する化粧品の販売が全面的に禁止になり、動物実験代替法による光

安全性評価法の確立が急務となっている。光安全性に関する代替法として OECD テストガイド

ラインに収載されている試験法に Reactive oxygen species (ROS) assay1)や In vitro 3T3 NRU 光毒

性試験 2)があるが、疎水性及び有色物質への適用が困難という課題がある 3)。そこで我々は、

様々な化学物質の光反応性メカニズム解析に応用されてきた電子スピン共鳴（ESR）法に着目

し、化学物質に光が照射された際に生じる一重項酸素生成量を指標とした光安全性試験法 ESR-

based Photosafety Test (ESR-PT)を開発した 2)。本研究では、ESR-PT の有効性を評価するため、

ROS assay で適用困難な疎水性及び有色物質を含む 56 物質を評価し、予測精度及び適用性を比

較したので報告する。 

2. 方法 

 被験物質は疎水性及び有色物質を含む陽性 38 物質、陰性 18 物質の計 56 物質とした。被験物

質及び一重項酸素検出試薬 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine（TEMP）をエタノール溶媒中

で混合し、光照射前後の ESR スペクトルを測定した。TEMP と一重項酸素との反応により生成

した 4-hydroxy-2,2,6,6- tetramethylpepiridine-1-oxyl（TEMPO）の信号増加量を基に、一重項酸素

生成量（Singlet oxygen formation, SOF）を算出し、光安全性評価に用いた。ESR-PT 及び ROS 

assay の光安全性情報に対する予測精度を比較するため、感度（陽性判定一致率）、特異度（陰

性判定一致率）、正確度（陽性及び陰性判定の一致率）を算出した。さらに、試験法の適用範囲

の広さを評価するため、適用性（判定の一致に関わらず、その試験法で評価可能な物質数を全

被験物質数 56 で除した値）も算出した。なお、ROS assay の判定は過去報告を参照した 4,5）。 

3. 結果 

陽性対照物質である Quinine HCl（図 1（a））及び陰性対照物質である Sulisobenozone（図 1

（b））の光照射前後の ESR スペクトルにおいて、光照射前にはいずれの物質においても信号は

－ 2－
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殆ど認められなかったが、光照射後には陽性対照物質の Quinine HCl には TEMPO に特徴的な 3

本線が観測された。一方、Sulisobenozone では光照射後においても信号は認められなかった。 

全 56 物質の平均 SOF 値分布は陽性物質 0.6

～1200 及び陰性物質 0.5～14.3 であった。陽性

／陰性判定のカットオフ値 1.6 として光安全性

を判定した。ESR-PT 及び ROS assay の予測精

度及び適用性を表 1 に示す。ESR-PT では感度

92%、特異度 72%、正確度 86%、適用性 100%

となった。 

4. 考察 

ESR-PT において偽陰性判定となった物質には TEMPO 以外の信号が認められているものがあ

り、一重項酸素ではなくフリーラジカル経由で光有害性を示す可能性が示唆された。光安全性

評価の基準にフリーラジカルの信号を組み込むことで、予測精度が向上することが期待される

6)。一方、偽陽性判定となった物質には、UVC 領域に吸収を有するものがあり、使用光源中の

紫外光の影響が考えられる。ROS assay は疎水性及び有色物質に対して適用できず適用性が

76%であったのに対し、ESR-PT は 56 物質全てに対して適用可能であった。Anthracene 及び 5-

Fluorouracil については、ESR-PT の測定溶媒であるエタノールへの溶解性が乏しいため沈殿を

含んだ状態で測定したが、既知の光安全性情報と一致する判定結果が得られていることから、

ESR-PT は懸濁液での測定も可能であると考えられる。以上のことから ESR-PT は ROS assay に

て適用不可となった疎水性及び有色物質 13 物質に対しても適用可能であり、かつ高精度に判定

できることから、新規光安全性試験法として有用であると考えられる。 

5. 引用文献 

1) OECD. (2004). OECD guidelines for the testing of chemicals no. 432, in vitro 3T3 NRU phototoxicity test. The Organisation for 

Economic Cooperation and Development., 2) OECD. (2019). OECD guidelines for the testing of chemicals no. 495, reactive oxygen 

species (ROS) assay for photoreactivity. The Organisation for Economic Co-operation and Development., 3) ROS Assay Validation 

Management Team. (2013). http://www.jacvam.jp/ files/news/ ROS_Assay_full%2020130920%20 atlas_fourth% 20data.pdf 

(accessed on 16 January, 2020)., 4) Hinoshita, M., Abe, T., Sato, A., Maeda, Y., Takeyoshi, M. (2021). Journal of Applied 

Toxicology, 41(2), 247-255., 5) Seto, Y., Kato, M., Yamada, S., Onoue, S., (2013). Toxicology in Vitro, 27, 1838-1846., 6) Hinoshita, 

M., Abe, T., Sato, A., Maeda, Y., Takeyoshi, M. (2022). The Journal of Toxicological Sciences, in press. 

vs 光安全性 
情報 3,5） 

ESR-PT ROS assay3,5) 

陽性 陰性 適 用 不 可 陽性 陰性 適 用 不 可 

光反応性 
35 3 0 30 3 5 

5 13 0 5 5 8 

感度  （%） 92 91 

特異度（%） 72 50 

正確度（%） 86 81 

適用性（%） 100 76 

表 1 光安全性試験法の予測精度と適用性の比較 

図 1 Quinine HCl（a）及び Sulisobenzone（b）の ESR スペクトル 
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高い透明感と優れた UV 防御効果を有する新規微粒子酸化チタンの開発 

〇柴田 和也, 江尻 和正 

テイカ株式会社 岡山研究所 熊山分室 

〒709-0717 岡山県赤磐市小瀬木 50-1 

Development of a novel micro titanium dioxide with high transparency and excellent UVprotection effect 

〇 Kazuya Shibata ,  Kazumasa Ejiri 

TAYCA CORPORATION 

50-1,Osegi, Akaiwa, Okayama 709-0717 Japan 

1. 緒言 

紫外線による肌への悪影響が消費者に認知され、日焼け止めの重要性は世界中に広く浸透し

ている。紫外線防御剤として多くの日焼け止め製品に配合されている酸化チタンは、高い安全性

と紫外線防御効果を特長とし、日焼け止めに必要不可欠な原料である 1)。 

しかし酸化チタンは無機顔料の中でもとりわけ屈折率が高いため、配合した日焼け止めを肌

に塗布すると白く見える課題がある。これを改善するためには酸化チタンの微粒化が効果的だ

が、微粒化すると UV-A の散乱効率が下がり、結果として UV-A 防御効果は低下してしまう 2)。

UV-A は UV-B に比べて短期的な肌への作用は小さいが、日常生活で浴びやすい波長光であるた

め、肌の光老化抑制のためにはやはり防御は必須である。UV-A 防御を強化するため酸化チタン

の粒子径を大きくすると、当然酸化チタンの白さが目立ってしまうため、これまで高い UV-A 防

御効果と透明感の両立は困難であった。 

今回我々は、粒子径及び粒度を最適化することにより、高い UV-A 防御効果と透明感を両立す

る酸化チタンの開発に成功した。その粒子設計と評価結果について報告する。 

 

2. 方法 

チタン酸ナトリウムに塩酸を加えて加熱熟成することでルチル型酸化チタンを合成し、更に

加熱工程を経て新規 30 nm 酸化チタンを作製した。開発した 30 nm 酸化チタンと従来品である

15 nm 酸化チタンの透過型電子顕微鏡写真（JEM-1230、日本電子㈱製）を Fig. 1 に、外観写真を

Fig. 2 にそれぞれ示す。 

 

 透明性と紫外線遮蔽能の評価については、それぞれの酸化チタンに対して最適量の水酸化ア

ルミニウムとステアリン酸を表面処理し、W/O 乳化製剤に配合して測定を行った。 

Fig.1 透過型電子顕微鏡写真 

30 nm 15 nm 30 nm 15 nm 

Fig.2 外観写真 
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3．結果 

PMMA 板に W/O 乳化製剤を塗布し、SPF アナライザー（UV-2000S 型、Labsphere 社製）で測

定した紫外線防御指数を Tabel 1 に示す。また、各酸化チタンを 7%配合した W/O 乳化製剤を肌

に塗布した際の写真を Fig. 3 に示す。 

従来品と比べ、30 nm 酸化チタンは SPF、UVAPF ともに高く、優れた紫外線防御効果を示し

た。また、W/O 乳化製剤を肌に塗布した際の白さも大きく軽減されており、透明感の向上も確

認された。 

 

4． 考察 

酸化チタンを配合した日焼け止めが白く見える理由の一つとしては、酸化チタンが青色の光

を強く散乱することが挙げられる。従って、青色光の散乱を抑制することができれば、白さを抑

え、透明感を向上させることが可能と考えた。開発品である 30 nm 酸化チタンは、Fig. 2 に示す

ように従来品に比べやや黄味を帯びているが、これはルチル型酸化チタン本来の色目である 3)。

ルチル型酸化チタンはバンドギャップが 3.0 eV であり、吸収端は 413 nm に相当するが、実際は

430 nm 付近の青色光も吸収するため、粉体は黄味を帯びる。一方で、30 nm 酸化チタンと比較し

て従来品は粒子が凝集しており、結果として二次粒子の粒子径が大きく粒度が不均一となって

いるため、光の乱反射が起こり易くなり粉体は白く見えると考えられる。このように 30 nm 酸化

チタンは青色光の散乱を抑制したことにより、非常に肌なじみが良く透明感の高いナチュラル

な仕上がりを実現した。 

また 30 nm 酸化チタンは、Fig. 1 に示すように従来品に比べ球形状に近い。この形状制御によ

り、30 nm 酸化チタンは表面エネルギーが小さく、また粒子同士の接触面積も小さいために粒子

凝集が抑制されている。その結果、30 nm 酸化チタンは油剤中への分散性に極めて優れ、効率良

く UV-A, UV-B を散乱・吸収するため、UVAPF および SPF が向上したと考えている。 

 

5． 引用文献 

1）江尻 和正、無機系紫外線散乱剤の特徴と最新動向、日本化粧品技術社会誌 55(2):129-135 

 2）Terry A.Egeton and Ian R.Toolry、International Journal of Cosmetic Science,2012,34,117-122 

 3）清野 學 、酸化チタン 物性と応用技術 、技術堂出版（2017） 

配合量違いによる SPF 配合量違いによる UVAPF 

Table 1 配合量による紫外線防御指数 

新規 30nm     従来 15nm  

Fig.3 肌塗布時の透明感 
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高分子/水和結晶コンプレックスによる UV 防御キーファクターの制御  
~疎水性相互作用による超分子構造の生成と破壊~

〇増田収希1, 宇山允人1, 渡辺百合香2, 川口達也2, 渡辺啓1

株式会社資生堂 1 みらい開発研究所, 2 ブランド価値開発研究所, 
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島 1-2-11 

Controlling Key Factors of UV Protection by Polymer/Hydrated Crystal Complexes 

 -Formation and Destruction of Supramolecular Structures by Hydrophobic Interaction- 

〇Kazuki Masuda1, Makoto Uyama1, Yurika Watanabe2, Tatsuya Kawaguchi2, Kei Watanabe1

Shiseido Co., Ltd. 1MIRAI Technology Institute, 2Brand Value R&D Institute 

1-2-11 Takashima, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0011, Japan 

1. 緒言 
O/W 型乳化物は連続相が水相であるために一般的にみずみずしい使用感を有するが、サンスクリー

ンにおいては UV 防御剤の塗布面における不均一展開などの理由から UV 防御効果を高めにくいという
課題がある。また、防御効果を高めるために多量の UV 防御剤を配合するというアプローチでは使用感、
製剤安定性、安全性の悪化が懸念される。 

我々はこの課題を解決するためにα型水和結晶成分(以下、αゲル 1))と疎水変性高分子の疎水性
相互作用に着目し、製剤の粘弾性および UV 吸収剤を含む乳化物の塗布面における展開の制御を試
みた。研究の結果、塗布始めの変形により急激に弾性的性質が消失する粘弾特性および塗布膜にお
ける UV 吸収剤のミクロレベルでの均一性制御が重要であることが明らかになった。 

本研究の活用により、UV 防御効果とみずみずしい使用感を高いレベルで両立するサンスクリーンの開
発に成功した。 

2. 方法 
2-1 試薬

水溶性高分子には（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/メタクリル酸ベヘネス-25）クロスポリマー
(以下、疎水変性高分子)、（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP）コポリマー(以下、親水性高
分子)を使用した(クラリアントジャパン)。界面活性剤にはべへネス-20(日光ケミカルズ)、高級アルコール
にはべへニルアルコール(BASF)を使用した。 
2-2 サンプル調製方法 

高分子を含む水性成分を溶解させた水相に界面活性剤および高級アルコールを含む油性成分を添
加し 70℃で乳化後、室温まで冷却してサンプルを調製した。 
2-3 物性測定、構造解析 

粘弾性測定はアントンパール社製レオメータ DCR300、小角広角 X 線散乱測定はアントンパール社
製 SAXSess、塗布膜観察は Nanophoton 社製 レーザーラマン顕微鏡 RAMAN touch により実
施した。 
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2-4 吸光度測定
5cm×5cm 溝付 PMMA プレート２)に 2mg/cm2 となるように一定荷重でサンプルを塗布し、日立

製紫外可視分光光度計 U-4100 を用いて吸光度を算出し、UV 防御効果の指標とした。

3. 結果と考察
3-1 高分子/αゲルコンプレックスの生成と粘弾性評価
疎水変性高分子と親水性高分子をαゲルと共存させると

驚くべきことに粘弾性挙動が大きくことなることを発見した。
図１に示す通り、疎水変性高分子を用いた系は親水性高
分子を用いた系と比較して弾性率は約 10 倍高いが、塗
布し始めの変形に相当するひずみ 1%の tanδの傾き(弾
性的な性質が失われる指標)は約 10 倍大きいことがわかっ
た。この現象は疎水変性高分子の疎水基部分とαゲルの相
互作用に由来するものだと考えられる。
3-2 吸光度測定と塗布膜観察
疎水変性高分子/αゲルコンプレックスを用いて UV 吸収剤

を乳化した製剤塗布膜の吸光度を測定したところ、図 2 
に示す通り、UV 吸収剤量から想定される値よりもはるかに
高い 140%の吸光度を示した。そこで、レーザーラマン顕微
鏡にて塗布膜を観察したところ、疎水変性高分子/αゲルコ
ンプレックス技術による乳化物の塗布膜は UV 吸収剤がミク
ロなレベルで均一に分布している様子が確認された。これは
塗布始めの変形により疎水変性高分子とαゲルの相互作用
が解消されることで、急激に弾性的性質が消失し、それによ
って UV 吸収剤の合一および塗布面への均一展開が促されたためだと考えられる。

4. 結論
今回我々は製剤の粘弾性および塗布膜における UV 吸収剤のミクロなレベルでの均一性を制御する

ことで UV 防御効果の高い製剤を開発することに成功した。加えて、塗布時に急激に弾性的性質が失
われる特徴はのびの良さやみずみずしさなどの使用感の向上にも繋がっていることが確認された。本技術
により、これまで使用感に少なからずネガティブな印象を抱いていた生活者が、サンスクリーンを心地よく使
え、紫外線を不安に感じることなく安心して外出を楽しめるようになることが期待される。

５．引用文献
1) K. Watanabe, H. Inoue, T. Teshigawara, T. Kimura, J. Oleo Sci., 61, 29-34 (2012)

2) Y. Miura, T. Hirao, M. Hatao, Photochemistry and Photobiology, 2012, 88, 475-482

図 1. 動的粘弾性測定

図 2. 塗布膜の最大吸光度の相対値 
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新規 BC/LC 構造体の形成とレオロジー特性 
～バイコンティニュアス (BC) 相の液晶 (LC) 構造による増粘安定化～ 

○新間優子1, 金井智亮1, 小倉卓2,3,4,6, 小椋俊彦3, 土屋好司4, 半澤 将希2, 山縣 義文5, Piero Baglioni6 

1 (株)アルビオン 研究部, 2日光ケミカルズ (株) R&Dセンター, 3産業技術総合研究所 健康医工学研究
部門, 4東京理科大学 研究推進機構 総合研究院, 5 (株) アントンパール・ジャパン ビジネスユニットキ

ャラクタリゼーション, 6フィレンツェ大学 物理化学部門 
(株) アルビオン 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-24-11 

 
Development and rheological analysis of novel BC/LC structure 

～Liquid Crystal (LC) promotes stability of Bi-Continuous (BC) phases～ 
〇Yuko Shimma1, Chiaki Kanai1, Taku Ogura2,3,4,6, Toshihiko Ogura3, Koji Tsuchiya4, 

Masaki Hanzawa2, Yoshifumi Yamagata5, Piero Baglioni6 
1ALBION Co., Ltd., 2NIKKO CHEMICALS Co., Ltd., 3National Institute of Advanced Industrial Science and 

Technology, 4Tokyo University of Science, 5Anton Paar Japan K.K., 6University of Florence 
ALBION Co., Ltd. 2-24-11, Higashi-nihombashi, Chuo-ku Tokyo 103-0004, Japan 

 

1. 緒言 
バイコンティニュアスマイクロエマルション (BCME) は高いクレンジング力と洗い流し性の良さ
から多くのクレンジング製剤に応用されているが、そのほとんどが低粘性の液状であり、使用性に

課題があった。これまでに我々は、洗浄性と使用性を兼ね備えた新たなクレンジング製剤を開発す

るため、BCMEを維持したまま液晶 (LC) 構造で増粘安定化した新規BC/LC構造体の形成を報告して
いる。 
本発表では、界面の曲げ弾性制御を狙った界面構成成分の選択と組成が、BCMEやLCの長距離秩

序性から水相と油相の相分離パターンに至る広大な空間スケールの階層構造に及ぼす影響と、レオ

ロジー特性に関して報告する。 
 
2. 方法  
2-1. サンプル調製 BC形成成分として、ジイソステアリン酸ポ
リグリセリル-10 (DGDIS)、ジカプリン酸ポリグリセリル-6 
(HGDC)を、BC増粘・構造保持成分としてリン酸セチル-アルギ
ニン塩、ミリスチルアルコールを用いた。BC形成成分中の
HGDC重量分率wHGDCをHGDC/(DGDIS+HGDC) = 0.3, 0.4, 0.5, 0.7 と
したサンプルと、wHGDC = 0.4をベースにDGDISをジオレイン酸
ポリグリセリル-10 (DGDO) へ変更したサンプル、リン酸セチル
-アルギニン塩をリン酸セチル-Na塩に変更したサンプルをそれ
ぞれ調製した。 
2-2. 構造解析 小角・広角X線散乱 (SAXS, WAXS; Xenocs Xeuss 
3.0, 25℃)、凍結割断法透過型電子顕微鏡  (FF-TEM; Hitachi 
H7650, 100V)、走査電子誘電率顕微鏡 (SE-ADM; JEOL JSM-
7000F, 5kV) を用いて0.1 nm～数十m空間スケールでの構造解
析を行った。 

Fig. 1 (a) SAXS analysis based on 
Teubner-Strey (BC) and Nallet’s  
Lorentzian (LC) models, and (b) 
amphilie factor, , for the BC structure. 
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2-3. レオロジー解析 レオメータ (Anton-paar MCR702e) に直径25 mmのパラレルプレートを取り付け、
サンプル間のギャップを0.1 mm、せん断速度を1000 s-1に設定し、皮膚温を想定した30℃の測定温度
にて粘度測定を行った。 
 
3. 結果 
3-1. 構造解析 全てのサンプルにおいて、WAXS曲線には活性
剤分子内の原子間干渉によるブロードな動径分布 (RD) ピークが
現れたが、q = 15.2 nm-1 (Fig 1a 矢印位置) にはa結晶由来のピーク

は観測されず、SAXS解析  (Teubner-Stray model1) & Lorentzian 
model2) ) によりBCMEに由来する構造とLCに由来する構造の共
存を確認した (Fig. 1a)。さらにBCMEの繰返し距離 (平均ドメイ
ンサイズ) d と相関長  に加え、界面膜の曲げ弾性率  や活性剤
の構造形成指標  についても算出3) 4) した。その結果、HGDC比
率の増加に伴い、 は増大、 はBC構造とラメラ構造の境界を
意味する  = −13) 4) 向かって減少 (Fig. 1b) することが分かった。
これは、界面膜が硬く、BCMEの構造秩序性が高くなった証拠であり、同時に、LC構造由来の干渉
ピークも鋭くなった。また、DGDOタイプの構造秩序性はwHGDC = 0.4とほぼ等しく、リン酸セチル-
Na塩タイプでは高くなった。さらにSE-ADMより、wHGDC = 0.4, 0.5, DGDOタイプ, リン酸セチル-Na塩
タイプにおいてSAXSで観測可能な空間スケールより大きなサブミクロン～マイクロメートルオー
ダーで水と油が両連続的なパターンで混ざり、その油帯中に微細な油滴が密にパッキングしてネッ

トワークを形成する様子が観察された (Fig. 2)。FF-TEM像からは、すべてのサンプルで秩序化され
たBCMEとLCに由来する階段状の筋を確認した。 
3-2. レオロジー解析 各サンプルのせん断に対する経時変化を測定したところ、wHGDC = 0.3, 0.4, 0.5
およびDGDOタイプに関しては粘度はほぼ一定で粘度低下は見られなかったが、BCMEの界面膜が
硬く、構造秩序性が高いwHGDC = 0.7およびリン酸セチル-Na塩タイプはマクロ粘度の低下がみられた。 

 
4. 考察 
構造解析結果から、この新規BC/LC構造体は一般的なBCMEより秩序性の高いBCMEとLCを最小
ユニットとしており、活性剤組成や混合比の違いによる‘界面膜の硬さ’と‘構造秩序性’の制御

が、SE-ADMで見られたマイクロメートルオーダーの水相と油相の両連続的相分離構造 (Fig. 2) に寄
与していると考えられる。すなわち、界面膜の硬さに応じて、曲げ弾性自由エネルギーとエントロ

ピーのバランス5) が変化し、両者の最適なバランスにおいてこのような油滴の数珠状・帯状ネット

ワークが形成されると考えている。また、界面膜がある閾値より硬く、BCMEやLCの長距離秩序性
が高過ぎると逆にせん断に弱くなる傾向があり、使用感において重要因子であるせん断耐性には界

面膜の適度な柔軟性や、関連する帯状相分離パターンの形成が寄与していることが示唆された。 
 
5. 参考文献 
1） M. Teubner, R. Strey, J. Chem. Phys. 1987, 87, 3195. 
2） F. Nallet, D. Roux, S.T. Milner, J. Phys. France 1990, 51, 2333. 
3） T.L. Morkved, et al., J. Chem. Phys. 2001, 114, 7247. 
4） J. Shim, et al., ACS Macro Lett. 2019, 8, 1166. 
5） P. G. De Gennes and C. Taupln, J. Phys. Chem. 1982. 86, 2294. 

Fig. 2 SE-ADM observation of the 
DGDO type sample. Bright and 
dark areas correspond to oil and 
water phases, respectively. 

10 m
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疎水ゲルを利用した耐塩性に優れた水系増粘機構の構築 
～耐塩性 O/W エマルションへの応用～ 

○松永 隼人、松尾 真樹、樋口 智則 
太陽化学株式会社 インターフェイスソリューション事業部 研究開発 G 化粧品 T 

〒510-0844 三重県四日市市宝町 1 番 3 号 
Development of high salt resistant thickening complex in aqueous solution using 

hydrophobic gels 
〇Hayato Matsunaga, Masaki Matsuo, Tomonori Higuchi 

Taiyo Kagaku Corp, 1-3 Takaramachi, Yokkaichi, Mie 510-844, Japan 
1. 緒言 

O/W 型のスキンケア製剤において、カルボマー等の水溶性増粘剤はエマルションの安定化や増粘、さっぱり感を付
与する目的で汎用されている。また、近年、高機能な化粧品が好まれる傾向にあり、エキス類等の電解質が多い機
能性成分を高配合した処方設計が求められている。しかし、電解質の共存によりネットワークが壊れ、製剤の減粘や
分離等の安定性に課題がある事が知られている。また、耐塩性がある増粘多糖類も用いられているが、十分な安定
性を担保するには高配合しなければならないため、ベタつきが生じ、さっぱりとした使用感が得られない課題があった。 

我々はオイル増粘剤ポリマーを用いて、油滴を疎水ゲル粒子とすることよって合一を抑制し、乳化安定性を向上さ
せることを報告している１)。そこで、この疎水ゲル粒子を活用し、O/W 型スキンケア製剤の調製検討を行った。その結
果、特定の増粘多糖類を併用すると、相乗的に粘度が上昇し乳化安定性と耐塩性に優れ、べたつきがなくさっぱりと
した使用感であることを確認した。今回、この耐塩性と増粘の両立について、疎水ゲル粒子と増粘多糖類からなるネ
ットワークの形成が関与していることを見いだしたので報告する。 

 
2. 方法 

疎水ゲル粒子を形成させるオイル増粘剤ポリマーとして、オクタデカ（ベヘン酸／ヒドロキシステアリン酸）ポリグリセリ
ル－２０（太陽化学、以下 OBHP）を用いた。また、増粘多糖類としては HEC（ヒドロキシエチルセルロース、ダイ
セルミライズ HEC SE850）、機能性成分などのモデル電解質として、MgSO4（試薬）を用いた。 
2.1. サンプルの調製と乳化安定性評価 
 電解質存在下にて OBHP と HEC の併用によ
る増粘効果と安定性確認のため、各種評価サン
プル①～④を調製した（表.1）。水相成分と
油相成分をそれぞれ 75℃に加温した後、水相
に油相を投入してホモミキサーにて攪拌
（3min、1500rpm）、30℃まで攪拌冷却
し、その後電解質水溶液または水を添加し調製
した。調製 3h 後と 48h 後の粘度と外観を評価し、乳化物の増粘性と安定性を確認した。粘度は粘度計（Ｂ型
粘度計/Brookfield）を用い、測定した。 
2.2. 顕微鏡観察  

油溶性および水溶性蛍光色素を用いて乳化物の状態を、蛍光顕微鏡（BZ-X800/キーエンス）を用いて明視
野及び蛍光観察することで評価した 2)。 

表.1 評価サンプルの組成 

成分
サンプル①

（コントロール）
(%)

サンプル②
(%)

サンプル③
(%)

サンプル④
(%)

水相 HEC aq (1.0 wt.%) 69.0 69.0 69.0 69.0
ステアリン酸ポリグリセリルー５ 0.5 0.5 0.5 0.5
ステアリン酸グリセリル 0.5 0.5 0.5 0.5
OBHP 1.0 1.0
エチルヘキサン酸セチル 15.0 15.0 14.0 14.0
水 15.0 15.0
MgSO4 aq(20.0 wt.%) 15.0 15.0

100 100 100 100

油相

電解質

合計
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3. 結果と考察 
3.1. 電解質存在下での増粘効果と経時安定性 

サンプル①（コントロール）に電解質を添加し
たサンプル②では乳化系で不安定化し分離する
結果となった。一方、OBHP を添加したサンプル
③、④では、電解質の有無に関わらず分離が抑
制され、乳化物安定性の向上が確認した。 

次に、電解質存在下における HEC の増粘効果と経時の粘度変化の結果を示す（表.2）。サンプル④は②に比
べ粘度が高いことを確認した。また、サンプル④の調製 3h 後と、48h 後の粘度に大きな差は見られなかった。 

以上の結果より、電解質存在下であっても、OBHP と HEC を併用することで乳化物が増粘し、安定性が向上す
ることが示された。また、本結果は OBHP で耐塩性を付与できる効果が有ることを示唆するものであった。 
3.2. ゲル挙動の観察結果と増粘メカニズムの考察 
 図.1 に示すとおり、明視野観察において、OBHP を
含まないサンプル②は油滴の合一が進み、粒径が大
きくなっていることを確認した。一方、OBHP を含むサ
ンプル④では疎水ゲル粒子が合一せず、ゲル状物質
によって被覆され、5~30μm 程度に会合しネットワー
クを形成しながら、系内に広がっている様子が観察さ
れた。 
 蛍光観察において、疎水ゲル粒子の表面は黄色か
ら緑色に染まっている様子が観察されており、疎水ゲ
ル粒子に HEC 由来の水溶性ゲルが被覆したコンプレ
ックスゲルを形成していることが示唆された。一方、サン
プル②は油相と水相の界面は明確であり、界面付近でのゲ
ル形成は確認できなかった。OBHP が油滴をゲル化することで合一を抑制することは以前の報告の通りだが、さらに添
加した HEC は疎水性ゲル粒子の表面で薄膜を形成し、この薄膜となった HEC を介して疎水性ゲル粒子がネットワ
ークを形成する事で乳化物が増粘し、高い乳化安定性を保っていると考えられる。またこのネットワーク構造は、塩存
在下で凝集する HEC の性質を駆動力として形成されていると推察している。 
 
4. O/W 型スキンケア製剤への応用 

OBHP と HEC を併用し、電解質として EDTA-2Na を 0.4％配合した O/W スキンケアクリームを調製し、使用
感について官能評価を行った。その結果、調製したクリームはべたつきもなくさっぱりとした使用感で、乳化化粧料に使
用可能な製剤であった。 

 
５. 引用文献 
1) 大野愛加，松永隼人，松尾真樹，樋口智則，フレグランスジャーナル, Vol.49,No.3,64-68(2021). 
2) S.Ito, et al., IFSCC Magazine, 24(2), 47-54 (2021) 

図.1 サンプル②及びサンプル④の顕微鏡像 

表.2 評価サンプルの粘度（mPa・s） 
サンプル①

（コントロール） サンプル② サンプル③ サンプル④

調製3h後 1500 1400 2000 2000
調製48h後 1300 分離 2500 2200
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植物由来のポリグリセリンを主骨格とした新規オイル増粘ゲル化剤の設計開発 
〇豊島亮祐 , 奥田知穂 , 村島健司  
阪本薬品工業株式会社  研究所  

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 3-1-62 
Development of a novel Oil thickening and gelling agents based on plant-based polyglycerol 

〇Ryosuke Toyoshima, Chiho Okuda, Kenji Murashima 
Research & Development Center, Sakamoto Yakuhin Kogyo Co., Ltd. 

3-1-62 Ayumino, Izumi-shi Osaka 594-1157 Japan 
 
1.緒言 

リップスティックやクレンジングオイル等のオイルを含む化粧料は、化粧品剤形の安定性向上およ
び使用感の改良を目的として、オイル増粘ゲル化剤が配合される。オイル増粘ゲル化剤は、オイル中
に結晶構造、分子の絡み合い、水素結合などの３次元構造を形成し流動性を低下させることで、増粘・
ゲル化作用を発現する 1)。汎用の増粘ゲル化法として、板状の結晶構造をオイル中に形成し、ワック
スゲルを調製する手法が知られている。ワックスゲルは、強度の高いゲルを形成できる反面、増粘性
に乏しいことから、塗布時の感触に課題がある 2)。我々は、この課題を解決すべく、植物由来で安全
性が高く、柔軟性に優れる骨格を有するポリグリセリン 3)をオイルゲル化剤の分子構造中に導入する
ことで、ワックスゲルの強度を保持しながら、粘性を付与できる化合物の開発に着手した。そこで本
検討では、オイルに対して、ゲル化・増粘性能を両立する化合物の開発を目的に、ポリグリセリン骨
格を導入した増粘ゲル化剤を用いて調製したオイルゲルの粘弾性挙動を評価した。  
 

2.方法 
2-1.オイルゲルの調製 

オイル増粘ゲル化剤として、ポリグリセリン、ベヘン酸、エイコサン二酸からなるエステルを合成
した。また、比較として、反応 mol 比率を同等とした、グリセリン、ベヘン酸、エイコサン二酸から
なるエステルを合成した。油剤として、流動パラフィンとトリ(カプリル酸／カプリン酸)グリセリル
を用い、オイル増粘ゲル化剤を 5%添加して均一に溶解し、室温まで冷却してオイルゲルを調製した。  
2-2.静的粘弾性の測定 

調製したオイルゲルに測定端子を侵入させた際の、応力を測定した。25℃の温度条件にて、直径
10mm の円柱型の端子を用い、6cm/min の速度で 3mm 侵入させた。これを 6 回繰り返し、最大応力
の平均値よりゲル強度を算出した。  
2-3.動的粘弾性の測定 
 調製したオイルゲルに対し、動的粘弾性測定装置を用いて、振動ひずみを徐々に増加させた際の、
粘弾性の変化を測定した。20℃の温度条件にて、直径 40.0mm のパラレルプレートを測定治具とし、
角速度を 10rad/s で固定してひずみを 0.01%から 100%まで上昇させた際の、貯蔵弾性率(G’)および
損失弾性率(G”)の変化を測定した。  

－ 12 －

1-06



3.結果と考察 
3-1.静的粘弾性 

Fig.1 に示すように、デカグリセリン骨格を導入したエステルは、
グリセリンのエステルと比較して高いゲル強度を示した。これら
のオイルゲルを偏光顕微鏡で観察したところ、結晶構造が観察さ
れ、ワックスゲルを形成していると考えられた。  
3-2.動的粘弾性 

Fig.2(a)に示すように、デカグリセリン骨格を導入したエステル
は、グリセリンのエステルと比較して、貯蔵弾性率(G’)が低下し始
めるまでのひずみが大きくなり、崩れにくいオイルゲルを形成し
ていると考えられた。また、Fig.2(b)に示すように、デカグリセリ
ン骨格を導入したエステルは、オイルゲルが崩壊後の損失弾性率
(G”)の極大値が大きくなり、ゲルの粘性が飛躍的に上昇した。すな
わち、柔軟性に優れるワックスゲルを形成できたと考えられた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.結論 
本研究では、オイルゲル化剤の分子構造中に柔軟な構造を導入することで、ワックスゲルの強度を

保持したままで、柔軟性に優れるオイルゲルを調製可能な化合物の開発に取り組んだ。柔軟性に優れ
る「ポリグリセリン」を導入したオイルゲル化剤は、対象となるオイルの極性によらず高いゲル強度
を示し、特にゲルが崩壊した際に、極めて高い粘性を示すことを見出した。このオイルゲル化剤は、
ゲル強度を損なうことなく粘性を付与できることから、化粧品に配合時に、剤形の安定性向上と使用
感の改良を両立できる効果が期待される。今後は、オイルゲルの形成機構や、結晶構造に着目して検
討を進め、化粧品のレオロジー調節技術に関する研究を深めていきたい。  
 
5.引用文献 
1)英謙二 , Materials Life, 12 (4), 193-197(2000). 
2)柴田雅史 , COSMETIC STAGE, 10, (4)31-40(2016). 
3)松下和男他 , 油化学 , 35, (2), 71-79(1986). 

Fig.1 ゲル強度と偏光顕微鏡写真  

(流動パラフィンに 5%添加) 

Fig.2 油剤種を変えて調製したオイルゲルのひずみ変動測定時における粘弾性挙動の推移  

(a) 貯蔵弾性率(G’)            (b) 損失弾性率(G”) 

(a) (b) 
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逆紐状ミセルを利⽤した新規転相乳化法 

〇伊藤聡子 1、坂⻄裕⼀ 1、樋口智則 1、姜振鎬２、山下裕司 2 
1 太陽化学株式会社 〒510-0844 三重県四日市市宝町 1-3 

2 千葉科学⼤学 薬学部 〒288-0025 千葉県銚子市潮⾒町 15-8 
Emulsification system through Switching from Reverse Wormlike micelle Into 

Colloidal Hydrophilic dispersion without any excess energy input 
〇Satoko Ito1, Yuichi Sakanishi1, Tomonori Higuchi1, Kang Jinho2, Yuji Yamashita2 

1 TAIYO KAGAKU Co., Ltd. 1-3 Takaramachi, Yokkaichi, Mie, 510-0844 Japan 
2 Chiba Institute of Science. 15-8 Shiomi-cho, Choshi, Chiba, 288-0025 Japan 

 
１緒言 

微細な油滴をもつ O/W 乳化物を形成する技術は、スキンケア化粧品の処方開発において経時安定性向上
の点で極めて重要である。加えて肌への有効成分の浸透性や感触⾯でもより良い効果が得られる。そのため、こ
れまで D 相乳化・液晶乳化・転相乳化等の乳化技術や、⾼圧ホモジナイザー等の⾼せん断⼒の乳化機が開
発され、数々の魅⼒的な化粧品を⽣み出してきた。しかしながら、前者の乳化技術を用いる際には添加順序の
制約を受け(攪拌効率の低下)、また後者の⾼せん断⼒の乳化機においては機器自体が⾼価であることに加え、
過剰なエネルギー印加が必要であるため、サスティナブルな開発目標に反する側⾯があった。 

近年、我々は 2 種の混合ポリグリセリン脂肪酸エステル(PGFE)からなる逆紐状ミセル溶液に水を混合する
と、微細な O/W 乳化物を形成することを⾒出した 1。本発表ではこの新規転相乳化法(SWICH 乳化)につい
て、粒子径に対する油相と水相の添加順序および添加速度の影響を調べ、乳化プロセス中の相変化から乳化
メカニズムを考察した。 
２方法 
２-１乳化実験 ＊すべての原料は化粧品グレードの製品をそのまま用いた。 

表 1 の組成に従い、油と各 PGFE を量り込み、加熱混合した後に室温まで攪拌冷却したものを Om 相とし
た。次に、図 1 記載の各乳化手順に従って、Om 相と W 相を室温にて攪拌混合し、O/W 乳化物を得た。乳
化物の粒子径はレーザー回折式粒度計(LS 13 320/ベックマン・コールター)にて測定した。 

２-２相状態の観察 
表 1 の組成１、組成２の各 Om 相と W 相を用い、それら重量⽐が 100/0〜70/30 となるように蓋付ガラ

ス瓶中に量り込み、80℃で加温攪拌した後、25℃で静置してサンプルを調製した。各サンプルは光学顕微鏡
(BZ-X800/キーエンス)を用いて状態の観察を⾏った。 
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３結果 
３-１乳化実験 

 表 2 に乳化実験の結果を示す。組成 1 の
Om 相は透明液状な逆ミセル溶液、組成 2 の
Om 相は透明で粘稠な逆紐状ミセル溶液であ
る 1。組成 3(PGFE/Tween 混合系)は組成
２(PGFE 混合系)と混合 HLB を合わせた⽐
較処方であり、Om 相は分離していた。組成 3
はルート①で乳化滴は小さくなる傾向がみられ、
組成１、２はルート②の方が乳化滴は小さくな

る傾向を確認した。さらに組成１ではルートによって得られる乳化滴の状態が⼤きく異なるのに対し、組成２では
ルートや滴下速度によらず、ほぼ粒子径の変化がないサブミクロンスケールの乳化物となった。 
 
３-２乳化プロセス中の相状態 

組成１の Om 相に
水を段階的に添加す
ると、液晶(LC)を介
して O/LC へと転移
した。組成２では、同
様に水低濃度領域
で LC 相が形成され
たが、組成１より低濃度の水の添加で偏光性のない⾼内相 O/W 乳化物が形成された(図２)。すなわち両組
成とも液晶相を経由した転相乳化であるが、逆紐状ミセルを用いた組成２の方が、少量の水の添加によって界
⾯曲率が⼤きく変化し、速やかに水連続相へ転移した。 

 
４考察 

組成１(逆ミセル)、３は調製条件によって得られる乳化物の粒子径や状態が異なった。⼀方、組成２の場
合は調製条件による影響は少なく、いずれの条件においても微細な O/W 乳化物が得られた。これにより混合
PGFE による逆紐状ミセルでは低せん断かつ室温の条件下でも微細な乳化物が調製できることが示唆された。
組成１では 2 鎖型であるジエステル PGFE のみが含まれており、分子構造上、広範囲の水濃度領域で液晶
(O/LC)が形成されると考えられる。この場合、粘性の⾼い LC 相が外相となっているため、油滴の微細化にはせ
ん断⼒が必要となる。⼀方で、組成２には親水性の⾼いモノエステル PGFE が混合されており、水和によって界
⾯曲率が劇的に変化することで、即座に O/W 乳化物へ転相し、逆紐状ミセルの絡み合い構造が反映した乳
化物が得られたと考えられる。このような PGFE と逆紐状ミセルの特性を⽣かした新規転相乳化法(SWICH 乳
化)は、添加順序や⾼せん断⼒のある乳化機といった設備的制約に囚われず、多様で有効性の⾼い化粧品の
開発や過剰なエネルギーの印加に依存しないサスティナブルな開発に貢献し得るものと推察される。 
５文献 
1. S. Ito, et. al., The 88th SCCJ Research Symposium Abstract P10– 11, 2022  
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エリスリトールによる皮膚常在菌への効果 
〇牧田 玲奈、保坂 浩貴、木村 雄輝 

物産フードサイエンス株式会社 研究開発センター 
〒478-0046 愛知県知多市北浜町 24-12 

 
Effects of erythritol on indigenous bacterium in skin 
〇Reina Makida, Hiroki Hosaka, Yuki Kimura 

B Food Science Co., Ltd. Research & Development Center 
24-12, Kitahama-machi, Chita-shi, Aichi, 478-0046, Japan 

 
１．緒言 

Malassezia属は環境中には存在せず、ヒトや動物の皮膚に常在する担子菌系の酵母である。
Malassezia属は現在では 18菌種の存在が知られているが、このうち、9菌種(M. dermatis, M. 
furfur, M. globosa, M. japonica, M. obtusa, M. restricta, M. slooffiae, M. sympodialis, M. 
yamatoensis)はヒトの皮膚常在菌である。 

Malassezia属の特徴の一つが好脂性である。増殖に脂質を要求するが、自身で脂肪酸を生合
成することはできないため、ヒトの皮脂に依存している。そのため、皮脂の多い部位に定着し
やすく、癜風や脂漏性皮膚炎、フケ症などの皮膚疾患の原因菌と報告されている１）。 
エリスリトール(Ery)は、グルコース(Glc)を原料とし、酵母による発酵により生産される四
単糖の糖アルコールである。エリスリトールは既にいくつかの微生物に対して増殖抑制効果を
示すことが知られている。その一例として、虫歯原因菌 Streptococcus mutans や、アクネ菌
Cutibacterium acnesの増殖が抑制されることが報告されている２）3)。 
本研究では、皮膚常在菌の中でもMalassezia属に着目し、その中でもM.furfurとM.restricta
に焦点を宛て、各糖質による増殖能を評価した。 

 

 
Table１ 各糖質の基礎物性 
 
 

Glucose(Glu) Erythritol(Ery) Xylitol(Xyl) Sorbitol(Sor) Mannitol(Man)

Form White powder White powder White powder White powder or
70% solution

White powder

Chemical formula C6H12O6 C4H10O4 C5H12O5 C6H14O6 C6H14O6

Molecular weight 180 122 152 182 182

Carbon nubmer 6 4 5 6 6

Number of hydroxyl group 6 4 5 6 6

Solubility [g/100g H2O,25℃] 91 37-43 63 235 23

Hygroscopicity High Very low High Median Low 

Chemical structure
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２．方法 
２-１. 評価サンプル 
 評価に使用した各糖質の基礎物性をTable 1に記載する。 
２-２. M. furfur及びM. restrictaの増殖試験 

M. furfur (JCM9199)とM. restricta (NBRC103918)を選択し、LN寒天培地及び LN液体培
地を用いて培養した。各糖質(エリスリトール、キシリトール、マンニトール、ソルビトール、
グルコース)を、終濃度 5 または 10％となるように添加した。その後、30℃で 24 時間共培養
し、各培養液の菌体濁度(OD660)を測定することで、各菌体の増殖能を評価した。 

 
３．結果 

Fig.1 に示すように、各糖質を比較したところ、エリスリトールとの共培養により M.furfur
の増殖は最も抑制された。キシリトール(10％)との共培養でも菌体増殖の抑制が見られたが、
エリスリトールによる抑制がより効果的であった。M.restrictaについても、エリスリトールは
添加濃度に関わらず増殖を抑制した。一方で、エリスリトール以外の糖質では 10％添加により
菌体の増殖が促進される傾向であった。 
 

 
 
４．結言 
本研究を通じて、エリスリトールがMalassezia属に対して増殖抑制効果を示すことを新たに
明らかにした。また、他の糖質と比べて、エリスリトールの効果が高いことも確認された。 
 
５．引用文献 
１）清 佳浩, 第 49回医真菌総会シンポジウム, Vol.47, 75-80, 2006 
２）Peter de Cock, et al. International Journal of Dentistry, 2016 
３）Tadashi Fujii, et al. Journal of Cosmetic Dermatology, Vol.21-10, 2022 
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低湿度環境が皮膚の細胞機能に及ぼす影響 

○篠原 健志 1,2、岩永 哲朗 1、竹馬 真理子 2

1 クラシエホームプロダクツ株式会社 ビューティケア研究所 

〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 横浜ビジネスパーク イーストタワー6階 

2 慶應義塾大学医学部 

〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35 

Effect of low humidity environment on cellular function of keratinocytes 

○Kenji Shinohara1,2, Tetsuro Iwanaga1, Mariko Hara-Chikuma2

1 Beauty Care Laboratory, Kracie Home Products, Ltd., 134, Goudo-cho, Hodogaya-ku, Yokohama-

city, Kanagawa, 240-0005, Japan 

2 Department of Pharmacology, School of Medicine, Keio University, 35 Shinano-machi, Shinjuku-ku, 

Tokyo, 160-8582, Japan 

１．緒言 

 肌の乾燥防止はスキンケア化粧品の主要な機能であり、バリア機能低下による肌の乾燥に着目した

研究も盛んに行われている。一方、低湿度環境の肌への影響としては、表皮の厚さ・角層枚数の増加、

さらにマスト細胞の肥大化、脱顆粒、IL-1αおよびヒスタミンの上昇が知られており 1-3)、これは低湿度環

境がバリア機能、炎症反応に影響を及ぼすことを示しているが、そのメカニズムはまだ十分に解明され

ていない。そこで、本研究では低湿度環境が肌におよぼす影響と、その制御メカニズムについて検証

を行ったので報告する。 

２．方法 

２－１ 低湿度環境の三次元表皮モデルへの影響 

 低湿度環境（RH ～10％）における角層水分量および水分蒸散量の変化および RNA シーケンス

（RNA-Seq）により遺伝子発現を解析した。 

２－２ 表皮細胞のシグナル経路におよぼす影響 

 上記、２－１で得られた RNA-Seq解析の結果から KEGG（Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes）

を用いたパスウェイ解析を行い、発現変動遺伝子がどのようなシグナル経路に関わっているのかを可

視化した。 

２－３ 低湿度環境で表皮細胞から放出される炎症性サイトカインの変化 

 RNA-Seq 解析で得られた結果より炎症シグナルに着目し、サイトカイン mRNA 発現を RT-PCR で測

定した。さらに、一定時間、低湿度環境に暴露した三次元表皮モデルを通常培養条件下に戻したあと

のサイトカイン量を ELISA法にて測定した。 

３．結果 

３－１ 低湿度環境による角層水分量、経皮水分蒸散量への影響および遺伝子プロファイルの変化 

 低湿度環境は有意に角層水分量を低下させたが、水分蒸散量には影響しなかった（Fig. 1）。さらに、

1, 3, 6時間低湿度環境に暴露した三次元表皮モデルの mRNA発現変化を RNA-Seq解析したところ、

－ 18 －

1-09



経時で発現プロファイルが変化することを確認した（Fig. 2）。 

３－２ KEGGパスウェイ解析によるシグナル伝達系の確認 

低湿度環境に暴露して１時間後からシグナル伝達系に関する遺伝子の変動が確認され、特に MAPK

シグナル伝達経路に関する遺伝子が変動することを確認した（Fig. 3）。

３－３ 低湿度環境による表皮細胞のサイトカイン産生への影響 

 mRNA発現を測定したところ、低湿度環境下で３時間経過後より白血球の遊走を引き起こし炎症の形

成に関与するサイトカイン（ケモカイン）の増加が認められた。さらに、低湿度環境に３時間暴露したあ

とに通常条件下で培養したところ、三次元表皮モデルから放出される炎症性サイトカイン量（ＣＸＣＬ８）

が、２４間後から顕著に増加することを確認した（Fig. 4）。 

４．考察 

 本研究では、低湿度環境が三次元表皮モデルの遺伝子プロファイルを変化させることを見出した。さ

らに、低湿度環境下では MAPK シグナル伝達経路が短時間で活性化し、炎症の形成に関与するサイ

トカインの遺伝子発現が増加することを見出した。また、低湿度環境に短時間暴露したあとに通常条件

下に戻しても炎症性サイトカイン産生が増加していくことを見出した。これらのことから、低湿度環境に

おいて、皮膚ではバリア機能の低下が起きる前の早い段階で表皮細胞内の炎症が発生し、さらに、短

時間の湿度変化でも同様のことが起きている可能性が示唆された。 

５．参考文献 

1) J. Sato et al., Arch Dermatol Res. 1998, 290:634–637.

2) M. Denda et al., J Investig Dermatol. 1998, 111:873-878.

3) Y. Ashida et al., Br J Dermatol. 2001, 144:238–243.
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5’-CMP（5’-シチジル酸）の表皮に対する抗炎症作用メカニズムの解析 
〇石毛 和也 

ヤマサ醤油株式会社 医薬・化成品事業部 
〒288-0056 千葉県銚子市新生町 2-10-1 

 
Analysis of mechanism for anti-inflammatory action of 5'-CMP toward epidermis 

〇Kazuya Ishige 
Biochemicals Division, YAMASA Corporation 

2-10-1 Araoi-Cho, Choshi, Chiba 288-0056, Japan 
 

1．緒言 
ヌクレオチドは DNA/RNA の構成単位であり、各種のストレス条件下、細胞増殖が旺盛な組

織にて不足に陥りやすい条件付き必須栄養素である 1)。急速に成長する乳児においてヌクレオチ

ドは特に不足しやすく、4 種類の基本ヌクレオチドの中でもサルベージ合成経路の脆弱な

5’-CMP が特に不足しやすいと考えられ、ヒト母乳中に豊富に含まれる 2)。皮膚においては、表

皮は旺盛に細胞増殖してターンオーバーし、また、恒常的に様々なストレスに曝されていること

から、ヌクレオチドが不足に陥っている可能性が考えられる。そこで、ヌクレオチドの外用での

有用性を評価したところ、ピリミジンヌクレオチド、特に 5’-CMP が表皮細胞、3 次元培養表皮、

そして、新鮮ヒト摘出皮膚に対して UVB 曝露による炎症性メディエーター（IL-1α、IL-6、及び

IL-8）の産生亢進を抑制することを見出し、第 87 回 SCCJ 研究討論会において報告した。本研

究では、トランスクリプトーム解析などの手法を用いて、5’-CMP の表皮細胞に対する抗炎症作

用メカニズムの解析を行った。 
 
2．方法 
2-1．DNA マイクロアレイ解析 
正常ヒト表皮細胞（NHEK, クラボウ）を 0.8 mg/mL 5’-CMP を含むサンプル含有培地にて 24

時間培養し、サンプルを除去洗浄した後に、20 mJ/cm2 の UVB を照射した。UVB 照射後、サン

プル未含有培地にてさらに 6 時間培養し、RNA を抽出して DNA マイクロアレイ解析（Clariom 
S Human Array, Thermo）を行った。解析は 3 連で行い、有意（p< 0.05）に発現変動した遺伝子

を抽出した。 
 
2-2．5’-CMP による表皮細胞内活性酸素種（ROS）の産生抑制評価 

NHEK を 0.2～0.8 mg/mL 5’-CMP を含むサンプル含有培地にて 24 時間培養した。細胞内 ROS
検出プローブ（2', 7'-Dichlorodihydrofluorescin diacetate; DCFHDA）を取り込ませた後、20 mJ/cm² 
UVB を照射し、蛍光強度を測定した（Ex/Em = 485 nm/530 nm）。蛍光強度をタンパク質量で除

することにより、単位タンパク質あたりの細胞内 ROS 量を算出した。 
 
2-3．5’-CMP が表皮細胞内のグルタチオン（GSH）産生に及ぼす影響の評価 

NHEK を 0.2～0.8 mg/mL 5’-CMP を含むサンプル含有培地にて 24 時間培養した。0.5% Triton 
X-100 にて細胞を溶解し、酵素リサイクリング法にて細胞内 GSH 量を定量した。GSH 量をタン

パク質量で除することにより、単位タンパク質あたりの細胞内 GSH 量を算出した。 
 
3．結果 
3-1．5’-CMP 処理した表皮細胞の DNA マイクロアレイ解析 
 UVB 照射で有意かつ 2 倍以上に発現量が上昇した遺伝子は 1,525 個であり、このうち、5’-CMP
処理により有意に発現量が改善（低下）した遺伝子は 155 個であった。この中には、IL-6 を始

めとする炎症に関連した遺伝子が数多く認められ、先に見出した 5’-CMP の表皮に対する抗炎症

作用を支持する結果となった。また、DNA 損傷修復に関する遺伝子が多数認められ、5’-CMP
処理により DNA の損傷自体が抑制された可能性が示唆された。また、ROS により発現誘導され

る遺伝子群の発現が低下しており、UVB 照射時の ROS 産生が抑制されていた可能性が示唆され

た。さらに、GSH 等の抗酸化系に抑制的に働く遺伝子群の発現低下が認められた。これらの遺

伝子発現プロファイルから、5’-CMP は GSH 等の抗酸化系を脱抑制して亢進させることで UVB
曝露時の ROS 産生を抑制し、DNA 損傷を抑制することで抗炎症作用を発揮した可能性が示唆さ

れた。 
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 一方で、UVB 照射で有意かつ 1/2 倍以下に発現量が低下した遺伝子は 2,493 個であり、このう

ち、5’-CMP 処理により有意に発現量が改善（上昇）した遺伝子は 147 個であった。この中では

Solute carrier family の多数の遺伝子群が目立ち、グルコースやアミノ酸などの取り込み系の遺伝

子群（GLUT1, SNAT ほか）が含まれていた。また、脂肪酸の伸長やその不飽和化など脂肪酸合

成系の遺伝子群（Malonyl-CoA synthetase, ELOVL fatty acid elongase, Stearoyl-CoA desaturaseほか）

や、リン脂質の合成系であるケネディ経路やランズ回路の遺伝子群が特徴的であった。糖やアミ

ノ酸は脂肪酸合成の原料である Acetyl-CoA の供給源であることを鑑みると、5’-CMP 処理による

これらの遺伝子発現プロファイルは、不飽和脂肪酸やそれを構成要素とするリン脂質の代謝を亢

進させる大規模な代謝変動を示唆するものと考えられた。 
 

3-2．5’-CMP による表皮細胞内 ROS の産生抑制、及び、GSH 産生に及ぼす影響の評価 
 上記のトランスクリプトーム解析にて、5’-CMP 処理により GSH 等の抗酸化系が亢進し、UVB
照射時の ROS 産生が抑制された可能性が示唆されたことから、直接的に表皮細胞内 ROS の産生

量を評価した。この結果、5’-CMP 処理により、UVB 照射時の ROS の産生亢進が有意に抑制さ

れることが判明した（Fig.-1）。また、表皮細胞内の GSH 含量を評価したところ、5’-CMP 処理に

より GSH 含量が有意に上昇することが判明した（Fig.-2）。 
 

  
Fig.-1 5’-CMP による表皮細胞内 ROS の産生抑制の評価  Fig.-2 5’-CMP が表皮細胞内のグルタチオン含量に及ぼす 

影響の評価 
 

4．考察 
 本研究において、5’-CMP が表皮細胞の GSH 産生を亢進させ、UVB 曝露時の ROS 産生を低減

させることが判明し、これが 5’-CMP の表皮に対する抗炎症メカニズムの一端と考えられた。 
一方で、5’-CMP 処理により、不飽和脂肪酸やそれを構成要素とするリン脂質の代謝を亢進さ

せる大規模な代謝変動を示唆する遺伝子発現プロファイルが認められた。5’-CMP が生体内で変

換されて生じる 5’-CTP はリン脂質生合成に不可欠な原料であり、不足に陥っていた 5’-CMP が

供給されたことでリン脂質合成が包括的に活性化された可能性が考えられる。細胞内脂肪酸代謝

は炎症の制御に深く関わっており、5’-CMP により発現上昇が認められた不飽和脂肪酸合成系の

ELOVL fatty acid elongase や Stearoyl-CoA desaturase については、その発現亢進とそれによって引

き起こされる不飽和脂肪酸の合成促進が、マクロファージにおける炎症応答の抑制に必須である

ことが報告されている 3)。また、リン脂質やそれに由来する多価不飽和脂肪酸は多種多様な起炎

性／抗炎症性の脂質メディエーターを生じる 4)。このことから、5’-CMP による抗炎症作用メカ

ニズムには、その脂質代謝への作用を介したルートが存在する可能性が示唆される。今後、リピ

ドミクス解析などを通じてそのメカニズム詳細に迫りたい。 
 
5．参考文献 
1) Sanchez-Pozo, A. and Gil, A. Br. J. Nutr., 87, S135 (2002) 
2) Thorell, L., et al. Pediatr. Res., 40, 845 (1996) 
3) Oishi, Y., et al., Cell Metabolism, 25, 412 (2017) 
4) Serhan, C.N., Nature, 510, 92 (2014) 
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Development of photosafety screening test method based electron spin resonance 

〇Takayuki Abe, Masumi Hinoshita, Asako Sato, Yosuke Maeda, Hiroaki Kondo, Masahiro Takeyoshi 

The Chemicals Evaluation and Research Institute, Japan 

1600, Shimotakano, Sugitocho, Kitakatsushikagun, Saitama, 345-0043, Japan 

 

Photosafety evaluations of chemicals used in consumer products such as cosmetics and pharmaceutics are 

important to prevent phototoxicity or photoallergic dermatitis caused by these products. Meanwhile, there 

has been a strong driving force to replace the animal tests with non-animal tests for safety assessments of 

chemicals because of European regulatory requirements. Currently, two non-animal tests for photosafety 

evaluation, the reactive oxygen species (ROS) assay and in vitro 3T3 neutral red uptake phototoxicity test, 

are used to detect photo reactive chemicals, however these are difficult to apply to hydrophobic or colored 

chemicals. In this study, we developed a new photosafety test method, named electron spin resonance based 

photosafety test (ESR-PT), applicable even to hydrophobic or colored chemicals based on the singlet 

oxygen generation detected by ESR spectroscopy. The predictive performance of the ESR-PT was 

evaluated by testing 56 chemicals and compared with ROS assay. ESR-PT can be applied to all the 

chemicals tested, then sensitivity, specificity and accuracy of ESR-PT was 90%, 71% and 84%, respectively, 

showing a better predictive performance than ROS assay. Therefore, the ESR-PT would be an effective 

non-animal photosafety test method applicable even to hydrophobic or colored chemicals. 

 

 

 

 
Development of a novel micro titanium dioxide with high transparency and excellent UVprotection effect 

〇 Kazuya Shibata ,  Kazumasa Ejiri 

TAYCA CORPORATION 

50-1,Osegi, Akaiwa, Okayama 709-0717 Japan 

 

Consumers are aware of the harmful effects of ultraviolet rays on the skin, and the importance of 

sunscreens has spread widely throughout the world. Titanium oxide, which is included in many sunscreen 

products, is an essential raw material for sunscreens, featuring high safety and UV protection. On the other 

hand, titanium oxide has a high refractive index, and there is a problem that it looks white when applied to 

the skin. Atomization improves the transparency and UV-B protection effect, but on the other hand, it 

reduces the UV-A protection effect, making it difficult to achieve both high UV-A protection effect and 

transparency. 

This time, we succeeded in achieving both high UV-A protection effect and transparency by optimizing 

the particle size and particle size of titanium oxide. We report on a new 30nm titanium oxide that we have 

developed that has both high UV-A protection and transparency. 
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Controlling Key Factors of UV Protection by Polymer/Hydrated Crystal Complexes 

 -Formation and Destruction of Supramolecular Structures by Hydrophobic Interaction- 

〇Kazuki Masuda1, Makoto Uyama1, Yurika Watanabe2, Tatsuya Kawaguchi2, Kei Watanabe1

Shiseido Co., Ltd. 1MIRAI Technology Institute, 2Brand Value R&D Institute 

1-2-11 Takashima, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0011, Japan 

O/W emulsions generally have a fresh feeling when used because the continuous 
phase is an aqueous phase. However, in the case of sunscreen formula, there is a 
problem that it is difficult to enhance the UV protection due to reasons such as 
non-uniformity of UV absorbers on the applied surface. Therefore, we focused on 
the hydrophobic interaction between the hydrated crystal and the hydrophobically 
modified polymer and tried to control the viscoelasticity of formula and the 
coalescence and spreading of UV absorbers. The study revealed the importance of 
controlling the viscoelastic properties, which rapidly lose their elasticity by 
deformation at the beginning of application, and the uniformity of the UV absorber 
in the applied film. By utilizing this research, we succeeded in developing new 
sunscreen that has both high UV protection and a fresh feeling. 

Development and rheological analysis of novel BC/LC structure 
～Liquid Crystal (LC) promotes stability of Bi-Continuous (BC) phases～ 
〇Yuko Shimma1, Chiaki Kanai1, Taku Ogura2,3,4,6, Toshihiko Ogura3, Koji Tsuchiya4, 

Masaki Hanzawa2, Yoshifumi Yamagata5, Piero Baglioni6 
1ALBION Co., Ltd., 2NIKKO CHEMICALS Co., Ltd., 3National Institute of Advanced Industrial Science and 

Technology, 4Tokyo University of Science,  5Anton Paar Japan K.K., 6University of Florence 
ALBION Co., Ltd. 2-24-11, Higashi-nihombashi, Chuo-ku Tokyo 103-0004, Japan 

 

Bicontinuous microemulsions (BCME) are often applied to cleansing formulations owing to 
their cleansing performance and ease of rinsing-off. However, they are mostly in a low-
viscosity liquid, resulting in relatively poor usability. In order to develop a new type of 
cleansing formulations that simultaneously satisfy high cleansing performance and excellent 
usability, we attempted to thicken the formulation while maintaining BCME. Samples with 
varied interface-modifier compositions were prepared and subjected to a series of structural 
and rheological analyses. The data confirm co-existing BCME and LC structures having 
repeat distances of about 30 nm and 10 nm, respectively, and ‘absence’ of -crystalline 
structure. In some samples, we observed a unique phase-separation pattern, in which aqueous 
and oil phases existed in a micrometer length-scale, pseudo-bicontinuous manner. The 
evaluated structural parameters for the BCME demonstrated that an optimal balance between 
the bending rigidity of the interface and the consequent long-range order, namely competing 
elastic free energy and entropy, leads to the formation of such a unique separation/mixing 
scheme of the aqueous and oil phases. Moreover, the rigidity/flexibility of the interface 
efficiently contributes to the shear resistance of the formulation, simultaneously achieving a 
comfortably thicker feel of use. 
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Development of high salt resistant thickening complex in aqueous solution 
using hydrophobic gels 

〇Hayato Matsunaga, Masaki Matsuo, Tomonori Higuchi 
Taiyo Kagaku Corp, 1-3 Takaramachi, Yokkaichi, Mie 510-844, Japan 

 
Regarding O/W-type skin care formulations, hydrophilic thickening agents such as carbomer are 

commonly used to stabilize and thicken emulsions and provide a refreshing feel. In recent years, 
there has been a trend in favor of "high functionality products" by applying high concentration of 
functional ingredients, such as extracts, which often incorporate high content of electrolyte. However, 
hydrophilic thickeners are known to have stability issues such as viscosity reduction and separation 
due to the coexistence of electrolytes. Polysaccharide thickeners with salt resistance are also widely 
used, but they must be added in high amounts to ensure sufficient stability, resulting in a sticky feel 
and a lack of a refreshing sensation. 
 We had reported that the use of oil thickeners consisting of oil-soluble polymers improves emulsion 
stability by forming hydrophobic gel particles from oil droplets, thereby preventing oil droplet 
coalescence. We investigated the preparation of an O/W type skin care formulation with excellent 
salt resistance by utilizing the hydrophobic gel particles. Consequently, it was confirmed that when 
hydrophobic gel was used in combination with specific hydrophilic thickener such as hydroxyl ethyl 
cellulose, the viscosity was synergistically increased and the stability was excellent. Furthermore, it 
was found by dye staining method that the hydrophobic gel particles were coated and complexed 
with water-soluble components. This water-soluble component consists of hydroxyl ethyl cellulose 
and is thought to be adsorbed on the surface of the hydrophobic gel particles by hydrophobic 
interaction. In addition, hydroxyl ethyl cellulose aggregate to form a network, which thickens the 
emulsion and maintains its high stability. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Development of a novel Oil thickening and gelling agents based on plant-based polyglycerol 
〇Ryosuke Toyoshima, Chiho Okuda, Kenji Murashima 

Research & Development Center, Sakamoto Yakuhin Kogyo Co., Ltd. 
3-1-62 Ayumino, Izumi-shi Osaka 594-1157 Japan 

 
Oil thickening and/or gelling agents are used as cosmetic ingredients for oil-based cosmetics such 

as lipsticks and cleansing oils to improve the formulation stability and control texture. Oil thickening 
and gelling agents form a three-dimensional structures in oil to produce a thickening and gelling 
property. Generally, the thickening gelation method is known to form crystalline structures in oil to 
prepare wax gels. Although wax gels form high strength gels, it doesn’t exhibit thickening properties, 
resulting in an unpleasant formulation.  

Therefore, in this study, we set out to develop compounds that could impart viscosity while retaining 
the strength of wax gels.  As a result, we found a novel oil thickening and gelling agent with plant-based 
polyglycerol skeleton as a main structure. This oil thickening and gelling agent exhibited excellent oil 
gelling performance, especially when the gel collapsed, showing extremely high viscosity.  Since this oil 
thickening and gelling agents can give viscosity without compromising gel strength, it is expected to 
be effective in improving both formulation stability and feel ing when formulated into cosmetics. In the 
future, we would like to deepen our research on rheology control technology for cosmetics by focusing 
on the formation mechanism of oil gels and crystal structures.  
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Emulsification system through Switching from Reverse Wormlike micelle 
Into Colloidal Hydrophilic dispersion without any excess energy input 

〇Satoko Ito1, Yuichi Sakanishi1, Tomonori Higuchi1, Kang Jinho2, Yuji Yamashita2 
1 TAIYO KAGAKU Co., Ltd. 1-3 Takaramachi, Yokkaichi, Mie, 510-0844 Japan 

2 Chiba Institute of Science. 15-8 Shiomi-cho, Choshi, Chiba, 288-0025 Japan 
 
We propose the novel emulsification method ~SWICH emulsification method ~ using 

the reverse wormlike micelle in the mixed polyglycerol fatty acid esters (PGFEs)/ oil 
system. This emulsification method achieved to form fine O/W emulsions, independent 
on the mixing order and rate of components, shearing force and emulsification 
temperature which have great effects on the conventional emulsification methods. The 
mixing of two PGFEs with different esterification degrees could be contributed to the 
change in the interfacial layer curvature of PGFEs with hydration, as well as to 
formation of the reverse wormlike micelle in oil. It would be considered from our 
present results to establish the novel emulsification system which can reduce much 
environmental loss. 
 

Effects of erythritol on indigenous bacterium in skin 
〇Reina Makida, Hiroki Hosaka, Yuki Kimura 

B Food Science Co., Ltd. Research & Development Center 
24-12, Kitahama-machi, Chita-shi, Aichi, 478-0046, Japan 

 
Malassezia is a basidiomycete yeast that does not exist in the environment but is endemic 

to the skin of humans and animals. It requires lipids for growth, but is dependent on human 
sebum since it cannot biosynthesize fatty acids on its own. Therefore, it tends to settle in 
sebum-rich areas and is reported to be a causative agent of skin diseases such as tinea 
versicolor, seborrheic dermatitis, and dandruff. Erythritol (Ery) is a monosaccharide sugar 
alcohol with four carbon atoms produced from glucose (Glc) by yeast fermentation. 
Erythritol has already been shown to inhibit the growth of several microorganisms, and we 
focused on M. furfur and M. restricta in the genus Malassezia, and evaluated the growth 
potential of each sugar. M.furfur was most inhibited by co-culture with erythritol. The 
growth of M. furfur was most inhibited by co-culture with erythritol. Co-culture with xylitol 
(10%) also inhibited growth, but the inhibition by erythritol was more effective. On the 
other hand, the addition of carbohydrates other than erythritol tended to promote the growth 
of the bacteria at 10%. Through this study, it was clarified that erythritol has a new growth 
inhibitory effect on Malassezia spp. This suggested that erythritol was more effective than 
other sugars. 
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Effect of low humidity environment on cellular function of keratinocytes 

○Kenji Shinohara1,2, Tetsuro Iwanaga1, Mariko Hara-Chikuma2

1 Beauty Care Laboratory, Kracie Home Products, Ltd., 134, Goudo-cho, Hodogaya-ku, Yokohama-city, 

Kanagawa, 240-0005, Japan 

2 Department of Pharmacology, School of Medicine, Keio University, 35 Shinano-machi, Shinjuku-ku, 

Tokyo, 160-8582, Japan 

 Low humidity affects the appearance and physical properties of skin leading to dryness, and itching. 

However, the effects of low humidity on the skin cells and development or progression of dermatitis 

remain unclear. In this study, we investigated the effects of low humidity on cellular function of skin.  

Low humidity environment increased the expression levels of various genes, including those related to 

Mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathway. Accordingly, p38 MAPK signaling were 

activated in response to low humidity for 30min. Expression of various chemokine genes increased after 

three hours of exposure to low humidity. Moreover, chemokine levels increased after 24 hours of 

incubation under normal conditions after three hours of exposure to low humidity. Therefore, when the 

keratinocytes senses low humidity, the inflammatory cascade may be activated. Thus, it was suggested 

that keratinocytes can directly sense low humidity, subsequently activating cellular signals and altering 

gene expression.  

Analysis of mechanism for anti-inflammatory action of 5'-CMP toward epidermis. 
〇Kazuya Ishige 

Biochemicals Division, YAMASA Corporation 
2-10-1 Araoi-Cho, Choshi, Chiba 288-0056, Japan 

 
Nucleotide is a minimum building block comprising DNA/RNA and is thought to be 

conditionally essential nutrient under various stress conditions, getting insufficient 
particularly upon the biological events accompanying vigorous cellular proliferation. Topically 
applicated 5’-CMP suppressed interleukin (IL)-1, IL-6, IL-8 secretion in ultraviolet B (UVB) 
irradiated keratinocytes, reconstructed human epidermis, and excised human skin discs in 
our previous study. In this study, the mechanism underlying this anti-inflammatory action of 
5’-CMP toward epidermis was addressed by means of transcriptome technique followed by 
biochemical confirmation of the working hypothesis resultant from the transcriptome 
analysis. 5’-CMP was shown to elevate intracellular level of glutathione and suppressed 
reactive oxygen species (ROS) production in UVB-irradiated keratinocytes, which explains 
anti-inflammatory action of 5’-CMP. Further, 5’-CMP treatment of keratinocytes derived the 
gene expression profile indicating global metabolic change toward accelerated biosynthesis of 
unsaturated fatty acids and phospholipids. Inasmuch as lipid metabolism is closely related to 
pro/anti-inflammatory processes, this metabolic change could be another explanation for 
anti-inflammatory action of 5’-CMP. 
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化粧料の摩擦ダイナミクスに関するデータベースの構築 
〇野々村美宗 1，土屋うらら 1，田口真夕 1，土屋玲一郎 2，後藤武弘 2  

1山形大学大学院理工学研究科化学・バイオ工学専攻, 
〒992-8510 山形県米沢市城南 4 丁目 3 番 16 号 

2 大東化成工業(株)研究部， 

〒535-0005 大阪市旭区赤川 1 丁目 6 番 28 号 
Construction of a database on friction dynamics of cosmetics 

〇Yoshimune Nonomura1, Urara Tsuchiya1, Mayu Taguchi1, Reiichiro Tsuchiya2, Takehiro Goto2 
1Department of Chemistry Engineering, and Biochemical Engineering, Graduate School of Science and 

Engineering, Yamagata University, 4-3-16 Jonan, Yonezawa 992-8510, Japan 
2Daito Kasei Kogyo Co., Ltd., 1-6-28 Akagawa, Asahi-ku, Osaka 535-0005, Japan 

1. 緒言 

化粧料の処方は、ひとりひとりの研究者によって皮膚科学/界面化学的な知識と経験に基づい

て設計されてきた。しかし、近年では機械学習やニューラルネットワークを用いたデータ駆動

型のアプローチが注目されている1)。この方法を成功させるためには、化粧料の機能と特性に

関するデータベースを構築し、設計の基盤とすることが望まれる。 

化粧料の摩擦特性は重要な物理的因子のひとつである。粉体または液状の製剤を皮膚に塗布

した時ののびの良さ、仕上げやすさ、使用感は力学特性、特に摩擦に左右されるためである。

われわれは、常に運動速度が変化する動的な条件下で摩擦を測定する正弦運動摩擦評価装置を

開発し、化粧料の評価に利用してきた2)。この方法を用いると、動き始めの微小なタイムスケ

ールにおける摩擦現象、幅広い範囲にわたる摩擦力の速度依存性、物体に過去に加わった力へ

の依存性を反映するヒステリシスを一回の評価結果から考察することが可能になるためであ

る。さらに、この動的な評価によって、メイクアップ化粧料を皮膚に塗布するプロセスにおい

てヒトが感じる触感の発現メカニズムを解析したり、摩擦特性に基づいて化粧料を分類するこ

とが可能になることが期待される。 

本研究では、サンスクリーン、リキッドファンデーション、化粧下地、BBクリームからなる

33の液状化粧料、パウダーファンデーション、アイシャドウ、チーク、白粉、ハイライト等の

21の粉体化粧料、12の起泡性身体洗浄料の摩擦特性を正弦運動摩擦評価装置を用いて評価、製

剤の状態や粘度などの物理特性と合わせたデータベースを構築して、摩擦ダイナミクスの観点

からそれぞれの特性を明らかにするとともに、これらのパラメータに基づいて分類した。 

2. 方法 

正弦運動摩擦評価装置を用いて人工皮膚上における各種化粧料および洗浄料の摩擦を評価し

た。図1に装置の写真及び概要を示す3)。正弦運動は偏芯した円板を回転させてヨークを往復運

動させるスコッチヨーク機構により実現した。摩擦評価時の接触子としてウレタン樹脂製指モ

デルを用いた4)。指モデルの表面には、深さ0.15 mmの溝が0.5 mmの間隔で刻まれている。ウレ

タン製人工皮膚をサンプルホルダーに固定し、試料20 mgを人工皮膚に塗布した時の摩擦を評

価した。化粧料および洗浄料を摩擦ダイナミクスの観点から分類するために主成分分析および

クラスター分析をSPSS25.0 Base Systemソフトウエアを用いて行った。クラスター分析および主

成分分析は、各摩擦パラメータを標準化した後で実施した。クラスター分析において分類に用

いる対象間の類似度はユークリッド平方距離法を用いて算出し、クラスター間の距離の測定に
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はウォード法を用いた。主成分分析は相関行列

を用いて行った。 

3. 結果と考察 

3.1. 化粧料塗布プロセスにおける摩擦プロファ

イル 図2に典型的な摩擦プロファイルを示す。

ミルクタイプサンスクリーンM2 を擦った時、

摩擦係数は接触子の加速とともに大きくなり、

静摩擦係数µsである0.60 ± 0.031 (平均値±標準偏

差)に到達した。ここで、摩擦係数は摩擦力と垂

直荷重の比である。正弦運動下では、接触子が

動き始めてから摩擦力が応答するまでに時間差δ

は0.022 ± 0.003だった。その後、摩擦係数は減少

し、動摩擦過程における平均値µkは0.36 ± 0.03だ
った。 

3.2. クラスター分析･主成分分析による分類 

4つの摩擦パラメータからなる説明変数をより

少ない合成変数に縮約し、液状化粧料の特徴を

明らかにするために主成分分析を行ったとこ

ろ、2つの成分Z1およびZ2が抽出された。 
Z1 = 0.589µs + 0.570µk + 0.564δ + 0.095C  (1) 
Z2 = −0.224μs + 0.141μk − 0.073δ + 0.962C  (2) 

これらの成分の寄与率は合計89.2%だった。式

(1)は摩擦パラメータµs、µkおよびδの係数が0.5以

上だったことから摩擦抵抗の大きさを、式(2)は

動摩擦過程における摩擦係数の傾きCが大きか

ったことから粘性抵抗の度合いを反映している

ことが示された。本研究で評価したファンデー

ションを摩擦ダイナミクスの観点から分類するために、成分Z1およびZ2についてクラスター分

析を行い、3つのグループに分類できることが確認された。粉体化粧料の場合は、上記の4つの

摩擦パラメータの影響を受ける一つの成分に縮約され、3つのグループに分類することができ

た。これらの化粧料の特性には液体の粘度や粉体の形状が関与していた。さらに、泡状身体洗

浄料の場合は、粘度に加えて泡の中の空隙率が摩擦特性に関与していた。 

摩擦ダイナミクスに関するパラメータを中心とした化粧料の物理的データのデータベースを

構築、それぞれの関係を解析することにより、化粧料および身体洗浄料の特性を定量的に解析

することができることが明らかになった。今後は、データベースの充実を図り、化粧の仕上げ

りや使用感のコントロールを可能にする。 
 
参考文献 1) N. Kamairudin et al., RSC Adv. 5, 68632-68638 (2015).  2) 田口ら, 日本化粧品技術者

会誌 56, 176-183 (2022).  3) Y. Aita et al., AIP Adv. 7, 045005 (2017).  4) K. Kuramitsu et al., Chem. 
Lett. 42, 284-285 (2013). 

図 1 正弦運動摩擦評価装置: (a)全体図、

(b)指モデル、(c)概念図. 

図 2 ミルクタイプサンスクリーン M2 の摩擦

プロファイル.  速度 2.1 rad s-1、荷重 0.98 N. 
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メイクアップが顔の魅力に関連する脳反応に与える影響 

○新井 智大 1, 入戸野 宏 2

1 株式会社資生堂みらい開発研究所 2 大阪大学大学院人間科学研究科 

Effects of applying makeup on attractiveness-related brain responses  

○Tomohiro Arai1, Hiroshi Nittono2

1Shiseido Co., Ltd. MIRAI Technology Institute, 1-2-11 Takashima, Nishi-ku, Yokohama 220-0011, Japan 
2 Graduate School of Human Sciences, Osaka University, 2-1 Yamadaoka, Suita city, Osaka, 565-0871, Japan 

序論 

 メイクアップは顔の魅力を向上させることが，顔画像を用いた魅力評定実験により確かめられている[1]。また，機能的

磁気共鳴画像法を用いた実験により，素顔よりもメイクされた顔を見ている時の方が顔魅力に関連する左側の内側眼窩前頭

皮質に活性化を認めることが報告されている[2]。一方で，脳活動を非侵襲測定できる他の方法として脳波が知られており，

PC 画面上に呈示された顔画像を見た結果として生じた一過性の脳波反応を検出できる事象関連電位を用いた研究によって，

初期後頭陰性電位 (Early Posterior Negativity: EPN) や後期陽性電位 (Late Positive Potential: LPP) が顔魅力に関連する脳波

成分として見出されているが[3]，メイクアップがこれらの顔魅力に関連する脳波反応を増大させるかは明らかではない。

また，メイクアップは他者の顔のみならず自らの顔に対する魅力評定をも向上させることが知られるが[4]，自己のメイク

顔に対しても上記のような顔魅力に関連する脳反応の増大が認められるかは未だ検証がされていない。そこで本研究では，

自己顔と他者顔の両方を用いて，メイクアップされた顔が素顔よりも大きな EPN と LPP 振幅を生じる否かを検討した。 

方法 

実験参加者 日本語を母国語とする健常な一般女性 43 名が実験に参加した (平均年齢 30.74±3.18 歳，全員右利き)。実験

参加にあたり，実験参加者からインフォームドコンセントを得た。 

顔画像 プロのカメラマンによって実験参加者の正面顔の写真が撮影された。これらの顔画像は顔の輪郭線を残したまま，

頭髪や服装等が見えないように画像処理された。その後顔画像は鏡映反転され，368×500 のピクセル数にサイズ変更され

た。それぞれの実験参加者には，自分の素顔，自分のメイク顔，他者女性の素顔，他者女性のメイク顔，男性顔の 5 種類の

顔画像が呈示された。 

顔の魅力評定 実験参加者は，0:全くそう思わない ~ 10: 強くそう思う の 11 段階リッカート尺度を用いて，PC 画面に

表示された顔画像がそれぞれどのくらい魅力的であると思うかを回答するように求められた。 

顔の性別弁別課題 実験参加者は，PC 画面にそれぞれ 1 秒間ずつ表示される顔画像が男性の顔であるか，あるいは女性の

顔であるかを判断してキー押しで回答するように求められた。課題では 5 つの写真がそれぞれ 50 施行ずつ呈示され，合計

120 試行で構成された。 

脳波解析 32 チャネル脳波計 (Biosemi 社, Active-Two System) を用いて全頭部の脳波データを記録した。脳波データは，

国際式拡張 10—20 法に基づき頭皮上に配置された電極から，2,048Hz のサンプリング周波数で収録された。頭皮上以外に，

オフライン解析時に脳波の再基準化のために用いる左右の乳様突起にも電極を配置した。記録された脳波データを，0.1~

30Hz の帯域通過フィルタの適用等の前処理にかけた後に，顔画像が PC 画面に表示されたタイミングを 0 ms とした時の

−200 ms から 1,000 ms の区間で切り出し，-200 ms から 0 ms までをベースラインとして，顔画像ごとに加算平均波形を求め

た。EPN 振幅は側頭後頭領域の 4 チャネル (T5, T6, O1, & O2) における顔画像呈示後 240 ms から 280 ms の区間平均電位，

LPP 振幅は中心頭頂領域の 6 チャネル (Cz, CP1, CP2, Pz, P3, & P4) における顔画像呈示後 500 ms から 1,000 ms の区間平均

電位として算出した。 

実験手続き 実験参加者は写真撮影と実験にそれぞれ日を分けて参加した。写真撮影の日は，実験参加者は実験に関する説

明を受けた後に，まず素顔の撮影をおこない，その後自らメイクアップを施してから再度顔写真の撮影をおこなった。この

時に実験参加者は，「休日に友人と遊びに出かける時のメイク」をするように求められた。実験の日には，実験参加者はま
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ず顔の性別弁別課題をおこない，この課題を実施している最中の脳波が記録された。次に，顔の魅力評定をおこなった。本

研究の実施には資生堂グローバルイノベーションセンター研究倫理審査員会の承認を得た。 

結果と考察

顔の魅力評定 メイクアップ（メイク顔 vs. 素顔）と顔のアイデンティ（自己顔 vs. 他者女性顔）を共に被験者内要因とし

た被験者内 2 要因分散分析をおこなった。分散分析の結果，メイクアップの主効果が有意であり, メイク顔は素顔よりも魅

力的であると評定された, F(1, 42) = 91.58, p <0.001。また，顔のアイデンティティの主効果も有意であり，他者女性顔は自己

顔よりも魅力的であると評定された, F(1, 42) = 5.81, p = 0.020。しかしながら，メイクアップと顔のアイデンティティに有意

な交互作用は認められなかった, F(1, 42) = 0.36, p = 0.553。

EPN 振幅 メイクアップと顔のアイデンティを共に被験者内要因とした被験者内 2 要因分散分析をおこなった (Figure a)。

分散分析の結果，メイクアップの主効果が有意であり，メイク顔は素顔よりも (陰性方向に) 大きな EPN 振幅を生じた, F(1, 

42) = 4.48, p = 0.040。また，顔のアイデンティティの主効果も有意であり，自己顔は他者女性顔よりも大きな EPN 振幅を生

じた, F(1, 42) = 65.57, p <0.001。しかしながら，メイクアップと顔のアイデンティティに有意な交互作用は認められなかった, 

F(1, 42) = 0.006, p = 0.938。

LPP 振幅 メイクアップと顔のアイデンティを共に被験者内要因とした被験者内 2 要因分散分析をおこなった(Figure b)。

分散分析の結果，メイクアップの主効果が有意であり, メイク顔は素顔よりも (陽性方向に) 大きな LPP 振幅を生じた, F(1, 

42) = 4.34, p = 0.043。また，顔のアイデンティティの主効果も有意であり，自己顔は他者女性顔よりも大きな LPP 振幅を生

じた, F(1, 42) = 71.41, p <0.001。しかしながら，メイクアップと顔のアイデンティティに有意な交互作用は認められなかった, 

F(1, 42) = 0.27, p = 0.605。

 本研究から，素顔に比べてメイクされた顔はより魅力的に評価されることが示された。また，メイクアップは顔画像に対

する EPN や LPP の振幅を大きくすることが示された。これらの結果は，メイクアップは顔の魅力評定を向上させると共に，

顔魅力に関連する脳部位を活性化するとする先行知見と一致する[1, 2]。さらに，メイクアップされた顔に対する EPN と LPP

振幅の増加は他者女性の顔のみならず，自己顔に対しても同様に認められた。これらの結果は，メイクアップが自らの顔に

対する魅力評定を向上させるとする結果[4]を支持する。Mikhail らによれば，自己の容姿に肯定的であることはその人のウ

ェルビーイングや人生満足度に影響する[5]。メイクアップが顔に対する EPN と LPP 振幅を増大させた本研究の結果は，メ

イクアップが他者からの顔の見られ方だけではなく，自らの顔の見方をも肯定的に変え得ることを示唆している。以上から，

メイクアップは使用者のウェルビーイング向上に貢献できることが期待される。 

Figure. 顔画像に対した生じた EPN の波形 (a) と LPP の波形 (b)

引用文献 
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[2] Ueno et al. (2014). Neuroscience Letters, 566, 142-146. 
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[4] Paumbo et al. (2017). Cogent Psychology, 4, 1327635.  
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まつ毛への親和性に着目した新規皮膜形成素材の開発
〇横田怜 、大塚千恵 、木村孝行 、萩野亮 、東竜太 、吉川健太郎

株式会社コーセー 研究所 メイク製品研究室、 先端技術研究室
〒 東京都北区栄町

“Development of a novel film forming resin focusing on the affinity for eyelashes”
〇

KOSÉ Corporation
１ 緒言

マスク常用のコロナ禍においてアイメイクのニーズは高く、中でも印象的な目元
づくりのできるアイテムとしてマスカラが注目されている。マスカラの使用によりま
つ毛をボリュームアップさせることで、目元の印象を強めることができる一方、ダ
マ付きやまつ毛の束付き 図 によりかえって印象を損ねることもある。

一般にマスカラにおいては、樹脂 レジン に代表される強固な皮膜形成成分がまつ毛形状の仕上がり・固定
に大きく寄与している。油性系マスカラに配合される油溶性樹脂は炭化水素系とシリコーン系に二分され、中で
も炭化水素系であるロジン酸系樹脂はタック性 べたつき が高くまつ毛に付着しやすいため、ボリュームアップ
効果の付与に用いられる 。しかし、そのタック性の高さ故、形成されたマスカラの化粧膜同士が付着しやすい
ため、ダマ付きや束付きが生じやすいという欠点があった。一方シリコーン系樹脂はタック性が低いためダマ付
きや束付きが生じにくい が、まつ毛への付着性が悪くボリュームアップ効果の付与には適さなかった。

ダマ付きや束付きを防ぎつつボリュームアップ効果を付与するためには、まつ毛には付着しやすく化粧膜同
士は付着しにくい、まつ毛特異的な付着性を有する素材が必要と考えた。そこで、まつ毛表面に存在するとされ
る メチルエイコサン酸 との親和性を利用した付着メカニズムに着目し、 との親和性を付
与するために異なる長鎖アルキルを導入した４種の アクリル酸アルキル 酢酸ビニル コポリマーを開発した。開
発樹脂、並びに既存樹脂のまつ毛に対する付着性を親和性要因及びタック性要因に分離して考え、ハンセン溶解
度パラメータ 理論及びマイクロドロップレット 法の２つを中心に評価した結果を報告する。

２ 実験方法
２ １ 開発樹脂及び既存樹脂の 測定

理論は物質同士の親和性を評価する理論である。物質は固有の 値 分散力項 双極子間力
項 水素結合力項からなる を持ち、物質間の 距離 により物質同士の親和性を数値的な指標で評価でき
る。樹脂の 値算出のため、開発樹脂 種 アクリル酸アルキル 酢酸ビニル コポリマー ラウリル基

イソステアリル基 ステアリル基 ベヘニル基 に加え、既存樹脂としてトリメチルシ
ロキシケイ酸 レジン 水添ロジン酸ペンタエリスリチル レジン を各 ずつガラス瓶に計量し、

値既知の有機溶媒 種 を 加えて静置した。 時間後の各溶媒に対する樹脂の溶解性を目視評価で良
溶媒、貧溶媒に判定し、専用ソフト を用いてハンセン溶解球法にて 値を算出した。
２ ２ まつ毛の 測定

書面にて試験内容に同意を得た男女パネル 名 代 から自然に抜け落ちたまつ毛を収集し、それら
を有機溶媒 種 に浸漬し静置した。 日後に走査型電子顕微鏡 画像を用いてキューティクルの剥が
れを目視評価し、剥がれているものを良溶媒とした。その結果から 同様に 値を算出した。
２ ３ 法を用いた測定 図

毛髪上に樹脂単体 開発樹脂 種 レジン レジン とカル
ナウバロウの混合物の樹脂球を作成した。毛髪に付着した樹脂球を引
き抜く際の荷重値を複合界面特性評価装置 東栄産
業社製 にて測定し、樹脂球の大きさと繊維の直径で補正して繊維と
樹脂の付着性の指標である界面せん断強度を算出した。
２ ４ テクスチャーアナライザー 英弘精機社製 を用いたタック性測定

樹脂単体 開発樹脂 レジン レジン とカルナウバロウの混合物をそれぞれ作成した。乾燥後に
を用いて塗膜に の荷重をかけた後、引きはがす際の荷重値を測定しタック性を評価した。

２ ５ マスカラ製剤での機能性評価

τ  ：界面せん断強度
F ：引抜荷重
d ：繊維径
L ：ドロップレット長

τ = ブレード

樹脂球

頭髪

Ld

F
【図 】 法測定時の様子と界面せん断強度の算出方法

【図 】ダマ付き・束付きの状態
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書面にて試験内容に同意を得た女性 名 代 に対し、樹脂単体 開発樹脂 レジン レジン を
各々含む油性系マスカラの使用試験を実施し、ボリュームアップ効果とダマ付き・束付きのなさを評価した。

３ 結果および考察
３ １ 開発樹脂の構造決定
・ 理論を用いたまつ毛に対する親和性評価

表 に開発樹脂 種と既存樹脂 種、まつ
毛の 値、まつ毛との の評価結果を示す。

並びに レジンがまつ毛との が小
さく、まつ毛との親和性が高いことが示唆された。開発樹脂の中では、

のアルキル炭素数 と近く、分岐のないアルキル基を持つ樹
脂がまつ毛との親和性が高いことがわかった。
・ 法を用いた毛髪に対する付着性評価

図 に開発樹脂 種とカルナウバロウの比率 混合物の毛髪に対
する 法測定結果を示す。結果、 混合物が毛髪との界面せん断強度
が最も高く毛髪に対して強い付着性を示した。以降、まつ毛との が小
さく、毛髪への付着性も高い と既存樹脂とを比較することとした。
３ ２ 開発樹脂 と既存樹脂の基礎物性比較評価
・ 法を用いた各種樹脂の毛髪に対する付着性評価

図 に樹脂単体 レジン レジン とカルナウバロウの
比率 混合物の毛髪に対する 法測定結果を示す。結果、各種混合
物の付着性は レジン レジン となった。 法は樹脂球
を引き抜くという手法上、非特異的な付着性であるタック性の影響を排
除できない。そこで、各種樹脂のタック性を別途評価することとした。
・ を用いた各種樹脂とカルナウバロウ混合物のタック性評価

図 に樹脂単体 レジン レジン とカルナウバロウの比
率 混合物のタック性測定結果を示す。結果、各種混合物のタック性
は レジン レジン となった。この結果から、 法で確認
された レジンの高い付着性はタック性の寄与が大きいといえる。一
方、 はタック性が レジンよりも小さいにも関わらず、 法では

レジンよりも高い付着性を示した。したがって、 は親和性により
まつ毛に対して特異的な付着性を発揮するといえる。

マスカラ製剤での機能性評価
図 に示す通り、開発樹脂 を配合した油性系マスカラを使用

した場合、既存樹脂を配合した油性系マスカラと比較して、従来の課
題であったダマ付き・まつ毛の束付
きが解消され、ボリュームがありな
がらも均一で美しく整った仕上がり
になることが確認された。

４．結論
まつ毛表面の との親和性に着目しデザインした新規皮膜形成素材、 アクリル酸ステアリル 酢酸ビ

ニル コポリマーを開発した。開発樹脂は、まつ毛に対する親和性が高く、タック性が低いにもかかわらずまつ
毛への付着性に優れるため、マスカラに配合することでボリュームアップ効果が高くかつダマ付き・束付きのな
い均一な化粧膜を形成する製剤が具現化できることが確認できた。

．引用文献
日本香粧品学会誌 – 、 特許第 号、 日本エネルギー学

会機関誌 、 科学・技術研究

【表 】 まつ毛及び各種樹脂の 測定結果

【図 】開発樹脂 種とカルナウバロウの比
率 混合物の毛髪に対する付着性測定結果

【図 】 各種樹脂をそれぞれ配合した油性系マスカラの化粧膜の仕上がりマイクロスコープ画像

【図 】 樹脂 種とカルナウバロウの比率
混合物の毛髪に対する付着性測定結果

【図 】 を用いた樹脂 種とカルナウバ
ロウの比率 混合物のタック性測定結果

まつ毛 - 19.9 4.6 8
ラウリル基 C12 7.9 16 5.5 7.4
イソステアリル基 isoC18 7.2 16.5 5 5.8
ステアリル基 C18 5.5 17.7 4.2 4.8
ベヘニル基 C22 4.4 18.1 3.4 5.7
MQレジン 9.7 15.6 5.1 3.6
RSレジン 5.0 18.4 4 4

Substance
まつ毛との
HSP距離Ra

London分散力項
δd [(MPa)1/2]

双極子間力項
δp [(MPa)1/2]

水素結合力項
δh [(MPa)1/2]
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ボタニカルシリカおよびセルロース多孔質マイクロビーズの化粧機能の機器評価 

〇 鈴木高広，井口勲人，市井千聖，藤井麗彩，坂本 勝 
近畿大学生物理工学部生物工学科  

〒649-6493 和歌山県紀の川市西三谷 930 

Instrumental evaluation of cosmetic functions of botanical silica  
and cellulose porous microbeads 

Takahiro Suzuki, Isao Iguchi, Chisato Ichii, Risa Fuji, Masaru Sakamoto 
Kindai University, 649-6493, Japan   tksuzuki@waka.kindai.ac.jp    

１．緒言 

海洋汚染やSDGsの観点からマイクロプラスチックビーズの使用制限や規制化の動きが加速しており，
生分解性ポリマーや植物素材による代替化粧料が求められている。これらの生態系調和化粧料は，ナイ

ロンやアクリルなどの石油系プラスチックよりも高価なため用途が限られてきた。一方，粉体化粧料は単価

が数百～数万円/kg と幅広く，高価な化粧料は安価な粉体では得難い効果や使用感を付与する。そこで，
木質原料から製造された多孔質セルロースビーズと，もみ殻に含まれるシリカ（ボタニカルシリカ）に着目

し，これらの粉体原料をファンデーションや乳液に配合し，切餅試験法などの機器評価法 1)を用いて化粧

効果や使用感を評価することで，新たな化粧機能の開発，および，粉体原料の改良を試みた。 
 

２．実験方法 

2.1  粉体試料 
多孔質セルロース粉体（㈱JNC）は，耐汗性や耐皮脂性に優れる従来品（C-25, TA-25）1)の機能をさ

らに高めるため，表層の空隙率を高めた多孔体 2種（C-25hp S, C-25hp L）を試作した。ボタニカルシリ
カ粉体は，もみ殻から製造された健康食品用シリカ（㈱LU-NAO，大阪）を加工し，化粧用途に適した粒
子径 5～10 µmに調製した形状の異なる 3種（LU-C5, LU-C10, LU-A10）を用いた。図 1に評価試験
に用いた多孔質セルロースとボタニカルシリカの走査型電子顕微鏡（SEM）画像を示す。 

比較試料には，汎用マイクロプラスチックビーズとして，ナイロン 2 種（Ny5, Ny10），アクリル樹脂 3種
（Acl 15, Acl 30, PMM 8），シリコーン樹脂 3種（KMP 5, KSP 5, KSP 12）を用いた。その他の比較試
料として，セルロース真密体4種（C-25N, D-5, D-10, D-30），無機シリカビーズ2種（SiO-15, SiO-16），
ファンデーションの主基材である薄片板状粉体としてタルク，雲母，合成マイカを用いた。 

 
図 1 多孔質セルロースビーズ（C-25, C-25hp S, C-25hp L）とボタニカルシリカ（LU-A10, LU-C10, LU-C5） 

 

2.2  粉体試料を配合した化粧品の機器評価 
 100円ショップの化粧品をベース品として，各種機能性粉体を添加した試作品を調製し評価に用いた。 
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プレストケーキファンデーション品を解砕したバルク粉体に試料粉体を 10%添加し，乳鉢・乳棒で均一

に混合した試作品を調製し，嵩密度，動摩擦係数（MIU）を測定した。また，切餅被覆人工皮革 1)に試作

品を塗布し，塗布層の均一分散性，色調，カバー力（透明度），光沢，乾燥速度，接触角を測定した。持

続性は，オリーブ油を皮脂代替油として 10%添加した粉体を調製し，機器評価を行った。 
 乳化液型ファンデーションへの粉体添加効果は，市販の乳化品を蒸留水で 2 倍に希釈し流動性を高

めたのち，各粉体を 2%添加し攪拌混合した試作品を切餅被覆人工皮革に塗布し，均一分散性，色調，

乾燥速度，接触角，動摩擦係数を測定した。同様に，市販の乳液に各粉体を 2%添加し攪拌混合した試

作品を用いて，切餅被覆人工皮革に塗布し評価を行った。 
 
３．実験結果と考察 

図 2 に，試料粉体を配合したファンデーション試作品を，切餅被覆人工皮革に塗布した外観を示す。

多孔質セルロース C-25hp S を配合した場合は，カバー力が高い均一な塗膜を形成し，マイクロプラスチ

ックよりも耐皮脂性に優れ，光沢や色調の変化を抑える持続性が従来品よりも向上した。 
ボタニカルシリカ LU-C5 は，透明感が高い均一塗膜を形成した。日本人の肌質の向上に伴い，スキン

ケア品と日焼け止め品の消費量が増大し，ファンデーションのトレンドは明るいツヤのある透明感から，ツ

ヤを抑えた素肌のような透明感へと嗜好性がシフトしている。従来の薄片板状粉体では困難だったツヤを

抑えた透明感の演出に，ボタニカルシリカが有効であると考察される。 
乳化ファンデーションと乳液に各粉体を配合した場合は，C-25hp S は吸湿性と乾燥性に優れ，さっぱ

りとした使用感が期待できる。対照的にボタニカルシリカは，保湿効果が高いことが明らかとなった。 

    
図 2 各種粉体を 10%配合したプレストケーキ型ファンデーション（バルク粉体）塗膜の外観 

 
４．結言 

多孔質セルロースは，高い吸水性と吸油性を特徴とする機能に優れ，ボタニカルシリカは保湿性と透

明感に優れる。それぞれ汎用マイクロプラスチックでは得られない優れた化粧効果が明らかとなった。 
 
５．参考文献 
1) 鈴木高広，FRAGRANCE J., 8,42-51, 2022  
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角層の赤外分光スペクトルを用いた皮膚モニタリング技術の開発

〇清水 教男＊１、天野 恭子＊２、棚橋 昌則＊２、樋口 和彦＊２

花王(株) スキンケア研究所 
＊１〒250-0002 神奈川県小田原市寿町 5-3-28 
＊２〒131-8501 東京都墨田区文花 2-1-3 

Development of skin monitoring technique using infrared spectroscopy of stratum corneum 

〇Norio Shimizu＊１, Yasuko Amano＊２, Masanori Tanahashi＊２, and Kazuhiko Higuchi＊２ 

R&D-Skin Care Products Research, Kao Corporation 
＊１5-3-28, Kotobuki-cho, Odawara-shi, Kanagawa 250-0002, Japan 
＊２2-1-3, Bunka, Sumida-ku, Tokyo 131-8501, Japan 

１．緒言

角層は皮膚の最外層に位置し、私たちが普段、見たり・触れたりすることができる皮膚組織

で、皮膚状態（機能や成分、外観/形態）に関する豊富な情報を有している。また角層は粘着テ

ープを使って容易に採取が可能であり、日本では化粧品を規制する法律的な観点からも重要な

位置づけにある。角層の評価は様々な方法が知られているが、その中でも赤外分光スペクトル

測定は、試料形態に合わせて簡便かつ迅速にその質的な情報を取得できる特徴を有する。今

回、我々はテープストリッピングで採取した角層試料について赤外分光スペクトルの測定を行

い、得られたスペクトル情報の多変量解析から皮膚の機能や成分を予測する技術の開発を行っ

たので報告する。

２．方法

２－１ 機器による皮膚の評価

試験参加に同意をした日本人女性のべ 389 名（20 歳代：37 名、30 歳代：158 名、40 歳代：

39 名、50 歳代：155 名）を対象に、洗顔後、試験環境下（20℃、40%RH）で一定時間馴化後、

皮膚状態の計測およびテープストリッピングにより採取した角層から角層細胞間脂質の定量を

行った。本試験は、花王(株)ヒト試験研究倫理委員会による承認（T151-180720）を得て実施し

た。

２－２ 角層赤外分光スペクトルの取得と機器測定値の推定

赤外分光分析用の角層は顔面頬部より最表面を 1 回テープストリッピングで採取し、ATR-

FTIR（Nicolet iS5, iD5 ATR アクセサリ, Thermo Fisher Scientific 社）を用いて赤外分光スペクト

ルを取得した。取得したスペクトルはテープのバックグラウンドを除去後、アミド I 吸収帯の

強度で規格化を行った後に解析に供した。解析は角層の赤外分光スペクトルデータを説明変

数、皮膚状態の実測値を目的変数とし、線形の回帰分析手法の一つである部分的最小二乗回帰

（Partial Least Squares Regression, PLSR）分析を用いて角層の赤外分光スペクトルデータから皮

膚状態の実測値を推定するモデルの構築を行った。推定モデルの作成および性能評価はホール

ドアウト法（学習用データ：検証用データ＝7：3）に則り、性能評価の指標には実測値とモデ
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ル推定値の相関係数を用いた。

３．結果

代表的な皮膚状態の実測値とモデル推定値

の相関係数を表 1 に示す。角層水分量（キャ

パシタンス）と経皮水分蒸散量（TEWL）

の実測値とモデル推定値の相関係数はそれ

ぞれ、0.494（P＜0.001）、0.485（P＜0.001）

であった。角層を構成する主要成分の一つ

であるセラミドの組成比（NP/NS）のそれ

は 0.603（P<0.001）であった。一方、皮膚

色（L*, a*, b*）については、実測値とモデ

ル推定値の相関係数は L*：0.045

（P=0.63）、a*：0.035（P=0.71）、b*：0.218

（P=0.02）であった。また、角層の赤外分光スペクトルデータから肥満度を示す指標として知

られている BMI を推定したところ、実測とモデル推定値の相関係数は R=0.327（P<0.001）であ

った。

４．考察

保湿やバリア機能といった角層が重要な役割を担うことが知られている皮膚機能は、最表面

1 枚の角層の赤外分光スペクトル測定から推定できることが示され、表面角層が保湿やバリア

機能に関する情報を十分に有していることが示された。角層を構成する主要成分の一つである

セラミドの組成比（NP/NS）についても推定が可能であり、角層セラミドの簡易分析法として

利用できる可能性が示唆された。一方、皮膚色については、L*, a*は推定ができなかったが、

b*は実測値とモデル推定値の間に弱い相関が見られた。これは肌の明度や赤味は皮膚内部の情

報が支配的で、黄味は角層が一定の影響を持っていること１）を反映した結果であると考えられ

る。また、本研究では BMI の実測値とモデル推定値の間にも弱い相関が見られた。肥満に関連

する体内状態の変化は皮膚状態に影響を及ぼすことが知られており２）、角層の赤外分光スペク

トルは内的因子などが角層に与える影響の簡便なモニタリングにも利用できる可能性もある。

以上、テープストリッピング角層の赤外分光スペクトルは、複数の皮膚測定値、特に角層機能

や成分に関わる測定値を推定できることから、皮膚モニタリング技術として活用可能であるこ

とが分かった。

５．引用文献

１）Masaki, H., et al. (2018)., J Dermatol Sci 89(3): 299-301.

２）Mori, S., et al. (2017)., Lipids Health Dis 16(1): 214.

皮膚状態 R P 値 

角層水分量（ｷｬﾊﾟｼﾀﾝｽ） 0.494 ＜0.001 

経皮水分蒸散量（TEWL） 0.485 ＜0.001 

ｾﾗﾐﾄﾞの組成比（NP/NS） 0.603 ＜0.001 

角層重層剥離率 0.364 ＜0.001 

鱗屑（SESC） 0.357 ＜0.001 

角層細胞面積 0.313 ＜0.001 

皮膚粘弾性（R7） 0.262 ＜0.01

表 1 代表的な皮膚状態に関する 
推定モデルの性能評価
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加齢によるエラスチン線維構造変化の非侵襲評価
〇小澤 奈帆子 上 麻佑子 近藤 慎也 志賀 颯一郎 東ヶ崎 健 桜井 哲人

株式会社ファンケル 総合研究所〒 神奈川県横浜市戸塚区上品濃

〇

緒言
エラスチン線維は皮膚に弾力性を与える真皮の細胞外マトリックスの構成要素の一つであり、老化に伴

うエラスチン線維の変性は皮膚のシワやたるみの一因と考えられている 。これまで我々は、摘出皮膚に
対して蛍光免疫染色及び透明化技術を用いた三次元構造解析を用い、高齢においてエラスチン線維が
太く、短く、湾曲していることを報告してきた２）。しかし、摘出皮膚では周囲環境や物性が生体と異なるこ
とから、本来のエラスチン線維の状態とは異なる可能性も考えられる。そこで、本研究では、ヒト生体中の
エラスチン線維の状態を知るため、多光子顕微鏡を用いて非侵襲的にエラスチン線維を可視化するととも
に数値解析を実施し、摘出皮膚でみられたエラスチン線維の構造変化が生体でみられるか確認した。
方法

摘出皮膚組織における紫外線照射負荷
社より購入したヒト摘出皮膚組織（ 歳、女性、腹部）に を

日、 ～ 日間連続で照射後、多光子顕微鏡にて撮像しエラスチン線維画像を取得した。
被験者

倫理委員会で承認の元、同意取得を得た健常女性 名（ 代 名 代 名
代 名 代 名 代 名）の頬部を多光子顕微鏡にて撮像し、エラスチン線維画像を取
得した。

エラスチン線維の撮像条件
多光子顕微鏡（ ： ）を用い、フェムトセカンドファイバーレーザ

（ ）により自家蛍光から得られるエラスチン線維像を
x 20µ の空間範囲を、 平面 0.25µ で 方向 1µ おきに三次元撮像した。

エラスチン線維構造の目視判定評価
専門評価者５名が評価基準 線の細さ 段階 細い 太い、線の直線性 段階 直線 湾

曲 に基づき評価を行い、両スコアの合計値を目視判定総合スコアとした。
エラスチン線維構造の画像解析方法

得られたエラスチン線維画像にノイズ低減のため各種画像処理（コントラスト調整、
、 、 ）を行い、 方向で得られた像より３視野抽出

し、１画像を９分割した。９分割中より３視野抽出し、 の プラグインにより得
られた線維の始点と終点の直線距離と実長さの比を真直度として算出した。 
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結果と考察
まず、摘出皮膚組織にエラスチン線維変
性要因である を照射し、多光子
顕微鏡でエラスチン線維を観察したとこ
ろ、 の照射強度の増加に従ってエラ
スチン線維が湾曲する様子が観察され

、多光子顕微鏡によりエラスチン線
維の構造変化が捉えられることがわかった。
そこで、実際に生体中のエラスチン線維の
形態を観察したところ、多様な形態が
観察されたため、 、生体におけ
るエラスチン線維構造と年齢との関係
を確認した。 代から 代健常女
性頬のエラスチン線維画像から、エラス
チン線維の構造を － に示す方法で
目視判定したところ、加齢により目視
判定総合スコアが低下し、エラスチン線維が、
湾曲することが確認された 。また、取
得したエラスチン線維像を用いて － に示
す方法により数値解析を行い、真直度を算
出した。その結果、数値解析により得られた
真直度と、目視判定による直線性スコアに相
関が認められるとともに 、数値解析に
より得られた真直度が 代から 代まで
有意に低下することを確認した 。以
上より、多光子顕微鏡による生体エラスチン線維の観察および数値解析が可能であり、摘出皮膚と同様
に、生体においても加齢によりエラスチン線維の直線性が低下することが確認された。
結語

本研究により、多光子顕微鏡によるエラスチン線維の非侵襲的撮像および、本研究で用いた数値解析
手法がエラスチン線維の構造解析に有用であり、加えて、摘出皮膚と同様に、年齢によりエラスチン線維
の構造が異なることが明らかとなった。また定量評価が可能となったことから、肌状態によるエラスチン線維
構造の違いの解明や、化粧品素材の有効性評価への応用が今後期待される。 
引用文献

 

生体内エラスチン線維の一例

線細く直線的 線が太く直線的 規則正しい網目構造 湾曲し縮れ構造
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偏光分解ＳＨＧ顕微鏡を用いた眼瞼皮膚組織のコラーゲン配向特徴解析 

〇小倉 有紀 1, 長谷 栄治 2, 南川 丈夫 2, 安井 武史 2 

株式会社資生堂･みらい開発研究所 1，徳島大ポスト LED フォトニクス研究所 2 
〒220-0011 横浜市西区高島 1-2-11，〒770-8506 徳島県徳島市南常三島町 2-1 

Orientation analysis of eyelid collagen fiber by use of the polarization-resolved 
SHG microscopy 

Yuki Ogura1, Eiji Hase2, Takeo Minmikawa2, Takeshi Yasui2 

MIRAI Technology Institute, Shiseido Co., Ltd. 1, 
Institute of Post-LED photonics, Tokushima Univ. 2 

1-2-11, Takashima, Nishi-ku, Yokohama, 220-0011, Japan, 2-1, Minamijosanjima-cho, Tokushima, 770-8506, Japan 

 
1. 緒言 
目周り皮膚は，皮膚厚が薄く皮下に眼輪筋を伴う特徴を有する[1]．皮下筋肉による皮膚へ
の動的負荷は，加齢に伴いシワなどの皮膚変形をもたらす．一方で，この際の皮膚内部変形
については十分に解明されていない．そこで我々は，目回り皮膚特有の内部構造がシワ形成
の一因になっているのではないかと考え、コラーゲン線維の分子配向やその構造異方性を
解析できる第２高調波発生光を用いて，真皮コラーゲンの構造変化を詳細に解析した． 
 
2. 実験方法 
超短パルス光とコラーゲン分子の非線形相互作
用によって生成される SHG（SHG: second 
harmonic generation, 第２高調波発生）光を用い
ると，コラーゲン線維を選択的かつ高コントラス
トに可視化することができる．我々は更に，SHG
光の発生強度が入射レーザー偏光とコラーゲン
配向の関係性に依存することを利用して，数 µｍ
オーダーの観察焦点スポット内における分子配
向角度とその構造異方性[2,3]といったコラーゲ
ン線維の性質を解析を行った．具体的にはフェム
ト秒レーザー（中心波長 1250 nm、パルス幅
100fs）を光源としたレーザー走査型顕微鏡を自
作した(Fig.1)．ガルバノミラー等のレーザー走
査光学系の直前で，直線偏光を 15°刻みで回転させながら 12 枚の偏光分解 SHG 画像を取
得した．各ピクセルにおける偏光分解 SHG 強度を理論式にフィッティングした際のフィッ
ティングパラメーターから、配向角度と異方性を抽出した[3]．観察対象には、国際的およ

Fig.1 Experimental setup of fast, 
continuously, polarization-resolved 
SHG microscopy. 
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びローカルな規則とガイドラインに従い、倫理委員会によって承認されたプロトコルで
Obio 社より提供された 20 代から 80 代のヒト眼瞼皮膚組織を用いた． 
 
3. 結果 
 Fig.2 にヒト眼瞼皮膚組織
における真皮コラーゲン配
向解析の結果を示す．(a)は，
若年(20 代)の配向角度解析
結果で，(b)は高齢(80 代)の
解析結果である．高齢者皮膚
では画面に対して水平の一
方向にコラーゲン線維が配
向していた．また，異方性に
ついては加齢に伴い高くな
る傾向が見られることが分
かった。 
 
4. 引用文献 
[1] K. Chopra et al., Aesthetic Sur. J. 35, 1007 (2015). 

[2] I. Gusachenko et al., Biophys. J. 102, 2220 (2012). 

[3] Y. Tanaka et al., Biomed. Opt. Express 5, 1099 (2014). 
 

Fig.2 Orientation analysis of dermal collagen fiber in human eyelid 
skin. The scale size is 200 µm (2.5µm/ pixel) 
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バリア機能が低下傾向にある敏感肌に特徴的な角層セラミド組成 

○城市大勢 1、渡辺大輔 1、羽根岡舞 2、川本明音 3、吉田浩之 3、山本直史 1、須加基昭 1 
花王株式会社 1 スキンケア研究所 3生物科学研究所 〒250-0002 神奈川県小田原市寿町 5-3-28 

花王株式会社 2 解析科学研究所 〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町 3-25-40 

Characterization of Ceramide Profile in Stratum Corneum of Sensitive Skin with Weak Barrier Function 

○Taisei Joichi1, Daisuke Watanabe1, Mai Haneoka2, Akane Kawamoto3, Hiroyuki Yoshida3, Naohito Yamamoto1, Motoaki Suka1 
1Skincare Products Research, 3Biological Science Research, Kao Corporation, 5-3-28, Kotobukicho, Odawara, Kanagawa, 250-0002, Japan 

2Analytical Science Research, Kao Corporation, 3-25-40, Tonomachi, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa, 210-0821, Japan 
 
1. 緒言 
 敏感肌とは通常では何ともない刺激に対して、不快な感覚が生じることで定義される症候群と言わ
れており 1、皮膚生理的にはバリア機能の低下と神経の過敏性が主に関連すると考えるのが一般的で
ある。しかしながら、敏感肌意識者の中には客観的な皮膚状態が正常な方から病的な方まで、様々な
方が含まれると推定されており 2、いまだ系統だった見解が少ない現状にある。このように敏感肌は
主観的な症状が主体であるために、より客観的な方法も活用し、対象を選定した研究を進めることが
重要である。一方で、これまでに我々は敏感肌のバリア機能に着目し、角層セラミドの重要性を報告
してきた 3。本先行研究では、疑似セラミドおよびセラミド産生促進効果のあるエキスを配合したク
リームを敏感肌の方に連用して頂くと、プラセボクリームと比較して、バリア機能と刺激感受性が大
きく改善した。このことから、敏感肌特有の刺激感受性の高さにセラミドが関係していることが推察
されるが、両者の関係性は十分に解明されていない。そこで本研究では、敏感肌意識を有し、かつ、
乳酸に対する刺激感受性が高い方を敏感肌者として選定し、角層セラミドの詳細を解析するとともに、
刺激感受性との関係性について調べた。 
 
2. 方法 
2-1. 敏感肌者および非敏感肌者の選抜方法 
 20~49 歳の日本人女性を対象に、敏感肌意識の有無を確認した後、スティンギングテストを行った。
当該テストには 1%乳酸水溶液を使用し、頬部に適用後、5 分間での不快な感覚 (痛み、ほてり、かゆ
み、むずむず) を 0~3 のスコアで経時的に評価して頂いた。各感覚について、対照として用いた蒸留
水との最大スコアの差を求め、最も高い値をスティンギングスコアとした。これら2つの評価により、
敏感肌意識を有し、スティンギングスコアが 1 以上の方を敏感肌者、敏感肌意識を有さず、スティン
ギングスコアが 1 未満の方を非敏感肌者とした。 

2-2. 皮膚性状および角層セラミドの評価方法 
表 1 に示す皮膚性状は、頬部を対象に評価し

た。角層セラミドは、頬部からテープ剥離で角
層を採取し、脂質を抽出後、LC/MS によりセ
ラミド分子種の量および炭素鎖長を評価した。
なお、本研究はヒト試験研究倫理委員会で承認
後、全被験者から同意を取得して実施された。 
 
3. 結果および考察 
3-1. 敏感肌者と非敏感肌者の皮膚性状の比較 
 今回選抜された敏感肌者 (48 名) の平均スティンギングスコアは 1.39 であったことから、中程度の
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乳酸刺激感受性を有するものと考えられた。次に、敏感肌者と非敏感肌者 (18 名) の角層水分量を比
較した結果、両者に有意な違いは認められなかった。一方で、経皮水分蒸散量は、敏感肌者において
高い傾向を示した。このことから、今回選抜された敏感肌者の皮膚性状としてバリア機能が低下傾向
にあると考えられた。 

3-2. 敏感肌者と非敏感肌者の角層セラミドの比較 
 敏感肌者と非敏感肌者の角層セラミドの総量およ
び組成を比較した結果、セラミド総量には有意な違
いが認められなかったが、敏感肌者では特定のセラ
ミド分子種[NH, NP, EOS, EOH, EOP]の量が、有意に
低下または低下傾向にあった (図 1)。これらの分子
種はいずれもアトピー性皮膚炎 (AD) で特徴的に低
下していることが知られており 4、今回の敏感肌者の
角層セラミド組成は AD と類似していると考えられた。また、血清総 IgE 量を調べたところ、敏感肌
者は非敏感肌者に比べて有意に高く、アトピー素因の一つを有していた。一方、AD ではセラミド[NS]

の短鎖化も報告されているが 4、今回の敏感肌者ではセラミド[NS]の短鎖化は認められなかった。 

3-3. 角層セラミド組成の変化と乳酸刺激感受性との関係性 
 敏感肌者で見出されたセラミド組成の差異と乳酸刺激感受性との関係性を調べた。まず、全被験者
を対象に、セラミド総量および分子種の量と皮膚性状との相関分析を実施した結果、セラミド分子種
[NH, NP, EOS, EOH, EOP]の量は、経皮水分蒸散量と負に、角層水分量と正に相関した。これらは過去
に AD で見出された結果ともよく一致した 4。しかしながら、いずれの量もスティンギングスコアと
は有意な相関が認められなかった。そこで、これまでに AD や健常人のバリア機能の鋭敏な指標とし
て報告のあるセラミド[NP]/[NS]に注目し 5、皮膚性状との相関分析を行った。その結果、セラミド
[NP]/[NS]は、経皮水分蒸散量と負に相関し、さらにスティンギングスコアとも負に相関することを見
出した (図 2)。このことから、敏感肌特有の刺激感受性の高さに角層セラミド組成の変化が関係する
と考えられた。加えて、テープ剥離により採取した角質細胞の面積
を調べた結果、敏感肌者は非敏感肌者に比べて有意に小さかった。
このことから、敏感肌者では表皮のターンオーバー速度が亢進し
ており、未成熟な角層形成におけるセラミド組成の変化が、バリア
機能の低下や刺激感受性の高さに繋がっていると考えられた。 
 
4. 結言 
 AD と類似した角層セラミド組成は、敏感肌の新たな皮膚生理的
特徴であり、セラミド[NP]/[NS]は、刺激感受性の客観的な生物学的
指標になり得ると考えられた。 
 
5. 引用文献 
1) L Misery et al., Acta Derm Venereol, 97(1), 4-6 (2017) 

2) 石田耕一, 日本香粧品学会誌, 35(2), 107-112 (2011) 

3) H Nojiri et al., Arch Dermatol Res, 310(6), 495-504 (2018) 

4) J Ishikawa et al., J Invest Dermatol, 130(10), 2511-2514 (2010) 

5) U Yokose et al., BMC Dermatol, 20(1), 6 (2020) 
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プロピオン酸処理脂腺細胞における脂質生成機構とその解決策の提案 
○中橋 浩, 近藤 蓉子, 藤江 建志 

株式会社ピカソ美化学研究所 研究開発部 
〒662-0911 兵庫県西宮市池田町 9-20 

 
Lipogenesis mechanism in sebocytes treated with propionic acid  

and proposal for its solution 
○Hiroshi Nakahashi, Yoko Kondo, Takeshi Fujie 

PICASO COSMETIC LABORATORY Ltd. 
9-20 Ikeda-cho, Nishinomiya, Hyogo 662-0911, Japan 

 
1. 緒言 
これまで、尋常性ざ瘡いわゆるニキビの原因の 1 つとして脂質の産生亢進が指摘されている

1)。過去の報告では、活性型男性ホルモンであるジヒドロテストステロンやインスリン、イン

スリン様成長因子 2)などが脂質産生を促進することが指摘されている。本研究では、ニキビな

ど、毛穴が詰まり、閉塞された環境下で、アクネ菌などの代謝物であるプロピオン酸 3)が脂腺

細胞に作用し、脂質産生を促進する可能性を検討した。また、脂質産生経路の代表的な阻害剤

を作用させた検証結果についても報告する。 
 
2. 方法 
2-1. プロピオン酸処理ヒト脂腺細胞の脂質産生評価 
 脂腺細胞（CTI-Biotech）を 96 穴プレートに播種した。一昼夜培養後、プロピオン酸含有

培地で 48 時間培養し、細胞をヘキスト 33258 で染色し細胞数の指標とした。さらに細胞中の

脂肪滴をオイルレッドで染色後、イソプロパノールで抽出し、吸光度を測定した。オイルレッ

ドの吸光度を、ヘキストの蛍光値で徐した値(O/H 値)を算出し、細胞数あたりの脂質産生量と

した。 
 また、脂腺細胞を 24 穴プレートに播種し、その後、上記条件で培養、処理した細胞を、ナ

イルレッド染色し、画像を蛍光顕微鏡で撮影した。 
 
2-2. プロピオン酸処理ヒト脂腺細胞における脂質合成促進機序の検討 
 脂腺細胞を 96 穴プレートに播種した。培養後、プロピオン酸含有培地と共に、mTOR 阻害

剤であるラパマイシンまたは、AMP キナーゼ(AMPK)の活性化剤である 5-Aminoimidazole-
4-carboxamide 1-β-D-ribofuranoside (AICAR)を作用させ、48 時間培養したのち、脂質産生

を評価した。 
 
3. 結果 
3-1. プロピオン酸によるヒト脂腺細胞の脂質産生に対する作用 
 プロピオン酸の濃度依存的に O/H 値が増加した(Fig.1A)。また、ナイルレッド染色におい
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てもプロピオン酸処理細胞で、中性脂肪由来の黄色蛍光の増加が確認された(Fig.1B)。  
A)                                 B)       

 
             

Fig. 1 プロピオン酸による脂腺細胞の脂質産生に対する作用 
A)プロピオン酸と O/H 値の関係 (mean ± SD, n = 4, *p < 0.05, **p < 0.01), B)プロピオン酸処理細胞のナ

イルレッド染色画像 
 
3-2. プロピオン酸処理ヒト脂腺細胞に対する脂質合成経路阻害剤の作用 
 ラパマイシンおよび AICAR 処理は、プロピオン酸による脂腺細胞の脂質産生を抑制した

(Fig. 2A, B)。 
 
4. 考察 
 本研究では、プロピオン

酸処理脂腺細胞で脂質産生

が亢進していることを確認

し、各種阻害剤での検討に

より、AMPK -mTOR-
SREBP-1 経路が関与して

いることが示唆された。こ

の結果により、にきびに対

して新しいアプローチで効

果を示す原料、製剤開発が

可能になったと考える。 
 
 
5. 引用文献 
1) K. Degitz, et al., Br J Dermatol. 148(6), 1263-1266 (2003) 
2) T. M. Smith, et al., J Invest Dermatol. 126(6), 1226-1232 (2006) 
3) R.P. Allaker, et al., Br J Dermatol. 113(2), 229-235 (1985) 

Fig. 2 プロピオン酸処理ヒト脂腺細胞の脂質産生亢進に対するラパマ

イシンと AICAR の作用 
 A)ラパマイシン処理 (mean ± SD, n = 4, *p < 0.05, **p < 0.01), B) 
AICAR 処理 (mean ± SD, n = 4, *p < 0.05, **p < 0.01) 

* 
** 

** 

* ** 

* 

** 

A) B) 

プロピオン酸(-) プロピオン酸(+) 
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パーマによる形状変化と毛髪内部の変化 ～蛍光染色による毛髪内部構造の可視化Ⅱ～ 
〇 萬成 哲也，久下  宗一 

タカラベルモント株式会社  化粧品研究開発部 基礎研究センター 
〒520-3211 滋賀県湖南市高松町 5-1 

Studying relationship between structural changes inside the hair and permanent wave formation. 
~Visualizing internal hair structure with fluorescent staining Ⅱ~ 

〇 Tetsuya Mannari, Munekazu Kuge 
Cosmetic R&D Department,Takara Belmont Corp., 5-1 Takamatsu-cho, Konan-shi, Shiga 520-

3211, Japan 
 
1.緒言 
パーマ施術で毛髪に生じる変化については多くの研究がなされてきたが、毛髪内部の変化を可

視化して詳細に調べた研究は多くない。前回我々は、還元処理の違いによる毛髪内部のチオー
ル基(-SH)分布やコルテックス(Cx)状態への影響の差異を調べるため、毛髪単体で還元(浸漬
下)を行い、蛍光染色でその変化を可視化して紹介した。今回は、実際にカールを形成した毛束
に対して蛍光染色を行うことで、カール形成時における毛髪内部の変化の実態解明を試みた。 
 
2.方法 
2.1 毛髪の処理 
 長さ 22cm、重さ 0.6g の未処理毛で毛束を作成し、一定の負荷のもとロッド(中央径 10mm、
長さ 90mm)に巻きつけ、その後に還元・酸化処理を行うことでパーマ処理毛を作成した。 
2.2 毛髪切片の蛍光染色 
 還元処理後またはパーマ処理後の毛束から毛髪を数本切り出し、滑走式ミクロトーム(凍結
条件下)で作成した厚さ 10µm の切片に下記の染色を行い、蛍光顕微鏡にて観察した。 
-SH 染色：0.01 M N-(7-dimethylamino-4-methylcoumarin-3-yl)maleimide(DACM) 染色 1) 

  Cx 染色：0.002% sulforhodamine101 (SR101) & 0.005% fluorescein sodium  (FS) 染色 2) 
 
3.結果と考察 
3.1 カール形成における毛髪内部の変化 

 まず、還元剤にはチオグリコール酸(TGA)、システイン(CYS)、チオ乳酸(TL)、亜硫酸水素
ナトリウム(SUL)を用い、処理時間を 1、5、10、20、30 分と変えて還元し(以降、還元時間を
還元剤の後に数字記載)、その後 20 分酸化してパーマ処理を行った。このように形成されたカ
ールと還元終了時の毛髪内部との関係を調べたところ、毛髪内部への DACM の蛍光の広がり
が CYS で最も小さく、カールが形成され始めた CYS10 ではキューティクル(Cu)の外側から Cx
との境界まで蛍光がみられた。Cx の外縁部にも DACM の蛍光が確認された CYS20 では明瞭な
カールが形成され、より強いカールが形成された CYS30 では、Cx 細胞間および Cx 内部にも鮮
明な蛍光がみられた(図 1)。また、引張試験機により引張特性(水中)も調べたところ、Cx への
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DACM 蛍光の拡大に応じてヤング率、降
伏値が低下しており、力学的特性からも
Cx の還元が 10 分以降に生じたと考えられ
る。DACM 蛍光の Cx への分布拡大は TL
や SUL でも 20 分でみられたが、この時、
Cu での蛍光は弱く、カール形成力も弱か
った。すなわち、まず Cu をしっかりと還
元するだけでもカールを形成することがで
き、その上で Cx を還元することでより強
いカールが形成できると考えられる。 
 
3.2 還元剤の違いによるカール形成時の毛髪に生じる変化 
 パーマ処理で生じたカールの山数や毛束長が同等になる条件(TGA10、CYS20、TL30、

SUL30)で、各還元剤処理が毛髪に及ぼす影響を DACM の蛍光の分布拡大や Cx 染色の変化度
合をもとに比較すると、TL30≧SUL30>>TGA10>CYS20 の順に毛髪内部への影響が大きかっ
たことがわかる(図 2)。また、毛髪
表面状態を SEM で観察すると、
CYS20 では明らかな Cu の捲れ上が
りなどのダメージも少なかった。こ
れらの結果より、今回の処理条件に
おいてはCYSによる還元処理が毛髪
への過剰な影響を抑えながらカール
形成するのに有利だと考えられる。 
 
3.3 蛍光染色の結果をもとにした還元処理条件の検討 
 健康毛において、各種還元剤によるカール形成時の特徴を可視化できたので、次に、より効
率的なカール形成を目指し、還元剤の組み合わせや処理条件を検討した。その結果、CYS 処理
中の一時的な加温により毛髪への影響を抑えつつもカール形成力を向上させることができた。 
 
4.結語 
本研究では、蛍光染色により「 ①カール形成に必要な還元状態」、「②還元剤の違いによるカ

ール形成時の毛髪への影響」を可視化し、「③カール形成効率の向上」の検討へとつなげること
ができ、毛髪に起こる事象理解における蛍光染色の有用性を示すことができたと考える。 
 
5.引用文献 
1) A. Taneda et al., J Invest Dermatol. 1980, 75: 365-369  
2) WG. Bryson et al., J Struct Biol., 2009, 166: 46-58 
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パーマなしでパーマスタイルを実現する整髪料の開発 
高嶋 快土，○中川 淳史 

（株）マンダム 技術開発研究所 エアゾール製品開発室 
〒679-2216 兵庫県神崎郡福崎町高橋２９０−２８ 

Development of a hair styling agent that can create a perm style without a perm 
Kaito Takashima，○Atsushi Nakagawa 

Aerosol Product Development Office, Technology Development Laboratory, Mandom 
Corporation 

290-28 Takahashi, Fukusaki-cho, Kanzaki-gun, Hyogo 679-2216, Japan 
 

1.緒言 
パーマ施術により実現できるヘアスタイルは、整髪料だけでは実現できないカールとボリュ

ームが魅力である。しかし、パーマ施術は失敗すると修正が困難であるためハードルの高いス
タイリングである。そのため、整髪料だけでこのスタイルを実現できれば大きな価値に繋が
る。そこで我々は、パーマ施術なしでパーマスタイルを実現できる整髪料の開発に着手した。 
まず機能目標を、Messy Fringe スタイル(図 1)が実現できることと設定した。このパーマス

タイルには、細い毛束の形成力と、高リッジ感のカール付け力、及びそのカールの三次元的な
保持力が必要である。毛髪の三次元的なボリュームを保持する技術としてパウダー整髪製剤が
知られているが 1)、この製剤には毛束を作る機能は無い。また、ヘアワ
ックスのスタイル保持力を向上させる技術として塗布性を上げる方法
が知られているが 2）、それにより作れるカールとボリュームはパーマ
スタイル実現には不十分である。 
今回、我々は必要な機能の実現のために、硬いロウ類で毛髪をコー

ティングして髪一本一本に針金のような自由な成形性を付与すること
で、リッジ感の高いカールを形成し、剤の粘着性により細い毛束が形
成されるとともに、カールを三次元的に固定することができると仮説
立てた。この仮説の実現には、ロウ類を配合した製剤を泡沫状にし
て、毛髪全体に薄く均一に付着させることが適切と考えた。 
本研究では、上記仮説に基づいてエアゾールフォーム製剤を作製し、

その整髪メカニズムを明らかにすべく検証を行ったため、以下に報告す
る。  
2.方法 
2−1．実使用評価 
 仮説に基づき作成したエアゾールフォーム製剤について、目標の機能を持つことを確認する
ため、専門パネル（N=5）に目標ヘアスタイルを提示し、実使用評価を行った。 
2−2. 各種物性測定・評価 
整髪メカニズムの検証のため、下記の測定及び観察を実施し、ワックス、ジェル、水性ポマー

ド、パウダー整髪製剤と比較した。これらの比較対象は自社製品から、各剤型で代表的な製品を
用いた。 
・粘着性の評価：各製剤（2.0g）を薄く塗布したガラス板を、カルナウバロウのペレットを敷き
詰めた上から塗布面を下にして置き、5.0kg の重りを 30 秒間乗せた際に付着したペレットの重
量を測定し、粘着性の指標とした。 
・毛束の曲げ試験：純曲げ試験機(カトーテック社製 KES-FBS-2)を用いて、各製剤（0.8g）を
塗布した平毛束(ビューラックス社製)の曲げ硬さ（B 値）、及び曲げ回復性（2HB 値）を測定し
た。 
・櫛通り試験：引張・圧縮万能材料試験機(エーアンドデイ社製 TENSILON RTG-1250)を用
いて、各製剤(1.0g)を塗布し、毛束ができないように毛髪を櫛で細かく裂きながら乾燥させた平
毛束（ビューラックス社製）と櫛を機器に取り付け、櫛を通した際にかかった最大荷重［N］を
測定した。 
・塗布毛髪表面の走査電子顕微鏡（SEM）（日立ハイテク社製 TM-3000）による観察 
・製剤の顕微鏡（オリンパス社製 BX53-P）による偏光観察 

図１.目標ヘアスタイル 
(Messy Fringe) 
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３.結果・考察 
３−1. 実使用評価 
植物性ロウ類：17.0％、液状油：6.5％、ノニオン界面活性剤：3.1％、

水：残部からなる O/W 乳化処方のエアゾールフォーム製剤を開発した（図
2）。専門パネル（N=5）による実使用評価の結果、開発品が Messy Fringe
スタイルを実現できることを確認した。 
３−２. 各種物性測定・評価 
 粘着性について評価した結果、開発品は水性ポマード、及びワックスと同等の高い粘着性を持
つことが確認された（図 3）。しかし純曲げ試験の結果、開発品を塗布した毛束の曲げ硬さ、及
び曲げ回復性はワックスと同等程度であった（図 4,5）。つまり本製剤は高い粘着性を持つが、針
金のような自由な成形性は無く、整髪メカニズムは仮説と異なることが明らかとなった。そのた
め、別の特性が機能性発現に寄与していることが推測された。 

 
そこで、毛髪の引っ掛かりの強さの指標として、櫛通り試験で

荷重を測定した。その結果、本製剤はワックス、及び水性ポマー
ドよりも荷重が大きく、パウダー整髪料と同等であった（図 6）。
このことから本製剤は、粘着性により形成された細い毛束同士の
接触点で生じる強い摩擦力によって、高いリッジ感のカールを三
次元的に固定する機能が発現していると推察できる。 
また、SEM 観察においては、毛髪表面に 1.0μm前後の微細な

凹凸が観察された（図 7）。更に、吐出した泡の顕微鏡観察の結果、
剤の乾燥により、吐出直後には見られない微細な結晶の析出が観
察された（図 8）。以上より、本製剤の機能は、均一塗布性と粘着
性に加え、剤の乾燥に伴う微細結晶の析出により強い摩擦力が生
じることで発現することが示唆された（図 9）。 

 

 

 

 
 
4．結語 
 本研究において作製したエアゾールフォーム製剤を用いることで、パ
ーマ施術なしでパーマスタイルを実現可能であることが確認された。本
製剤の整髪メカニズムは、細い毛束の形成力、高リッジ感のカール付け
力、カールの三次元的な保持力によると考えられる。 
5．参考文献 
1)浅田拓二,大野健剛,FRAGRANCE JOURNAL,6,40-46(2011) 
2)占部駿,橋本佳和,岡本将典, FRAGRANCE JOURNAL,6,12-16(2019) 

図 7.毛髪表面の SEM 観察画像 
左：未塗布毛，右：開発品塗布毛 

 

図 9.整髪のイメージ 

n.s 
*** ** 

図 6.櫛通り試験 
(N=5，*ｐ<0.05，**ｐ

 

n.s. n.s 
** 

n.s n.s 

n.s 

** 

n.s 

* 

n.s 
n.s. 

図 3.粘着性評価結果 
(N=3，**ｐ<0.01) 

図 4.曲げ硬さ測定結果 
(N=3，**ｐ<0.01) 

 

図 5.曲げ回復性 
(N=3，*ｐ<0.05) 

** 

図 2.開発品の泡沫 

図 8.製剤（泡沫）の偏光顕微鏡観察画像 
左：吐出直後，右：乾燥後 
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頭髪最表層で生じる「浮き毛」の原因に迫る：紫外線を主とした毛髪ダメージの新しい側面
〇田村 俊紘 ，川上 るな ，中谷 有沙

花王株式会社 解析科学研究所 ，ヘアケア研究所 ，スキンケア研究所
〒 東京都墨田区文花

〇

 緒言
浮き毛やハネ毛といった髪形状の不規則なうねりは、美しさや印象を損なう原因としてグローバル

で共通の根深い髪悩みとなっている．これまで毛髪の根元から毛先にかけて蓄積していく種々のダメ
ージについて研究され、例えば、パーマやヘアカラー、紫外線 による酸化や、熱による変性を
はじめとした様々な影響が認められている ．我々は頭髪実態を改めて観察する事で、頭髪の内側よ
りも表層に位置する毛髪では顕著にうねりが強い事、毛先に比べてダメージがあまり蓄積していない
根本側でもうねりがみられる事を見出した．そこで本研究では、頭髪表層に集中する毛髪のうねりの
発生メカニズムを解明すべく、 の影響に主に着目して検討した．

 方法
アンケート調査 消費者の頭髪表層における毛髪のダメージ実感と、その原因に対する捉え方に

ついて調査するため、成人女性を対象に毛髪ダメージの意識調査をした．
毛髪のうねり発生評価 うねり発生に影響を及ぼす要因を調べるため、モデル毛束 ダメージ毛

を使い実験した．毛束に対して、ソーラーシミュレータで真夏の日中と同等の照度で疑似太陽光を
照射した後、一定の外力による歪みを与えた状態で保持し、最大 時間まで静置した．その後、

洗髪し一時的なセットを排除した状態で、毛髪に付与されたうねりの程度を定量した．
分光分析による毛髪内部の化学変化の経時測定 疑似太陽光照射前、照射後の静置時における毛

髪内部の化学変化を調べるため、毛髪のラマン 蛍光 スペクトルを経時で取得し、ジスルフィド
チオール システイン酸 等に由来する信号の経時変化を測定した．なお、チオール

は による蛍光修飾を行い検出した．

 結果と考察
消費者の頭髪表層における毛髪のダメージ実感と原因

の捉え方 頭髪表層と内側の髪質の差異を実感している人
は全体の約 にも達した．その大半は、頭髪内側よりも表
層にダメージをより感じており、実際にうねりや浮き毛が多
いとの声が多数得られた．また、表層における毛髪ダメージ
の原因について得られた回答に対して、キーワード間のネッ
トワーク分析を適用した．その結果、最多出現の に加え、
ドライヤーやアイロンの熱、就寝時の枕による摩擦や物理的 図 頭髪表層ダメージの原因意識の繋がり

円：出現頻度、線：単語間の繋がりの強さ
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な外力を受け易い事等、種々の原因が複雑に繋がっている様子がみられた 図 ．
毛髪のうねり発生に影響する要因 アンケートから示唆さ

れた複数の原因を日常生活に当てはめ、外出時の太陽光曝露や、
就寝時に毛髪が歪んだ状態で一晩経過することに特に着目し
て評価方法を構築し、毛髪のうねり発生を評価した 図 ）．そ
の結果、わずか の疑似太陽光照射でも、その後毛髪を歪ん
だ状態で保持／静置すると、静置時間に応じて洗髪しても落ち
ない形状のうねりが顕著に発生した．また、疑似太陽光から

領域の波長をカットすると、うねりの発生は顕著に抑制さ
れた．つまり、 曝露後に、毛髪に外力がかかり歪んだ状態
で保持される過程にうねり発生の本質があると考えられる．
太陽光照射後の静置過程における毛髪内架橋の変

動 毛髪内部のジスルフィド 結合の疑似太陽光照
射による開裂と、付随して生じるチオール 中間体、
最終酸化生成物のシステイン酸 の量を経時的に追
跡した 図 ．
チオール は太陽光照射 により増加し、照射終

了後も 程度増加した．その後、減少に転じて照射前
のレベルにまで戻った．太陽光を照射するとラジカル等
の活性種が毛髪内に生成する事が報告されており 、こ
の影響で毛髪内部における反応が持続したと考えられ
る．システイン酸 についても、太陽光照射中から
終了後の数時間まで増加し、チオール の減少に同期
して平衡に達した．一方、 結合については、太陽
光照射 の間に減少し、直後には速い再結合過程、その後には更なる結合開裂の過程がみられ、速
度定数の異なる つの過程が競合している可能性がある．それ以降の時間範囲では結合開裂が終了し、
徐々に再生する傾向がみられた．
浮き毛発生のメカニズム の影響で毛髪内部の 結合が開裂する事は既知であり、その機構

として 間のホモ開裂、 間のヘテロ開裂のいずれが優勢かに着目した研究等がある ．本研究で
は、太陽光照射後の静置過程における および 結合の経時変化を詳細に調べる事で、開裂した
結合の一部が自発的に再結合する事、再結合が起こる時間スケールとうねり発生の時間スケールと合
致する事を初めて見出した．つまり、太陽光曝露を受けた毛髪がその後歪んだ状態で保持されると、
開裂した 結合が歪んだコンフォメーションで再結合し、うねりが発生する．これは、パーマによ
る形状記憶と類似した機序であり、頭髪表層に位置する毛髪は、 や外力による歪みなどの影響を
受け易く、意図せず不規則な形状にパーマがかかる事で、浮き毛の発生に繋がっていると考えられる．

 引用文献
最新の毛髪科学 松崎ら著 フレグランスジャーナル社 第 章 －

–
－

図 毛髪のうねり定量結果
照度 μ

図 毛髪内の 信号の時間変動
疑似太陽光 照射終了時点を時間基準とした
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加水分解水添デンプンを用いたヘアケア化粧品への応用
〇木村 雄輝 牧田 玲奈 西尾 洋美 澤 桃子

物産フードサイエンス株式会社 〒 愛知県知多市北浜町

〇

 
１． 緒言
加水分解水添デンプン（ ）はトウモロコシ等に代表される植物由来の原材料により製造

される糖アルコールの一種である。定義としては、加水分解デンプンを水添することで得られ
るものとされ、図１に記載の通り、単一の成分ではなく、単糖（ソルビトール） 二糖（マル
チトール） 三糖（マルトトリイトール）・・・とα → 結合を主としたグルコース単位から
構成される各糖アルコールの混合物を加水分解水添デンプンと呼称する。またソルビトール、
キシリトールなどに代表される同じ糖アルコールと比べても、認知度が低く、その利用価値に
ついてあまり研究されていない現状である。このような背景から化粧品分野における の
利用価値が潜在していると考え、糖組成
の異なる２種の を用い、ヘアケア
化粧品に多く利用される多価アルコー
ル、糖アルコールとして、グリセリンと
ソルビトールをそれぞれ比較対象として
選択し、ヘアケア化粧品向けの各種検討
を実施した。

２． 方法
２－１．評価サンプル
表１に記載の通り、評価を実施した は糖組成の異なる２種を用いた。 は三糖で

あるマルトトリイトールを主成分と
し、 は四糖以上の高分子か
ら構成される糖アルコールを主に含
有する。 法による分析か
ら、平均分子量はそれぞれ 程
と 程である（表１※部分：

）。

略称 Gly Sor HSH-1 HSH-2

化粧品表示名称 グリセリン ソルビトール

性状 液（100%濃度） 液（70%濃度） 液（70%濃度） 液（70%濃度）

化学式 C3H8O3 C6H14O6 (C6H12O6)n (C6H12O6)n

主成分 グリセリン ソルビトール マルトトリイトール 四糖以上の高分子

平均分子量 92 182 500※ 1,000※

炭素数 3 6

水酸基数 3 6

化学構造

加水分解水添デンプン

図１参照

OH

OHOH

表１ 評価サンプル

図１ 加水分解水添デンプン（ ）の製法と化学構造
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２－２．官能評価
うねり毛束（インド人毛黒髪 ビューラックス）を予洗い後、固形分濃度

の各評価サンプル溶液に ℃ 分間浸漬させた。その後、櫛を 回通し、 ℃ の
恒温恒湿層にて 時間静置し、高湿度条件（ ℃ ）に変更後、一晩乾燥させた。この
毛束を 代の女性 名により、 ～ 点を 点刻みで 段階による絶対評価を各評価項目
について実施した。
２－３．ハリコシ試験

毛束（ビューラックス）をグリセリン、 をそ
れぞれ固形分濃度 ％配合するモデルシャンプーとトリートメ
ントで処理後、風量、角度、時間を揃えドライヤーで乾燥させ
た。その後、図２の通り、毛束の根元を壁に貼付し、壁―根本
―毛先中央点から成る角度を算出した。
３． 結果と考察
３－１．官能評価
図３に示す通り、 処理検体において、グリセリンや

ソルビトールと比べ、広がりが抑制され、束感があることが
確認された。また毛束を触った際の感触も、グリセリンやソ
ルビトールと違うことや、分子量の異なる 間でも違い
があることが確認された。
３－２．ハリコシ試験
図４に示す通り、 処理検体において、

処理前に比べ処理後の角度の減少が確認され、
毛束がしなやかになっていることが示唆され
た。一方で 処理検体において、処理前に
比べ処理後の角度の微増が確認され、毛束にハ
リコシが付与されていることが示唆された。
以上より、同じ でも分子量の異なる為、
毛髪に対しての分子レベルでの挙動が異なるこ
とが推測された。

４．まとめ
本研究を通じて、グリセリンやソルビトールとは違った各種効果（外観、感触、ハリコシな

ど）が に確認された。また分子量の異なる 種の 間でも、一部の評価項目に差異が
確認された。ヘアケア化粧品において、保湿や感触調整目的で多価アルコールや糖アルコール
が配合されることが多い現状であるが、ヘアケア化粧品の求めるコンセプトに応じて、配合す
る糖アルコールを変更することで化粧品商品の基本骨格を調整することが可能な成分であると
期待される。

図３ 高湿度保管後の毛束の外観
（左から、水 処理）

図２ ハリコシ試験概要

図４ ハリコシ試験
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反復延伸によるゆがみ毛の形状および構造の変化について

〇布施 直也 、榎本 可奈子 、生山 玲奈 、森田 成昭 、松江 由香子

クラシエホームプロダクツ 株 ビューティケア研究所

〒 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町１３４

大阪電気通信大学 工学部

〒 大阪府寝屋川市初町

〇

 緒言

髪は、肌と同様に年齢とともに変化する。たとえば白髪が増えたり、髪のボリュームが減ったりす

るが、さらに毛髪にうねりやくせといった形状の変化が生じることがある。このうねりやくせのある毛

髪が多くなると、手触りが悪くなり、外観を損なうとともに、まとまりにくい、セットしにくいといった

スタイリングに関する問題が生じる。本研究では、加齢に伴って生えてくる、うねりやくせや広がりが

ある毛髪を“ゆがみ毛”として、そのゆがみ毛を形態学的パラメータによって数値化し、日常のヘア

スタイリング行動として良く行われる髪を繰り返し伸ばす 反復延伸 行為との関係性について調査

した。さらに反復延伸を利用したゆがみ毛のケア方法も検討したので、併せて報告する。

 方法

試料

歳から 歳までの日本人女性を対象に、文書にてインフォームドコンセントを得た上で毛髪

を採取した。サンプリングした毛髪について長径、短径およびカール部分の半径を計測し、各毛髪の

扁平率ならび曲率を求めた 。計測の結果、扁平率 － 、曲率 － の範

囲の毛髪をゆがみ毛、扁平率 未満、曲率 未満の毛髪を直毛と定義した。

．反復延伸による形態変化計測

直毛ならびにゆがみ毛について、テクスチャーアナライザ

を用いて、延伸速度： 延伸応力： の条件で 回延伸操作を行った。その後

カール部分の曲率を計測した。

．反復延伸による毛髪内部構造解析

毛髪内部構造を解析するため、ダイヤモンドやすり 三共コーポレーション製 を用いてキューティ

クルを取り除いた。 測定は顕微 社製 を用い、条件は、

×  として、延伸 回ごとに スペクト
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ルを取得した。 得られたスペクトルは、

並びにフリーダウンロードソフトウェアの を用いて解析した。

 結果と考察

まず、ゆがみ毛保有者にアンケートを実

施したところ、髪のゆがみを気にする人ほ

ど髪を繰り返し伸ばす割合が高いことが分

かった。そこで、反復延伸前後の曲率を測

定した結果、ゆがみ毛において有意な曲率

増加が見られた一方、直毛では変化が認め

られなかった 。次にゆがみ毛の上

記変化は、毛髪内部の構造変性が一因で

あると考え、反復延伸回数依存的な構造変

化を解析した。その結果、反復延伸を行う

ことによりスルホン酸の信号強度が上昇し

たことを見出した 。さらに二次元相

関分光分析の結果、シスチン酸化中間体も

生成されたことも明らかとなった。このこ

とから、反復延伸によってゆがみ毛のジス

ルフィド結合が 開裂し、シスチン酸化

中間体を経由して最終的にシステイン酸

が生成されたと示唆された。最後に、特定

のアルギニン誘導体を処理したゆがみ毛

を反復延伸した結果、引張強度が上昇し、

曲率が有意に抑制されることを見出した。

 まとめと今後の展望

生活者が日常的に行う反復延伸が、ゆがみ毛の曲率をより上昇させるスタイリング行動であるこ

とが分かった。さらにブリーチ処理や によるジスルフィド結合の開裂が、日常起こり得る延伸で

も起こることを初めて明らかにした。今後は本研究で見出されたアルギニン誘導体のさらなる効果

の検証とともに、ゆがみ毛の改質に引き続き取り組んでいく。

 参考文献

布施直也 礒辺真人 松井正 松江由香子 粧技誌

布施直也 松江由香子 森田成昭 第 回分析化学討論会 展望とトピックス
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流動電位法による毛髪のダメージ評価とポリマー吸着挙動の追跡 
〇中野祐樹 

株式会社アントンパール・ジャパン，〒131-0034 東京都墨田区堤通 1-19-9 リバーサイド隅田 1階 

Evaluation of hair damage by streaming potential method and tracking of polymer adsorption behavior 

〇Yuki Nakano 

Anton Paar Japan K.K., 1st Fl, Riverside Sumida 1-19-9, Tsutsumi-dori, Sumida-ku, Tokyo, 131-0034, Japan 

 

1．緒     言 

 現代では洗髪行為は洗浄目的のみならず毛髪の保護や滑らかさの付加などより機能的な行為として行われて

いる．洗髪時に毛髪が水と触れることで固液界面を生じるため，その表面官能基に応じ毛髪は液中で荷電する．

水中での荷電状態を評価する手法としてゼータ電位が広く用いられており 1)，毛髪のゼータ電位を測定すること

で洗髪時における毛髪表面の特性評価に活用できる．すなわち処方成分との相互作用を理解するために極め

て重要である．流動電位法よるゼータ電位測定は試料を充填した流路に電解液を通液することで発生する流動

電位あるいは流動電流を直接測定しているため，分散できない試料のゼータ電位を測定するのに適した測定原

理である．そこで本研究では流動電位法を測定原理とするゼータ電位測定により毛髪表面の特性評価とポリマ

ーの吸着挙動の追跡を行った．  

2． 実 験 方 法 

 2．1． 毛髪およびブリーチ毛の作製 

 購入した同一人物の黒色健常毛（BS-PG, Beaulax社）を約 0.5 g ずつ毛束にまとめ使用した．毛髪のブリーチ

処理はアンモニア水で pH 10.4に調整した 3 wt%の過酸化水素水溶液に一定時間浸漬することで処理を行った． 

 2．2． 毛髪のダメージ測定 

 毛髪表面の官能基は赤外吸収分光装置（ALPHA Ⅱ，Bruker 社製）を用いて ATR 法により，分解能 2 cm-1，

測定条件で毛髪の IRスペクトルを取得した． 毛髪のゼータ電位は流動電位法を測定原理とする固体ゼータ電

位計(SurPASS 3, Anton Paar社製)を使用した．測定セルの円筒状の試料充填部分に毛髪を 0.5 g 充填した．

電解液の流動によって発生する流動電位を測定し，Helmoholtz-Smoluchowski 式から制御ソフトウェアを用いて，

自動演算によりゼータ電位を求めた． 

 2．3． 流動電位測定によるポリマーの吸着挙動の追跡 

 流動電位測定は送液圧力を一定に保ち発生する流動電位を測定した．未吸着時の電解液は 1.0 mmol/L KCl

水溶液を通液した．ポリマーの吸着挙動の追跡は 1.0 mmol/L の KCl水溶液で希釈した 0.10 ppm のカチオン

化セルロース溶液を通液した．通液時間に伴う流動電位の変化からポリマー吸着の追跡を行った． 
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Fig.1 pH dependence of zeta potential of hair. 

 

Fig.2 Prediction of change in isoelectric point . 

 

Fig.4 Streaming Potential change due to
adsorption of cationic cellulose. 

3. 結 果 と 考 察 

 3．1． 毛髪のダメージ評価 

 ATR 法によって毛髪の IR スペクトル測定を行った．ブリーチ処

理により生じるシステイン酸のスルホン基の吸収は 1175 cm-1 

（S=O νas）および 1040 cm-1 （S=O νs）として現れる 2) ．処理時間の

増加にしたがって 1040 cm-1 の吸光度も増加した．さらにゼータ電

位の pH 依存性曲線から等電点を求めダメージ評価した（Fig.1）．

ブリーチ処理時間が長いほど等電点が酸性シフトしており，ブリー

チによって毛髪表面のシステイン酸が増加するという IR の結果を

反映していた． 二次反応における反応時間 t の生成物濃度[P]を

等電点の変化量 DIEP，[A]0/2を最大の変化量 Dmaxとみなし Dmaxを

カーブフィッティングにより求めた（Fig.2）．毛髪表面の反応可能点

の全てにシステイン酸が生じた場合，Dmaxから予想される等電点

は 1.36でありシステイン酸の pKa 1.3に近しい値だった． 

 3．2． カチオン化セルロースの吸着挙動の追跡 

 通液圧力を一定に保ち，発生した流動電位を測定することで吸

着挙動を追跡した．吸着速度の解析は各条件で初期の流動電位

が異なるため，初期の流動電位の変化量から評価した（Fig.3）．ま

た変化率から吸着速度指数を算出することで定量的に吸着速度を

評価することができた．ブリーチ処理時間の長い毛髪ほどゼータ

電位は負に小さく，変化速度は遅い結果であった． 

4． 考     察 

 毛髪表面に生じた膨潤した分子鎖との間に水和層が存在することで 3)，ポリマー鎖が充分に接近しにくいため

ブリーチ処理時間が長い程，吸着しにくい結果になったと推察される．すなわち液中において毛髪に対するカチ

オン化セルロースの吸着速度は表面の酸性官能基の量よりもゼータ電位の大きさの方が現象をよく反映すると

いうことがいえる．つまり液中においての吸着挙動の推測は表面官能基の量や種類のみでは単純に予測できな

いことが示され，固液界面での荷電状態を正しく評価することで吸着挙動の解析が可能になると考えられる． 

5． 引 用 文 献 

1) H. C. Parreira, J. Colloid Interface Sci., 75, 212-217 (1980) 

2) E. G. Bendit, Biopolymers, 4, 539-559 (1966) 

3) K. S.-Kleinschek, et al., Colloids Surf. A Physicochem. Eng. Asp., 195, 275-284 （2001） 
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脂質二分子膜に及ぼす界面活性剤の影響およびその動的評価 

〇半澤 将希 1, 菅澤 祐昭 2, 佐藤 由香里 3, 飯村 兼一 3, 小倉 卓 1 
1日光ケミカルズ株式会社, 2オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社, 3宇都宮大学 

日光ケミカルズ株式会社 R&D センター 〒174-0046 東京都板橋区蓮根 3-24-3 

Dynamics study of surfactant molecules for lipid bilayer 

〇Masaki Hanzawa1, Hiroaki Sugasawa2, Yukari Sato3, Kenichi Iimura3, Taku Ogura1 
1Nikko Chemicals Co., Ltd., 2Oxford Instruments KK, 3Utsunomiya University 

Nikko Chemicals Co., Ltd. R&D Center 3-24-3, Hasune, Itabashiku Tokyo 174-0046, Japan 

1. 緒言 

界面活性剤は、吸着や自己組織化の機能を有し、細胞やウイルスに作用することで不活化さ

せることが知られている。この機構の一つとして、細胞膜やウイルスのエンベロープ膜を構成

する脂質二分子膜に対して、界面活性剤が吸着または挿入することで、膜の破壊や膜構造の変

化が要因として挙げられる。膜への相互作用は、界面活性剤の種類や濃度に依存する一方、こ

れらは経験的に使用されるケースが多く、界面活性剤の分子構造やダイナミクスを評価するこ

とでより詳細な機構提唱の深耕と新たな原料開発が期待される。本研究では、細胞膜モデルと

してレシチンを用いて、Langmuir トラフの気水界面に展開した脂質単分子膜、固液界面に固定

した支持二分子膜に対する界面活性剤の影響をそれぞれ動的に評価した。 

2. 方法 

2-1. 実験試薬 

レシチンには、フォスファチジルコリンを 95%以上含有する水素添加大豆リン脂質、界面活

性剤には、疎水基である炭化水素鎖を 12 に固定し、親水基構造が異なるドデシル硫酸ナトリウ

ム（SDS）、オクタエチレングリコールモノドデシルエーテル（C12EO8）、N-ラウロイルメチル

タウリンナトリウム（LMT）の 3 種を使用した。濃度は全て臨界ミセル濃度の 2 倍に固定した。

基板には、3-アミノプロピルトリエトキシシラン（APTES）処理したシリカを使用した。 

2-2. 支持二分子膜の作製 

リポソームの分散液は Bangham 法 1)にて調製し、0.22μm のメンブレンフィルターで粒径調

整を行った（粒径約 97.8 nm）。支持二分子膜は、ベシクルフュージョン法 2)によりレシチンの

相転移温度（約 52.4℃）以上である 55℃で作製した。 

2-3. インフルエンザウイルス不活化試験 

界面活性剤水溶液（0.5%）によるインフルエンザウイルス不活化は、TCID50法により得られ

る感染価を指標とした。使用細胞は、MDCK（NBL-2）細胞 JCRB 9020 株である。 

2-4. 評価方法 

気水界面では、細胞膜の内圧 2)に相当する 30 

mN/m まで圧縮した脂質単分子膜に対し、界面活性

剤を下相に添加した際の表面圧変化を評価した。固

液界面では、支持二分子膜に対し、界面活性剤を添

加した際の吸脱着挙動を水晶振動子マイクロバラ Fig. 1. 気水および固液界面での評価 
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ンス法（QCM-D）、モルフォロジー変化を高速原子間力顕微鏡（HS-AFM）により評価した。 

3. 結果と考察 

3-1. 界面活性剤によるインフルエンザウイルス不活化能 

不活化試験により得られた感染価（log TCID50）は、SDS が 2.5、C12EO8が 5.5、LMT が 5.7

であった。この値は、培養細胞の 50%が感染する際のウイルス液の希釈倍率の対数表示である

ことから、SDS が最もウイルスに作用し、LMT が最も作用しないことが示唆された。 

3-2. 気液界面における表面圧変化 

各種界面活性剤添加時におけるレシチンの表面

圧を Fig.2 に示す。SDS は表面圧を最も変化させた

一方、LMT は全く変化させなかった。これは、レ

シチンの単分子膜に対して SDS が吸着・挿入され

たことを示唆している。また、初期表面圧（30 

mN/m）からの表面圧変化量は、SDS、C12EO8、LMT

の順で大きく、ウイルス不活化試験データと相関

する結果が得られた。 

3-3. 固液界面における吸脱着挙動 

各種界面活性剤を脂質二分子膜に対してフロ

ーさせた際の脱着挙動を Fig.3 に示す。SDS はレ

シチンを完全脱着させたが、LMT は脱着作用を

全く示さなかった。一方、C12EO8 は緩やかにレ

シチンを脱着させる挙動を示した。これらの相

互作用を HS-AFM で評価した結果を Fig.4 に示

す。SDS を添加した場合、5.1 秒後には基板表面

から脂質は完全に脱着する様子が確認された

が、LMT を添加しても脂質膜は脱着しなかった。

一方、C12EO8を添加すると、脱着が緩やかに進行

している様子が確認された。 

各種界面活性剤の脂質膜に対する相互作用の

違いは、界面活性剤の親水基構造に依存してお

り、EO 鎖を持つ C12EO8 やタウリン骨格を有す

る LMT は、レシチンに対して比較的マイルドな

挙動を示した。今後は、これらの構造的観点から、

ウイルス不活化機構の更なる体系化を目指す。 

5. 参考文献 

1) A. D. Bangham, Annual Review of Biochemistry 1972, 41, 753-776. 

2) L.Tamm, H. McConnell, Biophys. J. 1985, 47, 105-113. 

3) D. Marsh, Biochim. Biophys. Acta. 1987, 899, 196-204. 

Fig. 2. 脂質単分子膜の表面圧変化 

Fig. 3. QCM-Dによる脂質膜の脱着挙動 

Fig. 4. HS-AFMによる脂質膜の脱着挙動 
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使用時に転相を伴うクレンジングクリームの新規レオロジー評価法 
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A new rheological evaluation method for cleansing creams  

involved phase inversion during use. 
○Yoshifumi Yamagata1, Yuko Shimma2, Taku Ogura3 and Keisuke Miyamoto1 

1Anton Paar Japan K.K, Riverside Sumida 1Fl, 1-19-9, Tsutsumi-dori, Sumida-ku, Tokyo, 131-0034, Japan 
2ALBION Co., Ltd., 2-24-11, Higashi-nihombashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0004, Japan 

3Nikko Chemicals Co., Ltd., 3-24-3, Hasune, Itabashi-ku, Tokyo, 174-0046, Japan 
 
1．緒言 

皮膚洗浄や化粧落とし用のクレンジングクリームは、使用時にO/WからW/Oに転相し、連続相となった

油と化粧汚れがなじんで汚れが落ちる。また転相に伴ってクリームの粘性が低下し使用感が顕著に変化す

ることも知られている。我々は市販クレンジングクリームの転相に起因する使用感の変化をレオメータ上

で評価できる新たな測定法を確立するとともに、同期測定したインピーダンス特性、および小角光散乱測

定（SALS）から転相挙動を確認することができたので、これらの結果を報告する。 
2．実験 
2-1. 試料 
使用したO/Wクレンジングクリームは市販

品で、クレンジング成分としてミネラルオイル

35%とエチルヘキサン酸セチルが10%配合され

ている。乳化剤としてはモノステアリン酸ポリ

オキシエチレンソルビタンが6.57%配合されて

おり、水分量は約30%である。 
2-2. レオロジー測定 
レオメータ（MCR302e、アントンパール社製）に直径25mmパラレルプレートを取り付け、試料間のギ

ャップは0.1mmとして粘度測定を行った。測定温度は下記の測定も含め皮膚温を想定し30°Cとした。 
2-3. レオ･インピーダンス測定 
レオメータにインピーダンス測定治具（アントンパール社製)を装着し，BNC･SMB変換ハーネスでイ

ンピーダンス･アナライザと接続した（Fig.1(a)）。2枚のステンレスプレート（電極）で試料を挟み込み

（ギャップ0.1mm）、上部のプレートを回転させながらインピーダンス測定を行った。上部のステンレス

プレートは、回転のノイズを抑制するために、金メッキされた治具を回転部に設置し、3mol/LのKCl水溶

液を介して導通を取った。電極間に交流電圧（100mV）を印加して、その際の交流周波数（4Hz～8MHz）
の応答からインピーダンス|Z|を算出した。 
2-4. レオ･SALS測定 
レオメータに波長658nmのレーザー光発生器（アントンパール社製）を装着し、レオロジー測定と同時

にレーザー光を回転軸に対して平行に入射させ、試料から散乱された散乱像をCCDカメラで撮影した（Fi
g.1(b)）。治具は直径43mm石英プレートを使用し、試料間のギャップは1mmとした。 
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3．結果と考察 
せん断速度を1000s-1に固定してクレンジングクリームの粘度の経時変化を測定したが、はほとんど一

定で転相に伴う使用時の粘度低下は観察できなかった。これは試料の転相はせん断印加だけでは起こらず、

連続相の水分蒸発も考慮する必要があると考え、試料に1分間のせん断印加後に上部プレートを瞬時に上

げて1分間乾燥空気に曝し、再度もとの位置にプレートを戻して測定する方法を10回繰り返す新たな測定

（転相モード）を試みた。その結果、繰り返し回数が4~6回目にかけて（Fig. 2中の〇）が低下し、使用

感に対応する粘度変化が観察できた。 
一般に連続相が水のO/Wエマルションの場合は相対的に電気抵抗（インピーダンス）が低く、連続相が

油のW/Oエマルションの場合には高い値を示す。従って、O/WからW/Oへの転相時にはインピーダンス特

性が大きく変化する1)。そこで上述の粘度測定（転相モード）と同期してインピーダンス|Z|の交流周波数

依存性を測定した。|Z|値を実数成分Z’と虚数成分部Z”に分け、Fig. 3にZ’に対してZ”をプロットしたナイ

キスト・プロットを作成した。プロットの曲線上には極小部が出現し繰り返し回数の増加に伴って高Z’値
側に移行した。Z”の極小部の|Z|値を見掛けの系の全抵抗値と見なし、導電率（=l/(|Z|×S)、l:試料の厚さ，

S:試料の断面積）を算出した2)。結果をFig. 2に図示したが、（Fig. 2中の◆）は繰り返し回数の増加とと

もに徐々に低下し、4～5回目で急激に低下していることから、この付近で転相が生じたと考えられる。

およびの挙動はほぼ連動していることから、粘度の急激な低下は転相に起因していると判断できる。ま

たSALSの同時測定からも、繰り返し回数が4回目付近で散乱像が顕著に変化することが観察された（Fig.
2）。これらの変化も系の転相に対応していることが示唆された。 
4．まとめ 
クレンジングクリームの転相に伴う使用感の変化をレオメータ上で評価できる新たな測定法（転相モー

ド）を確立した。インピーダンス、SALSの同時測定から転相挙動が確認できるとともに、同時測定は系

の内部構造の変化を捉える手法として有用であると考えられる。 
5．謝辞 
インピーダンス特性の解析に対して種々のアドバイスを賜りました東京理科大学四反田功准教授に感

謝の意を表します。 
6．引用文献 

1) E. S. Araújo and H. P. de Oliveira, J. Dispers. Sci. Technol., 32, 1649(2011) 
2) Y. Yamada, J. Soc. Inorg. Mat. Jpn., 14, 171(2007) 

Fig.2 Viscosity, conductivity and  SALS images measured in phase inversion mode
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Fig.3 Nyquist plots of cleansing cream
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糖脂質バイオサーファクタントを用いた新規ベシクルの開発とその有用性 

〇寺山 涼子※1※2, 田村 理沙子※2, 深水 啓朗※2 
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Development of novel vesicles using glycolipid biosurfactants and investigation of their usefulness 

〇Suzuko Terayama※1※2, Risako Tamura※2, Toshiro Fukami※2 
※1Milott Cosmetic Corporation, 2976-12 Sugeta-cho, Kanagawa-ku, Yokohama 221-0864 Japan 

※2Department of Molecular Pharmaceutics, Meiji Pharmaceutical University, 2-522-1 Noshio, Kiyose, 

Tokyo 204-8588 Japan 

 

1. 緒言 

ベシクルは両親媒性物質が形成する二分子膜小胞体であり, 皮膚バリア機能によって送達が
困難な薬物や有効成分の浸透を促進することから医薬品や化粧品に広く利用されている. しか
し経皮吸収促進剤には皮膚脂質の充填構造を破壊してバリア性を変える可能性があるため, 皮
膚バリア機能を損なわないベシクルが求められる. これまでに我々はジラウロイルグルタミン
酸リシン Na (DLGL) およびコレステロール (CHOL) を用いた DLGL vesicle の検討を行ってい
た 1).このベシクルは親水性化合物の浸透性を促進するが安定性が悪く, また安全性について深
く検討されていなかった. そこで本研究では安定なベシクルの開発を目的としてマンノシルエ
リスリトールリピッド-B (MEL-B) を添加した新規の DMC vesicle を調製した. 経皮水分蒸散量
測定およびダメージ皮膚モデルの回復試験により DMC vesicleの安全性を評価し, さらに皮膚バ
リア機能に寄与する成分であるセラミドを配合した DMC vesicleの調製を試みた. 

2. 方法および結果 

2.1. ベシクルの調製と特性観察 
DLGL, MEL-Bおよび CHOLの純分の合計が 2％ (w/w)になるように測りジプロピレングリコ

ール (DPG) に溶かして水相に加え高温下で高速攪拌することでベシクルを調製した. 各サンプ
ルの粒子径, PDIおよびゼータ電位を測定し, 1ヶ月保管後の安定性を評価した結果, DLGL, MEL-

B および CHOL の三成分を共存させたとき安定で分散性のよいベシクルを形成した (Fig. 1). 

DLGL：MEL-B：CHOL=1：2：1 (w/w) の比率を持つベシクルを TEM 観察するとマルチラメラ
ベシクルが観察された (Fig. 2). これを DMC 121 vesicleと定義し以下の検討に用いた.  

 
 
 
 
 
 
 

200 nm 

Fig.2 DMC 121 vesicleの TEM写真 

DLGL 

MEL-B CHOL 

Fig.1 1ヶ月保管後の安定性評価 

■:透明液体 

▲:白色沈殿  

◆:白色沈殿, 5℃でゲル化 

〇:白色透明液体 

×:分離 

:安定 
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2.2. 経皮水分蒸散の抑制 
DMC 121 vesicleを用いて経皮水分蒸散量抑制の検討 

を行った．被験者 12名の前腕部内側に DMC 121 vesicle 

およびコントロール (水, DLGL vesicle) 2mlを添加する 

前後の水分蒸散量を測定し,その変化量を比較した. 

DMC 121vesicleは水および既存の DLGL vesicleに比べて 

水分蒸散量を抑えることができた (Fig.3). 

2.3. ダメージ皮膚の回復 
SDSを塗布しダメージを与えた三次元培養ヒト 
表皮モデルにサンプルを加えて培養し, MTT反応 
により生細胞率を算出した (Fig. 4).  

SDS未処理のネガコンでは皮膚は強い青色 
を呈す一方, ポジコンでは呈色が大きく減弱し 

SDS処理が生細胞率を下げることが明らか 
だった. しかし SDS処理後に DMC 121 vesicle 

を添加した細胞では, ネガコンと同程度まで 

生細胞率が回復した. ベシクルを含まない 

DPG溶液でも生細胞率は回復したが 60％に 

とどまっており, これらの結果から DMC 121  

vesicleは明らかに生細胞率を回復させる高い 
能力を持っていた． 
2.4セラミドの配合 

DLGL：MEL-B：CHOL=1：3：1 (w/w) の DMC 131 vesicleを用いてセラミド NPの配合を試み
た．その結果, DMC 131 vesicleは安定にセラミド NPを配合し, 青みがかった透明液体を生じた
が, ベシクルの組成中から CHOL を抜くと凝集・沈殿が生じる不安定な溶液を生じた. DMC 

vesicle は CHOL とセラミド NP の相互作用によりセラミド NP の結晶性を抑制し, セラミドを
安定して配合できることが明らかとなった. 

3. 結論 
DLGL：MEL-B：CHOL=1：2：1で配合して安定かつ粒子径の揃ったマルチラメラベシクルの

調製に成功した．このベシクルはヒト皮膚からの水分蒸散量を抑制し, SDSによるダメージを受
けたヒト三次元培養皮膚に作用して生細胞率を向上させた. さらに本ベシクルは水溶液中のセ
ラミドの結晶性を抑制し,セラミドを水中に安定して配合可能にした. 本研究で開発されたベ
シクルは保湿成分と皮膚の構成成分を含み, バリア機能を破壊しない新規なベシクルである. 

4. 参考文献 

1) Fujii, M., Fujisaki, T., Fukuda, T., Wada, Y., Shimokawa, K., Ishii, F. J. Surfactants Deterg. 
20, 843–849. (2017) 
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Fig.3 塗布前後の水分蒸散量の変化 
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Fig.4 三次元培養表皮モデルの生細胞率 
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加熱高圧乳化による固形・ペースト状油剤配合リポソーム製剤の開発 

○森田 恭輔、 秋元 航 

（株）アルビオン 研究部 製品研究グループ 

〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-24-11  

Development of liposomal cosmetics containing solid or paste oil  

with heating high pressure emulsification 

〇Kyosuke Morita, Ko Akimoto 

Research and Development Department, ALBION CO., LTD 

2-24-11, Higashi-nihombashi, Chuo-ku Tokyo 103-0004, Japan 

 

１．緒言 
スキンケアの効果として連用効果だけでなく、使用直後に感じられる「即時的効果」も重要である。クリ

ーム状製剤は、固形・ペースト状油剤の配合により即時的な「ハリ」感を演出することは容易い。しかしな

がら化粧水のような液状製剤、特にリポソーム製剤については油剤の高配合、さらに固形やペースト状

油剤の配合は経時安定性における懸念があり一般的に難しい。リポソームの製法は Bangham 法をは

じめ様々あるが、本研究では超高圧ホモジナイザーの剪断力で微細化する(高圧乳化)、メカノケミカル
法¹⁾でおこない、固形・ペースト状油剤のリポソーム製剤への配合検討と即時的なハリ感の確認をおこな

った。 

  
２．方法 
２－１．サンプルの調製 
 リポソームの脂質成分として水添レシチン、コレステロールおよび固形・ペースト状油剤を用いた。固

形・ペースト状油剤は、べたつきが少なく、強いハリ感を得られた「ラウロイルグルタミン酸ジ（コレステリ

ル／ベヘニル／オクチルドデシル）」を選択した。作製方法については、多価アルコールと上記脂質を

加温混合し、水を加えて脂質成分を分散させた後、高圧乳化装置で処理して作製した。加熱高圧乳化

は高圧乳化処理する直前に加熱流路を設けることで加熱高圧処理できるようにした。 

 
２－２．品質の確認 
 各サンプルの評価として粒子径測定、透過型電子顕微鏡での観察、経時安定性確認および官能評

価を実施した。粒子径測定では動的光散乱法を用いて測定をおこなった。経時安定性は恒温槽で、高

温保管と低温保管でそれぞれ確認した。 

 
２－３．官能評価 
即時的なハリ感の有無を人によるモニター評価で確認した。 

 
３．結果と考察 
３－１．製剤安定性と加熱高圧乳化による微細化検討 
 脂質成分を 100%とした脂質組成と高圧乳化処理による安定性結果を Table.1に示す。組成 1は水
添レシチンとコレステロールで構成される一般的なリポソームであり、透過型電子顕微鏡での観察により
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多数膜リポソームであることがわかった。この組成にラウロイルグルタミン酸ジ（コレステリル／ベヘニル

／オクチルドデシル）を配合し、同様に作製した（Table.1 組成 2）。しかしながら製造後数日でクリーミ
ング・析出が確認された。改善のため、加熱高圧乳化を検討した。結果、Table.1組成 2の製造後数
日でのクリーミング・析出は改善された。加熱高圧乳化による粒子の均一化かつ微細化によるものと考

察した。 

 
３－２．脂質組成の検討 
 加熱高圧乳化で数日の安定性は改善されたが、高温保管

での長期安定性は改善できず、脂質組成での改善を検討し

た。Table.1組成 3 と 5で改善された。これは水添レシチンに
対し、コレステロール比率を上げたことで改善されたと考察し

た。しかしながら組成 4で安定性は悪化したことから、組成 3
と 5が本検討における最適な比率であることがわかった。観
察により組成 5は多数膜リポソームであることを確認した
（Fig.1）。 
 
 
 
３－３．高圧乳化条件と粒子径 
 Table.1組成 5で加熱高圧乳化
を条件検討した(Fig.2)。リポソーム
の粒子径制御において、脂質の融

点以上かつ一定圧力以上で粒子

径は同程度に微細化されることが

分かった(Fig.2の棒上の数値は
平均粒子径)。脂質の融点につい
てはＤＳＣにより確認した。 
 
 
３－４．官能評価 

Table.1組成 5 より得られたリポソームの官能評価を実施した。32人中 31人でハリ感を強く感じら
れる結果がえられた。 
 
４．結語 
加熱高圧乳化および脂質組成の検討によりハリ感を感じられる安定なリポソーム製剤を得ることがで

きた。また粒子の微細化により外観の透明性も高く化粧品として審美性の高い製剤とすることができた。 

 
５．参考文献 
１） 秋吉一成, 他編著： リポソーム応用の新展開, pp. 36, NTS (2005). 

成分 組成 1 組成 2 組成 3 組成 4 組成 5 

水添レシチン 80 76.5 68.8 61.2 67.2 

コレステロール 20 19.1 26.8 34.4 26.1 

ラウロイルグルタミン酸ジ（コレステリル

／ベヘニル／オクチルドデシル） 
- 4.4 4.4 4.4 6.7 

オレイン酸エチル 微量 微量 微量 微量 微量 

高圧乳化処理(非加熱/加熱) 非加熱 非加熱 加熱 加熱 加熱 

安定性 〇 × 〇 × 〇 

Table.1各組成と高圧乳化処理による安定性結果 

Fig.1加熱高圧乳化処理によるリポソーム像 
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Fig.2高圧乳化の条件と平均粒子径 
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多価アルコール法を用いたサイズ制御リポソームの調製 
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Preparation of Size Controlled Liposomes Using Polyol Method 

 
○Takao Ochi 1, Yoshihiro Omori 2, Takeshi Misono3, Saki Otobe3, Taku Ogura4 

1,2T.Hasegawa Co., LTD., 4-4-14 Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8431, Japan 
3,4Nikko Chemicals Co., LTD., 3-24-3 Hasune, Itabashi-ku, Tokyo, 174-0046, Japan 

 

1. 緒言  

リポソームは、リン脂質などの生体関連脂質が形成するベシクル状会合体である。化粧品

分野においては、高い保湿性や特徴的な塗布感触といった使用上の数々の利点を有すること

から、長年に渡り研究対象とされている。一方で、リポソームの粒径と使用感の関係性を検

討した事例は見受けられない。例えば、O/W エマルションにおいては、粒径による特性変化

について詳細に解説されており 1)、製剤開発の指標とすることができる。したがって、我々は

リポソーム粒径の違いによる特性変化の可能性に着目した。 

従来、化粧品分野におけるリポソームの調製法としては、高圧乳化機などの機械的剪断力

による方法が工業的に汎用されている。しかしながら、この手法にて粒径制御するためには、

補助界面活性剤の併用が必要である。本目的であるリポソーム粒径と使用感の関係性を検討

するにあたり、このような補助界面活性剤等は極力用いず、同一組成のままで粒径を制御し

ていくことが望ましい。そこで我々は、多価アルコール法の調製プロセスを検証することに

より、同一組成でのリポソーム粒径が調整できると考え、多価アルコール法を用いたサイズ

制御リポソームの調製を試みた。 

本研究の目的は、多価アルコール法によるリポソーム粒径の調整、及びリポソーム粒径と

使用感の関係性を見出すことである。 

 

2. 方法  

リン脂質として水素添加大豆リン脂質（日光ケミカルズ(株)）を用い、多価アルコール法に

より各種濃度のリポソーム水溶液を調製した。得られたリポソーム水溶液の物性を、粘度測

定、動的光散乱（DLS）、低温電子顕微鏡法（cryo-TEM）、凍結割断レプリカ法（FF-TEM）に

より評価した。 

また、試験同意が得られた化粧品研究者 15 名に対して官能評価を実施し、粒径違いのリポ

ソームの使用感を評価した。 
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3. 結果  

多価アルコール法により調製

し た リ ポ ソ ー ム 水 溶 液 の

cryo-TEM 観察像を Fig. 1 に示す。

Fig.1 から分かるように 100 nm

未満のリポソームを主体とする

構造体の形成を確認した。DLS

により観測された粒径とも高い

相関性を示した（Fig.2）。 

上記条件からリン脂質濃度

を増加させたリポソーム水溶

液について FF-TEM 観察を行

ったところ、Fig.3 に示すように、

黄色矢印のリポソームと赤矢印

の多層状の液晶構造体の分散物

が共存する様子が確認された。 

この高濃度リポソーム水溶液

を低濃度のものと同濃度となる

よう希釈したところ、同一組成

でありながら、粒径のみ異な

るリポソーム水溶液が得られ

た（Fig.4）。すなわち、多価ア

ルコール法において分散させるリン脂質濃度を調整すること

で、その後希釈して形成するリポソームの粒径を調整できる可能性が示された。 

粘度測定により、同一組成においても粒径が大きいことで粘度が高くなることを確認した。

同様にして、適切な調製工程を経て単分散かつ平均粒径～300 nm 台までの範囲で粒径制御し

たリポソーム水溶液において、粒径と粘度の間に正の相関があることが確認できた。 

 

4. 考察  

多価アルコール法を用いることで、機械的剪断力や補助界面活性剤を用いることなく、単分

散を維持しながらリポソーム粒径を制御できることが分かった。より具体的には、多価アルコ

ール法におけるリン脂質分散時の濃度を増加させると、その後希釈した際の粒径が大きくなる

ことが分かった。また、粒径によって粘度が変化することから、塗布感触の違いなど、使用上

の特性が変化している可能性が伺えた。同一組成においてリポソームのサイズを制御できるこ

とで、従来踏み込むことができなかった粒径領域でのリポソームの特性や、肌との相互作用の

詳細をより明らかにしていけるものと考えている。 

 

5. 引用文献  

1）Tohru Okamoto, J. Soc. Cosmet. Chem. Jpn. 2010, 44(3), 199-207 

Fig.2. Particle size distribution 
of liposome aqueous solution 
measured by DLS.  

Fig.1. cryo-TEM image observed 
for the liposome aqueous solution 
by polyol method. 

Fig.4. Particle size distribution of 
liposomes with average particle size 
less than 100 nm (red line) and 
greater than 200 nm (green line). 

Fig.3. FF-TEM image observed 
for high-concentration liposome 
solution. 
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Construction of a database on friction dynamics of cosmetics 
 

〇Yoshimune Nonomura1, Urara Tsuchiya1, Mayu Taguchi1, Reiichiro Tsuchiya2, Takehiro Goto2 
1Department of Chemistry Engineering, and Biochemical Engineering, Graduate School of Science and 

Engineering, Yamagata University, 4-3-16 Jonan, Yonezawa 992-8510, Japan 
2Daito Kasei Kogyo Co., Ltd., 1-6-28 Akagawa, Asahi-ku, Osaka 535-0005, Japan 

 

Friction characteristics of cosmetics are important in designing formulations because they affect the 

ease of application and finishing. In this study, the friction of 33 liquid cosmetics, 21 powder cosmetics, 

and 12 foaming cleansing products was evaluated using a sinusoidal motion friction evaluation system. The 

obtained friction parameters were analyzed by principal component analysis. The obtained principal 

component Z1 included the static friction coefficient µs, the dynamic friction coefficient µk, and the delay 

time δ, while the component Z2 viscosity constant C. All these factors were involved in the characterization 

of the friction dynamics of the cosmetics and cleansing products. Furthermore, these cosmetics can be 

classified into some groups in terms of friction dynamics. These results are useful for understanding the 

phenomena during the application of cosmetics, and thus for improving the formulation. 

Effects of applying makeup on attractiveness-related brain responses 

○Tomohiro Arai1, Hiroshi Nittono2 

1 Shiseido Co., Ltd. MIRAI Technology Institute 
2 Graduate School of Human Sciences, Osaka University 

Although it is well established that cosmetic makeup enhances perceived facial attractiveness, few studies have examined whether facial 

makeup modulates neural responses to face images. This study investigated behavioral and attractiveness-related brain responses to self-

applied makeup, focusing on the early posterior negativity and late positive potential components of event-related brain potentials. A total 

of 43 Japanese women participated in the experiment. We examined the effects of self-applied makeup using images of one’s own face 

and another female’s face when performing a gender classification task, where the presence of makeup had no explicit connection to facial 

gender classification. As a result, faces with makeup were rated as more attractive and elicited more negative early posterior negativity 

and more positive late positive potential components, regardless of the participant’s own face or another person’s face. These findings 

suggest that people are spontaneously motivated to pay visual attention to faces with makeup, which supports the idea that makeup adds 

reward value to the facial appearance of the human. Moreover, neural evidence empirically confirmed that the benefits of makeup are not 

just limited to how others see your face but also extend to how you see your own face. 
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“Development of a novel film-forming resin focusing on the 
affinity for eyelashes” 

〇Rei Yokota1, Chie Otsuka1, Takayuki Kimura1, Ryo Hagino1, Ryuta Azuma1, Kentaro 
Yoshikawa2 

1Makeup Product Research Laboratories, 2Advanced Technology Research Laboratories, 
KOSÉ Corporation 48-18 Sakaecho, Kita-ku, Tokyo 114-0005, Japan 

 
Over the past three years of mask-wearing due to COVID-19, mascara that can 

produce impressive eyes are attracting attention. In particular, volumizing 
mascara, which adds extra layers eyelashes to emphasize them, is favored. 
However, since the adherence of volumizing mascara to eyelashes has been 
achieved by the high tackiness of the resin involved in mascara as a film former, 
its tackiness makes it difficult to avoid clumping of mascara or sticking of eyelashes. 
In this study, to overcome this problem, we focused on the adhesion mechanism 
that utilizes affinity with 18-methyleicosanoic acid (18-MEA) on the surface of 
eyelashes. We developed four kinds of (alkyl acrylate/vinyl acetate) copolymer, 
introducing long chain alkyl with different structures to give affinity with 18-MEA. 
The affinity between the eyelashes and the developed resins were evaluated by 
Hansen Solubility Parameter theory and the microdroplet method. As a result, 
(stearyl acrylate/vinyl acetate) copolymer containing C18 group, showed relatively 
high affinity for eyelashes among the developed resins. In addition, compared to 
conventional resins, it can adhere better to eyelashes despite its lower tackiness. 
We also confirmed that the mascara containing the developed resin can emphasize 
the eyelashes without clumping or sticking. 
 

Instrumental evaluation of cosmetic functions of botanical silica  
and cellulose porous microbeads 

〇 Takahiro Suzuki, Isao Iguchi, Chisato Ichii, Risa Fuji, Masaru Sakamoto 

Kindai University, 649-6493, Japan   tksuzuki@waka.kindai.ac.jp    

 

From the viewpoint of marine pollution and SDGs, the movement to limit the use of microplastic beads and to 

regulate them is accelerating, and there is a demand for alternative cosmetics made from biodegradable polymers 

and plant materials. These eco-friendly cosmetics are more expensive than petroleum-based plastics such as 

nylon and acrylic, so their applications have been limited. On the other hand, powder cosmetics have a wide 

range of unit prices, ranging from several hundred to tens of thousands of yen/kg, and expensive cosmetics 

provide effects and usability that are difficult to obtain with inexpensive powders. Therefore, we focused on 

porous cellulose beads manufactured from woody raw materials and silica contained in rice husks (botanical 

silica), and blended these powder raw materials into foundations and milky lotions to evaluating and develop a 

new cosmetic function and improve the powder raw material. 

As a result, it was found that the porous cellulose beads with improved surface porosity are characterized by 

high sebum resistance and longevity due to high water and oil absorption. When blended in a foundation, a 

uniform appearance with high coverage was obtained. In addition, it was found that when blended in a milky 

lotion, a refreshing feeling is obtained. On the other hand, botanical silica was found to be excellent in 

moisturizing properties and transparency. It was clarified that each of them has an excellent cosmetic effect that 

cannot be obtained with general-purpose microplastics. 
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Development of skin monitoring technique using infrared spectroscopy of stratum corneum 

〇Norio Shimizu＊１, Yasuko Amano＊２, Masanori Tanahashi＊２, and Kazuhiko Higuchi＊２ 

R&D-Skin Care Products Research, Kao Corporation 
＊１5-3-28, Kotobuki-cho, Odawara-shi, Kanagawa 250-0002, Japan 
＊２2-1-3, Bunka, Sumida-ku, Tokyo 131-8501, Japan 

In this study, we developed a technique for predicting skin functions and components 
from multivariate analysis of infrared spectroscopy of stratum corneum samples. We 
measured skin properties such as skin hydration and barrier functions, then obtained 
the infrared spectrum of the tape-stripped stratum corneum samples by ATR-FTIR. The 
obtained spectra were analyzed by partial least squares regression to make predicting 
models of skin properties from infrared spectra. Skin hydration, TEWL and ceramide 
components were well predicted by the infrared spectrum. However, the variables that 
are mainly governed by information inside the skin could not be predicted well. We 
consider that the infrared spectrum of the tape-stripped stratum corneum can be used 
as a skin monitoring technique, especially those related to stratum corneum functions 
and components. 

〇
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Orientation analysis of eyelid collagen fiber by use of the polarization-resolved 
SHG microscopy 

Yuki Ogura1, Eiji Hase2, Takeo Minmikawa2, Takeshi Yasui2 
MIRAI Technology Institute, Shiseido Co., Ltd., Yokohama, Japan1 

Institute of Post-LED photonics, Tokushima Univ., Tokushima, Japan 2 
 

The skin around the eyes is characterized by a thin skin thickness and subcutaneous 
orbicularis oculi muscle. Dynamic loading of the skin by the subcutaneous muscles causes 
wrinkles and other skin deformations with aging. However, the internal deformation of the 
skin during this process has not been fully elucidated. We investigated the structural 
changes in dermal collagen using second harmonic generation (SHG), which can analyze 
the molecular orientation of collagen fibers and their structural anisotropy, in order to 
investigate whether the unique internal structure of the skin around the eyes may contribute 
to wrinkle formation.  

The results showed that in the skin around the eyes of young subjects (in their 20s), compared 
to older subjects (in their 80s), random collagen fiber orientation was more observed in the 
upper skin layer area, while vertical orientation tended to disappear in older skin, and 
horizontal orientation became more pronounced in relation to the cross-sectional screen. In 
addition, anisotropy tended to increase with aging. Normal face skin samples, obtained from 
female cadavers were kindly provided by Obio, LLC (CA, USA) and complied with all 
applicable laws and rules, ethical codes, and regulations. 
 

Characterization of Ceramide Profile in Stratum Corneum of Sensitive Skin with Weak Barrier Function 

○Taisei Joichi1, Daisuke Watanabe1, Mai Haneoka2, Akane Kawamoto3, Hiroyuki Yoshida3, Naohito Yamamoto1, Motoaki Suka1 
1Skincare Products Research, 3Biological Science Research, Kao Corporation, 5-3-28, Kotobukicho, Odawara, Kanagawa, 250-0002, Japan 

2Analytical Science Research, Kao Corporation, 3-25-40, Tonomachi, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa, 210-0821, Japan 
 
Sensitive skin has been mainly characterized to have weak barrier function and/or abnormal nerve fiber sensitivity, 
but its mechanism has not been fully understood. Previously, we have reported that the ceramides in stratum 
corneum (SC) play a crucial role in the skin barrier function, and use of ceramide complex cream is beneficial for 
sensitive skin. However, the ceramide profile and its relationship with hypersensitivity of sensitive skin have not 
been clarified. In this study, we classified 1% lactic acid stingers with sensitive skin consciousness as sensitive 
skin subjects, and examined their ceramide profiles and skin properties concomitantly with non-sensitive skin 
subjects. This study was approved by the ethics committee, and informed consent was obtained from all subjects. 
The skin barrier function tended to be weaker in sensitive skin, and their levels of ceramide [NH, NP, EOS, EOH, 
and EOP] were significantly lowered compared with non-sensitive skin. Interestingly, the ceramide profiles of 
sensitive skin were similar to those of atopic dermatitis (AD). In addition, the levels of ceramide [NH, NP, EOS, 
EOH, and EOP] negatively and positively correlated with trans-epidermal water loss and water content in SC, 
respectively, and in particular, the ceramide [NP]/[NS] ratio negatively correlated with lactic acid stinging score. 
The corneocyte size of sensitive skin was smaller than that of non-sensitive skin, suggesting that rapid epidermal 
turnover rate and immature SC formation may be involved in the altered ceramide profile, which may lead to the 
weaker barrier function and skin hypersensitivity. Taken together, these results suggest that the ceramide profile 
similar to AD is a new skin physiological characteristic in sensitive skin, and the ceramide [NP]/[NS] ratio has a 
potential to be an objective biological index of their skin hypersensitivity. 
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Lipogenesis mechanism in sebocytes treated with propionic acid 
and proposal for its solution 

○Hiroshi Nakahashi, Yoko Kondo, Takeshi Fujie 
PICASO COSMETIC LABORATORY Ltd. 

9-20 Ikeda-cho, Nishinomiya, Hyogo 662-0911, Japan 
 
On the skin, it is well known that Cutibacterium acnes is associated with the 

occurrence and exacerbation of acne. In this study, we investigated the possibility that 
propionic acid, a metabolite of C. acne, acts on sebocytes and promotes lipid production 
in an environment where pores are clogged and blocked, such as acne. In addition, we 
also report the results of verification using representative inhibitors of lipid production 
pathways.  
In sebocytes, propionic acid concentration-dependent enhancement of lipid production 

was confirmed. In addition, it was suggested that the AMPK-mTOR-SREBP-1 pathway 
is involved in the enhancement of lipid production by examining various inhibitors. 
 

Studying relationship between structural changes inside the hair and permanent wave formation.  
~Visualizing internal hair structure with fluorescent staining Ⅱ~ 

〇 Tetsuya Mannari, Munekazu Kuge 
Cosmetic R&D Department,Takara Belmont Corp., 5-1 Takamatsu-cho, Konan-shi, Shiga 520-

3211, Japan 
 
When you get a perm, waves are formed through the cleavage of disulfide bonds by reduction 

and the subsequent recombination of thiol groups (-SH) by oxidation. In this study, we used 
fluorescent staining to visualize the internal changes in the hairs during this wave formation 
process. We discovered that waves started to form if the -SH distribution was sufficient 
throughout the cuticle region and that they formed properly if it reached the outer region of 
the cortex. When the -SH groups were distributed at the inter-cortex boundary and inside the 
cortex cells, the waves became tighter. The conditions under which different reducing agents 
yielded the same wave formation performance were compared, and the processing conditions 
of cysteine that caused the fewest changes in aspects other than -SH on the surface and inside 
of the hair were investigated. Thus, we used fluorescent staining to visualize changes inside 
the hair during wave formation and aimed to improve perming based on the findings. 
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Development of a hair styling agent that can create a perm style without a perm 
Kaito Takashima，○Atsushi Nakagawa 

Aerosol Product Development Office, Technology Development Laboratory, Mandom 
Corporation 

290-28 Takahashi, Fukusaki-cho, Kanzaki-gun, Hyogo 679-2216, Japan 
 
Perm style is attractive to many people. Achieving a perm style without a perm treatment has 

great value, because the perm treatment is difficult to get the style before even when you don’t 
accept your perm style. In this research, we tried to develop a hair styling formulation that can 
create a perm style without a perm treatment. 
To achieve this function, we developed an aerosol foam formulation containing plant-derived 

waxes. Our developed formulation can make your ideal perm hair style. The reason why the 
formulation can make it possible is that the formulation is strong adhesive, in addition, fine 
crystalizing of waxes at the hair surface during drying make hair catch each other easily. 
Therefore, it is considered that thin hair tufts are formed due to the adhesiveness, and these tufts 

caught strongly each other by the fine irregularities of hair surface, thereby three-dimensionally 
fixing high-ridged curls and realizing a perm style. 

 

〇

which is called “UKIGE” or “HANEGE” in Japanese, has quite a large negative impact on 
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〇

polysaccharides which is consisted from glucose units mainly of α1→4 bonds. Compared to 

〇

–
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Evaluation of hair damage by streaming potential method and tracking of polymer adsorption behavior 

Yuki Nakano 

Anton Paar Japan K.K., 1st Fl, Riverside Sumida 1-19-9, Tsutsumi-dori, Sumida-ku, Tokyo, 131-0034, Japan 

 The hair damage repair is performed at the solid-liquid interface, it is important to evaluate the surface 

properties in a water-containing state in order to understand the interaction with the repair agent. That is, if the 

zeta potential on the hair surface can be evaluated easily and reproducibly, it will lead to quantification of hair 

damage and can be used as a screening method for repairing and repairing effects of various reagent on hair. 

Therefore, in this study, we evaluated the surface characteristics of bleached hair in liquid and tracked the 

adsorption behavior of cationic cellulose by zeta potential measurement using the streaming potential method 

as the measurement principle. It was possible to quantify of damage because there was a high correlation 

between the bleach time, the absorbance of the wave number derived from cysteic acid by ATR, and the 

isoelectric point obtained from the pH-dependent curve of the zeta potential. In the tracking of the adsorption 

behavior of cationic cellulose, there was a negative correlation between the bleaching time and the adsorption 

rate. In other words, the adsorption rate of cationic cellulose on hair in liquid is better reflected by the magnitude 

of zeta potential than by the amount of acidic functional groups on the surface. In other words, the adsorption 

behavior in liquid cannot be predicted simply by the amount and type of surface functional groups, and the 

adsorption behavior can be analyzed by correctly evaluating the charge state at the solid-liquid interface. 

 

  

  

Dynamics study of surfactant molecules for lipid bilayer 

〇Masaki Hanzawa1, Hiroaki Sugasawa2, Yukari Sato3, Kenichi Iimura3, Taku Ogura1 
1Nikko Chemicals Co., Ltd., 2Oxford Instruments KK, 3Utsunomiya University 

Nikko Chemicals Co., Ltd. R&D Center 3-24-3, Hasune, Itabashiku Tokyo 174-0046, Japan 

 

Surfactants are known to inactivate cells or viruses by their adsorption and insertion of surfactants into the 

lipid bilayers that compose the cell membranes or virus envelopes. In this study, we dynamically 

characterized that the effects of surfactants on lipid monolayers on the air-water interface and lipid bilayers 

on the solid-liquid interface using hydrogenated soybean lecithin as a cell membrane model. As the results, 

Sodium dodecyl sulfate (SDS) adsorbed and inserted into the lecithin membrane and showed the 

detachability of the films from the substrate. On the other hand, octaethylene glycol dodecyl ether (C12E8) 

and sodium N-lauroyl-N-methyltaulate (LMT) did not significantly affect the lipids, and the films 

maintained their morphology. In particular, LMT caused no changes to the lipid membrane films. These 

differences depend on the hydrophilic group structure of the surfactant. Even though its including the same 

sulfonic acid group at the end of the molecules, SDS interacted strongly with lecithin only. These results 

are good consistency with the virus inactivation test, indicating that the demonstration of the interaction 

between surfactants and envelopes is a very effective tools and can serve as an indicator of inactivation. 
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A new rheological evaluation method for cleansing creams  
involved phase inversion during use. 

○Yoshifumi Yamagata1, Yuko Shimma2, Taku Ogura3 and Keisuke Miyamoto1 
1Anton Paar Japan K.K, Riverside Sumida 1Fl, 1-19-9, Tsutsumi-dori, Sumida-ku, Tokyo, 131-0034, Japan 

2ALBION Co., Ltd., 2-24-11, Higashi-nihombashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0004, Japan 
3Nikko Chemicals Co., Ltd., 3-24-3, Hasune, Itabashi-ku, Tokyo, 174-0046, Japan 

 

It is known that commercial cleansing creams undergo a phase inversion from O/W to W/O during use, 

and that the viscosity of the creams decreases, resulting in a marked change in the texture. We attempted 

to establish a new measurement method to evaluate the change in the texture of cleansing creams caused 

by the phase inversion on a rheometer. As a result, we found that viscosity changes corresponding to 

usability could be observed by performing a new measurement (phase inversion mode) in which the 

sample was measured while was applied by shearing for 1 minute, then the upper plate was raised and 

exposed to dry air for 1 minute, and the measurement was repeated 10 times with the plate returned to 

its original position again. The results of the impedance and the small-angle light scattering (SALS) 

measured synchronously with the rheological measurements revealed that a phase inversion from O/W 

to W/O during applied shearing. 

Development of novel vesicles using glycolipid biosurfactants and investigation of their usefulness 

〇Suzuko Terayama※1※2, Risako Tamura※2, Toshiro Fukami※2 
※1Milott Cosmetic Corporation, 2976-12 Sugeta-cho, Kanagawa-ku, Yokohama 221-0864 Japan 

※2Department of Molecular Pharmaceutics, Meiji Pharmaceutical University, 2-522-1 Noshio, Kiyose, 

Tokyo 204-8588 Japan 

 

Vesicles formed by amphiphilic substances are widely used in pharmaceuticals and cosmetics because 

they improve skin penetration of drugs and active ingredients. We have previously investigated vesicles 

made of sodium dilauramidoglutamide lysine (DLGL) and cholesterol (CHOL). However, the prepared 

vesicles have limited stability and the safety of this vesicle has not been studied in depth. Therefore, we 

added mannosyl erythritol lipid B(MEL-B) to the vesicles to develop stable vesicles. As a result, this study 

confirmed the formation of stable and well-dispersible vesicles when the three components DLGL, MEL-

B, and CHOL were combined. TEM measurements revealed that the homogeneous vesicle obtained by 

mixing DLGL: MEL-B: CHOL = 1:2:1 was a multilamellar vesicle. The vesicles suppressed water 

evaporation from human skin and restored the cell viability of damaged human 3D cultured skin. 

Furthermore, the vesicle of DLGL: MEL-B: CHOL = 1:3:1 enabled the incorporation of ceramide in 

aqueous solution. The vesicles developed in this study are novel vesicles that contain moisturizing 

components and skin components and do not disrupt the skin barrier function. 
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Development of liposomal cosmetics containing solid or paste oil  
with heating high pressure emulsification 

〇Kyosuke Morita, Ko Akimoto 
Research and Development Department, ALBION CO., LTD 

2-24-11, Higashi-nihombashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0004, Japan 
 
As an effect of skin care, not only a continuous use effect but also “an immediate effect” 

just after use is important. Creamy formulations are easy to contain solid or paste oil and 
can produce immediate “skin firmness”. However, liquid formulations such as skin lotions, 
particularly liposome formulations, are generally difficult to contain a large amount of oil, or 
even a small amount of solid or paste oil, because of concerns about stability over time. In 
this study, heating high-pressure emulsification and lipid composition were investigated to 
find stable areas of liposome formulations containing solid or paste oil. 
As a result of the sensory evaluation, the result in which the feeling of skin firmness was 
strongly felt in 31 out of 32 persons was obtained. Liposome formulations containing solid 
or paste oil were successfully stabilized by high-pressure emulsification under heating, 
and liposome formulations with a feeling of firmness, which was conventionally 
considered difficult, were obtained. 
 

Preparation of Size Controlled Liposomes Using Polyol Method 
○Takao Ochi 1, Yoshihiro Omori 2, Takeshi Misono3, Saki Otobe3, Taku Ogura4 

1,2T.Hasegawa Co., LTD., 4-4-14 Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8431, Japan 
3,4Nikko Chemicals Co., LTD., 3-24-3 Hasune, Itabashi-ku, Tokyo, 174-0046, Japan 

 

As well as known, liposomes have advantages such as high moisture retention and a characteristic 

texture. In order to find a relationship between particle size and texture of liposomes, we have tried to 

control the particle size of liposomes by using polyol method. The size of liposomes prepared by polyol 

method was observed at less than 100 nm by Dynamic light scattering and cryo-electron microscopy. 

Furthermore, the dispersed hydrogenated soybean phospholipids concentration was increased in polyol 

method process, the size of liposomes was bigger. Similarly, the high concentration solution was composed 

in the coexistence of liposomes and dispersions of multilayer liquid crystalline structures by freeze-fracture 

electron microscopy. The viscosity of liposome aqueous solutions was increased with increasing particle 

size at the same composition. Based on the above, the difference in the texture of liposomes with different 

particle sizes was clarified by sensory evaluation. 
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IFSCC 2022 ロンドン大会　国内報告会　プログラム　　1部
 発表テーマ 所　属 発表者名

1-O-1

グローバルな肌における魅力印象を向上させる肌反射特性の解明
～ 一人ひとりの美しさを叶えるファンデーション開発への変革～

Discovery of global common denominators of skin reflectance that 
enhance attractive impressions
-Paradigm shift in benefits of foundations to bring out individual 
beauty-

㈱コーセー
研究所

〇柿本 涼
柿沢 英美、竹下 卓志、
小竹山 祐輝、五十嵐 啓二、
増渕 祐二 ・・・・・82

1-O-2
PM-SRSによるカフェイン皮膚浸透動態のイメージング

Imaging skin-penetration dynamics of caffeine under various 
conditions by using a high-resolution non-invasive analytical method

1 ㈱マツモト交商
2 東京農工大学

〇井口 里紗 1

伊藤 輝将 2、西 陽司 1、
荻原 毅 1、三沢 和彦 2

・・・・・83

1-O-3

化粧品技術とウェルネスの交差点
～ストレスマネジメントのための肌分析技術の活用

Intersection of cosmetic technology and wellness
～Utilizing skin research techniques for stress management

1 ポーラ化成工業㈱
フロンティアリサーチセンター

2 ファーストループテクノロジー㈱
3 東北大学病院 
肢体不自由リハビリテーション科

4 東北大学 
災害科学国際研究所

〇本川 智紀 1

加藤 朋美 1、宮本 寛気 2、
溝手 竜 2、彦坂 修平 2、
奥山 純子 3、門廻 充侍 4 ・・・・・84

1-O-4

イノベーティブな処方技術の確立
～心地よさとシワ改善効果をもたらす新たなαゲル乳化技術の開発～

Innovative formulation technology
-Development of a new α-gel emulsification method that provides 
increased comfort and wrinkle reduction capabilities-

㈱資生堂
みらい開発研究所

〇日吉 淳也
宮原 令二、小倉 有紀、
風間 泰規、髙橋 洋平、
生田 香織、吉川 徳信

・・・・・85

　 　 　 　 　

1-P-1

イオン液体から発想した新規経皮浸透システム
～ 化粧品の限界を超越し、美容医療施術の代替を志向する～

Transcending the Limitation of Cosmetics : Ionic Liquids
-inspired Novel Skin Penetration System as an Alternative to Medical 
Beauty Treatments

㈱資生堂
みらい開発研究所

〇沖嶋 杏奈
岡本 亨、福原 忠雄、
宇山 允人、宮原 令二、
内山 智哉

・・・・・86

1-P-2

毛髪結晶構造および非晶構造の新規な修復方法: 
グリシンベタインと高分子加水分解ケラチンタンパク質の組合せ処理

A New Method to Restore the Hair Crystalline and Amorphous 
Structures: Combination Treatments of Glycine Betaine and 
Macromolecular Keratin Proteins

㈱アリミノ
総合研究所

〇富樫 孝幸
望月 章雅

・・・・・87

1-P-3

加齢による毛髪のハリコシの変化にはトランスグルタミナーゼ３（TG3)と
亜鉛との結合が関与する

Involvement of transglutaminase 3 (TG3) in hair stiffness changing 
with age by capture of zinc

1 サンスター㈱ 
ヘルス＆ビューティーイノベーション
研究開発部

2 名古屋大学大学院
創薬科学研究科

〇上田 誓子 1

稲場 愛 1、人見 清隆 2

・・・・・88

1-P-4

魅力的な“揺れ髪”をつくるヘアメデュラケア

Hair Medulla Care to Create an Attractive “Swinging Hair”

タカラベルモント㈱
化粧品研究開発センター

〇金澤 莉香
戸田 和成、平山 貴寛、
萬成 哲也、中嶋 礼子、
渕上 幾太郎、細川 博史

・・・・・89

1-P-5

後天的な要因で発生したうねり毛の抜去毛包組織に見られる形態学的特徴と
その発生要因に関する検討

Morphological characteristics and factors in the plucked human 
hair follicle tissue of curved hair caused by acquired factors

1 中野製薬㈱ 
研究開発本部

2 関西大学 
化学生命工学部

〇堀部 一平 1

柯 兪如 2、泉 沙良 2、
石原 良二 1、中野 孝哉 1、
住吉 孝明 2、長岡 康夫 2

・・・・・90

1-P-6

カルシウムが毛髪の機械的特性に及ぼす影響を軽減するには？
特有な酸の組み合わせによるヘアケア

HOW TO ALLEVIATE THE IMPACT OF CALCIUM ON HAIR
MECHANICAL PROPERTIES? A NEW SPECIFIC COMBINATION OF 
ACIDS FOR HAIR CARE

1 日本ロレアル㈱
リサーチ＆イノベーション

2 ロレアル リサーチ＆イノベーション 
サン・トワン、フランス

3 ロレアル リサーチ＆イノベーション 
オルネー・スー・ボワ、フランス

〇渋谷 宜己 1

ケゼール・アドリヤン 1、
ショーモンテ・マノン 2、
マーティ・ギヨーム 2、
リー・アイザック・エンティン 1、
ミヌ・パトリック 2、
フェヌロン・ロウラ 2、
バグダドリ・ナウェル 3

・・・・・91
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1-P-7
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グローバルな肌における魅力印象を向上させる肌反射特性の解明 

～一人ひとりの美しさを叶えるファンデーション開発への変革～ 
Discovery of global common denominators of skin reflectance that enhance attractive impressions 

 -Paradigm shift in benefits of foundations to bring out individual beauty- 
〇柿本 涼 1、柿沢 英美 1、竹下 卓志 1、小竹山 祐輝 1、五十嵐 啓二 1、増渕 祐二 1 

Ryo Kakimoto1, Emi Kakizawa1, Takashi Takeshita1, Yuki Kotakeyama1, Keiji Igarashi1, Yuji Masubuchi1 
1 株式会社コーセー 研究所 〒114-0005 東京都北区栄町 48-18 

1 Research Laboratories, KOSÉ Corporation 

1．緒言 

多様な個性を尊重するグローバルニーズの高まりを受けて、ファンデーションも「欠点を隠すもの」から

「一人ひとりの美しさを叶えるもの」にニーズが変化している。一方、これまでの日本人を対象にした研究

から、肌の分光反射率が印象と密接に関係していることが明らかになっている[1, 2]。しかし、この研究は

グローバルの肌色を対象にした網羅的な調査が行われていない。この調査には実生活に則した室内環境下で

簡便に肌の分光反射特性(分光反射パターン)を変更する方法が必要だった。本研究は一人ひとりが求める印

象を叶えるファンデーションを開発するために、グローバルにおける肌の分光反射率と印象の関係を包括的

に解明することを目的にした。そのために室内環境下で様々な分光反射パターンに変更可能な多波長可変実

験室を開発し、グローバルパネルを対象に特定の印象を向上できる特徴的な分光反射パターンを調査した。 

2．実験方法 

グローバル肌色の分光反射率データ（n=698）を用いて、独自の仮説に基づき定義した 37 パラメータを主

成分分析した。そして、主成分スコア 1～3を用いた階層型クラスター分析（Ward 法）により、肌色を C1～

C6 の 6つのカテゴリーに分類した。C1～C6 に属するグローバルパネル 44 名を対象に、多波長可変実験室を

用いて分光反射パターンを変化させた時の印象を評価した。具体的には、10 名の専門評価者が「上品である

(Elegant)」「透明感がある(Clear)」「明るい(Bright)」「温かい(Warm)」「いきいきしている(Lively)」

「健康的に見える(Healthy)」の印象を 7段階の SD 法で評価した(素肌と同等を 0点、印象が向上した時+

１～3点、印象が低下した時－1～3点)。解析は肌色カテゴリー別・印象項目別に評定平均値を算出した。 

3．結果および考察 

各印象における評定平均値が特に高かった分光

反射パターンの結果を Table 1 に示す(評点平均値

が+1.5 以上を「++」、+1.5 未満で+0.5 以上を

「+」、+0.5 未満で－0.5 以上を「0」、－0.5

未満を「－」、評点に関わらず 20%以上の評価

者が不自然だと回答したものを「NR」と示す)。

この結果より、すべての肌色カテゴリーに共通し

て特定の印象を高めることができる 3種類の分光

反射パターンが存在することが明らかになった。

さらに、この知見に基づいた被験者の分光反射率

をコントロールできるテーラーメイドファンデー

ション 3 種を作成し、これらを塗布した時に各印

象が向上することを確認した。 

この知見は、ファンデーションの価値を「一人

ひとりの美しさを叶えるもの」に変革するもので

ある。 

4. 参考文献 
[1] Yukari Sakazaki et al. (2006), Journal of Society Cosmetic Chemists Japan, 40(4), 278-286. 
[2] Yukari Sakazaki et al. (2006), Journal of Society Cosmetic Chemists Japan, 40(4), 287-294. 

Table 1. The results of impression evaluation of 5 
spectral reflectance patterns for C1- C6. 

Elegant Clear Bright Warm Lively Healthy
C1 ++ ++ ++ 0 ++ ++
C2 ++ ++ ++ 0 ++ ++
C3 ++ ++ ++ + ++ ++
C4 ++ ++ ++ 0 + ++
C5 ++ ++ ++ 0 + +
C6 NR NR NR NR NR NR
C1 ++ ++ ++ 0 + +
C2 ++ ++ ++ 0 ++ +
C3 ++ ++ ++ 0 + +
C4 ++ ++ ++ 0 + +
C5 ++ ++ ++ 0 + +
C6 + ++ ++ 0 0 0
C1 － － － ++ + +
C2 － － － ++ + +
C3 0 － － ++ + +
C4 － － － ++ + +
C5 0 － － ++ + +
C6 0 － 0 ++ + +
C1 0 － 0 ++ ++ ++
C2 NR NR NR NR NR NR
C3 0 0 0 ++ ++ ++
C4 NR NR NR NR NR NR
C5 0 0 － ++ ++ ++
C6 NR NR NR NR NR NR
C1 ++ ++ ++ + ++ ++
C2 ++ ++ ++ ++ ++ ++
C3 ++ ++ ++ ++ ++ ++
C4 ++ ++ ++ + ++ ++
C5 ++ ++ + + ++ ++
C6 ++ ++ ++ + ++ ++

PATTERN 3
Blue and Red-UP
(455 nm, 640 nm

UP)

Spectral reflectance pattern Skin tone
category

Average evaluation scores

PATTERN 1

Violet-UP
(435 nm UP)

Blue-UP
(455 nm UP)

PATTERN 2

Orange-UP
(595 nm UP)

Red-UP
(640 nm UP)
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によるカフェイン皮膚浸透動態のイメージング
○井口里紗 、伊藤輝将 、西陽司 、荻原毅 、三沢和彦２

株式会社マツモト交商、 東京農工大学
Imaging skin-penetration dynamics of caffeine under various conditions by using a high-

resolution non-invasive analytical method 

〇Risa Iguchi1, Terumasa Ito2, Yoji Nishi1, Tsuyoshi Ogihara1, Kazuhiko Misawa2 
1 Matsumoto Trading Co., Ltd., 2 Tokyo University of Agriculture and Technology 

 

１． 緒言
機能性成分の皮膚浸透性は、スキンケア化粧品や原料の開発において重要な要素であり、より簡便

に浸透動態を評価できる技術の開発が望まれている。我々は、これまでにラマン測定を応用した波形
整形パルスを用いた位相変調誘導ラマン散乱 技術を用いることで、皮膚モデルにおいて目
的成分の皮膚浸透性をラベルフリーで従来法より高感度に評価できる手法を開発し、報告してきてい
る 。本研究では、この 分析法を用いたリポソーム製剤の皮膚浸透性の評価と本分析法の

測定への応用の検討を行った。
２． 方法

皮膚浸透性評価のモデル成分として広く用いられているカフェインをターゲット化合物とし、
％のカフェインを配合した化粧水およびリポソーム製剤を調製した。３次元ヒト表皮モデルおよび

ヒト摘出皮膚の角層側に各製剤を塗布し、 ℃でインキュベートしながら経時的に 分析法
にて測定した。
３． 結果および考察
共焦点反射信号による皮

膚サンプル位置の同定とカ
フェイン由来の 信
号（ ）の測定により
皮膚モデルへのカフェイン
の浸透動態を評価した 図
。経時的にイメージング測

定をすることで、化粧水製剤
とリポソーム製剤の浸透性
挙動が異なる事を明らかにした。さらに、ヒト摘出皮膚においても皮膚サンプル内から浸透したカフ
ェイン由来のシグナルが経時的に検出され、本分析法が での測定にも適用可能であることを
確認した。
４． 引用文献
） Iguchi R, Nishi Y, Ogihara T, Ito T, Matsuoka F, Misawa K. Skin Res Technol. 2021; 28(1):47-53. 

） Ito T, Iguchi R, Matsuoka F, Nishi Y, Ogihara T, Misawa K. Biomed Opt Express. 2021; 12(10):6545-6557. 

図 皮膚モデルへのカフェインの浸透性 µ

カフェイン水溶液塗布 分後の 共焦点反射像、 像
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化粧品技術とウェルネスの交差点 
~ストレスマネジメントのための肌分析技術の活用 
 
本川智紀*1，加藤朋美 1，宮本寛気 2，溝手竜 2，彦坂修平 2 奥山 純子 3, 門廻 充侍 4 
1 ポーラ化成工業株式会社 フロンティアリサーチセンター，2 ファーストループテクノロジー株式会社, 
3 東北大学病院 肢体不自由リハビリテーション科、4 東北大学 災害科学国際研究所 
 
<背景> ウェルネス/ウェルビーイング世界の実現のためには、ストレスとうまく付き合うことが重要である。
そのためには、自分がどの程度のストレスを抱えているかを知り、予防的なセルフケアにつなげる必要がある。
しかし、ストレスの症状は多種多様で、かつ常に変動するため、自身でストレス状態を把握することは困
難である。我々はこの問題に対して顔情報を活用することで解決の糸口を見つけることができると考えた。
なぜならば顔の状態はストレスの蓄積によりさまざまな影響を受けることが知られているからである。我々は
この関係性に着目し、まず顔から得られるさまざまな情報を用いてストレス状態を逆推定し可視化する技
術を構築する。さらに、肌の特性を活かした簡便なセルフケアによるストレスマネジメントを実現する仕組
みを構築する。これら化粧品業界が得意とする技術の融合によりウェルネス/ウェルビーイング世界の実現
を目指すことが本研究の目的である。 
 
<方法> ストレス状態の可視化には、A.I.技術を活用した。自律神経状態、血液マーカー、尿マーカー、
主観評価を用いてストレス状態を定義し、これらの項目を顔情報（角層細胞画像、顔画像、顔動画、
肌トラブル情報）を用いて推定するモデル式を、Residual Neural Networks, Regression 
Analysis, Fourier Transform などの手法を活用し作成した。さらにストレス分析結果に基づく、肌へ
の刺激を中心としたアンチストレスデジタルコンテンツを開発、分析技術と個対応ソリューションを組み合わ
せたスマートフォンアプリケーションのプロトタイプを作成し、その有用性を確認した。 
 
<結果> ストレス状態の可視化においては、70%以上の精度で 15 種類のストレス状態を推定するモ
デル式を開発した。またプロトタイプを用いた検証の結果、1 週間の使用でセルフケア意識の改善が確認
され、１カ月の使用によってストレスマーカーの減少、ネガティブ感情の改善、疲労状態の軽減に加え、
肌状態の改善も確認できた。 
 
＜考察＞ 
我々の身近な存在である「肌」を使ったストレスの見える化による「セルフケア意識の向上」、および分析
結果に基づく「肌」を介したソリューション体験による「ストレスの軽減による様々な効果」が実証できたと考
える。本研究では、ウェルネス/ウェルビーイングという分野における化粧品技術の新しい活用の可能性を
示すことができた。我々化粧品業界の技術は肌状態を改善する以上のポテンシャルを有している。 
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イノベーティブな処方技術の確立 

-心地よさとシワ改善効果をもたらす新たなαゲル乳化技術の開発- 

Innovative formulation technology 
-Development of a new α-gel emulsification method that provides increased 

comfort and wrinkle reduction capabilities- 
〇日吉 淳也, 宮原 令二, 小倉 有紀, 風間 泰規, 髙橋 洋平, 生田 香織, 吉川 徳信 

Junya Hiyoshi; Reiji Miyahara; Yuki Ogura; Taiki Kazama; Yohei Takahashi; 
Kaori Ikuta; Norinobu Yoshikawa 

株式会社資生堂 みらい開発研究所 〒220-0011 横浜市西区高島 1-2-11 
MIRAI Technology Institute, Shiseido Co., Ltd., Yokohama, Japan 

1. 緒言
肌表面を柔らかくすることはシワ改善につながる。肌を柔軟にする有効な成分として保湿
剤やエモリエント油分がある 1)。またこれらを安定に配合する製剤技術として、界面活性剤
と高級アルコールの組み合わせによって形成されるαゲル製剤が挙げられる 2)。しかしシワ
を改善しうるほど肌表面を柔軟にするにはこれらの成分を高配合する必要がある一方で、
使い心地や製剤の安定性が大幅に低下するという問題がある。この課題を解決するために
細胞間脂質の構造にヒントを得て、2 鎖型の非イオン界面活性剤を用いた新しい α ゲルを
開発した。 
2. 実験方法 
ジステアリン酸 PEG-6 と様々なタイプのアルキル鎖を持つ親水性界面活性剤を組み合わせ
て新しい α-ゲルを構築した。構造確認には光学分析および熱分析を用いた。製剤の肌効果
は力学的な分析および画像による分析を行った。 
3. 結果及び考察 
このαゲルではジステアリン酸 PEG-6 がラメラ構造の面間隔を制御していることがわかっ
た。またリジットな構造を形成
するため、多量の保湿剤や高極
性油を安定に含有できる。この
特徴を応用してこれらの成分を
従来の２倍量以上配合したシワ
改善乳液を開発したところ肌柔
軟効果が確認された(Fig.1)。さ
らに 1 週間の連用で高いシワ改
善効果を示すことがわかった。 
4. 引用文献 
1) Ozawa, T. et al., (1987). J Soc Cosmet Chem Jpn 11(4):297-307.
2) Fukushima, S. et al., (1975). J Colloid Interface Sci 51(3):548-549.
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イオン液体から発想した新規経皮浸透システム

～化粧品の限界を超越し、美容医療施術の代替を志向する～

Transcending the Limitation of Cosmetics: Ionic Liquids 

-inspired Novel Skin Penetration System as an Alternative to Medical Beauty Treatments

〇沖嶋 杏奈、岡本 亨、福原 忠雄、宇山 允人、宮原 令二、内山 智哉

Anna Okishima, Toru Okamoto, Tadao Fukuhara, Makoto Uyama, Reiji Miyahara, Tomoya Uchiyama 

株式会社資生堂 みらい開発研究所 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島 1-2-11 

MIRAI Technology Institute, Shiseido Co., Ltd. 
1. 緒言

肌状態を改善するためにさまざまな薬剤が開発されているが、その多くは親水性かつ高融点のイオン結晶である。こ

のような薬剤は、疎水的な角層へ分配されにくく角層中の拡散性が低いことから、薬剤の有効性を高めるために薬剤を

ターゲット部位に送達する研究開発が広く試みられてきた。薬剤の皮膚浸透を高めるために、皮膚のバリア機能を軽減

し薬剤分子の拡散性を高める皮膚浸透促進剤や薬剤の分子構造を変えるプロドラッグなどの手法が開発されているが、

その効果や安全性には未だ課題が残されている。我々は、特定の分子との組み合わせによって物質の融点などの物

理化学的性質を変化させる�イオン液体�や�深共晶溶媒�1) から着想を得て、分子構造を変えることなく浸透性だけを

コントロールする�Molecular Modulation Strategy (MMS)� を提唱して研究を進めている。本報告では、この MMS に基

づいて開発した二つの薬剤浸透技術について述べる。

2. 方法

ターゲット物質として皮膚浸透促進剤であるアルキルベタイン (AB) および美白効果を有する 4-メトキシサリチル酸

(4MS) を選択し、さまざまな物質と溶媒中で加熱混合した後、溶媒を留去して得られる複合体の状態を観察した。複

合体の物理化学的性質は、フーリエ変換赤外分光法 (FT-IR)、示差走査熱量測定、核磁気共鳴分光法 (NMR) によ

り評価した。皮膚浸透試験は、モデル皮膚として Strat-M®およびヒト摘出皮膚を用いて行った。皮膚浸透促進剤の作

用メカニズムは、ヒト角層シートの脂質の状態を FT-IR で測定することにより評価した。正常ヒト表皮角化細胞 (NHEK) 

を浸透促進剤に 24 時間暴露した後に、Alamer Blue assay を行うことで安全性を評価した。

3. 結果および考察

新規経皮吸収促進剤複合体： AB との複合化により液体化した系の中からキシリトール (XY) を選択し、4-メトキシサ

リチル酸カリウム塩 (4MSK) の浸透性を調べたところ、AB－キシリトール複合体 (AB/XY) は AB 単独よりも高い浸

透促進効果が認められ、角層細胞間脂質を抽出することによって薬剤の浸透を促進したと推察された。一方、NHEK

を用いた安全性試験においては AB/XY は AB よりも良好な細胞生存率を示した。これらの結果から、キシリトール分

子が AB の親水部と相互作用することによって AB の物性が変化し、優れた特性を発現していると考えられた。

新規薬剤複合体： 4MS に対する同様のスクリーニングからアルギニンとの組み合わせ (4MS-Arg) を選択した。

NMR による解析から、4MS と Arg は両者の極性基間でイオン対を形成しており、また 4MS-Arg と同じ複合体 (イオン

液体) が 4MSK とアルギニン塩酸塩 (ArgHCl) の混合によっても得られることが分かり、皮膚浸透試験を行ったところ、

4MSK-Arg の浸透性は 4MSK と比較して有意に高いことが明らかになった。

以上の結果より、非共有結合からなる分子複合体を活用することによってターゲット分子の浸透性をコントロールする

�Molecular Modulation Strategy� が新たな化粧品価値創出に有効であることが示唆された。

4．参考文献

1) Qi QM, Mitragotri S (2019) J Control Release 311�312: 162�169.
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⽑髪結晶構造および⾮晶構造の新規な修復⽅法： 

グリシンベタインと⾼分⼦ケラチンタンパク質の組合せ処理 
A New Method to Restore the Hair Crystalline and Amorphous Structures: 

Combination Treatments of Glycine Betaine and Macromolecular Keratin Proteins 
〇富樫 孝幸  望月 章雅 

〇Takayuki, Togashi; Akimasa, Mochizuki; 
株式会社アリミノ 総合研究所  〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町都 25-5 

Arimino Reseach Center, Saitama, Japan; 
1. 背景と目的 
ヘアカラーやパーマといった化学処理によって、毛髪内部コルテックスを構成する中間径フィラメント

（IF：結晶構造）やケラチン関連タンパク質（KAP：非晶構造）の変性、流出が生じることが知られてい
る。これまで、質感を向上させることを主な目的とする補修方法が検討されてきたが、“ダメージしたコ

ルテックスを本来の構造に近づける”という“修復”方法の解明がより重要であると考えられる。我々は

以前、グリシンベタイン（GB）によるタンパク質構造安定化作用に着目し、変性した結晶構造を回復さ
せることによる毛髪構造の修復方法を見出し、報告した。本研究では、IF や KAP の変性や流出に対し
て、より高い修復効果を示す新しい毛髪処理方法を提示するだけでなく、修復機構についても考察した。 
2. 結果と考察 
2.1 “コルテックスの結晶構造および非晶構造の修復方法”の探索 
水中および空中引張り試験を判定基準として、GB と様々な成分との組合せや、処理条件をスクリーニン
グした。その結果、GBとケラチンタンパク質、特に IF または KAP 由来の二次構造を保持している高
分子ケラチンタンパク質を組合せ、順番に処理することで、これまでに見られなかった程の高い引張り応

力回復作用を示すことを見出した。すなわち、GB と IF 由来高分子ケラチンタンパク質の組合せ処理に
よって水中引張り応力が大きく向上した一方、GB と KAP 由来ケラチンタンパク質との組合せ処理に
よって、空中引張り応力のみ有意に向上するという特徴が見られた。 
2.2 コルテックス構造の修復効果の検証 
高圧示差走査熱量測定および小角Ｘ線散乱測定により、ダメージ毛に対する組合せ処理の効果を検証し

た。GB と IF 由来高分子ケラチンタンパク質の組合せ処理によって、変性エンタルピーの顕著な増大お
よび IF-IF間距離の規則性を示すピーク形状の明確な回復が見られ、毛髪の IF 構造を十分に修復したこ
とを示すと考えられた。一方、GB と KAP 由来ケラチンタンパク質との組合せ処理によって、変性ピー
ク温度の上昇および IF の繊維軸方向に対する配向度の顕著な回復が見られ、毛髪の KAP 構造を修復し
たことを示すと考えられた。 
2.3 グリシンベタインと高分子ケラチンタンパク質の相互作用の検証 
円偏光二色性スペクトル測定から、GBとケラチンタンパク質を混合するだけで、二次構造が回復するこ
とが示された。すなわち、IF 由来または KAP 由来の高分子ケラチンタンパク質は、それぞれ、α-ヘリ
ックスまたはランダムコイルのピークパターンを示し、GB との相互作用によりパターンが強調された
ことから、よりコンパクトで疎水的な本来の構造を取り戻した、と考えられた。このことから、毛髪内部

コルテックスの IF および KAP に対しても、GB は同様の相互作用を示すと推察された。 
2.4 構造修復メカニズムの推察 
GB のみ、または高分子ケラチンタンパク質のみによる処理だけでなく、それらの混合物による処理では
見られない、組合せ処理による顕著な構造回復効果の理由として、以下が推察された。組合せ処理では、

毛髪周囲または内部において、GB と高分子ケラチンタンパク質との相互作用による二次構造の回復が
進行すると考えられる。この変化が、変性した毛髪内部コルテックスの構造回復を促す可能性が考えられ

た。さらに、相互作用によるコンパクトで疎水的な構造へのケラチンタンパク質の変化は、毛髪内部への

浸透性を向上させ、流出した部分に補充されやすくなると推察された。 
以上から、IF または KAPの変性と流出に対する“修復”を可能にする、GB と高分子ケラチンタンパク
質の組合せ処理方法を見出し、組合せ処理による毛髪構造への影響が重要とする修復機構を考察した。 
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加齢による毛髪のハリコシの変化には

トランスグルタミナーゼ３（ と亜鉛との結合が関与する

上田 誓子１、稲場 愛１、人見 清隆２

１サンスター株式会社 ヘルス＆ビューティーイノベーション研究開発部 〒

兵庫県神戸市東灘区向洋町中 アジア・ワン・センター８

２名古屋大学大学院 創薬科学研究科 〒 名古屋市千種区不老町

１．緒言

我々は以前、加齢とともに毛髪のハリコシが低下する原因の一つは、キューティクル内の亜鉛

が年齢とともに減少することが関与しており、加齢毛髪に亜鉛を浸透させることで毛髪のハリコ

シが回復することを報告してきた。毛髪中の亜鉛が年齢とともに減少する原因は明らかになって

いないが、我々はキューティクル内で亜鉛を保持しているタンパク質が年齢とともに減少するこ

とで毛髪内に亜鉛が保持できなくなるためではないかと考え、本研究において亜鉛と結合する可

能性のあるタンパク質の検出を試み、タンパク質架橋化酵素トランスグルタミナーゼ３（ ）を

候補タンパク質として選定した。そして と亜鉛との結合の可否および、キューティクルにお

ける の存在を確認した後、 が年齢とともに減少するか確認したので報告する。

２．方法

化学的処理履歴のない毛髪からギ酸でキューティクル内のタンパク質を抽出し、 型

質量分析計を用いてタンパク質を網羅的に解析した。検出されたタンパク質のうち、検出量が多

かったタンパク質について、 にて２価金属と結合する可能性を調査し、 を選定した。

と亜鉛との結合を確認するため、 を亜鉛水溶液と混合し、分子量分画カラムで遊離亜鉛を

除去した後、 に結合した亜鉛量を誘導結合プラズマ質量分析計（ ）で分析した。次に、

抜去した毛髪の毛根部の縦方向の凍結切片を作成し、抗体染色により の存在位置を確認した。

最後に、各年齢層の被験者から複数の毛髪を抜去し、毛根部の を抽出し、年齢ごとの

の発現量を で確認した。

３．結果

キューティクル内に多量に存在し、２価金属と結合する可

能性のあるタンパク質として を選出した。そして、

が多量の亜鉛と結合すること、毛根部のキューティクル内に

が多量に存在していることを確認した。最後に、毛根に

おける の発現が 代以降、年齢とともに減少する傾向

を確認した。

４．結論

年齢とともに毛髪内の亜鉛が減少１ するのは、毛髪内で亜鉛を保持するタンパク質である

の発現が年齢とともに減少することが一因であると考えられた。今後、 の発現を亢進する素材

を頭皮に塗布することで、年齢とともに毛髪内の亜鉛が減少することを予防し、毛髪のハリコシ

が低下するのを防ぐ効果が期待される。

５．参考文献

１）
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魅力的な“揺れ髪”をつくるヘアメデュラケア 
”Hair Medulla Care to Create an Attractive “Swinging Hair” 

〇金澤莉香1、戸田和成1、平山貴寛1、萬成哲也1、中嶋礼子1、渕上幾太郎1、細川博史1 
〇Riko Kanazawa1, Kazunari Toda1, Takahiro Hirayama1, Tetsuya Mannari1, 

Reiko Nakashima1, Ikutaro Fuchigami1, Hiroshi Hosokawa1 
1タカラベルモント株式会社 化粧品研究開発センター 〒520-3211 滋賀県湖南市高松町5-1  

1 Takara Belmont Corporation, Shiga, Japan 

1.緒言 

毛髪のツヤや色調に加え、美しく健康的な「髪の動き」は見た目の印象に与える影響が大きく、その重要性はますます
高まっている。しかし、加齢や毛髪ダメージにより、揺れの振幅が小さくなり、毛髪の動きが止まりやすくなるため、毛
髪の動きの質が低下することが報告されている 1)2)。そこで、様々な成分の浸透性を高めるヘアメデュラケア（HMC）を
用いて、加齢やダメージにより毛髪内部から減少するコレステロールを毛髪へ浸透させることで、髪の動きを改善できる
かどうかを検討した。 

2.方法  

アジア人毛束にブリーチ処理及び洗浄処理を施したものを試験毛として用いた。HMC 処理は試験毛に我々の先行研究
3)4)と同様に、polypeptide と浸透剤、還元剤、pH 調整剤の組み合わせを含む pH6.5 の A 液と酸化剤を含む B 液に順に浸
漬、水洗することで行った。コレステロールの浸透は A 液での処理と B 液での処理の間に、コレステロールを溶解した
流動イソパラフィン溶液に浸漬、水洗することで行った。 
コレステロールの浸透性の評価は、蛍光標識したコレステロールを用いて浸透処

理をした毛髪切片を蛍光顕微鏡で観察することにより行った。 

髪の動きを評価するため、毛先の中心にマーカーをつけた毛束の根元を固定し、
水平になるまで持ち上げ、その後自由落下させ、その様子を観察した（Fig.1）。 

 髪の動きの印象評価は、790名の一般女性に対し、コレステロールを浸透させた毛
髪と未処理の毛髪が揺れ動くビデオ（Fig.2）を見てもらい、「どちらが魅力的である
か」アンケート調査を行った。 

3.結果及び考察 

コレステロールを浸透させた毛髪は、揺れている時間と振幅が大きくなり、根元から毛先までしなやかになり、揺れが
収まった後も広がらないことが分かった。また、コレステロールが浸透した毛は、毛髪内部の水分保持力が高く、柔軟性
があることがわかった。アンケートの結果、約 80％の女性が HMC によってコレステロールを浸透させた毛髪の方がより
魅力的であると回答した。このように HMC 技術は、毛髪のツヤや色調といった静的な美しさに加えて、髪を美しく健康
的に動かすといった、新しいアプローチを確立させた。あらゆる角度から好印象な
髪へ導く HMC技術は、今後、様々な頭髪用化粧品への応用が期待される。 

4.参考文献 
1) E Schulze zur Wiesche, et al. (2015) Proceedings of IFSCC Conference 2015 Zurich. 

2) L Bechthold, et al. (2018) J. Cosmet. Sci. 69(5):335–346. 

3) T Mannari, et al. (2020) Proceedings of IFSCC Congress 2020 Yokohama. 

4) T Hirayama, et al. (2021) Proceedings of IFSCC Conference 2021 Mexico. 

＊IFSCC2022 ロンドン大会の要旨から一部追加したデータがあります。 
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後天的な要因で発生したうねり毛の抜去毛包組織に見られる形態学的特徴と 
その発生要因に関する検討 

Morphological characteristics and factors in the plucked  
human hair follicle tissue of curved hair caused by acquired factors 

○堀部一平 1、柯兪如 2、泉沙良 2、石原良二 1、中野孝哉 1、住吉孝明 2、長岡康夫 2 
1 中野製薬株式会社 研究開発本部 

2 関西大学 化学生命工学部 
1．緒言 
 毛髪の外観は、形、色、光学的特性などによって変化し、その人の見た目の第一印象に
大きく影響を与える。その主要な要因の一つに「毛髪のうねり」が挙げられるが、先天的
にうねった毛髪以外に、加齢とともに不規則にうねった毛髪が増加することが知られてお
り 1)、毛髪美容上の悩みにつながると言われている。しかし、この後天的な毛髪のうねり
の生理学的な背景は明確になってはいない。そこで本研究では、後天的な要因で発生した
と考えられる「うねり毛」の発生要因を明らかにするとともに、その改善方法を見出すこ
とを目的に検討を行った。 
2．方法 
 同一人物の頭部から「直毛」と「うねり毛」を抜去し、毛根鞘が付着した毛髪をパラフ
ィン包埋後、毛髪横断面の連続切片を作製した。その後、抜去毛包組織の形態学的特徴の
観察および毛髪の分化に関わる特異的なタンパク質に対する免疫組織化学染色による比較
を行った。 
3．結果及び考察 
 30～50 代の男女 6 名から得た
「うねり毛」の抜去毛包組織を観
察したところ、内毛根鞘および外
毛根鞘が歪な形状をしていること
が判った。さらに、異なる毛芽を
元とする複数の毛母細胞が単一の
毛包内で融合し、最終的に一つの
毛幹を形成している様子が観察さ
れた（Fig.1）。この形態学的な違
いの特徴を確認するため免疫組織
化学染色を行ったところ、「うねり毛」では内毛根鞘の分化に関わるケラチンタンパク質
の一種である KRT71 が不均一に存在していることが判った。また、生体の発生過程にお
いて重要な役割を担うWntシグナル経路に着目し、関連因子の発現を確認した。その結果、
うねり毛において、Wnt5aのタンパク質発現が部分的に減少し、その一方でWntの阻害因
子である Dkk1 の発現が増加していることが判った。本検討の結果、後天的なうねり毛は、
複数の毛母細胞が融合することで生じており、その融合にはWntシグナル経路の障害が関
与していることが示唆された。 
4．参考文献 
1) Nagase S, et al. Journal of Cosmetic Science 2009, 60, 637-648. 
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Fig.1 Observation of plucked human hair follicle tissue cross sections
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カルシウムが毛髪の機械的特性に及ぼす影響を軽減するには？ 
特有な酸の組み合わせによるヘアケア 

HOW TO ALLEVIATE THE IMPACT OF CALCIUM ON HAIR MECHANICAL PROPERTIES? A NEW 

SPECIFIC COMBINATION OF ACIDS FOR HAIR CARE

〇渋谷宜己１、ケゼール・アドリヤン 1、ショーモンテ・マノン 2、マーティ・ギヨーム 2、 
リー・アイザック・エンティン 1、ミヌ・パトリック 2、フェヌロン・ロウラ 2、バグダドリ・ナウェル 3

Yoshiki Shibuya 1, Adrien Kaeser 1, Manon Chaumontet 2, Guillaume Marty 2, Isaac Eng Ting Lee 1, Patrick Minou 2, 

Laura Fenelon 2, Nawel Baghdadli 3

1日本ロレアル株式会社リサーチ＆イノベーション 〒213-0012川崎市高津区坂戸 3-2-1 KSP R&D 
2ロレアル リサーチ＆イノベーション 13リュ・ドラ・マール、93400サン・トワン、フランス 

3ロレアル リサーチ＆イノベーション 1アベニュー・ウージェンヌ・シェレール、93600オルネー・スー・
ボワ、フランス 

1 Research & Innovation Center, Nihon L’Oréal K.K., Kawasaki, Japan
2 L’Oréal Research & Innovation, Saint-Ouen, France

3 L’Oréal Research & Innovation, Aulnay-Sous-Bois, France 
1. 緒言
ヘアカラーやパーマといった毛髪の化学的処理によって、毛髪は大きなダメージを受け、洗髪やブロードラ

イ、コーミングといった日々の習慣によって、毛髪のダメージは増幅し蓄積する。ダメージ毛は容易に金属イ
オンを浸透・吸着させることが知られている。特に水道水に含まれるカルシウムイオンの浸透・吸着は、毛髪
の機械的物性及び外観を低下させる大きな要因である 1), 2)。本研究では小分子を用いて、毛髪内部からのカル
シウムイオンの除去と、それに伴う毛髪の機械的物性の変化について検討を行った。
2. 実験方法
高圧示差走査熱量測定 (HP-DSC)を用いて得られた、ケラチンの変性温度を指標に小分子の選定を行った。
毛髪内部に蓄積しているカルシウムイオンの濃度は、ICP-OES を用いて測定した。カルシウムイオン及び小分
子が毛髪内部にどのように存在しているかを調べるため、Nano-SIMSを用いた。毛髪の機械的物性は、繰り返
し疲労試験 (Cyclic Fatigue) 及び屈曲摩耗試験 (Flexabrasion)を用いて調べた。 
3. 結果及び考察

HP-DSC及び ICP-OESの結果から、クエン酸とグリシンの組み合わせが、毛髪の内部修復とカルシムイオン
除去の観点で最も効果的であることがわかった。カルシウムイオンはダメージ毛のキューティクル領域に主に
存在しているが、これらの小分子で処理することによって大幅に除去されることが Nano-SIMS によって示さ
れた。さらに Cyclic Fatigue及び Flexabrasionによる試験から、これらの小分子で処理することよってダメージ
毛の機械的強度が向上することが明らかとなった。以上から、毛髪内部からカルシウムイオンを除去すること
によって、毛髪のマクロな機械的物性が改善されたと考察される。 
4. 参考文献
1) Kempson I. M. et al., Chem. Soc. Rev. 2011, 40 (7), 3915

2) Marsh J. M. et al., ACS Appl. BioMater. 2018, 1 (4), 1174
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Senolyticsによる老化真皮線維芽細胞含有コラーゲンゲルの収縮回復 
: 皮膚老化への新たなアプローチ 
Senolytics restore the contraction of collagen gel based on senescent dermal 
fibroblast culture: A novel insight into the therapeutic approach to skin aging 
〇萩野 輝 1)，友近 拳 1)，五味 満裕 1)，矢野 博子 1)，高橋 元次 2) 
1) 小林製薬株式会社 
2) エムティーコンサルティング 
【緒言】 
真皮線維芽細胞は真皮における主要な細胞外マトリックスであるコラーゲンと結合し，

収縮することで皮膚の強度や弾力性を生み出している。他の臓器と同様に皮膚においても

加齢とともに老化細胞が蓄積することが知られる。また，線維芽細胞の老化がシワやタルミ

などの皮膚老化に関与することが報告されているが，その詳細なメカニズムは解明されて

いない。そこで，本研究では，線維芽細胞の老化と真皮の形態および機能変化との関連性を

明らかにするために細胞老化が線維芽細胞のコラーゲン収縮力に及ぼす影響を調べた。ま

た，老化細胞を特異的に除去する薬剤である senolytics がコラーゲンの収縮に及ぼす影響
についても調べた。 
【方法】 
非老化線維芽細胞細胞（nSDF），doxorubicinにより誘導した老化線維芽細胞（SDF）あ

るいは nSDFおよび SDFの両方をコラーゲンゲルで包埋し，3日間培養した。培養後，各々
のゲルをディッシュから剥離し，ゲルの収縮を観察するとともに多光子顕微鏡によりコラ

ーゲンの配向性を調べた。また，senolytics として知られる ABT263 がコラーゲンの収縮
および配向性に及ぼす影響を調べた。 
【結果】 

SDFを包埋したコラーゲンゲルでは nSDFを包埋したコラーゲンゲルに比べゲルの収縮
が大きく低下した。また，SDFおよびゲルを収縮するのに十分な数の nSDFの両方を包埋
したコラーゲンゲルにおいても収縮の低下が認められた。多光子顕微鏡によりコラーゲン

ゲルを観察したところ，nSDF を包埋したコラーゲンゲルではコラーゲンの線維束が観察
されたのに対して SDFを包埋したコラーゲンゲルではそれらは認められなかった。さらに，
SDF を包埋したコラーゲンゲルを ABT263 で処理したところゲル収縮の回復が認められ
た。 
【結論】 
本研究により皮膚老化に伴う真皮細胞外マトリックスの変化に線維芽細胞の老化による

コラーゲン収縮力の低下が関与していることが示唆された。また，老化細胞を選択的に除去

する senolytics によりコラーゲンの収縮が回復することが考えられた。以上のことは
senolyticsが皮膚老化に対する新たなアプローチとなる可能性を示している。 
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シリコーンエラストマービーズ代替原料としての球状セルロースの可能性
Development of novel cosmetic formulation using spherical cellulose beads, 

“feeling like using silicone elastomer beads” 
北之馬 麻希 太田 敦子 西岡 春香

大東化成工業（株） 研究開発部 処方開発グループ

１．緒言

感触改良剤として化粧品に一般的に使用されているマイクロプラスチックビーズは、海洋環境において大

きな社会問題に直面しており、すべての化粧品処方への配合を禁止する動きがある。したがって、マイクロ

プラスチックビーズを含まない化粧品処方の開発は避けられない状況である。本研究では、自然由来成分で

表面処理された球状セルロースビーズと合成マイカを組み合わせることにより、マイクロプラスチックビー

ズフリーでありながら、シリコーンエラストマービーズのような滑らかでしっとりとした感触の新規化粧料

を開発した。本研究で用いた球状セルロースビーズの生分解性は、 と の方法で確認さ

れ、どちらの方法においても非常に優れた生分解性を示す。

２．実験方法

油中水型リキッドファンデーションおよびパウダーファンデーション処方に各種ビーズを添加し、官能評

価で感触の比較を行った。リキッドファンデーションのうちシリコーンエラストマービーズを含まないもの

（ ；表面処理セルロースビーズ（ μ および μ の 種類）、 ；未処理セルロースビー

ズ、 ；シリカビーズ）は、球状ビーズ および合成金雲母 を配合した。一方、 は、

シリコーンエラストマービーズを 配合し調整した。パウダーファンデーションにおいては、各種ビーズ

（ ；シリコーンエラストマービーズ、 表面処理セルロースビーズ、 ；未処理セ

ルロースビーズ、 ；シリカビーズ の組成は、 で統一した。さらに試験処方については、表面処

理された合成金雲母を 配合した。本研究において、球状セルロースビーズの粒子径は 15µm、合成金雲

母の粒子径は 20µm で、未処理品および金属石けん 処理品を用いた。

３．結果および考察

これまでの検討では、球状セルロースビーズ単体ではシリコーンエラスト

マービーズほどの優れたしっとり感と滑らかさを得られなかった。そこで本

研究では、球状セルロースビーズと合成金雲母を組み合わせることで、シリ

コーンエラストマービーズ同様の滑らかでしっとりとした感触を付与した。

さらに、 処理セルロースビーズおよび 処理合成金雲母を用いることで、

未処理品よりもシリコーンエラストマービーズに近しい感触を付与すること

ができた。（図１、２）パウダーファンデーション処方においては、野菜油、

ワセリン、シア脂のようなペースト油を使用することで、しっとりとした感

触が向上した。さらに、球状セルロースビーズは、パウダーファンデーショ

ン処方において、非常に優れたプレス強度を示した。これらの結果より、表

面処理された球状セルロースビーズと合成金雲母をシリコーンエラストマー

ビーズの代替品として用いることで、マイクロプラスチックビーズフリーで

ありながら、シリコーンエラストマービーズ同様の滑らかでしっとりとした

感触の化粧料を調整することが可能となった。

４．引用文献

 
 
 
 
 

図 1 リキッドファンデーションの官能評価結果(N=5) 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ordinal L(12μm)
Trial 1L, MS Cellulose beads(5μm) 
Trial 1L, MS Cellulose beads(10μm)
Trial 2L, Cellulose beads(10μm)
Trial 3L, Silicabeads (10μm)

Moist feel 

Sm
oo

th
 fe

el
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ordinal P(12μm)
Trial 1P, MS Cellulose beads(10μm)
Trial 2P, Cellulose beads(10μm)
Trial 3P, Silica beads(10μm)

Sm
oo

th
 fe

el
 

Moist feel 
図 2 パウダーファンデーションの官能評価結果(N=5) 
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天然由来フェニルプロパノイドと両親媒性ビタミン C誘導体 VCP-IS-2Naの 
ナノカプセル化におけるコラーゲン/エラスチン線維の UV照射による 

光老化に対する防御作用ならびに再構築に関する相乗効果 
Nano-capsules of naturally occurring phenylpropanoids and an amphiphilic vitamin C 

derivative provide synergistic protection against UVA irradiation-induced skin damage and 
collagen/ elastin fibre reconstruction 

久間將義 1、○植田琢郎 1、東郷智美 1、松田紗苗 1、山口剛史 1 
1東洋ビューティ株式会社 中央研究所 

1. 諸言 
我々は、これまでにカフェ酸を始めとしたフェニルプロパイノドを多く含有するコーヒー種子混合エキス

(CS-mix)をポリグリセリル脂肪酸誘導体により内包したナノカプセル(NC-CS)が、線維芽細胞（NHDF）におい

て UVA照射によるコラーゲン合成量の低下、過剰なMMP-1活性、マイクロフィブリル形成関連遺伝子（FBN-

1、MFAP4、EMILIN-1、LTBP4）の mRNA発現量の減少を抑制することを報告している 1)。また、両親媒性ビ

タミン C誘導体であるイソスアリルアスコルビルリン酸 2Na（VCP-IS-2Na）は、細胞内 ROSを抑制し、コラ

ーゲンおよびエラスチン繊維の再構築を促進する効果について報告している。本研究では、CS-mixと VCP-IS-

2Na の組合せに注目し、UVA 照射下でのコラーゲン/エラスチン繊維の再構築に与える相乗効果について調査

した。さらに、これら成分の NHDFへの効果的なアプローチに着目した独自の新規ナノカプセル（NC-CSVC）

を開発し、その効果を確認した。 

2. 方法 
ナノカプセルは先行研究の手法の工程を一部変更することで、NC-CSVC および CP-CSVC を調製した 1)。

NHDFを培養後、サンプル含有培地に交換し 24時間培養した。その後、UVAを照射し培養後、ELISA法によ

りプロコラーゲン Type-I型 pNペプチド量とMMP-1前駆体合成量を評価、リアルタイム PCR法により mRNA

発現量を評価した。また相乗効果が CS-mix と VCP-IS-2Na の添加する順番に影響があるか検討するため、上

記試験において 12時間ごとにサンプル含有培地または PBSに交換することで評価した。 

3. 結果及び考察 
CS-mix と VCP-IS-2Na の組合せは、各単独処理時よりも、UVA 照射による I 型コラーゲンの産出量低下、

MMP-1の産出量増加、全マイクロフィブリル形成関連遺伝子の mRNA発現量低下を相乗的に抑制することが

示された。さらに、まず VCP-IS-2Naを処理した後に、続いて CS-mixを処理した際に、コラーゲン合成量およ

び FBN-1、EMILIN-1の mRNA発現量の低下を強く抑制していることから、NHDFに対し最初に VCP-IS-2Na、

その後 CS-mixと段階的にアプローチすることで、最大限に相乗効果を高めることが示唆された。 

そこで CS-mix を VCP-IS-2Na により内包することで、皮膚透過性の向上や内包成分の保護に加えて、ター

ゲット細胞への成分作用順序を適切にコントロールできるように設計したナノカプセル NC-CSVC を開発し

た。NC-CSVC は CP-CSVCおよび NC-CSよりも、UVA照射下でのコラーゲン/エラスチン繊維の再構築に対

して、高い相乗的防御効果を発揮することに成功した。 

本研究の成果をスキンケア化粧品に応用することで、光老化によるコラーゲンおよびエラスチン繊維の減少

に対して、新規防御作用アプローチを有したアンチエイジング剤になることが期待される。 

4. 参考文献 
1) Togo T, et al. The 31th IFSCC Congress. （2020） 
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新規グリセリン化合物がもたらす皮膚への影響 

Novel glycerin compounds improve skin health 

塩田剛太郎、鶴岡里沙、花田敬吾 

G Shiota, R Tsuruoka, K Hanada 

株式会社メディプラス製薬 研究開発本部 

R&D, Mediplus Pharma, Inc., Tokyo, Japan 

背景： 新規グリセリン化合物（NGC）は、新しい反応生成物である含酸素誘導体を生成する化
合物として開発された。NGC は、様々な生物学的効果を示すことが報告されている。消臭、殺
菌、抗ウイルス作用に加え、I 型コラーゲン産生促進作用、炎症性サイトカイン分泌抑制作用が
これまでに確認されている。 

目的：本研究は、NGC の抗酸化活性とバリア機能を調べることにより、皮膚のホメオスタシス
に及ぼす影響を評価することを目的とする 

方法：本研究では、NGC の正常ヒト皮膚への影響を明らかにするため、正常ヒト表皮角化細胞
の培養系を用いて、PR-PCR による抗酸化因子である heme oxygenase-1 (HO-1) および DAD(P)H 

quinone dehydrogenase 1 (NQO-1) の mRNA 遺伝子発現、細胞内グルタチオン（GSH）のタンパク
質量を定量化した。さらに、表皮細胞の分化に及ぼす NGC の影響を明らかにするため、皮膚バ
リア機能に関連する因子（involucrin（INV）、filaggrin（FLG）、serine palmitoyl transferase

（SPT））の遺伝子発現を調べた。 

結果および考察：NGC は、24 時間刺激後、20ppm から濃度依存的に HO-1, NQO-1 mRNA および 

GSH タンパク質の発現を亢進させた。これらの結果は、NGC の酸化的性質が生体防御に寄与す
る Nrf2 を活性化し、抗酸化因子の発現を誘導していることを示唆するものであった。これらの
発現は、NGC の低濃度での酸化によって引き起こされることから、そのホルミシス効果が皮膚
に対して保護的に働いていることが強く示唆された。これと一致して、INV、FLG、SPT 遺伝子
の発現も低濃度の NGC で増加した。なお FLG は対照群に比べ 3 倍の増加を示した。これらの結
果は、NGC が表皮細胞の分化を促進し、皮膚バリア機能に好影響を与えることを示している。
現在、ヒト表皮の三次元培養物を用いて、NGC の効果の詳細な解析を進めている。 

結論：NGC のマイルドな酸化的は、抗酸化活性やバリア機能に対するホルミシス効果により、
健康な肌へと導く可能性が示唆された。 
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Artemisia capillaris 花エキスはヒト真皮繊維芽細胞において 
microRNAを介した HYBID発現を抑制する 

 
カザール ボロン ビスワス 1,2、桝谷晃明 1、井上紳太郎 2、アルナシリ イダマルゴダ 1,2 

 
1一丸ファルコス株式会社 開発部 
2岐阜薬科大学 香粧品健康学講座 

 
ヒアルロン酸 (HA) の分解に関わる因子として、HYBID (Hyaluronan-Binding 

protein Involved in hyaluronan Depolymerization) が報告されている。HYBIDは1000 
kDa以上の高分子 HAに結合し、脱重合することで分子量 10～100 kDaの小分子
HAに断片化する。高分子 HAの機能については多くの知見があるのに対し、断
片化された HAがどのような機能を持つかは未だ明らかではない。さらに、紫外
線や炎症のような外的な老化要因によって、HYBIDの発現がどのように変化す
るかについては、多くの報告があるが、内的な老化要因による HYBID発現制御
については、ほとんど報告されていない。今回、我々は TNFαによって誘導さ
れた炎症条件下において、小分子 HA が存在すると炎症がさらに増悪されるこ
と、それによってMMP-1などの老化因子の発現をさらに誘導することを明らか
にした。また、HYBIDの発現に関与すると報告されている miR-600 (miRNA) の
発現量が、新生児由来の真皮繊維芽細胞と比較して、成人由来の真皮繊維芽細胞

では有意に減少していることを見出した。そこで、HYBID による分解から HA
を保護する作用を有する植物由来原料を探索したところ、Artemisia capillaris （カ
ワラヨモギ）花エキスが見出された。Artemisia capillaris 花エキスは、in vitro試
験において、ストレスにより誘導される HYBID発現を抑制すると共に、miR-600
の発現を増加させた。またヒト臨床試験においては、有意なシワ改善効果とたる

み改善効果が認められた。 
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ハス胚芽エキスはプロテオスタシスを正常化することで 

老化した皮膚線維芽細胞を若返らせる 

Rejuvenation of aging skin fibroblast via restoration of disrupted proteostasis  

by Nelumbo Nucifera Germ Extract. 
○難波卓司 1 町原加代 1 岩橋弘恭 2 

Takushi Namba1, Kayo Machihara1, Hiroyasu Iwahashi 2 
1 高知大学教育研究部総合科学系複合領域科学部門 〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮 

2 丸善製薬株式会社 総合研究所 〒729-3102 広島県福山市新市町相方 1089-8 
1Research and Education Faculty, Multidisciplinary Science Cluster, Interdisciplinary Science Unit, Kochi 

University. 
2 Research Center, Maruzen Pharmaceuticals Co., Ltd. 

1. 緒言 
 加齢変化に伴う自然老化の肌における徴候として、細かいシワの形成・ハリの低下によるたる

みの発生などが挙げられる。これらは肌を構成する細胞の老化による機能低下が原因の一つであ

り、その重要な要因としてミトコンドリアの機能低下が知られている 1)。そこで本研究では老化

皮膚線維芽細胞のミトコンドリアを活性化させることで老化を抑制できるのか検討を行った。 
2. 実験方法 

継代培養により老化させた皮膚線維芽細胞(NB1RGB)を用いて実験を行った。ミトコンドリア

の活性を JC-1 染色法、老化マーカーとして SA-β-gal 染色法、細胞形態は電子顕微鏡観察、オート

ファジー活性をウエスタンブロット法、最終糖化産物(AGEs)の定量は ELISA 法を用いて測定し、

アテロコラーゲンを用いたコラーゲンゲルによる 3 次元培養での評価も行った。 

3. 結果及び考察 
老化皮膚線維芽細胞のミトコンドリア膜電位上昇作用を指標として 75 種類の植物エキスのス

クリーニングを行ったところ、ハスの胚芽から得られたエキス(NNGE)がミトコンドリアを活性化

させること発見した。また、ハス胚芽エキスは SA-β-gal に対する直接的な活性阻害ではなく、そ

の発現自体を低下させた。次にハス胚芽エキスにより細胞内のオルガネラ等に変化があるかを電

子顕微鏡で観察したところ、老化依存に増加したリポフスシン様粒子の凝集体が、ハス胚芽エキ

スにより誘導されたオートファジーにより分解され、同様に AGEs 量も減少することが示唆され

た(Fig.1)。最後にコラーゲン産生について、コラーゲン

ゲルを用いた 3 次元培養において検討したところ、ハス

胚芽エキスにより老化依存に減少していたコラーゲン

産生量が増加することを見出した。以上より、ハス胚芽

エキスを用いた解析により、老化皮膚線維芽細胞でオー

トファジーを誘導することで抗老化作用を示し、ミトコ

ンドリアの活性化、AGEs の分解、コラーゲン産生を促

進させるなど老化皮膚線維芽細胞の機能を改善するこ

と、及びハス胚芽エキスは様々なアンチエイジング作用

を発揮することが示唆された。 
4. 参考文献 

1) Lopez-Otin C, et al. Cell . 2013 153, 1194-1217 
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乳酸桿菌／ベニバナインゲン種子エキス発酵液の乾燥肌に対する有効作用 
Effect of Lactobacillus/Phaseolus Coccineus Seed Extract Ferment Filtrate on dry skin 

○桐生 涼香 1、川崎 みどり 2、中川 侑紀 1、東郷 智美 1、川西 秀樹 2、 
松田紗苗 1、奥山 敦啓 2、久間 將義 1 

１ 東洋ビューティ株式会社 中央研究所 (大阪府大阪市東成区東中本 3-13-8) 
2 株式会社フヨウサキナ (北海道札幌市中央区南 1 条西 12-4 扶洋第一ビル) 

 
1. 緒言 

ベニバナインゲン(Phaseolus coccineus L.)は「ハナマメ」と呼ばれるマメ科植物である。その種子はイソ

フラボンやアントシアニンなどのポリフェノールを含有しており、特にアントシアニンが品種の中でも

豊富である。我々は先行研究において、Phaseolus coccineus L.の種子から抽出したベニバナインゲン種子

エキス(PC)は、ヒト線維芽細胞においてコラーゲン産生を促進し、UV による皮膚老化を抑制することを

明らかにした。その作用を上げるため、PC を乳酸菌発酵させることで、乳酸桿菌／ベニバナインゲン種

子エキス発酵液(PC-FM)を開発した。以前、PC-FM は線維芽細胞において PC より高い抗老化作用を示す

ことを明らかにしたが、表皮細胞における作用はまだ評価していない。そこで本研究では、PC-FM のヒ

ト表皮角化細胞における水分保持能とバリア機能に対する作用について調べた。 

2. 方法 
正常ヒト表皮角化細胞(NHEK, KURABO)を用いて、PC-FM の表皮機能関連遺伝子(FLG、CASP14、LOR、

TGM-1)およびタンパク質(FLG、LOR)発現促進作用を評価した。また、UVB 照射による PC-FM の表皮ダ

メージ抑制作用についても同様に評価した。さらに、ヒト 3 次元培養表皮モデル(LabCyte EPI-MODEL 6D, 

J-TEC)を用いて、PC-FM の表皮機能向上作用についても検討を行った。 

3. 結果および考察 
PC-FM は、NHEK において表皮機能に関わる FLG、CASP14、

LOR、TGM-1 の遺伝子発現作用を示した(Fig. 1)。さらに、FLG

および LOR のタンパク質発現の促進作用も確認できた。乾燥

肌の原因である紫外線(UVB)を照射した NHEK においても、

PC-FM は表皮機能関連遺伝子、およびタンパク質の発現低下

を抑制することが分かった。最後に、LabCyte EPI-MODEL を

用いて遺伝子およびタンパク質発現を確認した。その結果、PC-

FM は FLG、CASP14、LOR 遺伝子の有意な発現促進と、FLG、

LOR のタンパク質発現促進作用を示した。 

本研究により、PC-FM は NMF 産生に関わる因子と、コーニ

ファイドエンベロープ(CE)成熟に関わる因子の発現を促進す

ることが分かった。したがって、PC-FM は角層水分保持能と

バリア機能の両方にアプローチする、乾燥肌対策の化粧品原料

としてスキンケア製品に応用できる可能性があることが示さ

れた。 

Fig. 1 The change of skin moisturizing-related gene 
expression in NHEKs. 
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オゾン化グリセリン製剤のヒト顔面皮膚のシミへの有効性 

Ozonized glycerin (OG)-based cosmetic products lighten age spots  

on human facial skin 

塩田剛太郎、奥田大貴、小島さやか、鶴岡里沙、花田敬吾 

Go Shiota, Daiki Okuda, Ryuhei Ogi, Sayaka Kojima, Risa Tsuruoka, Keigo Hanada 

株式会社メディプラス製薬 研究開発本部 

R&D, Mediplus Pharma, Inc., Tokyo, Japan 

背景： 一度生成された顔のシミを安全に除去したり、安全に薄くしたりすることができる化粧
品原料はほとんどないと言われている。OG は酸化力を持ち、抗菌、抗ウィルス、創傷治癒促
進など様々な生物活性を示すことが報告されている。 

目的：本研究は、OG のヒト皮膚、特に顔面の老人斑に対する効果を明らかにすることを目的
とする。 

方法 ：OG（80 および 800ppm）を in vitro でメラニン試薬と 4 週間混合し、メラニン分解能力
を評価した。また、細胞の成熟度を調べるために、in vitro でケラチノサイトの分化マーカーの
遺伝子発現に及ぼす OG の影響も調査した。 OG 美容液の顔面のメラニン量に対する効果を評
価する臨床試験では、48 名の女性が登録され、1 日 2 回の塗布後 4 週間と 8 週間後にメグサメ
ーターで年齢斑のメラニン量を測定した。また、試験期間中、有害事象をモニターした。 

結果 ：いずれの OG も時間依存的に直接的なメラニン分解を示し、早ければ 6 時間後に有意な
効果が観察された。800ppm の OG は 80ppm の OG より高い活性を示し、混合反応 14 日目には
メラニン量が約 40%減少した。ヒト角化細胞を用いた分化マーカー試験では、OG80ppm とほぼ
等しい濃度の OG により、インボルクリンとセリンパルミトイルトランスフェラーゼの遺伝子
発現が上昇し、OG が皮膚表皮のターンオーバーを促進することが示唆された。臨床試験で
は、OG80 および 800ppm は、4 週間後のものと比較して 8 週間後のメラニン含有量の減少が大
きく、△メラニン指数の平均値はそれぞれ-16.7 および-15.2 であった。また、それぞれの対照
群に対して統計的に有意な差が検出された。ベースラインから 4 週間または 8 週間後にメラニ
ン指数が減少した被験者の数は、OG80 および 800ppm の両方で増加し、特に 8 週間後に顕著で
あった。 試験期間中、OG80 および 800ppm の投与に関連する有害事象はなかった。 

結論 ：この結果から、OG 美容液の塗布は、顔の皮膚の年齢によるシミを薄くするために安全
で効果的であることが示唆された。 
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『リングコラーゲン』が生み出す、顔を包み込む張力ネットワーク 
：アンチエイジングスキンケアの新たな世界 

-有形から無形ターゲットへ、皮膚解析のパラダイムシフト-

江連智暢 1, 松﨑恭一 2,大野伸彦 3,4 

1: 株式会社資生堂みらい開発研究所, 2: 国際医療福祉大学 形成外科, 3: 自治医科大学医学部解剖学講座, 4: 生理学

研究所分子細胞生理研究領域 

背景：顔の皮膚は、その張力により物理的に顔を包み込み、顔の形状を維持している。加齢に伴い、この張力システ

ムが破綻することで、たるみ等の見た目の老化に繋がるが、張力システムに関しては明らかになっていない。これは

張力を可視化する十分な方法がないことに起因する。 

目的：本研究では、はじめに皮膚の張力を可視化する技術を開発し、次にこの技術を用いて顔面皮膚の張力システム

とその加齢変化を解明すること、更には得られた知見を基に新規な抗老化スキンケア技術を開発することを目的とし

た。 

方法：手術に伴う余剰皮膚を倫理委員会承認の下、試験に用いた。皮膚組織中での遺伝子発現状態の解析は、対象部

位をマイクロダイセクションし、遺伝子を抽出後、マイクロアレイ及びRNAシークエンスにより網羅的に実施し

た。毛包細胞は皮膚検体からアウトグロースさせて解析に用いた。皮膚物性やたるみの状態等の相関性の解析、及び

たるみ改善効果の検証は女性ボランティアにて実施した。 

結果：皮膚検体を変形し、内部構造を人工知能（AI）にて自動的に同定後、特徴点を設定して、その変形に伴う移

動を追跡することで、張力を算出し、PC上に皮膚の動態を再現した。さらにautostereoscopy技術を用い、得られ

た皮膚を実空間上に再現することで、平面ディスプレイ上では把握困難な複雑な張力動態を理解可能とした。この新

たな皮膚解析技術を「スキンメカニクスリアリティ」と呼ぶこととした。スキンメカニクスリアリティでの解析の結

果、皮膚の深部にはリング状の高張力部位が存在することが示唆された。成分解析の結果、この部位は毛包を中心と

して、プロテオグリカンがその周囲を取り巻き、さらにコラーゲンがリング状にこれを囲む構造を形成していた。動

態解析の結果、このリング状のコラーゲンを構成する各線維が互いに引き合うことで、リングの中心に向かう張力を

発揮し、さらにリング状のコラーゲンが顔面の皮膚全体に高密度で存在することで、顔面を包み込む張力のネットワ

ークが創出されていた。この顔面に特有なリング状のコラーゲン構造を「リングコラーゲン」と呼ぶこととした。相

関解析の結果、リングコラーゲンは加齢で失われ、これに伴いたるみが増加することが示唆された。遺伝子発現解析

の結果、引張刺激に伴い、毛包からWnt16が産生されること、これがリングコラーゲンのリモデリングを促進する

ことが示唆された。そこでこれを基にストレッチ手技を構築し、女性ボランティアにて4週間実施したところ、有

意なたるみの改善効果が認められた。 

結語：張力を実空間上に可視化する「スキンメカニクスリアリティ」技術を開発し、顔の形状を維持する張力ネット

ワークシステム「リングコラーゲン」を解明した。さらにリングコラーゲン再生の分子メカニズムを明らかにし、こ

れを基点とした、新たな見た目老化の改善手段を構築した。 
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Discovery of global common denominators of skin reflectance that enhance attractive 
impressions 

-Paradigm shift in benefits of foundations to bring out individual beauty- 
 

〇Ryo Kakimoto1, Emi Kakizawa1, Takashi Takeshita1, Yuki Kotakeyama1, Keiji Igarashi1, Yuji 
Masubuchi1 

1 Research Laboratories, KOSÉ Corporation, 48-18, Sakae-Cho, Kita-ku, Tokyo 114-0005, Japan 
 
Abstract 

In response to the global need to respect diverse individuality, desirable foundations have 
changed from those that simply conceal imperfections to those that bring out individual beauty. 
Previous research with Japanese participants has shown that the spectral reflectance of skin is closely 
related to the impression it creates. However, previous studies have not been exhaustive in their 
investigation of global skin tones. 

In this study, we aimed to comprehensively elucidate the relationship between skin spectral 
reflectance and impression. To achieve this goal, we investigated the distinctive spectral reflectance 
pattern that can accentuate a specific impression in all skin tones, using a multi-wavelength 
observation room with sixteen narrow-band LEDs. 

Analysis of the relationship between spectral reflectance patterns and impressions revealed 
for the first time that three types of spectral reflectance pattern can enhance specific impressions 
common to all skin tones. Moreover, application tests using a foundation that was developed based on 
this knowledge confirmed that the intended impression was enhanced. 

We believe this discovery can bring a paradigm shift in benefits of foundations to bring out 
individual beauty. Furthermore, our study becomes an important knowledge not only for make-up 
products but also for various beauty industries such as skincare, online counselling and residential 
lighting that contribute to the beauty in individuality.  

Imaging skin-penetration dynamics of caffeine under various conditions by using a high-resolution non-
invasive analytical method 

Risa Iguchi 1, Terumasa Ito 2, Yoji Nishi 1, Tsuyoshi Ogihara 1, Kazuhiko Misawa 2 
1Matsumoto Trading Co., Ltd., Tokyo, Japan, 2Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo, Japan 

 
Evaluating the penetration and distribution profiles of applied actives within the skin is essential for developing actives 
and cosmetic formulations. Recent advances in label-free imaging technologies have facilitated the direct detection 
of unlabeled chemicals in tissues. However, real-time quantitative monitoring and obtaining dynamic information 
during the penetration processes within the complex tissues is still a challenge. We have previously reported the label-
free evaluation of skin penetration profiles of several actives in an epidermis skin model using a newly developed 
setup of pump-probe phase-modulated stimulated Raman scattering (PM-SRS) microscopy combined with confocal 
reflection microscopy.  
In this study, using this advanced imaging system, we aimed to visualize and compare the penetration dynamics of 
caffeine under several conditions. Caffeine was chosen as a model drug due to its aqueous solubility and a relatively 
low molecular weight. We compared the penetration profiles of caffeine in vitro and ex vivo, since it is well known 
that the barrier functions of human epidermis models and the human skin are not the same. Furthermore, the 
influence of liposomes on the delivery, penetration and retention of caffeine was investigated.  
Combining PM-SRS and confocal reflection microscopy directly detected the characteristic Raman signal of caffeine 
and provided the real-time concentration profiles of caffeine from formulations within the tissues by lowering the 
background signals from skin tissue and increasing the signal-to-noise ratio. PM-SRS microscopy is a powerful, real-
time depth-profile imaging method for the quantitative studies of topically applied actives.  
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Intersection of cosmetic technology and wellness 
~Utilizing skin research techniques for stress management 

 
Tomonori, Motokawa*1; Tomomi, Kato1; Hiroki, Miyamoto2; Ryo, Mizote2; Syuhei, 
Hikosaka2; Junko, Okuyama3; Shuji, Seto4; 
1POLA Chemical Industries, Inc.; 2First Loop Technologies, Inc.; 3Tohoku University 
Graduate School of Medicine; 4Tohoku University, Miyagi, Japan 
 
Background: Dealing with stress well is important for a better life. To this end, you must 

know how stressed you are so you can take preventative self-care actions. However, the wide 

variety of stress symptoms and dynamic fluctuations make this difficult. We thought that 

facial information can be used to solve this problem because the facial skin is affected by 

stress accumulation in various ways. In this research, we developed technologies to visualize 

the stress state using various information from the face, and we developed a mechanism to 

improve wellness/wellbeing based on the extracted data. Methods: Machine learning 

technologies were utilized for this study. Stress data were defined considering autonomic 

state, blood markers, urine markers, subjective state, and quality of life. Models were created 

to evaluate these items using facial information (facial questionnaire, stratum corneum cell 

images, facial images, and facial videos). Furthermore, a smartphone application combining 

several of these analysis technologies with original digital content was developed and its 

usefulness was confirmed by individual users.  Results: We developed evaluation models for 

fifteen stress states with accuracy of >70.0%. During the verification results using the 

prototype, we observed not only improvements in positive mindset for self-care awareness 

and negative mood, reduction of fatigue states but also better skin conditions. Conclusion: 

This study demonstrates the possibility of a new way to utilize cosmetics technology in 

another field, wellness/wellbeing.  

Innovative formulation technology 
-Development of a new α-gel emulsification method that provides

increased comfort and wrinkle reduction capabilities- 
〇Junya Hiyoshi; Reiji Miyahara; Yuki Ogura; Taiki Kazama; Yohei Takahashi; 

Norinobu Yoshikawa; Kaori Ikuta 
MIRAI Technology Institute, Shiseido Co., Ltd., Yokohama, Japan 

Abstract 
Softening of the skin surface is effective in improving the wrinkles. For example, 
humectants and emollient oils are effective. One of the ways to deliver these ingredients 
to the skin is an α-gel formulation. However, to provide sufficient skin-softening effects, 
large amounts of these ingredients are needed to contain, and they destabilize the 
emulsion interface. To overcome this problem, by mimicking the structure of inter cellular 
lipid, a new α-gel was developed by using a double-chain nonionic surfactant. PEG-6 
distearate was found to control the width of the lamellar spacing. Additionally, the new 
α-gel could contain larger amount of humectants and emollients than conventional ones 
because of its rigid structure. Applying this new α-gel as a wrinkle improving emulsion, 
it exhibited a high wrinkle-improving effect after just one week of continuous use 
unexpectedly. 
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Transcending the Limitation of Cosmetics: Ionic Liquids 
-inspired Novel Skin Penetration System as an Alternative to Medical Beauty Treatments 

Anna Okishima, Toru Okamoto, Tadao Fukuhara, Makoto Uyama, Reiji Miyahara, Tomoya Uchiyama 

MIRAI Technology Institute, Shiseido Co., Ltd. 
Abstract 

Increasing the amounts of hydrophilic molecules that penetrate the skin improves the efficacy of 
cosmetic active ingredients. Because of the inherent tunability of molecule physicochemical properties, both 
ionic liquids (ILs) and deep eutectic solvents (DESs) have attracted significant interest. Herein, we developed 
two types of molecular complexes based on �molecular modulation strategy (MMS)� that were inspired by ILs. 
Incorporating penetration enhancers into ILs: AB-Xylitol (AB/XY) emerged as a liquidized enhancer that has 
higher penetration enhancement efficacy than AB alone. Following that, liquidation significantly reduced the 
toxicity tested by the assay using human epidermal keratinocytes. Transforming drugs into ILs: The screening 
using 4-methoxysalicylic acid (4MS) as a model cosmetic active ingredient resulted in arginine (Arg) as the 
counter ion that generates 4MS IL. Interactions between 4MS and Arg were confirmed by NMR spectroscopy. 
Potassium 4-methoxysalicylate (4MSK) -Arg system possess dramatically higher permeability than 4MSK 
alone. Using these insights, MMS can help consumers stay healthy, beautiful, safety, and age-free. 

A New Method to Restore the Hair Crystalline and Amorphous Structures: 
Combination Treatments of Glycine Betaine and Macromolecular Keratin Proteins 

〇Takayuki, Togashi; Akimasa, Mochizuki; 

Arimino Reseach Center, Saitama Japan; 
Abstract 
The objectives are not only to present novel hair processing method to repair the denaturation of intermediate 
filaments (IF: Crystalline structure) and keratin-associated proteins (KAP: Amorphous structure) of hair cortex, 
but also to descript the repair mechanism. The effects of treatments in sequence of glycine betaine (GB) and IF-
derived or KAP-derived macromolecular keratin protein were evaluated by tensile test, differential scanning 
calorimetry, and small-angle X-ray scattering. The interactions of GB with IF-derived or KAP-derived keratin 
proteins were evaluated by circular dichroism spectroscopy. Consequently, the combined treatments of GB and 
IF-derived keratin showed synergistic recovery effects on tensile stress in-water, denaturation enthalpy, and IF 
regular structure, demonstrating high repair effects on denatured IF. In contrast, the combined treatments of GB 
and KAP-derived keratin showed synergistic recovery effects on tensile stress in-air, denaturation temperature, 
and IF orientation, demonstrating a repair effect that replace the leaked KAP. Furthermore, the circular dichroic 
spectra showed that GB and keratin proteins interact and restore the secondary structures. Our study not only 
found novel hair processing method that showed high repair effects on hair cortex structure, but also suggested a 
repair mechanism when the thermodynamic theory of protein stabilization by GB.  
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Involvement of transglutaminase 3 (TG3) in hair stiffness changing with age  
by capture of zinc. 

Seiko Ueda 1, Megumi Inaba 1, Kiyotaka Hitomi 2 
1 Health & Beauty Innovation R&D, Sunstar Inc., Asia One Center, 8F, 1-17, Koyochonaka,   

Higashinada-Ku, Kobe, Hyogo, 658-0032, Japan. 
2 Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Nagoya University, Chikusa, Nagoya, 464-8601, Japan 

 
We previously reported that zinc in the cuticle of hair contributes to hair stiffness, and the age-

dependent decrease in zinc is one of the reasons for the reduction in hair stiffness. From the results, we 
speculated that the decrease in zinc in the cuticle with aging may be caused by a decrease in proteins 
that retain zinc in the cuticle. Then, we extracted proteins from hair cuticle and analyzed to clarify them 
by mass spectrometry, resulting in identification of transglutaminase 3 (TG3) as a zinc-retaining 
candidate protein. The binding of TG3 to zinc was confirmed using size fractionation column followed 
by ICP-MS, and the immunostaining of longitudinal sections of hair root revealed the presence of 
significant amounts of TG3 in the cuticle. Furthermore, hairs from volunteers with various ages were 
analyzed for the expression of TG3 RNA in the hair roots, demonstrating a trend of decreasing in its 
expression after the age of 40’s. Based on the results, we concluded that the decrease in zinc in hair with 
age is partly due to the reduction of the expression of TG3 that is possible to retain zinc. In the future, 
the use of compounds that increase in TG3 expression would expect to be possible inhibitory regulator 
against the decrease in zinc with age, thereby preventing the decrease of hair firmness. 

 

”Hair Medulla Care to Create an Attractive “Swinging Hair” 
〇Riko Kanazawa1, Kazunari Toda1, Takahiro Hirayama1, Tetsuya Mannari1, 

Reiko Nakashima1, Ikutaro Fuchigami1, Hiroshi Hosokawa1 
1 Takara Belmont Corporation, Shiga, Japan 

The movement of beautiful and healthy hair, in addition to its lustre and colour tone, has a great impact 

on the impression of appearance and is becoming increasingly important. However, it is reported that the 

quality of hair movement deteriorates with aging and hair damage, as these factors reduce the swing 

amplitude and make hair movement stop more readily. We investigated whether hair movement could be 

improved by using Hair Medulla Care (HMC), which enhances various permeabilities, to penetrate 

cholesterol, which decreases from the inside of the hair due to aging and damage, into the hair's interior.  

This study succeeded in enabling cholesterol, which usually only penetrates to the cuticle, to penetrate 

the hair interior, including the medulla. As a result, the hair swing amplitude and duration increased, and 

the hair became more flexible from the root to the tip, making it more manageable even after it had stopped 

swinging. The cholesterol-impregnated hair was able to retain more water internally, and was more flexible, 

bending with less force. When 790 women were asked which was more attractive, comparing videos of 

women with untreated and treated ponytail, 80% said that treated ponytails were more attractive. These 

results suggest that HMC can readily change the properties of hair to create attractive “swinging hair”. Thus, 

this research has uncovered new opportunities for hair care. 
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Morphological characteristics and factors in the plucked human hair follicle tissue 
of curved hair caused by acquired factors 

○Ippei Horibe1, Yuru Ke2, Sara Izumi2, Ryoji Ishihara1, Takaya Nakano1, 
Takaaki Sumiyoshi2, Yasuo Nagaoka2 

1 Research & Development Division, NAKANO SEIYAKU Co., Ltd., Kyoto, Japan, 
2 Department of Life Science and Biotechnology, Kansai University, Suita, Osaka, Japan 
 
 The hair appearance varies depending on many things, such as hair shape, color and 
optical properties, and significantly affects the first impression of human physical 
appearance. In addition to congenital curly hair, "curved hair" caused by acquired factors 
increases with age, however the detailed mechanism is still obscure. In this study, we 
found that, in curved hair, hair matrix cells based on multiple hair germs fused to 
eventually form a single hair follicle and hair shaft by comparison plucked straight hair 
and curved hair obtained from the identical participant in their 30s to 50s. In the inner 
root sheath of curved hair, KRT71 was unevenly present. And Wnt5a, which regulates the 
cell polarity of the developmental process, partially reduced, on the other hand, DKK1, 
an inhibitor of the Wnt signaling pathway, elevated. Our study revealed the hair matrix 
cell fusion in the middle of hair cycle was one of the causes of acquired curved hair. 
 

HOW TO ALLEVIATE THE IMPACT OF CALCIUM ON HAIR MECHANICAL PROPERTIES? A NEW 

SPECIFIC COMBINATION OF ACIDS FOR HAIR CARE

○Yoshiki Shibuya 1, Adrien Kaeser 1, Manon Chaumontet 2, Guillaume Marty 2, Isaac Eng Ting Lee 1, Patrick Minou 2,

Laura Fenelon 2, Nawel Baghdadli 3

1 Research & Innovation Center, Nihon L’Oréal K.K., KSP R&D, 3-2-1 Sakado, Takatsu-ku, Kawasaki 213-0012, Japan
2 L’Oréal Research & Innovation, 13 Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen, France

3 L’Oréal Research & Innovation, 1 Av. Eugène Schueller, 93600 Aulnay-Sous-Bois, France

Abstract

  Human hair tends to accumulate damages that are impacting its properties and health, through treatment by color and 

wavering services, exposure to water, UV or regular grooming. Additionally, it is known that hair damages are caused by 

accumulating metal ions, predominantly calcium ions from tap water, and scientists and consumers have linked this to 

deterioration of hair quality (rigidity, breakage) and appearance. In this study, we investigated the impact of small molecules 

on calcium removal and improvement of hair properties.

   HP-DSC showed that the mixture of citric acid and glycine gave the largest impact on denaturation temperature of 

keratin in damaged hair. In addition, based on the analysis by ICP-OES, treatment of this mixture can significantly decrease 

the quantity of calcium ions in the hair fiber. Calcium ions were found to predominantly present in the cuticle area by 

Nano-SIMS and were significantly removed by treatment of the active mixture. Cyclic fatigue and flexabrasion (flexing 

abrasion resistance) tests demonstrated that the treatment of active mixture can improve the resistance of hair fibers against 

breakage.

   In conclusion, the combination of citric acid and glycine was shown to successfully improve the properties of the 

damaged hair fibers, from a microscopic level to a more perceived macroscopic evaluation, in terms of the hair strength. 

The removal of calcium ions could be the reason of the improvement observed in restoring some mechanical properties of 

hair.
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Senolytics restore the contraction of the collagen gel based on senescent dermal fibroblasts 
culture: A novel insight into the therapeutic approach to skin aging 
〇Akira Hagino1; Ken Tomochika1; Mitsuhiro Gomi1; Hiroko Yano1, Motoji Takahashi2 
1 KOBAYASHI Pharmaceutical Co., Ltd., Osaka, Japan 
2 MT Consulting, Yokohama, Japan 

【Abstract】Background: The removal of senescent cells (SNCs) has been proposed to be beneficial 

for improving various age-related diseases. However, little is known regarding senolytics, which 

selectively remove SNCs to reduce skin aging. In this study, we investigated the effects of 

senolytics on SNCs in terms of contractility of human dermal fibroblasts. Methods: A collagen gel 

contraction assay was performed to investigate the contractility of senescent dermal fibroblasts 

(SDFs) induced by doxorubicin. The orientation of collagen fibers was observed using second 

harmonic generation (SHG) with multiphoton microscopy. ABT263, a drug that selectively 

eliminates SNCs, was used to evaluate the effects of senolytics on the recovery of collagen gel 

contraction. Results: The contraction of SDF-containing 3D collagen gel (aged dermal model) was 

significantly less than that of non-senescent dermal fibroblast (nSDF)-containing collagen gel 

(young dermal model). Although thicker bundles and collagen fibril orientation were observed on 

SHG imaging in the young dermal model, they were not observed in the aged dermal model. 

Furthermore, the number of SDFs decreased in the aged dermal model treated with ABT263; 

consequently, gel contractility was restored. Conclusion: Our findings demonstrate that the 

decreased ability of SNCs to contract collagen gel might cause dermal ECM morphological changes 

with skin aging, and that the elimination of SNCs restores collagen gel contractility, suggesting a 

novel therapeutic advances against skin aging. 

 

Development of novel cosmetic formulation using spherical cellulose beads,  
“feeling like using silicone elastomer beads” 

 
Maki Kitanouma1, Atsuko Ota1, Haruka Nishioka1 

1Research and Development of DAITO KASEI KOGYO CO. LTD., 
 

Abstract 
Microplastic beads such as silicone elastomer beads, polyurethane beads and polymethyl methacrylate 

have been facing a major social problem in the environment, especially in marine.  There is the movement 
to prohibit to formulate microplastic beads in all cosmetic applications.  Therefore, the development of 
cosmetic formulations without microplastic beads is inevitable.   

Spherical cellulose beads will be the one of the best candidate alternating microplastics beads, since it is 
the degradable product in the nature (under the regulation of OECD 301F and ASTM D6691 for the 
biodegradability in marine). 

In this study, we evaluated the texture of liquid and powder foundation by human sense, and we 
developed novel cosmetic formulation feeling like using silicone elastomer beads.  The formulation using 
metal soap surface treated cellulose beads and synthetic mica shows the almost same moist and smooth 
feel using silicone elastomer beads. 
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Nano-capsules of naturally occurring phenylpropanoids and an amphiphilic vitamin C 
derivative provide synergistic protection against UVA irradiation-induced skin damage and  

collagen/ elastin fibre reconstruction. 
Masayoshi Hisama1*, ○Takuro Ueda1*, Tomomi Togo1, Sanae Matsuda1, Tsuyoshi Yamaguchi1 

1 Central Research Center, Toyo Beauty Co., Ltd. Osaka, JAPAN 

Abstract 

Previously, we have been reported that nano-capsule (NC-CS) encapsulated mix extract (CS-mix), Coffea Robusta 

seed extract and Caffea Arabica (Coffee) seed extract, which contains many amount of naturally occurring 

phenylpropanoids such as caffeic acid and chlorogenic acid, prevented UVA irradiation-induced decreased levels of 

collagen synthesis, increased level of MMP-1 production and downregulated the mRNA expression of microfibril-

related genes on NHDFs. We also found that disodium isostearyl 2-O-L-ascorbyl phosphate (VCP-IS-2Na) enhanced 

the reconstruction of collagen and elastic fibers by suppressing the increase of the intracellular ROS. 

Our results showed that the combination of CS-mix and VCP-IS-2Na showed a synergistic suppressive effect against 

the decrease in collagen production, the excess production of MMP-1 and the downregulation of FBN-1 and EMILIN-

1 in NHDFs exposed to UVA irradiation. Furthermore, NC-CSVC efficiently synergistically protected on the 

reconstruction of collagen/elastin fiber stronger than CP-CSVC. 

These results suggest that combination of CS-mix and VCP-IS-2Na, and NC-CSVC may be a novel effective anti-

aging agents for the approach to progress the reconstruction of collagen and elastic fibers on skin care cosmetics. 

Novel glycerin compounds improve skin health 

G Shiota, R Tsuruoka, K Hanada 

R&D, Mediplus Pharma, Inc., Tokyo, Japan 

Background: Novel glycerin compounds (NGCs) were developed which generated new reaction 

products.NGCs have been reported to exhibit various biological effects.  

Aims: This study is aimed to evaluate the effects of NGCs on skin homeostasis by investigating 

antioxidant activity and barrier functions 

Results and Discussion: The NGCs enhanced expression of HO-1, NQO-1 mRNA and GSH protein 

in a concentration-dependent manner from 20 ppm after 24 h of stimulation. These results imply 

that the oxidative property of NGCs activates Nrf2 (NF-E2-related factor 2) transcription factor, 

which is a biological defense sensor, and induces the expression of antioxidant factors. Since 

their expression was caused by oxidative stimulation at low concentrations of NGCs, it was 

strongly suggested that their hormesis effect would be working protectively for the skin. 

Consistent with this, the expression of INV, FLG, and SPT genes also increased at low 

concentrations of NGCs: FLG showed a threefold increase compared to the control group. These 

results indicate that NGCs promote epidermal cell differentiation and have positive effects on 

skin barrier functions.  

Conclusion: Mild oxidative stimulation of NGCs could lead to healthy skin through their hormesis 

effect on antioxidant activity and barrier functions.  
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Effect of Artemisia capillaris flower extract on the microRNA-regulated 
HYBID expression in human dermal fibroblasts 

 
Kazal Boron Biswas1,2, Teruaki Masutani1, Shintaro Inoue2, Arunasiri Iddamalgoda1,2 

 
1Department of Research and Development, Ichimaru Pharcos Co. Ltd., Gifu, Japan; 

2Department of Cosmetic Health Science, Gifu Pharmaceutical University, Gifu, Japan 
 

Abstract: HYBID (HYaluronan Binding protein Involved in hyaluronan 
Depolymerization) is reportedly involved in hyaluronan (HA) degradation. HYBID binds 
to macromolecular HA (>1000 kDa) and fragments it into small molecules HA (10-100 
kDa). While much is known about the function of macromolecular HA, it is not yet clear 
the function of fragmented HA. Furthermore, while there are many reports on how 
HYBID expression is altered by external aging factors such as UV and inflammation, 
there are few reports on the regulation of HYBID expression by internal aging factors. In 
this study, we found that under inflammatory conditions in vitro, small HA further 
exacerbates inflammation and enhances the expression of aging factors such as MMP-1. 
We also found that the expression of miR-600 (miRNA), which directly targets HYBID 
to inhibit its expression, was significantly decreased in adult dermal fibroblasts compared 
to newborn ones. In our study, to search for plant-derived materials that protect HA from 
degradation by HYBID, we found Artemisia capillaris flower extract, which not only 
suppresses the stress-induced expression of HYBID but also increases the expression of 
miR-600 in vitro. In human clinical studies, Artemisia capillaris flower extract showed 
significant wrinkle and sagging improvement effects. 

 
Rejuvenation of aging skin fibroblast via restoration of disrupted proteostasis  

by Nelumbo Nucifera Germ Extract. 
○Takushi Namba1, Kayo Machihara1, Hiroyasu Iwahashi 2 

1Research and Education Faculty, Multidisciplinary Science Cluster, Interdisciplinary Science Unit, Kochi 
University, Kohasu Oko-cho Nankoku-shi, Kochi, 783-8505, Japan. 

2 Research Center, Maruzen Pharmaceuticals Co., Ltd., 1089-8 Sagata Shinichi-cho Fukuyama City, 
Hiroshima 729-3102, Japan. 

Abstract 
Cells lose their functions when their homeostasis is disrupted due to aging process, leading to various time-

dependent effects, such as protein aggregation, the production of aging-dependent advanced glycation end 
products (AGEs) and the loss of organelle function. Mitochondria are important organelles for maintaining 
cellular homeostasis, and mitochondrial function is decreased over time. Thus, many studies to determine 
how mitochondria can be reactivated during the aging process to suppress aging are still being conducted. 

This study reports that disruption of proteostasis attenuated mitochondrial function upon proliferative and 
replicative senescence before the induction of DNA damage signaling, and the clearance of abnormal 
substances via autophagy restored mitochondrial function in aging skin fibroblasts. We screened 75 plant 
extracts that restored mitochondrial function in aging skin fibroblast and discovered that Nelumbo Nucifera 
Germ Extract (NNGE) reduced the activity of senescence-associated β-galactosidase, a marker of aging, and 
activated mitochondria via induction of autophagy, which degraded lipofuscin aggregates and AGEs. 
Moreover, the treatment of aging skin fibroblast with NNGE stimulated collagen production and contractile 
ability in three-dimensional cell culture. The induction of autophagic signaling is an antiaging target to 
restore mitochondrial function by the restoration of disturbed proteostasis. Additionally, NNGE was found 
to rejuvenate aging skin fibroblasts and is thus a promising new antiaging material. 
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Effect of Lactobacillus/Phaseolus Coccineus Seed Extract Ferment Filtrate 
on dry skin 

 
○Suzuka Kiriu1*, Midori Kawasaki2, Yuki Nakagawa1, Tomomi Togo1, Hideki Kawanishi2, Sanae 

Matsuda1, Atsuhiro Okuyama2, Masayoshi Hisama1 

 
1 Central Research & Development Center, Toyo Beauty Co., Ltd. 

3-13-8, Higashinakamoto, Higashinari-ku, Osaka, 537-0021, JAPAN 
2 FUYOSAQINA CO., LTD. 

FUYO DAIICHI BLDG, Minami 1-jo Nishi 12-4, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 060-8512 JAPAN 
 
Abstract 

Runner bean (Phaseolus coccineus L.) is leguminous plant called “Hanamame”, and 
the seed contains various polyphenols such as isoflavones and anthocyanins. In previous 
study, it was shown that Phaseolus Coccineus Seed Extract (PC) which was extracted 
from the seed promotes production of collagen in fibroblasts. To enhance the efficacy, new 
materials, Lactobacillus/Phaseolus Coccineus Seed Extract Ferment Filtrate (PC-FM), 
was developed by fermenting PC with Lactobacillus plantarum. Although we reported 
that PC-FM is superior to PC for anti-aging effects in fibroblasts, the effect in 
keratinocytes has not been evaluated yet. In this study, we investigated the effect of PC-
FM on water retention and skin barrier in keratinocytes. 

As results, in NHEKs, PC-FM promoted gene expression of FLG, CASP14, LOR and 
TGM-1 which involved in epidermal function, and also promoted protein expression of 
FLG and LOR. In addition, it was found that PC-FM have inhibitory effect on decreased 
expression of epidermal function-related genes and proteins in NHEKs irradiated with 
UVB, which is a cause of dry skin. Furthermore, in RHEK models, PC-FM promoted the 
gene expression of FLG, CASP14, and LOR, and protein expression of FLG and LOR. 

In this study, it was indicated that PC-FM could be applied to skin care products as a 
cosmetic raw material for dry skin by approaching both moisture retention capacity and 
barrier function in stratum corneum. 

Ozonized glycerin (OG)-based cosmetic products lighten age spots on human facial skin 

Go Shiota, Daiki Okuda, Ryuhei Ogi, Sayaka Kojima, Risa Tsuruoka, Keigo Hanada 

R&D, Mediplus Pharma, Inc., Tokyo, Japan 

 

Background: Few cosmetic ingredients are shown to be able to safely remove or lighten facial 

dark spots once they have formed.  

Aims: This study is aimed to clarify the effects of OG on human skin, especially on age spots in 

the face. 

Methods: OG serums (80 and 800 ppm) were mixed with melanin reagent in vitro for 4 weeks 

and then assessed for its ability to degrade the melanin. In clinical study for evaluation of effects 

of OG serums on melanin content in facial skin, 48 women were enrolled and measured for 

melanin content of age spots by a Mexameter at 4 and 8 weeks after daily twice application of 

them. Adverse events were monitored during the study. 

Results: Both OG serums showed direct melanin degradation in a time-dependent manner, with 

significant effects observed as early as 6 hours. OG serum at 800 ppm showed higher activity 

than OG serum at 80 ppm, and the amount of melanin was decreased by about 40% on the day 

14 of the mixing reaction. Number of subjects with a decrease in melanin index from baseline to 

4 or 8 weeks increased in both OG serums 80 and 800 ppm, especially prominent at 8 weeks.  

There were no adverse events related to treatments of OG 80 and 800 ppm during the study.  

Conclusion: The result indicated that applications of OG serums are safe and effective in 

lightening age spots on the facial skin.  
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A New World of Anti-Aging Skincare Targeting the Face-Wrapping “Tensional Network”: “Ring-Collagen” 

-Paradigm Shift of Skin Analysis: From Visualizing Tangible to Intangible Targets-

Ezure, Tomonobu1; Matsuzaki, Kyoichi2; Ohno, Nobuhiko3,4 

1 MIRAI Technology Institute, Shiseido Co., Ltd., Kanagawa, Japan; 2 Plastic and Reconstructive Surgery, International University 
of Health and Welfare, Chiba, Japan;3  Department of Anatomy, Jichi Medical University, Tochigi, Japan; 4 National Institute for 

Physiological Sciences, Aichi, Japan 
Background: Facial skin tightly “wraps” internal structures to retain facial morphology. However, the physical 
properties of the facial wrapping system are unknown, since intangible physical dynamics is inaccessible to current 
technology. Thus, we aimed to establish technology to visualize skin’s physical dynamics, apply it to clarify the 
wrapping force, and develop an impactful anti-aging solution. 
Methods: Skin deformation/recovery was observed by X-ray micro-CT. Gene expression analysis (micro-
array/RNA-seq/real-time PCR) and immunohistochemistry were conducted in facial skin and cell/organ-culture 
systems. Skin physical/physiological properties and our skincare solution were evaluated in volunteers.  
Results: Skin 4D-physical dynamics was digitally reconstructed by artificial-intelligence-based skin movement 
tracking. Moreover, our high-speed autostereoscopy enables operating this digital skin in real-space, allowing 
free/intuitive analysis of complex physical dynamics (designated “skin-mechanics reality”). 
Skin-mechanics reality revealed ring-shaped high-tension areas in facial dermis. These consist of ring-shaped 
collagen, designated “ring-collagen”, encircling a proteoglycan (PG) layer around fine hairs. Ring-collagen creates 
center-directed tension due to its characteristic fiber direction, and generates a tensional network that tightly “wraps” 
the face to maintain facial morphology. Ring-collagen deteriorates with aging, resulting in aged-appearance. 
Surprisingly, application of young skin’s physical environment to organ-cultured skin (“environmental 
transplantation”) regenerated ring-collagen via Wnt16 secretion (from hair follicles), which increases the PG layer. 
In volunteers, this treatment improved skin-wrapping force and aged-appearance.  
Conclusion: We realized 4D-visualization of intangible physical properties in real-space: “skin-mechanics reality”. 
This enabled us to discover “ring-collagen”, which produces facial wrapping force, fundamental machinery 
maintaining facial morphology. By targeting ring-collagen, we developed “environmental transplantation” as novel 
anti-aging skincare. 
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Relationship between skin redness and thymus and activation 
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dermatitis, and suggestions for improving skin redness via TARC

㈱ポーラ 〇多田 明弘
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-Inspiration from aesthetic treatments-

1 ポーラ化成工業㈱ 
フロンティアリサーチセンター

2 国立成育医療研究センター
再生医療センター

3 （独）国立病院機構
東京医療センター

〇木内 里美 1

大石 貴矢 1、張 優希 1、
Tiago J.S. Lopes 2、
落合 博子 3、五味 貴優 1

・・・・127

2-P-12

慢性的ストレスはコルチゾールの代謝酵素の発現バランスを介した感受性の
高まりにより肌バリア機能を減弱化する

Chronic stress weakens the skin barrier function owing to increased 
cortisol sensitivity through the imbalance in the expression of 
cortisol-metabolizing enzymes

丸善製薬㈱
総合研究所

〇林 祥太
岩橋 弘恭、木曽 昭典

・・・・128

2-P-13
ミトコンドリアダイナミクスの変調は皮膚老化をもたらす

Mitochondrial dynamics shoot an arrow at skin aging

㈱CIEL 〇勝山 雄志
山脇 裕美子、岡野 由利、
正木 仁

・・・・129

2-P-14

個人に適応したジェンダーニュートラルなシワ予測モデルの開発と活用

Design and use of a gender-neutral, individualized wrinkle 
prediction model

㈱コーセー
1 研究所 先端技術研究室
2 情報統括部
3 研究所 皮膚・薬剤研究室

〇末松 健 1

落合 佳那 2、中西 美樹 3、
中村 理恵 1 ・・・・130

2-P-15

表皮角化細胞の非対称性分裂が皮膚色素沈着形成を制御する
新たなメカニズムについて

A novel regulatory mechanism underlying asymmetric division of 
human keratinocytes and the development of skin pigmentation

㈱ファンケル 
総合研究所

〇榎本 有希子
西澤 志乃、石渡 潮路、
櫻井 哲人 ・・・・131

－ 113 －



 

Internal 

シミ研究の新展開：細胞接着因子 E-カドヘリンが関与するシミ形成の複合的メカニズ
ムとソリューション 
井上 大悟 1、成田智美、石川景子 1、前野克行 1、本山晃 1、小野隆之 1、青木宏
文 1、柴田貴子 1 

 
1株式会社資生堂 

 

要旨 

シミ形成のメカニズムに関しては多様な色素沈着因子がかかわることが精力的
な研究から明らかにされてきた。なかでもケラチノサイトの分化異常がシミ形
成原因の上流にあるプロセスの一つとして考えられてきた。ケラチノサイトの
分化は、細胞接着因子の一つである Eカドヘリンを介しておこるが、Eカドヘ
リンがシミ形成にかかわるか否かは不明なままであった。今回、シミ形成の根
本原因および複合的なシミ改善ソリューションを見出すために、Eカドヘリン
に着目した。シミ組織において、Eカドヘリンの発現は低下しており、Eカド
ヘリンの発現低下がシミ形成に関与することが示唆された。In vitroにおい
て、Eカドヘリンをノックダウンした(E-cad-KD)ケラチノサイトは、色素沈着
関連因子および炎症因子の分泌が促進されていただけでなく、それら分泌因子
を介してメラノサイトにおけるメラニン生成因子の発現を上げることで、メラ
ニン生成能を増加させた。さらに、ライブイメージングによる 4D解析から、
ケラチノサイトにおける Eカドヘリンの発現低下は、メラノサイトの細胞動態
(細胞移動やデンドライトの伸長・収縮過程)の抑制やケラチノサイトのメラニ
ン取り込み能を促進した。最後に、Eカドヘリンの発現を上げる薬剤の一つと
してノイバラ果実エキスを見出した。以上の結果から、今回初めて、Eカドヘ
リンの発現低下に端を発した、様々な下流の色素沈着プロセスが引き起こされ
るメカニズム的知見が明らかになったとともに、ノイバラ果実エキスのような
化粧品原料により Eカドヘリンの発現を回復させることで、シミ形成に複合的
にアプローチするソリューションが提供できる可能性を示した。 
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加齢並びに性別に特徴的なヒト血漿タンパク質と皮膚老化への寄与に関する検討

Tapping into our blood: Age-gender associated protein in human blood plasma and its potential relevance 
in skin aging 

フローレンス 1、羽賀雅俊 1、佐藤康成 1 
Florence1, Masatoshi Haga1, Yasunari Sato1 
1ロート製薬株式会社 基礎研究開発部 

1Basic Research Development Division, Rohto Pharmaceutical Co., LTD 

研究内容

本研究は、女性加齢に伴う血漿タンパク質オステオモジュリン（ ）の皮膚に対する生物学的影響に

ついて、初めて報告したものである。皮膚の微小循環は広範囲に及んでいるにもかかわらず、血中タ

ンパク質の変化が皮膚にどのような影響を与えるかは、まだ十分に研究されていない。 コホ

ート （ ）のヒト血漿 検体 （男性 名、女性 名；年齢は 歳～

歳、中央値は 歳）の プロテオミクス解析により、女性特異的に年齢により増加が見ら

れる つの血中タンパク質を発見した（ ）。これらのタンパク質のうち、 は

型コラーゲンとの相互作用が報告されていたため、更なる評価を行った。免疫染色法を用いてヒト真

皮線維芽細胞におけるコラーゲン線維形成への影響を確認した所、 を μ 以上添加すると形成阻

害が起こることが分かった。 法にてコラーゲン前駆体の分泌量を測定した所、更に高濃度の

添加により分泌阻害作用が確認された。更にマトリクスの微細構造変化を観察するために走査型電子

顕微鏡画像を取得した所、より低濃度領域からフィブリル構造に影響が出ていることも観察された。

また、 は培養ヒトケラチノサイトの および 遺伝子の発現を低下させたことから、 が

表皮およびバリア機能の破綻の誘導に関与している可能性が示唆された。皮膚３次元モデル（ ）に

を 添加し 日間培養すると経表皮水分蒸散量が増加し、 が表皮上部に集中する異常な分布

と 発現量の低下が確認された。以上のことから、 をターゲットとすることで、加齢に伴う

真皮と表皮の機能低下を改善できる可能性が示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 引用文献 
1. Di Angelantonio, E. et al., & INTERVAL Trial Group (2017). Lancet, 390(10110), 2360–2371.  
2. Sun BB, Maranville JC, Peters JE, et al. Nature 2018;558:73-79. 

Fig.1 Heatmap of 8 plasma proteins and z-score trajectories across ages in females and males. 
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生物学的年齢は個々人の肌老化の多様性を解き明かす 
－非侵襲的に取得した肌内部のRNA発現情報に基づく革新的な肌の老化指標－ 

Biological age reveals personal skin aging variations 
- An innovative skin aging index based on non-invasive internal skin RNA expression - 

田中 翔大1, 大矢 直樹1, 柳澤 洋輝2, 天野 恭子2, 高橋 慶人1, 井上 高良1 
1 花王株式会社生物科学研究所, 2 花王株式会社スキンケア研究所 

要旨

老化は避けることができない現象であり、遺伝素因や環境因子などを理由にその進

行程度や表現型は個々人で異なる。肌の老化も例外ではなく、さらに、紫外線の影響

が加わることで、「しわ」や「しみ」などの見た目に影響を与える形で顕在化・複雑

化する。生まれてからの年数（暦年齢）は、老化の最も一般的な指標の一つである

が、経過時間のみで適切に老化を説明することはできず、肌老化においても、その表

現型や進行程度は同じ暦年齢でも様々である。そのような中、近年では、身体機能の

低下程度から老化の進行程度を推定する生物学的年齢という考え方が注目されてい

る。DNAのメチル化やRNAといった、加齢によって変化する網羅的な生体情報と、ビ

ッグデータの取り扱いに長けた機械学習を組み合わせることによって、生物学的年齢

が推定されている。そこで我々は、肌の生物学的年齢を推定することで、暦年齢だけ

ではわからない肌老化の程度を精緻に反映する指標を獲得するとともに、肌老化への

洞察を得ることができるのではないかと考えた。 
我々はこれまでに、皮脂中にヒト mRNA が存在することを見出し、SSL-RNA（Skin 

Surface Lipid-RNA）と名付けた。さらに、SSL-RNA を活用し、あぶらとりフィルム

1 枚で皮脂を拭うだけという非侵襲的な採取方法で、皮膚内部の網羅的な遺伝子発現情

報を取得可能な技術を確立した。我々の以前の研究では、SSL-RNA において、アトピ

ー性皮膚炎患者と健常者との間で病態に関与する遺伝子の発現差異が検出されること

や、概日リズムや月経周期に伴う生体変化と整合性のある遺伝子発現変化が検出される

ことが明らかとなっており、SSL-RNA が様々な皮膚や身体の状態を反映することが示

唆されている。そこで本研究では初めに、SSL-RNA が加齢変化を反映しているか検証

した。さらに、個々人の肌老化の違いや程度を精緻に理解するため、機械学習により

SSL-RNA から暦年齢を推定するとともに、推定された年齢が、SSL-RNA に基づく生

物学的年齢として、肌老化と関連する妥当な数値であるか検討した。そして、SSL-RNA
に基づく生物学的年齢が、暦年齢だけではわからない個々人で異なる肌老化の違いを捉

えることができるか検討した。 
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角層内対称性の破れ：透過における方向性 
Stratum Corneum symmetry breaking: the polarity for permeability 

〇大平 功 1、池田 剛志 1、中井隆人 1、西浦英樹 1 

Ko Ohira1, Tsuyoshi Ikeda1, Takahito Nakai1, Hideki Nishiura1 
1日本コルマー株式会社 スキンリサーチセンター 

〒541-0042 

大阪府大阪市中央区今橋 1丁目 6-19 

アーク北浜ビル B1F 
1 Skin Research Center, Nihon Kolmar co., ltd. 

 

1. 緒言 

化粧品を含む外用剤はその機能として、「浸透性」、すなわち有効成分を皮膚の作用部位に効率よく送達する

ことが求められる。一方で皮膚、特に最外層である角層は、外界からの異物の侵入と生体内水分の蒸散を防ぎ、

体内の恒常性を維持するバリア機能を有している。そのため、浸透性向上のためには、皮膚のバリア機能を低下

させる必要があると考えられているが、このトレードオフ関係の解決に着目した研究は少ない。 

本研究では、浸透性の向上とバリア機能強化の両立を目的に、皮膚のバリア機能において重要な役割を持つ

角層について、外層側からと内層側からの透過性に着目し、角層が内外透過性に対する“対称性の破れ”を持つ

という仮説を立てて、新たな機能解明を試みた。 

 

2. 実験方法 

角層の内外透過性の違いを調べるため、美容整形手術の際に切除された腹部のヒト皮膚組織か

ら調整した角層とフランツ型拡散セルを用いて、水、および親水性モデル薬物(フルオレセインナ

トリウム；FLNa)の外層側と内層側からの透過性評価を行った。また、Time-of-Flight Secondary Ion 

Mass Spectrometry (ToF-SIMS)を用いて、角層内における分子局在を網羅的に分析した。  

 

3. 結果および考察 

水における透過性評価では、角層の内層側からと外層側からで透過性が変化しており、内層側からの透過を

より防ぐ傾向が見られた。FLNa の評価においても、角層の内層側からと外層側からで透過性が変化する非対称

性が見られたが、水と異なり外層側からの透過が抑制されていた。これらの結果より、我々の仮説通り、角層にお

いて内外透過性に対する“対称性の破れ”の存在を確認することができた。さらに、FLNaの拡散が Fickの方程式

に従うと仮定して、定常状態における見かけ上の分配係数と拡散係数を算出したところ、拡散の方向に依って拡

散係数に差が見られた。これより、角層内での拡散挙動の違いが、内外浸透性に対する“対称性の破れ”を発現

させていることが示唆された。また、ToF-SIMS による解析では、角層表層に脂肪酸の局在が観察され、ターンオ

ーバーに伴う角層内の構造的あるいは質的な勾配が FLNaの拡散挙動に影響を与えていることが示唆された。 

今回我々が新たに見出した角層の内外透過性に対する“対称性の破れ”は、数十 μm ほどの厚みしか持たな

い角層が内外透過性に極性を持ち、その向きは物質の種類に依るものであった。この特性は、角層が内外バリア

発現のために戦略的に獲得した機能である可能性が考えられる。この機能のさらなる解明によって、浸透性向上

とバリア機能強化の両立に向けたブレイクスルーとなることが期待される。 
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若々しい肌を実現する高分子量ヒアルロン酸のシェイプシフティング技術 

Shape-Shifting Technology of High-Molecular-Weight Hyaluronic Acid 

Realizing Youthful Skin 

藤井美佳 1)、沖嶋杏奈 1)、一和多広子 1)、尾上允敏 1)、岡隆史 1)、芦田豊 2)、原英二郎 2) 

Mika Yoshimura Fujii 1), Anna Okishima 1), Hiroko Shimizu Ichiwata 1), Masatoshi Onoue 1), Takashi 

Oka 1), Yutaka Ashida 2), Eijiro Hara 2) 

1) 株式会社資生堂 みらい開発研究所 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島 1-2-11 

2) 株式会社資生堂 ブランド価値開発研究所 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島 1-2-11 

1) MIRAI Technology Institute, Shiseido Co., Ltd. 

2) Brand Value R&D Institute, Shiseido Co., Ltd. 

 

1. 緒言 

皮内に存在するヒアルロン酸（HA）は、細胞における増殖、分化及び遊走等、様々な生理活
性を示すことが知られている。しかし、加齢により表皮内の HAは減少するため、皮内の HA量
を高めることは若々しい肌を維持する上で重要となる。そこで HA を皮内に供給する手法が求
められているが、HAは分子量が大きく、非侵襲的に皮内へ浸透させることは極めて困難である。
HAの皮膚浸透性を高めるために、低分子量化や粒子化等の手法が開発されているが、高分子量
HAが有する保湿力を低減させてしまうことが課題である。本検討では、高分子量 HAの保水力
を損なうことなく、皮膚への浸透性を高める新規技術の開発を試みた。 

2. 実験方法 

各種添加剤を加えた HA (平均分子量 1100-1600 kDa) の体積、皮膚浸透性及び不凍結合水量を
測定し、HA との組み合わせに最適な成分をスクリーニングした。HA の効果は、角層柔軟性、
角層水分量及びキメ測定により評価した。 

3. 結果及び考察 

HA水溶液にMgCl2を添加 (HA-MgCl2) することにより、HAの角層浸透量が増加することに
加え、MgCl2濃度依存的に HAの回転半径が減少することがわかった。また HA-MgCl2は、角層
柔軟性を顕著に高めることが明らかとなった。一方で、HA自体が有する保水量は、MgCl2の添
加により減少した。この保水力を回復させる成分をスクリーニングした結果、メタリン酸ナトリ
ウム (SMP) が、MgCl2により収縮した HA の体積を膨潤することに加え、HA 自体の保水力を
回復することが明らかとなった。HA-MgCl2を配合した製剤を夜、SMP配合した製剤を朝に塗布
し、連用後のキメ状態を測定した結果、HA-MgCl2単独と比較して、SMPとの組み合わせにより
キメの顕著な改善が認められた。当技術の連用により、若々しい肌の象徴であるきめ細やかで均
一な皮膚表面状態を実現できることが示唆される。 

4. 結論 

HAをMgCl2で収縮させ、SMPで再膨潤させるサイズコントロール技術により、HA本来の保
水力を維持しながら、皮膚への浸透性を向上させることに成功した。 
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新規画像解析技術による角層細胞に刻まれた生理情報の解読

○東ヶ崎 健 、愛原咲季 、池田麻里子 、高橋美奈子 、石渡潮路 、江藤雅也 、工藤

力 、平博司 、木藤愛 、近藤慎也 、桜井 哲人

株式会社ファンケル 総合研究所、 東芝デジタルソリューションズ株式会社

ヒト角層細胞は、皮膚内部から角化により生じる細胞で、その形態および含有タンパ

ク質は、先天的特徴と後天的な内外部の影響を受ける。このことから、角層細胞の形

態的特徴や含有タンパク質量を分析することで、皮膚内部の生理状態の評価が可能

と考えられ、多くの研究および実用化が行われている。本研究では、角層細胞の形状

認識および皮膚評価に用いられているタンパク質（バイオマーカー）量を検出する

モデルを構築し、重回帰分析と組み合わせることで、肌特徴や肌状態を推定する手法

を検討した。 モデルの構築には、 名の日本人女性から得られた角層細胞の明

視野像が用いられ、インスタンスセグメンテーションおよび畳み込みニューラルネットワ

ークにより機械学習を行った。本 モデルが出力する角層細胞の形状数値および

つの角層中バイオマーカー量を元に重回帰分析し、皮膚生理状態を評価する機器測

定の数値やアンケートによる肌質との関係について調べた。構築した モデルは、

、再現率、適合率、 値それぞれ 、 、 および の精度で個々

の角層細胞を認識した。また、 モデルが推定した角層中のバイオマーカー量と実

測値との間に弱い相関が認められ、おおよその角層中のバイオマーカー量を推定可

能であることが示された。さらに、これらの数値を説明変数として重回帰分析を行った

ところ、角層水分量、経皮水分蒸散量、各種弾力性指標（ 値）、全顔撮影によるシ

ワ、たるみ、シミ、毛穴のサイズ、赤みなどの計測値との相関が確認された。また、化粧

品塗布に因る肌荒れ経験の有無や紫外線による皮膚応答に関するアンケートに対し

て、本推論モデルでは ～ 割程度の正答率で推定可能であった。本手法は、化粧

品の選択、肌トラブルの予防するための評価として有用と考えられる。また、今後推定

可能な皮膚の評価指標を拡大するとともに、角層細胞の形状と肌指標との関係を調

べることで、角層細胞の皮膚機能における役割および代謝機構の解析に発展させて

いく。
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脳は洗顔行為中どのように心地よさを感じるか？ 
How do our brains perceive comfort during face-washing actions? 

〇猪子和也1、加賀美真弓1、櫻井哲人1、合田明生2、兒玉隆之2  
1株式会社ファンケル 総合研究所 〒244-0806 神奈川県横浜市戸塚区上品濃12-13 
2京都橘大学 健康科学部 〒607-8175 京都府京都市山科区大宅山田34 
 
1．緒言 

洗顔フォームは、肌の余分な汚れを落とすだけでなく、使用者に心地よさを提供するものであ

る。そこで、ユーザーにとって心地よいクレンジングフォームを開発するために、クレンジング

フォーム使用時の情動を捉えることを目的とした。本研究では、洗顔フォームの泡立ちの早さと

泡質の違いが被験者の感情に与える影響について検討した。 
 
2．方法 
我々は以前、洗顔料の泡に触れた際に報酬

性を司る Brodmann area 11（BA11）領域の

神経活動が活発になることを報告した[1]。本

研究では、Table 1 に示した、泡立ちの早さ、

泡のきめ細かさ、泡の弾力が異なる 3 サンプ

ルを試験品として用いた。健常な女性 12 名が

3 種のサンプルを用いて洗顔動作を行った際

の脳波を計測した。一連の洗顔行為のうち、

phase1：泡立て、phase2：泡を手で触る、

phase3：泡を顔にあてる、3 つのフェーズで

BA11 領域の神経活動値を比較した。 
 
3．結果と考察 

3 種の洗顔料を使用したときの各 phase の BA11 領

域の神経活動値を Fig. 1 に示した。本研究により、洗

顔行為の phase が進むにつれて、BA11 領域の神経活

動値が上昇することが示された。また、BA11 領域の神

経活動を phase 毎に比較すると、phase1 では泡立ちが

早いサンプル C、phase2 では泡のきめが細かいサンプ

ル A および B、phase3 では泡の弾力があるサンプル B
および C が BA11 領域の神経活動を増加させることが

示された。このことから、泡立ての phase では使用性

が、手で泡に触れる phase では泡の視覚情報が、泡を

顔に当てる phase では触覚情報が報酬性の神経活動に

影響を与える可能性が示唆された。本研究により、

洗顔行為の段階や洗顔料の特性によって、報酬に関

連する情動が変化することが示唆された。これらの知見は、消費者に快感を与える洗顔料を開発

するための設計指標として有用であると考えられる。 
 
4．参考文献 
1. Inoko K, et al (2021). The effect of the quality of foam on psycho-physiological index―How do you feel the moment 
you touch foam? [Conference presentation abstract]. The 16th Spring Annual Meeting of Japan Society of Kansei 
Engineering, Online Congress, 2021-03-07/08, Japan Society of Kansei Engineering, vol.16th 5D-02. 

サンプル A B C 

泡立ちの早さ 遅い 普通 早い 

泡のきめ細かさ 細かい 細かい 粗い 

泡の弾力 ない ある ある 

Fig. 1 各 phase での BA11 の神経活動値の比較 

Table 1 試験に用いたサンプルの物性 
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角層システインプロテアーゼによる外因性シルクペプチドの生分解
Biodegradation of exogenously applied silk peptides by stratum corneum 

cysteine proteases
○恩井 美由希 1, 新井 泰裕 1, 稲村 邦彦 1, 山本 明日香２、川﨑 朝未２, 平尾 哲二 2

○Omoi M1, Arai Y1, Inamura K1, Yamamoto A2, Kawasaki T2, Hirao T2

1 池田物産株式会社、2 武庫川女子大学大学院薬学研究科
1 IKEDA CORPORATION, 

2 Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Mukogawa Women’s University
1. 緒言
私たちが日常で使用している化粧品の中には、ペプチドを含むものがある。しかしながら外因性ペプチドに対

する角層プロテアーゼ(SC プロテアーゼ)の作用について報告されたことはなかった。我々は、外因性ペプチドが
SC プロテアーゼによってアミノ酸にまで分解され、これが天然保湿因子として機能する可能性があると仮説を
立てた。本研究は、外因性ペプチドが SC プロテアーゼにより加水分解されるか調査し、この分解に関与する
SC プロテアーゼの特性を明らかにすることを目的とした。
2. 方法

テープストリッピングにて角層(SC)を非侵襲的に採取し（武庫川女子大学研究倫理委員会承認済）、
シルクペプチド溶液に浸漬し 37℃、48 時間インキュベーションした。ニンヒドリン法を用いてアミノ基増加量を測
定することで、ペプチドの分解を観察した。
3. 結果および考察

シルクペプチドに SC を浸漬させインキュベーションすると、ア
ミノ基量は増加した。SC プロテアーゼによるシルクペプチド分
解の pH 依存性(Fig.1)とプロテアーゼ阻害剤プロファイル
(Table 1)から、中性 pH で最も活性化するシステインプロテ
アーゼによって分解されていることが明らかとなった。さらに SC
にはアミノペプチダーゼ活性も認められ、ブレオマイシン水解酵
素(BH) [1]がシルクプチドの分解に関与していることが示唆
された。一方、これらの結果は、シルクペプチドが
BH のみならず複数の SC プロテアーゼによって
分解される可能性を示唆している。

本研究によって、外因性ペプチドが BH などの
システインプロテアーゼによって分解されることが
明らかとなった。この SC プロテアーゼによる外因
性ペプチド分解という概念は、皮膚の保湿の方
法について新たなアプローチを提供する。
4. 引用文献
[1] Takeda A, Higuchi D, Yamamoto T, 
Nakamura Y, Masuda Y, Hirabayashi T, 
Nakaya K (1996) J Biochem 119:29–
36.

（％）

μ
μ
μ

（

Fig. 1. Determination of optimum pH.

Table 1. Effect of protease inhibitors on silk peptide 
degradation by SC.

■ Na-acetate
○ Na-phosphate
▲ Na-borate
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SDGsの実現にむけた天然由来原料を用いた表面処理顔料の特性 
土屋玲一郎 1、土井萌子 1、北之馬麻希 1、太田敦子 1、西岡春香 1、土屋うらら 2、野々村美宗 2 

1大東化成工業株式会社、2山形大学大学院理工学研究科バイオ化学専攻 

 
・緒言 
化粧料への撥水性の付与、粉体の油剤への分散性や濡れ性の向上、触媒活性の抑制や感触改良など、表

万処理粉体はその多岐にわたる高い機能性のため数多くの化粧料に配合されてきた 1。しかしながら、一

様に表面処理粉体といっても、その機能性はコーティングされる表面処理剤の化学構造によって様々で

ある。そのため、処方設計者にとって、化粧料中における表面処理粉体の振る舞いを理解することは非常

に重要であるといえる。従来、高い機能性や安定性及びコストの面から、シリコーン類などの石油由来の

表面処理剤が多く利用されてきた。一方、近年では世界的に SDGs に対する取り組みが盛んであり、消
費者意識の大きな転換点を迎えている。この潮流は化粧品業界においても同様であり、SDGsに則した生
分解性の高い原料開発や石油由来品を用いない原料開発が盛んに研究されている。このような状況下、

天然由来の表面処理も開発されている 2, 3。本研究では、特に天然由来の表面処理に着目し、各種表面処

理粉体の特性の違いに関して評価を行った。 
・材料と方法 
天然由来の表面処理剤としては、sodium dilauramidoglutamide lysine (SDL)、 mannosyl erythritol 

lipid (MEL)、magnesium stearate (MS)、lauroyl lysine (LL)、 polyglyceryl-2 tetraisostearate (P2T)
を用い、石油由来の表面処理としては、isopropyl titanium triisostearate (TT)、alkyl silane (AS)及び、
methylhydrogen polysiloxane (SI)を用いた。各処理粉体試料の接触角、粒度分布、安息角、嵩比重、比
表面積、吸油量などの物理特性及び、化粧料オイルへの濡れ性、分散性の評価、パウダーファンデーショ

ン製剤としての感触測定、摩擦特性を評価した。 
・結果と考察 
分子構造中にイソステアリン酸基を複数持つ TTと P2T処理を施された酸化チタン及び、赤酸化鉄は

物性値や分散性において非常に高い類似性を示した。特に P2T処理粉末の油剤への分散性は、石油由来
品と比較しても非常に良好であり、W/O リキッドファンデーションやコンシーラー、リップティック等
の油性化粧料への利用が有用であると考えられる。一方で、各処理粉体を用いたパウダーファンデーシ

ョンの感触評価では、MS処理は AS処理と、LL処理は SI処理とそれぞれ非常に高い類似性を示した。
MS、AS処理は、共にスムース感とモイスト感が高く検出されており、LLと SI処理はスムース感及び、
ドライ感が比較的高く検出された。これらの結果は、ASや SIの天然由来品の代替として MSや LLが
利用可能なことを示唆している。さらに、共に両親媒性の化学構造を持つ SDLやMEL処理粉体は中程
度の撥水性を示し、自己乳化能や粉体乳化能など類似性の高い性質を示した。このような性質を持つ SDL
や MEL 処理粉体は非常に汎用性が高く、W/O、O/W いずれの製剤やパウダー系の処方等、様々な化粧
料への応用が可能であると考えられる。 
・参考文献 
1. 田中巧, サイエンス＆テクノロジー社, 意匠性を高める顔料技術, 第 2章 第 1節 (2021) 
2. T.Tanaka et al, OLEO SCIENCE, 15, No.12, 555-561, 2015 
3. N. Nagatani, FRAGRANCE JOURNAL, 47, No.12,44-48, 2019 
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新規非修飾セルロースファイバーの特徴とゲル状化粧料への応用

Study of cosmetic applications with unmodified cellulose fiber as novel gel type ingredient 
太田敦子 、久保純一 、後藤武弘 、北之馬麻希 、西岡春香

大東化成工業（株）研究開発部、²レンゴー（株）

１．緒言

セルロースファイバー（ ）は、植物原料から製造される繊維で、軽くて強い、環境にやさしい素材と

して近年様々な分野で注目を集めている。この の水分散体は粘性があるため、化粧品の増粘剤として

使用できる原料であり、一般的に化粧品には、透明性の高い変性 が利用されている。それらの は

均一なサイズで透明なゲルを得るためには、カルボキシ基もしくはリン酸基による化学修飾が必要であ

った。今回我々は、純粋な としては分散性に優れ、非修飾の （ ）を新たに開発することができ

た。本研究では、この の 様々な物性や化粧品へ配合したときの特性を検証し、スキンケアやメイ

クアップなどのゲル状化粧料へ応用できる可能性を検証したので報告する。

２．方法

水分散体を調製し、回転粘度計を用いて、様々なせん断力、 、塩の存在下によるレオロジー挙動

を調べ、他の水系増粘剤である、キサンタンガム、カルボマーと比較した。また、乳化剤を使用せず、

の水分散体とスクワランを用いてエマルションを作成し、その安定性について評価した。

の水分散体を乾燥させることによりフィルムを作成し、水分蒸散を抑制する効果や、タバコの煙に

含まれる有害物質をトラップする効果を評価した。また、分散体に を添加することで、できるフィル

ムの違いについても検証した。

この 水分散体を、紫外線遮へい効果のあるシリカ処理酸化チタンを用いたゲル状製剤に添加し、

その 値を測定した。また、他の水系増粘剤で同様に製剤を調製し比較した。また、アクリレーツコポ

リマーの水系皮膜形成剤と、カーボンブラックの水分散体を用いたアイライナー製剤に を添加し、

直液式（ジャバラ式）の容器にてその筆記性を確認した。

３．結果および考察

の水分散体は重量比１％で高い粘度を示し、同濃度のキサンタンガムより高く、カルボマーより低

く、カルボマー同様に などの塩や によって粘度が変化し、従来の非修飾の よりも高いチキソ

性を示した。また、 の水分散体は、重量比 ％のスクワランを界面活性剤を使用せずに乳化すること

ができた。 ％の の水分散体を乾燥すると、フィルムを得られるが薄くて脆いが、水分散体に を

添加し乾燥すると、ジェリー状の弾力のあるフィルムが得られた。この特性は の配合量によって増加

した。 と を組み合わせて得られるフィルムは、水分蒸散を抑制し、タバコの煙に含まれるアルデ

ヒドやベンゾピレンを有意に吸着した。

シリカ処理酸化チタンは、 の水分散体に良く分散し、他の増粘剤を使用した場合と比べて高い

値を示した。また、 を配合したアイライナー製剤は、キサンタンガムを配合した製剤に比べ、液含み

が良く滑らかな筆記性を示した。また、キサンタンガムを配合した製剤は、連続 回の筆記中にかすれ

が生じたが、 配合の製剤は、 回の筆記後もかすれがなく、初期と変わらない筆記性を示した。

これらの結果より、 は、ゲル状の化粧料において、他の天然の増粘剤とは異なる性質を持ち、新た

な効果付与できることがわかった。また、 は乳化能を持つことから、今後エマルションの製剤にも応

用できる可能性があると言える。
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環境と調和する美 －外部湿度環境に応答し、 
うるおい透過性が制御される技術を活用した化粧品の開発－ 

Beauty with environmental symbiosis — development of a topical cosmetic solution with 
moisture permeability control technology that responds to external humidity conditions 

 
〇曽我部 敦、大谷 毅、ジレ レノ、林 クアンティン、増田 収希、近藤 美佳、 

廣瀬 健太、村田 大知、ナイト クリストファ鷹也、宮井 雅史 
Sogabe, Atsushi; Ohtani, Tsuyoshi; Gillet, Renaud; Lin, Kuanting; Masuda, Kazuki;  

Kondo, Mika; Hirose, Kenta; Murata, Daichi; Knight, Christopher Takaya; Miyai, Masashi 
 

(株)資生堂 みらい開発研究所 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島 1-2-11 
MIRAI Technology Institute, Shiseido Co., Ltd., Yokohama, Japan 

 
1. 緒言 近年我々は地球規模の温暖化、局所的な乾燥、豪雨などかつて経験したことのない
気候変動に直面している。一方で、住・オフィス環境の進化により屋内の環境は快適になり、
その結果、我々の肌は生活シーンの変化に伴う環境ギャップに晒されるようになってきて
いる。本研究では、湿度に応答して水蒸気透過度が制御される機構により湿度ギャップを緩
和する技術開発を目指した。 
2. 実験方法 水を入れた試験管の上部に各種素材
を塗布したろ紙、もしくは素材から作製した被膜
を貼り付けた。各湿度における水分蒸散量測定よ
り、水蒸気透過度の湿度依存性を調べた。日本人
女性パネル 15名に対し、湿度応答性を有する素材
を肌に貼り付け、水分蒸散速度の湿度応答性を検
証した。 
3. 結果および考察   
 水と親和性が高い水酸基を複数有する化粧品素
材を中心に水蒸気透過度の湿度依存性を調べたとこ
ろ、PVA(ポリビニルアルコール)が優れた湿度応答性
を示すことを確認した。PVA を肌に貼り付けし、貼
り付け前後の水分蒸散速度を比較したところ、高湿度
に比べて低湿度で水分蒸散速度が有意に低下し、湿度
に応答して肌上でも水蒸気透過度が制御されている
ことを確認した。今後、水蒸気透過制御技術を搭載し
た化粧品を開発し、拡大する環境ギャップからお客さ
まの肌を守っていく。 

図 1 水蒸気透過度の湿度依存性 

図 2水分蒸散速度の変化量  
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The innovative approach to develop cosmetics for sensitive skin: the relation between 
preservatives and inflammatory cytokines 

敏感肌化粧品開発のための革新的なアプローチ 
―防腐剤と炎症性サイトカインの関係性－ 

伊藤 ゆう子、正田 健、山岡 隼人、中井 隆人、西浦 英樹 
日本コルマー株式会社 スキンリサーチセンター 

 
【背景】 
防腐剤は化粧品の品質保持に欠かせない成分であるが、皮膚刺激の原因の一つと考えられ
ている。また、敏感肌用化粧品で防腐剤フリーを謳う化粧品には、ポジティブリストには掲
載されていない防腐剤と同等な防腐効果を持つが代替成分が多く使用されている。しかし、
これらの成分による炎症性サイトカインの発現を調べた報告は本研究以外にない。IFSCC 
2020 横浜大会では、いくつかの防腐剤が皮膚の炎症性サイトカインの発現を上昇させるこ
とを報告した。今回、その続編として、評価する防腐剤の幅を広げ、世界中の化粧品に一般
的に使用されている防腐剤とその代替成分による炎症性サイトカインの発現と、それらが
表皮形成にどのような影響を及ぼすかについて検証を行った。 
【方法】 
正常ヒト表皮角化細胞 (NHEK)とヒト再構築表皮 (RHE) は、防腐剤とその代替成分で処
理した。遺伝子発現は定量 PCR によって、タンパク質発現は Enzyme-Linked Immuno 
Sorbent Assay (ELISA)によって評価した。さらに、経皮水分蒸散量（TEWL）とヘマトキシ
リン・エオジン染色により表皮形成への影響を調べた。 
【結果】 
炎症性サイトカインである Interleukin-6 (IL-6) 、Interleukin-8 (IL-8) および Tumor 
Necrosis Factor alpha (TNF-)の発現量は、防腐剤とその代替成分の種類によって異なった。
また、いくつかの防腐剤とその代替成分は、抗炎症性サイトカインである Interleukin-37 (IL-
37) の発現を有意に減少させた。さらに、フェノキシエタノールを含む防腐剤とその代替成
分は TEWLの値を有意に上昇させ、表皮の形成に影響を与えることが明らかとなった。 
【結論】 
本研究は、防腐剤として定義されていない防腐効果を持つ代替成分であっても、慎重に選択
する必要があることを示唆している。防腐剤とその代替成分の適切な選択を行うことで、誰
もが安心して使用できる化粧品の提供を可能とする。 
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アトピー性皮膚炎ではない健常人における「皮膚の赤み」と「胸腺活性化制御ケモカイン（TARC）」の
関係、および TARC を介した皮膚の赤み改善への提案 
Relationship between skin redness and thymus and activation regulated chemokine (TARC) in 
healthy people without atopic dermatitis, and suggestions for improving skin redness via TARC 

〇多田 明弘、服部 祐子、津田 絢斗、宮﨑 博隆   株式会社ポーラ 
Akihiro Tada, Yuko Hattori, Kento Tsuda, Hirotaka Miyazaki    POLA INC. 

 
1．緒言 
アトピー性皮膚炎と thymus and activation-regulated chemokine (TARC)に関する研究はこれまで

多く行われているが、健常人における TARC と皮膚の赤みとの関係性については、いまだ明らかには
なっていない。そこで、皮膚の赤みと TARCの関係性が明らかになれば、TARCを介した皮膚の赤み改
善を提案できるのではないかと考え研究した。 
2．実験方法 
女性 61名（20～49歳、平均 34.56±9.48歳）を対象に、血清中 TARC量、顔の皮膚の赤み（VISIA 

Evolution）と明るさ（色彩色差計）を測定した。ヒト末梢血単核球を用いてアーティチョーク葉エキス
の TARC産生抑制効果を評価した。女性 30名（28～39歳、平均年齢 32.80±3.01歳）に、アーティチ
ョーク葉エキス含有飲料（1本中アーティチョーク葉エキスは 4.5mg含有）を 1日 1本 10日間摂取し
てもらい、摂取前後に血清中 TARC量、顔の皮膚の赤みと背中の皮膚の明るさを測定した。 
3．結果と考察 
血清中 TARC 量が多いと、皮膚の赤みが強い傾向があり（図 1）、TARC 量が多いと皮膚の明るさが
失われ（図 2）、皮膚の赤みが強いと皮膚の明るさが低い傾向が捉えられた（図 3）。 

 

ヒト末梢血単核球に刺激因子であるインターロイキン(IL)-13 
(10 ng/mL)を添加すると TARC産生量が有意に増加し、IL-13と
同時にアーティチョーク葉エキス(0.009 mg/mL)を添加すると
TARC産生量は有意に抑制された。（図 4）。 
アーティチョーク葉エキスを配合した飲料を 1日 1本 10日間

摂取すると、摂取前と比較して摂取後は、血清中 TARC 量が抑
えられ、皮膚の赤みが低減し、皮膚が明るくなった（データ省略）。 
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リビルディングによって皮膚再生に導く鍵因子の同定 ~美容医療より着想を得て~ 
木内 里美 1、大石 貴矢 1、張 優希 1、Tiago J.S. Lopes2、落合 博子 3、五味 貴優 1 
1ポーラ化成工業株式会社 フロンティアリサーチセンター、2国立成育医療研究センター 再生医療センター、 
3独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 

 
【背景】 
美容医療は、その多くが皮膚に一定のダメージを与えるにもかかわらず、確かな肌改善効果をもたらす。

例えば脂肪由来幹細胞（Adipose-derived Stem Cells; ASCs）を皮下注入する施術においては、
ダメージをうけた後、蓄積した古い線維が新しい線維に作り替えられ、組織学的に若返った表現型を呈
する。一方皮膚への創傷は、しばしば瘢痕組織の形成をもたらす。いずれも皮膚ダメージを伴う現象であ
るが、この組織学的若返りのメカニズムは未だ明らかではない。 
そこで我々は、施術後に起こる

生体反応の解明により、線維の
作り替えに導く鍵因子を同定する
ことを目的に研究を行った (図1)。
鍵因子の同定は、「線維の作り
替え」という新たな機能を有する
化粧品開発につながることが期待
される。 
【方法】 
新鮮なヒト皮下脂肪組織片を、ASCs と共培養する実験系を構築した。顕微鏡で線維構造変化を

観察するとともに、網羅的な遺伝子発現解析およびネットワーク解析により、線維の作り替え現象の鍵
遺伝子を同定した。 
【結果】 

ASCs との共培養に伴い、ダメージ後の炎症状態が速やかに終息し、線維の作り替えが誘導されるこ
とが明らかとなった。本現象で中心的に働く因子として、脂肪由来幹細胞がうみだす TSG-6 を同定した。
TSG-6は、好中球細胞外トラップの形成を阻害することで、皮下脂肪組織が線維化方向に向かうことを
抑制することを解明した。 
【考察/展望】 

ASCs を注入した皮膚は、たとえそれがダメージを伴う施術であっても、TSG-6の働きにより線維の作り
替えに導かれる。TSG-6 は、好中球細胞外トラップの形成を阻害することで、線維化を抑制し、それによ
って線維の作り替え方向に組織が向かうことを促す鍵因子であると考えられる。 
鍵因子 TSG-6 の発見は、美容医療に代わる製品やサービスで「線維の作り替え」を達成できる可能

性を切り拓くものである。また「線維の作り替え」を導く本知見は、これまで困難とされてきた傷跡・ニキビ
跡の改善や、美容医療のアフターケアなどへの幅広い展開が期待される。 

皮膚へのダメージ

美容医療 傷

線維が作り替わり
組織学的に若返る

瘢痕化し
傷跡が残る

いずれも皮膚へのダメージを伴う現象だが
なぜ異なる結果に至るのか

脂肪由来幹細胞を注入する施術を模した実験系を構築
＜着眼＞ ＜研究の流れ＞

組織片を摘出 脂肪由来幹細胞と共培養

実験系を用いて、以下を解明
①現象 「線維の作り替え」で起こる生体反応
②因子 「線維の作り替え」に導く鍵因子
③メカニズム 鍵因子の作用メカニズム

図1. 発表内容の概要
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慢性的ストレスはコルチゾールの代謝酵素の発現バランスを介した感受性の高まりにより 
肌バリア機能を減弱化する 

Chronic stress weakens the skin barrier function owing to increased cortisol sensitivity
through the imbalance in the expression of cortisol-metabolizing enzymes

○林 祥太、岩橋 弘恭、木曽 昭典
Shota Hayashi, Hiroyasu Iwahashi, Akinori Kiso

丸善製薬株式会社 総合研究所 〒729-3102 広島県福山市新市町相方 1089-8 
Research Center, Maruzen Pharmaceuticals Co., Ltd.

． 諸言
コルチゾール（CS）濃度が一時的に高くなる状態は、身体的ストレスや日内変動によって起こる。しかし、

肌荒れなどの皮膚トラブルは慢性的に CS 濃度が高い状態（慢性的ストレス状態）で発生することが多い。し
たがって、慢性的ストレスに起因する皮膚トラブルの要因を検討するためには、慢性的に CS レベルの高い状
態が皮膚細胞に及ぼす影響を明らかにすることが不可欠と考えられる。本研究では、ケラチノサイトにおける
CS 濃度と CS 代謝酵素である 11β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ（11β HSDs）の代謝能の関係に着
目し、慢性的ストレス時に CS が皮膚への悪影響を引き起こすメカニズムについて検討した。さらに、慢性的
ストレスによる皮膚トラブルを改善する天然由来の抽出物のスクリーニングを行った。
． 方法
正常ヒト表皮ケラチノサイト（NHEKs）に対して CS を処理していない細胞（NSCs）と 20 µM CS を 3 日に

一度処理した細胞（TSCs）および毎日 20 µM CS 処理を行った細胞（CSCs）の 2 つのストレスモデルを用いて
11β HSDs およびタイトジャンクション関連遺伝子（TJPs）の発現量をリアルタイム RT-PCR により評価した。
また、バリア機能形成に関する評価として電気抵抗値および FITC-デキストラン（4 kDa）の透過量を測定した。
さらに、NHEKs にコルチゾンを添加した際のコルチゾール量の増加を抑制する素材のスクリーニングとして
培養上清中の CS 濃度を ELISA で評価した。
． 結果と考察
NSCs と比較して、TSCs では CS をコルチゾンへ変換する 11β HSD-2 発現量の増加、CSCs ではコルチゾン

を CS へ変換する 11β HSD-1 発現量の増加が確認された。各ストレスモデル作製後、Ca2+による分化誘導時に
CSを処理したところ、CSCsではTSCsと比較してタイトジャンクション関連遺伝子発現量が有意に減少した。
更に、電気抵抗値および FITC-デキストラン透過量を指標とした評価において、CSCs では CS によるバリア機
能の低下が NSCs および TSCs と比較して顕著であった。これらのことから、慢性的なストレスによる皮膚バ
リア機能の低下は CS 代謝酵素である 11β HSD-1、-2 の発現バランスの変化を介した CS 感受性の上昇により
引き起こされた可能性が示唆された。

スクリーニングを行った結果、レイシエキス
にコルチゾンから変換される CS の濃度を低下
させる作用が認められた。さらに、レイシエキ
スでは CSCs における皮膚バリア機能の形成を
促進する作用が確認された。このことから、レ
イシエキスには慢性ストレス時の皮膚バリア機
能低下を抑える効果が期待された。
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ミトコンドリアダイナミクスの変調は皮膚老化をもたらす

○勝山雄志、山脇裕美子、岡野由利、正木仁

株式会社 〒 神奈川県相模原市緑区西橋本

緒言
ミトコンドリア（ ）は 合成、供給だけでなく、小胞体（ ）をはじめとする複数の細胞

内小器官と相互作用することで細胞機能の恒常性維持に働いている。光老化皮膚において品質低下
した が高頻度で観察されているが、皮膚老化進行との関連性については十分に明らかにされて
いない。我々はこれまでの検証により、 照射は、線維芽細胞の
（ ）の減少と の品質低下、さらにはコラーゲン線維および弾性線維の形成を低下させ
ることを明らかにした。本研究では、 照射線維芽細胞における の品質低下とコラーゲン
線維および弾性線維の形成能低下の関係を検討し、そのメカニズムについて詳細に検証した。

実験方法
（ ）ヒト真皮線維芽細胞（ ）を作製し、

（ ）タンパク質発現量を測定した。細胞内 ストレスレベルを
および α α の発現レベルを測定することで評価した。

² を照射した 、あるいはカルボニル化したコラーゲン（ ）上で培養
した における タンパク質発現を測定した。

結果および考察
では、 κ シグナルを介して 分泌が亢進し、 ストレス

レベルが上昇した（ ）。また、 ストレス誘
導剤である を処理した に
おいても、上記シグナルを介した 分泌が
誘導され、 の減少が ストレスの発生
と 分泌を誘導することが示唆された。

は 照射および 上で培養
することにより有意に減少した。 照射によ
る の減少、 ストレスの発生、
分泌亢進は抗酸化剤である アセチルシステイ
ンによってそれぞれ抑制された。
以上の結果から、 照射による の品質

低下は、酸化ストレスによる の減少によ
って引き起こされ、 ストレスを介して真皮組織
線維の分解を促進する可能性が示唆された。

α

μ
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個人に適応したジェンダーニュートラルなシワ予測モデルの開発と活用 
Design and use of a gender-neutral, individualized wrinkle prediction model 

〇末松 健 1 , 落合佳那 2 , 中西美樹 3 , 中村理恵 1  

(株)コーセー 1 研究所 先端技術研究室 , 2 情報統括部 , 3 研究所 皮膚・薬剤研究室 

１．緒言 

シワやシミなどの老化現象はその進行やリスク因子の個人間差が大きく、消費者にとって適切な予防方
法の選択は未だ困難である。中村ら[1]は女性を対象に、個人の将来のシワを予測し、考慮すべきリスク因
子を特定するシワ予測モデルを開発した。本研究では、このオリジナルモデルの対象者を拡大し、ジェン
ダーニュートラルに適応することを試みた。次に、消費者が容易にシワ予測モデルに基づく情報を得られ
るウェブベースのデジタルツールを開発した。最後に、開発したデジタルツールの有用性検証を実施した。 

２．実験方法 

２．１ ジェンダーニュートラルに適応するシワ予測モデルの更新 

25歳から 63歳の日本人男性 80名を対象に皮膚状態に関するデータを取得した。オリジナルモデルの更
新は、予測変数の相対的な効果は同様と仮定し、切片と勾配の調整によって実施した。 

２．２ シワ予測モデルに基づくデジタルツールの開発と効果検証 

デジタルツールの開発において、シワ予測モデルに基づく予測因子を取得するため、専用機器による測
定値の代替取得を検討した。続いて、26 歳から 34 歳の日本人男女 115 名を対象に、開発したデジタル
ツールのシワ予防行動の動機付けへの有用性を無作為化比較試験によって検証した。動機付けを評価する
質問票への回答は 7段階のリッカート尺度を用いた。 

３．結果および考察 

３．１ シワ予測モデルの更新と性能評価 

更新モデルは、R2=0.63(0.56-0.70)、RMSE=0.88(0.86-0.90)と、高い予測性能が得られた。また、更新モデ
ルはオリジナルモデルと比較して切片の調整量は（+）5.6 となり、男性が女性よりも早期にシワが発生し
ている可能性が示唆された。 

３．２ シワ予測モデルに基づくデジタルツールの開発と無作為化比較試験 

開発したデジタルツールは、自己申告による年齢と皮脂量、および、顔画像解析によって取得される肌
の明るさ（L*値）と赤み（a*値）を入力とし、ユーザーの将来のシワレベル、進行のリスク要因、それに
基づくシワ予防情報を提供した。無作為化比較試験の結果より、開発したデジタルツールはユーザーの自
身のシワ状態の把握とシワ予防行動の継続に対する自己効力感を有意に向上した。本ツールはユーザーの
シワ予防に対する自己効力感を高めることで、消費者のシワ予防行動への動機付けに有効であることが示
唆された。 

Table 1 Group Comparison by Analysis of Covariance 

Item Group 
Score value 

Before After 

I can confidently assess the state of my own 
wrinkles.* 

Intervention 3.80(3.46-4.14) 4.53(4.21-4.86) 

Control 4.35(3.89-4.80) 4.60(4.19-5.01) 

I can continue to engage in wrinkle prevention 
actions even if I don't immediately feel the effects of 

my actions.** 

Intervention 4.60(4.30-4.90) 5.18(4.89-5.47) 

Control 4.98(4.59-5.38) 5.04(4.65-5.42) 

Data are presented as means (95 % CI) *p<.05, **p<.01 
４．参考文献 
1. Rie Nakamura,et al. Skin Res Technol. 2021 Sep;27(5):854-862. 
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表皮角化細胞の非対称性分裂が皮膚色素沈着形成を制御する新たなメカニズムにつ

いて

〇榎本 有希子、西澤志乃、石渡 潮路、櫻井 哲人
〇
株式会社ファンケル 総合研究所 〒 神奈川県横浜市戸塚区上品濃

 緒言

近年，肌の美しさの概念が多様化し，肌本来の美しさがより望まれるようになってきている。美白化

粧品の開発には、従来の美白機能に加え、日々のストレスから肌を守り、美しい肌を維持する機能が

重要である。そこで、表皮の恒常性維持機能に着目し、表皮の構造と機能を維持するケラチノサイトの

垂直分裂、非対称性細胞分裂（ ） を研究し、皮膚の正常な恒常性維持

を介した新しいブライトニング機能を見出した。

２．方法

ヒト皮膚における 制御タンパク質（

） ） の局在を免疫染色により

観察した。紫外線（ ）や皮膚炎症などの皮膚色素沈着刺激が、ヒト角化細胞における 制御タン

パク質の発現に影響を与えることをウェスタンブロッティングにより確認した。 低発現ケラチノサ

イトで三次元皮膚モデルを構築し、表皮のメラニン蓄積への 制御タンパク質の関与を確認した。

さらにロリクリン、ケラチン を免疫染色して表皮構造を確認した。 照射ケラチノサイトの

量の減少を抑制する化粧品成分を で探索した。

３．結果及び考察

色素沈着部位の 制御タンパク質の局在は非着色部位に比べ低く認められたことから、 制

御タンパク質の発現低下が皮膚の色素沈着を誘導していると考えた。さらに色素沈着刺激である

照射、 β、 処理で特に 発現が低下したことか

ら、 低発現ケラチノサイトで三次元皮膚モデルを作成し、表皮メラニン沈着への影響を確認した。

その結果、ケラチノサイトの 発現抑制により皮膚モデルの表皮メラニン沈着が増加した。加

えて、ロリクリン局在が限定的で、ケラチン が表皮に広く局在していたことから正常な角化および皮

膚構造形成がなされていないことがメラニン沈着増強へ影響していると考えられた。以上から表皮ケラ

チノサイトの 制御タンパク質が表皮基底層におけるメラニン蓄積を抑制することで皮膚の色素沈

着を抑制する新たなメカニズムを見出した。さらに、 による 発現低下を抑制できる成分を

同定した。 制御タンパク質をターゲットとし、表皮機能の正常な恒常性維持を介してメラニン沈着

を抑制する、新しい美白化粧品の開発が期待される。
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A new horizon for age spots: An integrated mechanism and solution for age spots 
through cell-cell contact molecule E-cadherin. 

Inoue, Daigo1*; Narita, Tomomi1; Ishikawa, Keiko1; Maeno, Katsuyuki1; Motoyama, 
Akira1; Ono, Takayuki1 Aoki, Hirofumi1; Shibata, Takako1 

1 Shiseido Co. Ltd. 

Abstract  

Intensive studies have revealed pleiotropic melanocytic factors for age spot formation. In 
particular, dysfunctional keratinocyte differentiation is thought to be an upstream cause 
of age spot formation. Although keratinocyte differentiation is mediated by a cell-cell 
contact factor, E-cadherin, its involvement in age spots remains unknown. To find the 
origin of age spots and an integrated solution, we focused on E-cadherin. In age spots, E-
cadherin expression in the epidermis was downregulated, suggesting that E-cadherin is 
implicated in age spot formation. E-cadherin knockdown (E-cad-KD) keratinocytes not 
only promoted the secretion of melanocytic/inflammatory factors, but also increased 
melanogenesis by upregulating the expression of melanogenesis factors. Furthermore, 
live imaging showed E-cadherin downregulation detained melanocyte dynamics and 
accelerated melanin-uptake. Finally, we identified Rosa multiflora fruit extract as a 
solution for upregulating E-cadherin in keratinocytes. Therefore, our findings for the first 
time provide mechanistic insights into various downstream melanocytic processes 
through E-cadherin downregulation, the restoration of which through cosmetic 
ingredients such as Rosa multiflora fruit extract could be an integrated solution for age 
spots.  
 

 
 

Tapping into our blood: Age-gender associated protein in human blood plasma and 
its potential relevance in skin aging 

 
Florence1, Masatoshi Haga1, Yasunari Sato1 

1Basic Research Development Division, Rohto Pharmaceutical Co., LTD 
 
Abstract 
This study describes, for the first time, the potential biological effect of the female-age-associated plasma protein 
osteomodulin (OMD) on the skin. Despite extensive skin microcirculation, how changes in circulating plasma 
proteins influence the skin is still not well studied. Using 3K SOMAscan proteomics measurements from 3,301 
human plasma samples from the INTERVAL cohort (Cambridge, UK), we found a cluster of eight plasma proteins 
whose detection across age increased differently in females than in males. Among these proteins, OMD was selected 
for further evaluation. An increase in transepidermal water loss after 5 days of OMD treatment in the human skin 
equivalent (HSE) model was observed. An aberrant distribution of KRT1 concentrated at the top of the epidermis 
and decline in type I collagen expression level was also observed. Taken together, our findings indicate that OMD 
has the potential to affect the epidermis and dermis of the skin. Using OMD as a target, we can potentially improve 
both dermal and epidermal concerns during aging. 
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Biological age reveals personal skin aging variations  
- An innovative skin aging index based on non-invasive internal skin RNA 
expression 

 
Shodai Tanaka1, Naoki Oya1, Hiroki Yanagisawa2, Yasuko Yoshida-Amano2, Yoshito 
Takahashi1, Takayoshi Inoue1 
1 Biological Science Research, Kao Corporation, 2 Skincare Products Research, Kao Corporation 
 
Progress of aging varies among individuals. Although chronological age is one of the 

most general indexes of aging, it doesn’t always reflect a degree of aging accurately. 
Recently, the concept of “biological age”, estimated by combining comprehensive 
biological information associated with aging and machine learning, has been attracting 
global attention, because of its usefulness in aging research. Therefore, we considered 
that biological age in the skin would precisely reflect the degree of skin aging, which 
cannot be determined by chronological age alone, in addition to providing insights into 
skin aging. 
Skin Surface Lipid-RNA (SSL-RNA) monitoring, our original technology, enables the 

non-invasive acquisition of comprehensive gene expression profile in the skin. we 
predicted chronological age by machine learning and defined it as biological age based 
on SSL-RNA profile. Then, we examined the association of biological age with skin 
aging. As a result, significant correlation was obtained between skin aging conditions 
and biological age, but not with chronological age. These findings suggest that biological 
age reflects the degree of skin aging more accurately than chronological age. 
We consider that biological age is an innovative index useful for examination of skin 

aging that provides more functional understanding of that factor in individuals in a 
timely manner as well as a personalized cosmetic future plan. 

Stratum Corneum symmetry breaking: the polarity for permeability 
Ko Ohira1, Tsuyoshi Ikeda1, Takahito Nakai1, Hideki Nishiura1 

1Skin Research Center, Nihon Kolmar Co., Ltd., Japan 

Ark kitahama building B1, 6-19 imabashi1, chuo-ku, Osaka-city, Osaka, Japan 

 

Efficacy delivery to action site of active ingredients is highly required in topical agent. On the other hand, 

the stratum corneum(SC), as the outermost layer of the skin, have barrier function for protecting human 

body from excessive water loss or xenobiotic assaults. Therefore, we should suppress skin's barrier function 

in order to improve permeation of ingredients. However, there is few research focusing such a trade-off 

relationship. Thus, we proposed a hypothesis that the SC may have “symmetry breaking”, or polarity in 

permeability and attempted to further elucidate function of the SC. We evaluated the permeability of water 

and sodium fluorescein(FLNa) in the direction of outside-in and inside-out by using SC derived from 

human abdominal skin with Franz cells. Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (ToF-SIMS) 

was used to comprehensively analyze molecular localization within the SC. As the results, we confirmed 

that there is difference in permeability depending on the direction of diffusion, that is “symmetry breaking”. 

Moreover, ToF-SIMS showed lipid-derived component localization in the upper SC. These results suggest 

that the SC may strategically establish spatial inside-out and outside-in barrier functions by creating 

"symmetry breaking”. This clarification of the SC function is expected to be a breakthrough for both 

strengthening the barrier function and improving the transdermal permeation. 

－ 133 －



 

 

Shape-Shifting Technology of High-Molecular-Weight Hyaluronic Acid 
Realizing Youthful Skin 

Mika Yoshimura Fujii1), Anna Okishima1), Hiroko Shimizu Ichiwata1), 

Masatoshi Onoue1), Takashi Oka1), Yutaka Ashida2), Eijiro Hara2) 

1) MIRAI Technology Institute, Shiseido Co., Ltd. 

2) Brand Value R&D Institute, Shiseido Co., Ltd. 

Abstract 

Hyaluronic acid (HA) is essential to maintain youthful skin because it is involved in many biological 

processes. Because HA amounts in the epidermis diminish with aging, providing additional HA is necessary 

for maintaining the skin condition. In this study, we developed novel technologies that deliver high-

molecular-weight HA to epidermis without decreasing their original water retention capacity.  

MgCl2 promoted the HA penetration into epidermis drastically. HA molecules also showed decreased 

size compaction with the addition of MgCl2. Meanwhile, the water retention capacity of standard HA was 

inhibited by MgCl2. After screening several candidates for recovering water retention capacity, it was 

discovered that sodium metaphosphate (SMP) was able to both recover that capacity and expand the overall 

volume of shrunken HA. This expansion method improved the skin texture of panels over 4 weeks of 

continuous use. These shape control methods made it possible not only to provide HA to the epidermis, but 

also not to diminish the function of the original HA. 

Novel image analysis technique decodes the physiological information engraved on 

the stratum corneum 
Takeshi Tohgasaki1*; Saki Aihara1; Mariko Ikeda1; Shioji Ishiwatari1; Masaya Eto2; Riki Kudo2; Ai 

Kido2; Shinya Kondo1; Tetsuhito Sakurai1 

 
1 FANCL Research Institute, FANCL Corporation, Yokohama, JAPAN 

2 Software and AI Technology Center, Toshiba Digital Solutions Corporation, Kawasaki, JAPAN 

 

We aimed to develop a method for comprehensively decoding the physiological information 

contained in the stratum corneum (SC) cells of the skin. As SC cells are formed through the 

process of keratinization after division of basement membrane cells in the skin, they are imprinted 

with congenital and acquired physiological information. Although the relationship between SC 

cell shape and skin physiology has been studied for a longtime, there is still room for analysis. 

Furthermore, there are few techniques for estimating skin conditions using a large number of 

indices such as the shape of SC cells and biomarkers. Toward this end, we established a novel 

image analysis technique based on artificial intelligence (AI) and multivariate analysis to estimate 

the skin condition. Our method has the potential to predict skin conditions and cosmetic 

effects. It would be useful for cosmetic selection, prevention of skin problems, and 

optimisation of treatment for individuals. Furthermore, additional studies on the 

explanatory variables that strongly contribute to the physiological state of the skin may 

be useful for elucidating the metabolic mechanism of the skin. 
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How do our brains perceive comfort during face-washing actions? 
〇Kazuya Inoko1, Mayumi Kagami1, Tetsuhito Sakurai1, Akio Goda2, Takayuki Kodama2, 

1 Research Institute, FANCL Corporation, 

12-13 Kamishinano, Totsuka-ku, Yokohama,Kanagawa, 244-0806, Japan 
2 Department of Physical Therapy, Faculty of Health Sciences, Kyoto Tachibana University, 

34 Yama-da-cho, Oyake, Yamashina-ku, Kyoto-city, Kyoto 607-8175, Japan 

 
Abstract.  
Cleansing foams not only to remove the excess dirt on the skin, but also provide comfort to 

users. Therefore, to develop a cleansing foam that is pleasant to the user, we aimed to capture 
the emotional response of users while using cleansing foams. We examined the effect of the 
froth up of the cleansing foam and the tactile feel of the foam on participants’ emotions. To 
capture the brief and latent emotions during face-washing, we used electroencephalography 
as a neurophysiological indicator. In this study, we focused on three phases of the face-
washing action: phase 1: frothing up; phase 2: the tactile feel of foam on the hands; and phase 
3: applying the foam on the face. The results showed that the neural activity values in the 
Brodmann area 11 (BA11) region, which controls rewarding properties, increased as the act 
of washing the face progressed from phase 1 to phase 3. Comparison of the neural activity in 
the BA11 region by phase revealed that speed of lathering in phase 1, fineness of the lathering 
in phase 2, and elasticity of the lather in phase 3 increased the neural activity in the BA11 
region. These results suggest that brain activity related to rewarding properties change 
depending on the phase of face-washing action and the characteristics of the cleansing foam. 
This study demonstrated the possibility of capturing emotional changes while using a face 
wash. These findings could be useful as design indicators for developing facial cleansers that 
can generate pleasant emotions in consumers. 
 

Biodegradation of exogenously applied silk peptides by stratum corneum 
cysteine proteases

○Omoi M1, Arai Y1, Inamura K1, Yamamoto A2, Kawasaki T2, Hirao T2

1 IKEDA CORPORATION,
2 Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Mukogawa Women’s University

ABSTRACT
Various peptides are ingrediated in cosmetics. However, no study has reported the 

action of stratum corneum (SC) proteases on exogenous peptides applied to the SC. 
We used tape-stripped SC collected non-invasively from healthy volunteers, and 

the SC was immersed in silk peptide solution at 37 ℃ for 48 h. 
Results of pH dependency and protease inhibitor profiles showed involvement of 

cysteine proteases that function optimally at neutral pH for degradation of peptides. 
Aminopeptidase activity was also detected in the SC. 
We found that exogenously applied silk peptides are degraded by cysteine 

proteases such as bleomycin hydrolase (BH). This concept of peptide degradation 
upon application to the SC provides a novel approach to skin moisturization.
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Characteristics of natural derived surface treated pigments for the achievement of SDGs 
Reiichiro Tsuchiya1, Moeko Doi1, Maki Kitanouma1, Atsuko Ota1, Haruka Nishioka1, Urara Tsuchiya2, 
Yoshimune Nonomura2 

1DAITO KASEI KOGYO CO., LTD 
2Department of Biochemical Engineering, Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University 
 
Due to the high functional properties, such as water-resistance, dispersibility, tactile feelings, surface treated 
pigments have been formulated into a lot of make-up cosmetics.  However, each type of surface treated 
pigments shows completely different characteristics depending on the chemical structures of each surface 
treatment agents.  In the cosmetic field, the development of raw materials accordant with the concept of 
SDGs, especially biomass ingredients without using petrochemicals and the research and developments of 
biodegradable ingredients are greatly accelerating.  In this work, to reveal the characteristics of each type of 
surface treated pigments especially focused on natural surface treatments, we evaluated their mechanical 
properties, tactile feeling, and frictional properties.  These results indicated that natural derived surface 

treatment could replace the conventional petrochemical surface treatment in the cosmetic formulations.  These 

knowledges would be very useful for cosmetic formulators who would like to prepare the new natural cosmetic 

formulations without using conventional petrochemicals. 

Study of cosmetic applications with unmodified cellulose fiber 
as novel gel type ingredient 

Atsuko Ota¹, Junichi Kubo², Takehiro Goto¹, Maki Kitanouma¹, Haruka Nishioka¹ 
1DAITO KASEI KOGYO CO., LTD., ²RENGO CO., LTD. 

 

Cellulose has been getting well known, since this material can be the best alternative of microplastics in all industrial 

field, especially in cosmetics field because of its biodegradability with OECD 301F and ASTM 6691D.  Particularly, 

Cellulose Fiber (CF) is utilized as the reinforced material.  In the application for cosmetics, CF can be dispersed in 

water with very low concentration (under 1wt%) and this dispersion shows viscous properties, so that this material 

will be utilized as a thickener for cosmetics field.

Conventionally, in order to obtain CF having diameters of uniformed size, we must modify cellulose molecules with 

carboxylic and/or phosphoric groups.  However, we have developed the novel process to obtain unmodified single 

uniform-sized CF (RCF).  The RCF shows excellent transparency in the dispersion in water.  In comparison, the 

dispersion in water of conventional unmodified CF becomes clouded.  The dispersion using RCF shows higher 

viscosity and better thixotropic property than that using conventional unmodified CF.  In this study, we verified the 

various physical properties of RCF and its characteristics when formulated into cosmetics. And we have found that 

it has potential to be applied to gel-type cosmetics for skincare and makeup. 
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Beauty with environmental symbiosis — development of a topical cosmetic solution with 
moisture permeability control technology that responds to external humidity conditions 
〇Sogabe, Atsushi; Ohtani, Tsuyoshi; Gillet, Renaud; Lin, Kuanting; Masuda, Kazuki;  

Kondo, Mika; Hirose, Kenta; Murata, Daichi; Knight, Christopher Takaya; Miyai, Masashi 
MIRAI Technology Institute, Shiseido Co., Ltd., 

1-2-11, Takashima, Nishi-ku, Yokohama 220-0011, Japan 
 

Abstract 
In recent years, the world has faced unprecedented environmental changes, exposing our 

skin to severe environments. Nevertheless, vast improvements in living environments have 
ensured that indoor environments remain comfortable. In this study, we have been working 
on technologies to mitigate humidity gaps.  
The response of the vapor permeability to humidity was evaluated by the test tube. We found 

that, among general cosmetic ingredients, polyvinyl alcohol (PVA) had the desired humidity 
response, i.e., high vapor permeability at high humidity and low vapor permeability at low 
humidity. The mechanism of humidity responsiveness of PVA was investigated by the 
analytical method and MD simulation. We have confirmed that vapor permeability control 
works not only in the test tube but also on the skin, and we have found effective combinations 
in formulation research. 
We will apply this technology to the preparation of cutting-edge beauty products that adapt 

to the environment. 
 

The innovative approach to develop cosmetics for sensitive skin: the relation between 
preservatives and inflammatory cytokines 
Yuko Ito, Tsuyoshi Shoda, Hayato Yamaoka, Takahito Nakai, Hideki Nishiura 
Skin Research Center, Nihon Kolmar Co., Ltd., Japan 
 
Abstract  
Background: Although preservatives are essential ingredients to maintain the quality of 
cosmetic products, these are considered to be one of the causes of skin irritation. Also, many 
ingredients which have the same effect as preservatives are used in most cosmetics for 
sensitive skin. We examined the inflammatory cytokines induced by preservatives commonly 
used in cosmetics worldwide and their alternatives, and how they affect the formation of 
epidermis as a sequel of our study in IFSCC 2020 Yokohama congress. 
Methods: Normal human epidermal keratinocytes (NHEK) and a reconstructed human 
epidermis (RHE) were treated with preservatives and their alternatives. The gene expressions 
were examined by quantitative PCR, and productions were done by enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA). Furthermore, we evaluated the formation of epidermis by 
transepidermal water loss (TEWL) and hematoxylin-eosin staining.  
Results: The expression levels of inflammatory cytokines, interleukin-6 (IL-6), interleukin-8 
(IL-8) and tumor necrosis factor alpha (TNF-α), were different depending on the type of 
preservatives and their alternatives. Furthermore, we found that anti-inflammatory cytokine, 
Interleukin-37 (IL-37), was also affected by them, and some of them decelerated the 
formation of stratum corneum.  
Conclusion: This study provides evidence that preservatives and their alternatives should be 
selected carefully, even though the alternatives are not defined as preservatives. 
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Relationship between skin redness and thymus and activation regulated chemokine (TARC) in 
healthy people without atopic dermatitis, and suggestions for improving skin redness via TARC 

Akihiro Tada, Yuko Hattori, Kento Tsuda, Hirotaka Miyazaki    POLA INC. 
 
Serum levels of thymus and activation-regulated chemokine (TARC) have served as a reliable 
biomarker of atopic dermatitis (AD) progression. However, the relationship between TARC and skin 
color in healthy individuals without AD has not been studied. In 61 Japanese women aged 20–49 
years, a significant relationship was found between higher serum TARC levels and greater skin 
redness. Skin brightness (L* value) was significantly smaller when serum TARC levels were higher. 
The L* value was significantly smaller with greater skin redness. As skin redness and serum TARC 
levels increase, skin lightness decreases. Since a relationship between skin redness and serum TARC 
levels was identified, we searched for materials that would inhibit serum TARC production to 
suppress skin redness. After evaluating several food materials, we found that artichoke (Cynara 
scolymus) leaf extract has inhibitory effects on TARC production in human peripheral blood 
mononuclear cells stimulated by interleukin 13. We then conducted a clinical trial with 30 Japanese 
women aged 28–39 years, to examine changes in serum TARC levels and skin redness before and 
after ingesting a beverage containing artichoke leaf extract. Ingestion of the beverage for 10 days 
significantly decreased serum TARC levels, significantly increased L* values, and reduced skin 
redness compared to before ingestion. 
 

Identifying a gene orchestrating skin regeneration via tissue rebuilding 
~ Inspiration from aesthetic treatments ~ 

Satomi Kiuchi1, Takaya Oishi1, Yuki Cho1, Tiago J.S. Lopes2, Hiroko Ochiai3, Takamasa Gomi1 
1 POLA Chemical Industries, INC, Yokohama, Japan;   2 Center of Regenerative Medicine, National Center for Child Health 
and Development Research Institute, Tokyo, Japan;   3 National Hospital Organization Tokyo Medical Center, Tokyo, Japan 

Abstract 
Background: Aesthetic treatments injecting adipose-derived stem cells (ASCs) subcutaneously lead to cer-
tain skin improvement, but they often damage to the skin. Following damage, the treated skin is remodeled, 
and the fibrous structures show histological rejuvenation (different from wounding damage, that often 
results in fibrotic scar formation). But the underlying mechanism of this rejuvenation is unclear. Here, we 
studied the biological responses after treatment and identified a key gene that triggers tissue rebuilding. 
Methods: We established an experimental model that co-cultured ASCs and fresh human subcutaneous 
adipose tissue, and combined molecular biology and bioinformatics technics to reveal phenomenon, factor, 
and mechanism of tissue rebuilding. 
Results: Microscopic observation revealed that co-cultivation with ASCs induced transient degradation 
and subsequent synthesis of type I collagen. We identified TSG-6 as a central component in the protein-
protein interaction network, and this paracrine factor eased the inflammatory state of tissues and promoted 
collagen replacement ex vivo. Importantly, TSG-6 inhibited the formation of neutrophil extracellular traps, 
which act as pro-fibrotic manor. 
Conclusion: Together, our findings point towards the exciting possibility of designing cosmetics with su-
perior efficacy for restoring the skin’s fibrous structures. Overall, the discovery of novel molecular targets 
that induce rejuvenation will revolutionize the cosmetics field. 
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Chronic stress weakens the skin barrier function owing to increased cortisol sensitivity  
through the imbalance in the expression of cortisol-metabolizing enzymes 

〇Shota Hayashi, Hiroyasu Iwahashi, Akinori Kiso 
Research Center, Maruzen Pharmaceuticals Co., Ltd., 

1089-8 Sagata Shinnichi-cho, Fukuyama-city, Hiroshima, 729-3102 Japan 
 
Abstract 

A temporary state of high cortisol concentration is caused by physical stress or diurnal variation. However, skin problems only 
occur under conditions of chronic high cortisol concentration. Thus, clarifying the effect of cortisol is essential to examining the 
influence of chronic stress conditions on the skin. In this study, we focused on the relationship between cortisol and the metabolic 
capacity of cortisol-metabolizing enzymes, 11β-hydroxysteroid dehydrogenases (11β HSDs), in keratinocytes and investigated the 
mechanism responsible for their adverse effects on the skin during chronic stress. To understand the mechanisms involved in 
regulating cortisol and the factors that lead to stress in the skin, we devised two models, a temporary and chronic stress model, 
using normal human epidermal keratinocytes (NHEKs) with different cortisol treatment conditions. Furthermore, we screened for 
natural extracts that improve chronic stress-induced skin problems. 

As a result, the mRNA expression of 11β HSDs was differentially altered in NHEKs depending on the cortisol treatment method. 
Moreover, altered 11β HSD mRNA expression levels impaired the formation of the barrier function. Ganoderma Lucidum Stem 
Extract (GLSE) decreased the extracellular cortisol concentration in NHEKs and upregulated the mRNA expression of TJPs in 
chronic stress model. Furthermore, GLSE promoted the formation of the barrier function in chronic stress model. 

In conclusion, it was suggested that chronic psychological stress may boost the influence of cortisol on the epidermis by altering 
11β HSD expression levels. Moreover, GLSE may improve chronic stress-induced skin problems. 
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Design and use of a gender-neutral, individualized wrinkle prediction model 
Ken Suematsu1, Kana Ochiai2, Miki Nakanishi3, Rie Nakamura1 

1 Advanced Technology Research Laboratories, KOSÉ Corporation 
2 IT Management Dept., KOSÉ Corporation 

3 Dermatology and Cosmeceutical Research Laboratories, KOSÉ Corporation 

Abstract 
Wrinkles progress steadily with age, and their gradual changes are difficult to notice. Therefore, 

selecting and continuing a cosmetic strategy for the predictive prevention of wrinkles is not easy for 
consumers. In a previous study, we developed an individualized wrinkle prediction model to predict 
future wrinkle profiles among middle-aged women and identify individual wrinkle acceleration factors 
that should be considered as part of a wrinkle prevention plan. In this study, we extended the scope of 
the model and conducted a comprehensive evaluation of its usefulness as a practical aid to wrinkle 
prevention. 

First, we obtained new data on male subjects to expand the target population and updated the 
wrinkle prediction model. Next, we packaged the model into a practical, web-based, customer-focused 
tool that can be accessed from a mobile device. Then, we conducted a randomized controlled trial on 
115 men and women to verify the tool’s effectiveness.  

As input to the web-based system, the tool uses wrinkle predictors obtained from a captured image 
taken on the device together with information directly entered by the user. Our results confirmed good 
prediction performance of the updated model used in the tool. Results also showed that use of the tool 
significantly increased confidence in continuing wrinkle prevention behaviors among users, regardless 
of gender.  

These findings suggest that the gender-neutral wrinkle prediction model developed in this study 
may be a useful tool to support the habituation of predictive prevention of wrinkles. 

A novel regulatory mechanism underlying asymmetric division of human keratinocytes and 
the development of skin pigmentation 

Akiko Enomoto1*; Shino Nishizawa1; Shioji Ishiwatari1; Tetsuhito Sakurai1 

1 FANCL Research Institute, FANCL Corporation, 12-13 Kamishinano, Totsuka-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan,  

E-mail address: akenomoto@fancl.co.jp  

 

Abstract 
Recently, the concept of skin beauty has diversified, and the natural beauty of skin has become 
more desirable. To develop brightening cosmetics, in addition to the conventional brightening 
function, the ability to protect against daily stress and maintain beautiful skin is important. We 
focused on the homeostatic function of the epidermis and studied vertical keratinocyte division, 
asymmetric cell division (ACD), which maintains the epidermal structure and function, to identify 
new brightening functions by mediating normal homeostasis in the skin. ACD-regulating proteins 
in pigmented areas were weaker than in non-pigmented areas. The expression of ACD-regulating 
proteins, especially NuMA, was decreased by UVB irradiation, IL-1β, and MIF treatment as 
melanogenic stimulants. Downregulation of NUMA1 in keratinocytes enhanced melanin 
accumulation in the skin equivalent. Agents that could suppress the UVB-induced decrease in 
NUMA1 expression were identified. Our results indicate that ACD-regulating proteins in 
keratinocytes suppress skin pigmentation by inhibiting melanin accumulation in the basal layer 
of the epidermis, suggesting a new mechanism underlying the development of skin pigmentation. 
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3-O-1
FIB-SEMを用いた毛髪微細構造とダメージの同時3D可視化

Simultaneous 3D visualization of hair microstructure and damage 
using FIB-SEM

㈱アリミノ
研究開発部 総合研究所

〇大熊 康範
田中 二郎、望月 章雅 ・・・・144

3-O-2
炭酸水による毛髪繊維への機能成分の浸透促進

Enhancing the penetration of ingredients into hair fibers using 
carbonated water

花王㈱
1 ヘアケア研究所
2 解析科学研究所

〇丹治 範文 1

宮川 卓也 1、幸 克行 1、
田村 俊紘 2、竹内 瑞貴 2
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3-O-3

「サクラン」の原料であるスイゼンジノリの養殖を通したSDGsへのアプローチ

The approach for SDGs based on cultivation of Suizenji-nori, as a 
raw material of the ingredient, Sacran, for cosmetics

1 大東化成工業㈱
2 東海大学
3 熊本学園大学

〇森 輝明 1

福崎 稔 2、椛田 聖孝 2、
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後藤 武弘 1、田中 巧 1
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3-O-4

AIによる高洗浄性能を有する洗顔料処方の予測
～ in silicoによる処方開発は人を凌駕するか？～

Artificial intelligence model for the prediction of cleansing foam 
formulations with excellent make-up removability
～Is an “in silico formulator” superior to a human formulator?～

1 キリンホールディングス㈱
2 ㈱ファンケル
3 慶應義塾大学

〇濱口 直 1

三譯 秀樹 2、中武 良一 2、
荒井 規允 3
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3-O-5

AIを活用した処方設計者の能力拡張
～ヒトとAIによる化粧品の共創 ～

AI-driven formulator skill augmentation
-Co-formulation of Human and AI for cosmetic development-

1 ポーラ化成工業㈱
2 ㈱SBX

〇荒井 俊博 1

大原 夏帆 1、木村 勇輝 1、
長谷 武志 2、
Sathiyananthavel Mayuri 2、
松岡 由希子 2、谷内江 綾子 2
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3-P-1

水に濡れることで紫外線防御効果が向上する
新しいOWサンスクリーンの処方設計

A novel O/W sunscreen formulation with enhanced UV protection 
when subjected to water

岩瀬コスファ㈱
研究開発部

〇金子 智洋
田中 一平、菰口 剛志

・・・・149

3-P-2

理想のノンケミカルサンスクリーンを実現するために
— 新規球状酸化亜鉛 —

The ultimate solution for an ideal non-chemical sunscreen
 “A novel spherical zinc oxide renders unsurpassed transparency and 
texture”

テイカ㈱
岡山研究所 熊山分室

〇茅原 健二
大崎 大輔
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真皮線維芽細胞由来の色素形成抑制因子を介した
紫外線誘導性色素沈着における新たな形成メカニズムの検討

A Proposal on a New UV-induced Pigmentation Story: 
Epidermal Keratinocytes Regulate Dermal Fibroblasts-derived 
Paracrine Factors Involved in Melanin Production of Melanocytes

ニッコールグループ
1 日光ケミカルズ㈱
2 ㈱ニコダームリサーチ

〇吉本 聖 1

キャサリン アン イシュラット 1、
清水 健司 1、段 中瑞 2、
藤代 美有紀 2、矢作 彰一 2
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SDGs時代のための乳化技術の新規応用
～ 乳化と分離の制御によるCO2排出と廃棄量の削減～

New Application of Emulsification Technology for the SDGs Era
~Reducing waste through control of emulsification and separating~

ポーラ化成工業㈱ 〇木村 勇輝
瀬田 啓一郎、加治 恵
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ダイレクトエレクトロスピニング法と接着性プライマーでつくる
優れた仕上がりと化粧持続を叶える新・「第二の皮膚」

Novel second skin technology by Direct-Electrospinning method 
with adhesive primer to achieve superior makeup appearance and 
longevity

花王㈱
1 メイクアップ研究所
2 スキンケア研究所
3 解析科学研究所

〇浅見 信之 1

朴 昭泳 1、沖山 夏子 1、
西野 顕 1、五十嵐 崇訓 2、
瀧本 麦 3、宮崎 志洋 1、
山本 隆斉 1
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分子シミュレーションを用いた洗顔料における化粧落としメカニズムの解明
～ in silicoによる処方開発は人を凌駕するか？～

Computer simulation evidence of the molecular mechanism of 
makeup removal using cleansing foam
~Is an "in silico formulator" superior to a human formulator?~

1 慶應義塾大学
2 ㈱ファンケル
3 キリンホールディングス㈱

〇荒井 規允 1

横山 貴洸 1、三譯 秀樹 2、
濱口 直 3、中武 良一 2
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新規ホスファチジルコリン類似界面活性剤の開発と化粧品への応用

Development of a new phosphatidylcholine-like surfactant and its 
application in cosmetics

1 ㈱アルビオン
2 奈良女子大学
3 日油㈱

〇遠藤 亮 1

佐々木 勝行 1、渡邉 有咲 1、
中井川 雪美 2、小林 礼実 2、
矢田 詩歩 2、吉村 倫一 2、
原 優介 3、関口 孝治 3
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細胞のアンテナとして機能する一次繊毛：
新規炎症性皮膚疾患マーカーとしての応用

CELLULAR ANTENNA IN SKIN: PRIMARY CILIA AS INFLAMATORY 
SKIN DISEASE MARKER

1 大阪大学
薬学研究科 先端化粧品科学

2 ワクチン・アジュバント研究センター
（CVAR)、医薬基盤研・健康・栄養研究所
3 奈良先端科学技術大学院大学 
バイオサイエンス領域

4 バンドゥン工科大・薬
5 名古屋市立大学・医・加齢環境皮膚科学
6 ㈱マンダム
7 大阪大学・免疫フロンティア
8 東京大学・医科研・ワクチン科学

〇鳥山 真奈美 1,2,3

Defri Rizaldy 1,2,4、
中村 元樹 5、藤田 郁尚 1,2,6、
岡田 文裕 1,6、森田 明理 5、
石井 健 2,7,8
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3-P-9
界面活性剤が誘起する膜ダイナミクスと皮膚刺激性について

Surfactant-induced membrane dynamics and skin irritation

1神戸大学
2 北陸先端科学技術大学院大学
3 コタ㈱

〇辻野 義雄 1

高木 昌宏 2、高瀬 修一 3、
安 鋼 3、萬代 由莉恵 3
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Fig.-1 Image of melanin and void of around melanin. 

(a) 2D image, (b) 3D reconstructed image, Blue structure: 

Melanin, Red structure: Void 

FIB-SEMを⽤いた⽑髪微細構造とダメージの同時 3D可視化 
Simultaneous 3D visualization of hair microstructure and damage using FIB-SEM 

〇大熊康範 1、田中二郎 1、望月章雅 1、 
Yasunori Okuma , Jiro Tanaka , Akimasa Mochizuki  

株式会社アリミノ 研究開発部 総合研究所 〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町大字都 25-5 

 
1. 緒言 
効果的なヘアケア剤の開発を行うためには、毛髪のダメージの詳細を解明する事が重要である。近

年、X 線 CT 等の機器を用いて毛髪内の損傷部位の 3D 画像取得が報告されている。しかし、これら
は空隙等、髪の一部のみを観察結果であり、包括性に欠けていると考える。そこで、本研究では毛髪

内の微細構造と損傷部位の同時 3D 可視化を試み、毛髪内のどの部位にどの程度の損傷が生じている
かを確認した。更に毛髪の損傷を未然に防ぐ成分の探索を行った。 
2. 実験方法 
毛髪の観察は FIB にて試料の表面を切除し、SEM によって新しい露出面を観察、300 枚の画像が

得られるまで切除と観察のプロセスを繰り返した。得られた画像を重ね合わせる事で 3D 画像を再構
築した。 
毛髪のダメージを予防する成分の探索は、各サンプルで前処理を施した毛髪にブリーチ処理を行い、

流出する毛髪タンパク量を測定する事により評価した。最後に選定された成分により、毛髪のダメー

ジが抑制できているかを FIB-SEMを用いて確認した。 
3. 結果及び考察 

FIB-SEM を使用することで、メラニンや CMC などの微細構造とブリーチした髪の空隙などのダ
メージ部分を同時に 3D 可視化することに成功した。その結果、ブリーチ処理により空隙がメラニン
周辺と CMC 周辺に発生する事、特に CMC 周辺の空隙はメラニン周辺と比較して大きい事がわかっ
た。 
次に、これらブリーチによる損傷を未然に防ぐ成分の探索を行ったところ、スルホン化加水分解ケ

ラチンに効果的な抑制効果が見られた。そこ 
で、このスルホン化加水分解ケラチンに事前 
に浸漬し、その後にブリーチ処理を行った毛 
髪を FIB-SEMにて観察したところ、メラニ 
ン周辺や CMC周辺の空隙の発生が抑制され 
ている事が確認できた。 

3D情報は構造を正しく解釈するのに役立 
ち、髪のどの部分にどの程度の損傷があるか 
を検証できる。本手法は髪のダメージの詳細 
を解明し、効果的なヘアケア製品を開発する 
ための有用であると考えられる。 
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炭酸水による毛髪繊維への機能成分の浸透促進 
丹治 範文1, 宮川 卓也1, 幸 克行1, 田村 俊紘2, 竹内 瑞貴2  

 花王株式会社, 1ヘアケア研究所, 2解析科学研究所 
 
背景: 髪の内部で作用するヘアケア成分にとって浸透性の低さは、製品への応用を検討する
上で大きな課題となる。そのため、ヘアケア成分の浸透を高める技術の開発が重要となる。
例えばパラトルエンスルホン酸塩 (PTS)は、ダメージレスで毛髪のカールを緩和できるヘア
ケア成分であるが、有効な効果を確認するためには長い処理時間が必要である。そのため、
シャンプー等のリンスオフ製品に応用することが難しかった。そこで毛髪内部へ PTS の浸透
を高める技術の開発を行った。毛髪の膨潤を促進する炭酸水に着目し、PTS 配合製剤に併用
することでカール緩和効果を向上できる可能性を検討した。 

実験: PTS を配合した溶液及びシャンプーに炭酸ガスを注入して炭酸製剤化した。これを毛
髪サンプルに施術してカール径やヘアスタイルの変化を比較した。また PTS と炭酸水の作用
による毛髪内部の構造変化を、引っ張り応力及び小角 X 線散乱測定法を用いて解析した。 

結果及び考察: PTS 配合溶液のみでは 4h かかる 20%のカール緩和効果が、炭酸水との併用で
は 1h で達成することが可能であった (Figure 1) 。また炭酸化 PTS 配合シャンプーを用いて数
回洗髪すると、カールの緩和とウェーブラインの揃いが見られ、スタイルが明確に変化する
ことが分かった。PTS 配合製剤を炭酸化しても、毛髪への PTS 総浸透量は変化しなかった。
一方、炭酸水により毛髪のマクロフィブリル内部の構造が柔軟化する効果が見られた。この
作用により PTS をマクロフィブリル内部へ浸透拡散しやすくし、PTS によるカール緩和効果
を促進できると推察した。PTS と炭酸水の併用技術はリンスオフ製品に応用可能であり、普
段の洗髪行動にストレスなくスタイリングの概念を導入できる。加えて炭酸水は、形、色、
力学物性を制御する様々なヘアケア成分の浸透機能向上に汎用できることを期待できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 (a) Changes in curl loosing of curly hair fiber treated with PTS containing solutions. 
(b) Schematic diagram of curl loosening rate, and photo of typical curly hair fiber used in this 
evaluation.  
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「サクラン」の原料であるスイゼンジノリの養殖を通した SDGs へのアプローチ 

森 輝明 1 、福崎 稔 2 、椛田 聖孝 2 、金子 好雄 3 、土井 萌子 1 、後藤 武弘 1 、田中 巧 1 

 
1 大東化成工業株式会社 〒535-0005 大阪市旭区赤川 1-6-28 
2 東海大学 〒862-8652 熊本市東区渡鹿 9-1-1 
3 熊本学園大学 〒862-8680 熊本市中央区大江 2-5-1 

 

キーワード:スイゼンジノリ、サクラン、バリア効果、環境保全、SDGs 

 

要旨 

  スイゼンジノリ（Aphanothece sacrum）は、日本固有の淡水産単細胞性シアノバクテリアである。阿蘇カル
デラを源流とする河川流域で発見され、下流域である熊本市の江津湖に自生していたが、近年は減少してお
り、確認は困難になっている。現在では、福岡や熊本の一部の地域で養殖が行われているのみで、日本では
絶滅危惧種に指定されている。 

  サクランは、スイゼンジノリ細胞外マトリックスから抽出された硫酸多糖類で、その大きさは 16~27MDa にも及
ぶ世界最大級の天然高分子である。11 種類もの糖で構成されており、そのユニークな構造から、非常に高い
保水性を有し、皮膚上で薄い皮膜を形成してバリア効果を発揮するという特徴がある。そのため、化粧品業
界において需要が高まっている。 

  しかし、スイゼンジノリは養殖が困難であることから、生産量には限りがある。そのため、水環境を保全しなが
ら、種を守り、スイゼンジノリの生産性を向上させることが喫緊の課題となっている。このような状況から、我々は
環境保全に基づく養殖と産業の活性化を図った。本研究では、SDGs に基づく社会構築の実現に向け、スイ
ゼンジノリの養殖に関する取り組みを報告する。 

  本研究では、阿蘇カルデラ地域においてスイゼンジノリを養殖する仕組みを提案・確立した。今回の実証実
験では、発電を行わず、太陽光と自噴する湧水のみを利用したスイゼンジノリの養殖に成功した。 

  今後、国や自治体、地元農家との共同開発を行い、規模を拡大させることで、絶滅危惧種の保護、天然
資源の保全、阿蘇地域の産業活性化を目指す。 この活動は、SDGs の考え方に沿った中⾧期的な持続可
能な成⾧へとつながると考えている。 つまり、スイゼンジノリ養殖が阿蘇地域の天然資源を有効活用した地場
産業へと定着することによって、地域の雇用を確保しながらも、阿蘇山周辺の生態系が健全に維持されること
につながるのである。 

サクランを配合した化粧料は、皮膚上に皮膜を形成し、環境中に含まれる有害物質から皮膚を保護する
バリア効果を発揮する。絶滅危惧種を保護することで、化粧品、特にスキンケアの原料として、有害な化学物
質を防ぐという非常に有益な素材を得ることができるのである。  このように、自然を維持し、化粧品産業に活
用することが SDGs のアプローチである。つまり、本研究は、自然界に存在するユニークな素材の持続可能な開
発を提案するものである。 
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AI による高洗浄性能を有する洗顔料処方の予測 

～in silico による処方開発は人を凌駕するか？～ 
 
濱口直 1，三譯秀樹 2，中武良一 2, 荒井規允 3 

1 キリンホールディングス株式会社，2株式会社ファンケル，3 慶應義塾大学 
 
背景 

皮膚の清浄において，化粧を落とす「クレンジング料」と，肌の余分な皮脂や汚れを落とす「洗顔料」の併用が

一般的であるが，近年，時間短縮や環境負荷削減の観点から，1 つの製品で洗顔料とクレンジング料の両方の役割

を果たす製品に対するニーズが高まっている．クレンジングオイルなどの溶剤型洗浄剤は，油分と顔料からなるメ

イクに対して高い溶解性を示し優れた除去性を発揮するが，環境負荷や材料コストが高いことに加え，すすぎ後の

残油感が課題となる．一方，洗顔クリームなどの界面活性剤型洗浄剤は，水を主成分とするためすすぎやすさに優

れるがメイク除去力が弱いという問題がある．本研究では，界面活性剤型洗浄剤のメイク除去力の向上により洗顔

料とクレンジング料の両立を目指すアプローチを採択した． 

洗浄剤は多数の成分で構成されているため，成分の組み合わせが無数に存在し，処方の最適化が困難である．そ

こで，機械学習を用いた人工知能（AI）を処方設計に導入し，製品開発プロセスにおいて望ましい製品を獲得する

ことを目指した． 

 

方法 

実験データ: アニオン界面活性剤，ノニオン界面活性剤，両性界面活性剤，pH調整剤，ポリオール，および水を

加熱攪拌しながら十分に混合して試験試料を調製した．クレンジング性能は，色差計を用いてウォータープルーフ

アイライナーの残存率（洗浄率と定義）を求めることにより評価した． 

機械学習のモデル構築：機械学習（AI）により，各原料成分の分子記述子（化学的特性）や混合状態を考慮した

洗浄性能の予測システムを構築した．この時，洗浄率の予測には 5つの機械学習モデルを適用した．また，コンピ

ュータ上で仮想的に大量の処方を自動生成(シミュレーション)して AI モデルで洗浄力を予測させ，さらに，予測結

果を層別解析することで，どの原料，もしくは，原料の組み合わせが洗浄率に対して効果があるかを推定した． 

 

結果と考察 

分子記述子の利用などにより，R2=0.765 の洗浄率能予測精度を得られた．また、コンピュータ上での大量処方予

測，ノニオン界面活性剤としてヘキサカプリル酸ポリグリセリル-20 を、ポリオールとして PPG-9 ジグリセリルも

しくはシクロヘキシルグリセリンを配合した洗顔料が高い洗浄率を示すことが確認され，実際にサンプルを作成し

たところ、85%以上の洗浄率を示す処方が得られた． 

 

結論 

処方中の化粧品成分間の相互作用は，処方開発者にとってその性能予測をより困難なものにしていたが，機械学

習（AI）を用いて，界面活性剤の自己組織化や成分の化学的特性の影響を取り入れることにより，R2=0.765 もの高

い精度が得られた．また，コンピュータ上で仮想的に大量に処方を予測させることで，処方開発者はより高い洗浄

力を得るためにどの成分を選択すべきかについての情報を得ることができる．この予測モデルとシミュレーション

は，化粧品開発の労力を大幅に削減することに貢献できると考えられる． 
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ＡＩを活用した処方設計者の能力拡張 ～ ヒトとＡＩによる化粧品の共創 ～ 
〇荒井 俊博 1、大原 夏帆 1、木村 勇輝 1、長谷 武志 2、Sathiyananthavel Mayuri2、              

松岡 由希子 2、谷内江 綾子 2 
1 ポーラ化成工業株式会社 〒244-0812 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町 560 

2 株式会社ＳＢＸ 〒141-0022 東京都品川区東五反田 5-10-25 齊征池田山ビル 
 
【背景】 
顧客のニーズが多様化し、その変化も早くなっている昨今、処方設計者は幅広い処方を効率的に設計す

ることが求められており、その実現のためには設計力の向上が不可欠である。しかし、従来の試作・評価を繰り
返すトレーニングは多くの時間を要し、効率的な能力向上には別の手段が必要であると考えられた。 
そこで、処方設計者の能力を速やかに向上するため、化粧品情報を学習した AI を構築できないかと考え

た。AI の利用により、処方設計者は仮説構築・実証を効率的に実行できる。この達成のため、出来上がりの
化粧品を予測する AI を設計することとした。 

 
【方法】 
自社にて開発されたスキンケア品計145種類について、配合原料情報・製法情報を収集した。また、計９

項目の物性値の測定を行った。さらに、CATA(Check All That Apply)法による感触評価を実施した。 
次に、化粧品製剤の物性・感触を予測するため、機械学習モデルの構築を行った。先に取得した配合原

料・製法の情報を特徴量の候補とし、物性・感触に対する相関係数などを評価することで、学習させるべき特
徴量を抽出した。抽出された特徴量を XG-Boost アルゴリズムに学習させることで、物性・感触を予測する機
械学習モデルを作成した。各モデルの精度評価は５分割交差検証を用い実施した。最後に、AI システムを
構築し、処方設計者に使用してもらうことで、効果検証を行った。 

図１． AI検討手順の概要 
 
【結果】 
５分割交差検証の結果、各物性・感触に対する機械学習モデルは良好な予測精度を有していた。また、

各予測モデルの特徴量にかかる係数を基に、感触に寄与する重要な原料情報を得た。さらに、処方設計者
による AI の使用性評価の結果より、処方設計者は AI の利用により気づきを得ることができ、処方検討を速
やかに実行できることが分かった。 
 
【考察/展望】 
製剤の物性・感触を正しく予測するには、解析手法を用いた適切な特徴量抽出が重要であった。また、疑

似データの生成による学習データの増幅も予測精度の向上に寄与した。さらに、化粧品情報を学習したAIの
利用により、処方設計者は処方検討における仮説立て・検証といったプロセスを速やかに実施でき、結果とし
て、処方設計者は試作を実施せずとも短期間で設計力を向上できた。本 AI は、幅広いスキンケア品の設計
に活用でき、さらにデータを追加することで他のアイテムへの利用拡大が期待される。このように、従来的な処
方開発プロセスの脱却により、以前では思いつかなかった処方の発想や効率化が実現できるものと考える。 
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水に濡れることで紫外線防御効果が向上する新しい サンスクリーンの処方設計

金子智洋 、田中一平 、菰口剛志

岩瀬コスファ株式会社 研究開発部

１、緒言
一般的に耐水性の高いサンスクリーンには 製剤が多いことから、夏場のレジャーシーン

で使用するにはべたつきや油性感の強さが欠点となる。したがって、耐水性を維持しながら、水
に濡れた時に紫外線防御効果が向上する サンスクリーン製剤が望まれる。柔らかい

とアルキレンオキシド誘導体である を組み合わせることでみずみずし
い使用感を維持しつつ、耐水性が向上できるか評価を行った。
２、実験方法

と し て
、

と し て

を用いた 。
配合、未配合の サンスク

リーン製剤を作製し、これらを用いて各種評
価を行った。
３、結果及び考察

サンスクリーン製剤の耐水性は
と を組み

合わせることで向上することがわかっ
た。それぞれの原料を組み合わせるこ
とで吸光度は水浴後に向上し、

値も同様に上昇することが確認で
きた 。さらに 試験におい
ても を併用することで耐水
性が向上することがわかり、使用感触も

サンスクリーン製剤の瑞々しさを損なうこ
とはなかった 。以上の結果よりべたつきや
油っぽさがなく、耐水性に優れ、水に触れるとさら
に カット効果がアップする画期的な 型
日焼け止め処方を開発することができた。
４、参考文献
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理想のノンケミカルサンスクリーンを実現するために 
-新規球状酸化亜鉛- 

○茅原 健二, 大崎 大輔 

テイカ株式会社 岡山研究所 熊山分室 〒709-0717 岡山県赤磐市小瀬木 50-1 

 

1. 緒言 

紫外線防御の重要性が消費者に浸透し、サンスク

リーン市場は世界的に伸長している。現在流通する

サンスクリーン商品にはUVフィルターとして有機材

料が多く使用されているが、有機材料は人への安全

性や海洋環境への悪影響が懸念されており、近年酸

化亜鉛や酸化チタン等の無機材料の需要が増えてい

る。一方で、UV フィルターとして無機材料のみを使

用したノンケミカルサンスクリーンは酸化亜鉛と酸

化チタンの併用によりデザインされるが、透明性や

感触が課題であり消費者を満足させているとは言い

難い。これら課題を解決し、理想のノンケミカルサン

スクリーンを実現するため、我々は易分散性を有し、

塗膜を平滑化させる新規球状酸化亜鉛を開発した。 

2. 実験方法 

酸化亜鉛は散乱および吸収によって紫外線を防御

し、一次粒子径のサイズと、これを配合したエマルジ

ョンの均一性がこれら機能に大きく影響する。新た

な粒子合成技術により我々は酸化亜鉛を球状化し、

高い透明性を有しつつ、紫外線の散乱・吸収効率を最

大化すべく一次粒子径を 40nmに制御した。また化粧

品に使用されるあらゆる油剤へ高分散できるよう、

独自技術によって同酸化亜鉛表面にトリエトキシカ

プリリルシランを緻密に処理したS-ZnOを開発した。

W/O エマルションの評価は吸光度（ UV-2000S, 

Labsphere, Inc.）、光学顕微鏡（VHX-1000, KEYENCE 

CORPORATION）で行い、塗膜は SEM(S-4800, Hitachi 

High-Tech Corporation)で評価した。比較には、同じ

くトリエトキシカプリリルシランを処理した一次粒

子径 35nmの従来型酸化亜鉛（C-ZnO）を用いた。 

3. 結果 

S-ZnO と C-ZnO を配合した各 W/O エマルションの

吸光度を評価した。S-ZnOは紫外線領域全般において

吸光度が高く、その値は C-ZnO に比べて最大で 78％

向上した。S-ZnOは油剤に対する分散性が極めて高い

ため、ホモジナイザーやプロペラなど分散強度の低 

い装置を使用した場合でも、分散強度の高いディス

パーミキサー使用時と同様の高い紫外線防御効果が

得られた。また S-ZnO はその易分散性から、分散に

要する時間短縮を可能にした。さらに S-ZnOは C-ZnO

に比べて高い透明性を示し、塗膜のSEM観察の結果、

S-ZnO の塗膜の平滑性が透明性に影響していること

が確認された。 

４．考察と結論 

高度な粒子設計技術、表面処理技術を駆使して開

発された S-ZnO は易分散性、塗膜平滑機能を有し、

我々は酸化亜鉛が本来持つ透明性と紫外線防御機能

を高次元で発揮させることに成功した。S-ZnOは球形

状であるため、同体積の酸化亜鉛と比較した場合に

表面エネルギー及び他粒子との接触面積が小さい。

その結果微粒子特有の凝集が抑制され、S-ZnOは優れ

た分散性を発現したと考えられる。S-ZnOは目標スペ

ック達成に必要な無機材料配合量の大幅な低減を可

能にし、サンスクリーンの透明性、感触を一段と向上

させた。さらに S-ZnO の易分散性は、サンスクリー

ン製造工程における分散時間の短縮及び分散に要す

るエネルギーを大幅に削減させる。塗膜の平滑化は

ノンケミカルサンスクリーンにおいてこれまでにな

い高い透明性を実現し、Fig.1 に示すように肌色問わ

ずナチュラルな仕上がりを可能にする。本研究はノ

ンケミカルサンスクリーンが抱えていた透明性、感

触の課題を解決へと導き、より高品質な化粧品開発

に新たな可能性を見出すと同時に、多くの SDGs達成

に貢献するものである。 

Fig.1 S-ZnO、C-ZnO配合エマルションの 

肌への馴染みやすさ 
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真皮線維芽細胞由来の色素形成抑制因子を介した紫外線誘導性色素沈着における新たな形
成メカニズムの検討 
 
吉本 聖 1, キャサリン アン イシュラット 1, 清水 健司 1, 段 中瑞 2, 藤代 美有紀 2,  
矢作 彰一 2  
1ニッコールグループ 日光ケミカルズ株式会社 
2ニッコールグループ 株式会社ニコダームリサーチ 
 
炎症関連因子の IL-1α は角化細胞由来因子および線維芽細胞由来の因子 (α-MSH, ET-1, 
HGF, SCF等) を誘導し色素形成を促進することが知られている. 一方で, 線維芽細胞由来
因子(DKK1 や SDF-1 等)は色素形成を抑制することが報告されている. これらの線維芽細
胞由来因子の分泌量は存在部位や老化による変化が大きいことが明らかにされている.しか
しながら, 紫外線による一時的な色素沈着における炎症因子と線維芽細胞の色素形成抑制
因子に関する研究は限定的であった. 本研究では, 紫外線 UVB による色素形成の誘導にお
ける角化細胞由来の IL-1αと線維芽細胞由来のDKK1 の関係を検討した. 馴化培地を用い
た試験において、角化細胞-線維芽細胞の馴化培地で処理された色素細胞のメラニン量は角
化細胞の馴化培地で処理された条件と比較して有意に減少した. 対照的に, UVB 曝露角化
細胞-線維芽細胞の馴化培地で処理された色素細胞ではメラニン量の減少が誘導されなかっ
た. この際, 馴化培地の DKK1 量は UVB 暴露条件において顕著な減少が認められた. 加え
て, rhIL-1α で刺激した結果および抗炎症作用をもつグリシン亜鉛で検討した結果により, 
角化細胞由来の IL-1α と線維芽細胞由来の DKK1 分泌は負に相関する可能性が示された. 
以上より, 紫外線で誘導される表皮炎症は, 線維芽細胞の色素形成促進因子を増加させる
だけでなく, 色素形成抑制因子を低下させることで皮膚の色素形成を促進することが示唆
された. 
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SDGs 時代のための乳化技術の新規応用 ～乳化と分離の制御による CO2排出と廃棄量の削減～ 

New Application of Emulsification Technology for the SDGs Era  

~Reducing waste through control of emulsification and separating~ 

○木村勇輝、瀬田啓一郎、加治恵 

Yuki Kimura, Keiichirou Seta, and Megumi Kaji 

ポーラ化成工業株式会社 〒244-0812 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町 560 

POLA Chemical Industries, INC 

1. 諸言 

 化粧品は我々の生活を豊かにする一方で、製造時の加熱工程に起因する CO2排出や廃棄される化

粧品が環境に悪影響を与えている。そこで本研究では、ヘテロ凝集を利用して乳化を行う乳化剤

METHOXY-PEG23-METHACRYLATE/GLYCERYL-DIISOSTEARATE-METHACRYLATE 

COPOLYMER (M-polymer)に着目し、乳化物の低エネルギー製造と乳化物のリサイクルについて検討

を行った。 

2. 方法 

M-polymer を用いた乳化物の乳化状態を解除し、油と水を分離できるか確認するため、乳化物中

の水分を除去（濃縮）した後、ラマン顕微鏡を用いて濃縮物の観察を行った。次に、分離させた乳

化物から M-polymer を回収し、得られた回収物について NMR による定量分析を実施した。その後、

得られた回収物を用いて乳化物を再度調整し、経時安定性と感触評価を実施した。加えて、M-polymer

を用いて自社製品を製造した際に削減される CO2排出量を計算した。 

3. 結果および考察 

濃縮した乳化物を観察した結果、乳化物中の M-polymer 濃度が高い場合は水性成分と油性成分が

分離していることが確認できた(図1)。これは、濃度の上昇によってM-polymerが液晶構造を形成し、

ヘテロ凝集が働かなくなったためだと考えられる。さらに、乳化物の濃縮によって、油の混入なく

M-polymer を含む回収物を得ることが

できた。さらに回収した M-polymer を

用いて乳化物を作製したところ、新品

の原料による乳化物と同等の経時安

定性・感触をもつことが確認できた。

また、製造時の CO2排出量は最大で約

75％削減できると試算された。 

4. 結論 

化粧品原料のリサイクルを行うためには、分離が非常に重要になる。そして本研究では、M-polymer

の濃度を変更することによって、乳化と分離をオンデマンドで制御できることを見出した。加えて、

分離した M-polymer を用いて再度乳化物を作製することができた。つまり、M-polymer は化粧品原

料を繰り返し使う化粧品のリサイクルを実現可能な素材であると考える。このようなモノづくりの

コンセプトを業界全体に共有し、サスティナブルなモノづくりに取り組むきっかけとしたい。 

(A) In low concentration: (B) In high concentration:

Oil

Water

M-polymer
particles

Red 
M-polymer mergeyellow 

Oil

Emulsification Separation 

図 1. M-polymer の乳化特性評価 
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Novel second skin technology by Direct-Electrospinning method with adhesive 
primer to achieve superior makeup appearance and longevity

○Nobuyuki Asami1, Soyoung Park1, Natsuko Okiyama1, Ken Nishino1,  
Baku Takimoto2, Takanori Igarashi3, Yukihiro Miyazaki1, Takamasa Yamamoto 

1 Makeup Products Research, 2 Skin Care Products Research, 3 Analytical Science Research, Kao Corporation 

[1] Yu et al. (2016) Nature material 15: 911-919, [2] Hajjaj et al. (2021) J. Soc. Cosmet. Chem. Jpn. 55: 

346-358. [3] Krysiak et al.(2020) Appl. Bio Mater. 3: 7666-7676, [4] Gabe et al. (2022) Skin Res. Technol. 28: 1-7

Fig. 1 Increase of durability of D-ES film against 

mask by the primer. Dashed line represents the film 

area just after application. 
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分子シミュレーションを用いた洗顔料における化粧落としメカニズムの解明 
～in silico による処方開発は人を凌駕するか？～ 
 
横山貴洸 1，三譯秀樹 2，濱口直 3，中武良一 2，荒井規允 1 
1 慶應義塾大学，2株式会社ファンケル，3キリンホールディングス株式会社 
 
背景 

洗顔料とクレンジング料を一体化することは塗布時間の短縮だけでなく，環境負荷低減にもつながる．洗顔クリ

ームなどの界面活性剤型洗浄剤は，水を主成分としているためすすぎやすさは優れているものの，クレンジングオ

イルなどの溶剤型洗浄剤に比べメイク除去力が弱いという課題が残る．すすぎやすさとメイク除去力が両立する優

れた洗浄剤が求められているが，無限にある成分の組み合わせの中から最適な処方を見つけ出すことは困難である．

そこで本研究では分子シミュレーションを用いることで，メイク落としの本質的なメカニズムの理解を試みた．分

子シミュレーションは，実験的に観察することが難しい分子集合体構造や洗浄プロセスを可視化することができる．

様々な洗浄剤の処方を再現し，構造と洗浄力について検討を行った．  
方法 

分子シミュレーション: 散逸粒子動力学(DPD)法を用い，様々な界面活性剤とポリオールを含む多成分系の分子構

造を再現した．再現された構造について，表面張力，水との接触面積，各成分の分散度を算出した．これらの値を

実験と比較することで，各分子の洗浄性能への寄与を検討した．  

実験データ: イオン性界面活性剤，非イオン性界面活性剤，ポリオール，および水を加熱攪拌しながら十分に混合し

て試験試料を調製した．洗浄性能は，色差計を用いてウォータープルーフアイライナーの残存率を求めることによ

り評価した． 
結果と考察 

各処方に対応し，ミセル，ラメラ構造，高次ネットワーク構造など様々な自己集合構造が得られた（図 1）．すべ

ての処方について表面張力，分散性を算出したところ，ミセルのような単純な構造から複雑な高次構造へと移行す

るにつれて，それらの値は増加した．洗浄性能と集合構造を定量的に結びつけるため，実験的に得られた洗浄率と

比較した結果，表面張力や分散性が高くなるほど，洗浄性能が高くなることがわかった．したがって，洗浄剤の洗

浄性能は分散性や表面張力などの特性を介し，自己集合構造と関連していることが示唆された． 

次に高次構造を形成する処方の特徴について検討した．水溶液中で弱い親水性を示すポリオールや非イオン性界

面活性剤とアニオン性界面活性剤の比率が高くなると，複雑な高次構造を形成する傾向があることを見出した．ヘ

キサカプリル酸ポリグリセリル―２０のような特定の分子が構造内部に取り込まれることで，構造がより複雑にな

ることもわかった．このように特定のポリオールと非イオン性界面活性剤の添加は，高い洗浄性能を得るために有

効な方法であることを示した． 

結論 

分子シミュレーションを用い，多成分系の自己集合構

造を再現し，洗浄剤の洗浄メカニズムを検討した．その

結果，水溶液中で形成される自己集合構造が洗浄性能に

関連していることを示した．高次構造の形成が表面張力

などを介して洗浄性能に影響を与え，ポリオールや非イ

オン性界面活性剤などの弱親水性の添加剤がその形成を

補助することがわかった．本研究の結果は，処方設計の

試行にかかる膨大なコストを削減し，in silicoでの処方

設計確立につながることが期待される． 

 
図 1 シミュレーションで得られた代表的な自己集合構造 
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新規ホスファチジルコリン類似界面活性剤の開発と化粧品への応用 

遠藤 亮 1・佐々木 勝行 1・渡邉 有咲 1・中井川 雪美 2・小林 礼実 2・矢田 詩歩 2・吉村 倫
一 2 ・原 優介 3・関口 孝治 3（1.株式会社アルビオン・2.奈良女子大学・3.日油株式会社） 
 

緒言 

界面活性剤は、商品の機能性や使用感のみでなく、安定性にも大きく寄与する非常に重要な

成分である。本研究ではリン脂質のような扱いやすさや高い安全性を持ち、また、ジェミニ

型界面活性剤のように低い臨界ミセル濃度、高い自己会合性による優れた安定性を有する

新規界面活性剤の開発を目指した。これまでの研究においてビス（ヒドロキシエチル）オレ

イルアンモニウムエチルリン酸べへニル【PCG(P(22)-N(Et)(18:1)】及びビス（ヒドロキシ

エチル）ベヘニルアンモニウムエチルリン酸オレイル【PCG(P(18:1)-N(Et)(22)】の高い界

面張力低下能や高い乳化安定性に関して報告した(*1)。今回はその他の機能性や化粧品へ

の応用検討について報告する。 

方法 

本研究では、化粧品の汎用原料である油剤への溶解性および乳化維持時間を確認した。また、

ベヘンジモニウムエチルリン酸ステアリル【PCG(P(18)-N(22)】は、ベシクルを形成するこ

とが報告されており、合成したサンプルも同様にベシクルを形成する可能性がある。そこで、

界面活性剤・水・グリコールを用いて三相図を作成し、偏光顕微鏡によるマルタ十字の確認、

動的光散乱(DLS)測定、小角 X 線散乱測定(SAXS)、透過型電子顕微鏡(TEM)観察などを実施

した。さらに、得られた会合体を用いて水分蒸散抑制機能の確認を行った。 

結果および考察 

合成したサンプルの検討より、【PCG(P(22)-N(Et)(18:1)】が溶解

性、乳化維持時間ともに有意な結果を示した。この結果は、窒素

原子に結合する親油鎖に不飽和結合、親水性部位にヒドロキシエ

チル基を有することに起因すると考えられる。また、三相図およ

び、組成物に対する偏光顕微鏡によるマルタ十字の確認、DLS 測

定、SAXS、TEM を用いた解析を行った。その結果、リン脂質及

び【PCG(P(18)-N(22)】に比べラメラ構造体を形成する領域が拡

大していることが示唆された。また、TEMによって観察された

会合体（図 1）に関して SAXS、DLS 測定を行った結果、ベシクルであることが示唆された。

さらにベシクルを用いた水分蒸散抑制効果実験の結果、【PCG(P(22)-N(Et)(18:1)】は

【PCG(P(18)-N(22)】と同等の水分蒸散抑制効果を有していることが確認された。このこと

から、【PCG(P(22)-N(Et)(18:1)】は水分蒸散を抑制する機能を持つことが確認された。 

参考文献 

(*1)小林 礼実 他、日本油化学会第 60回年会(2021)  

図 1会合体の TEM画像 
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細胞のアンテナとして機能する一次繊毛：新規炎症性皮膚疾患マーカーとしての応用 
鳥山真奈美 1, 2, 3, Defri Rizaldy 1, 2, 4, 中村元樹 5, 藤田郁尚 1, 2, 6,岡田文裕 1, 6, 森田明理 5, 
石井 健 2, 7, 8 
 
1. 阪大・薬・先端化粧品科学 2. ワクチン・アジュバント研究センター（CVAR）、医薬基盤・健康・栄養

研究所 3. 奈良先端大バイオ 4.  School of Pharmacy, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia.
5. 名市大・医・加齢環境皮膚科学 6. 株式会社マンダム 7. 阪大・免フロ 8. 東大・医科研・ワクチン科

学 
  
 

背景 

皮膚は、最大面積の免疫器官である。中でも表皮は体表と外界の

境に位置し、外部刺激の影響を受けやすい。病原体や大気汚染物

質、化粧品などの化学物質などによる表皮曝露は、免疫応答を速

やかに誘導するが、過剰な応答はサイトカイン産生量や細胞の分

化・増殖のバランスを崩し、皮膚疾患の原因となる。そのため、

様々な指標を用いた皮膚炎症の定量的解析法の確立、および皮膚

免疫の制御機構の解明が広く望まれている。一次繊毛は細胞外に

突出し、「アンテナ」のように細胞外環境を感知している細胞小器官である（図 1）。一次繊毛内で

は様々な細胞内シグナルが伝達されていることから、細胞と組織の恒常性維持に重要な役割を担うと

考えられている。しかし、皮膚免疫制御における一次繊毛の生理的な機能は明らかではない。 

結果及び考察 

免疫応答における一次繊毛の生理機能を調べる

ため、まず初めに我々は末梢血由来免疫細胞

（Ｔ細胞、Ｂ細胞、単球、樹状細胞、ＮＫ細

胞）を単離し、これら細胞における一次繊毛の

有無を調べた。その結果、単球と樹状細胞は一

次繊毛をもつことが分かった（図 2）。さら

に、ヒト成人皮膚における

一次繊毛の存在を調べ、健

常表皮ではランゲルハンス

細胞とケラチノサイトが一

次繊毛を持つことを見出し

た。興味深いことに、ヒト

アトピー性皮膚炎（AD）表

皮の基底層付近において一

次繊毛の過剰形成が認められた（図 3）。AD 表皮では未成熟かつ

増殖活性の高い細胞が増加していたこと、また細胞培養系を用い

た解析により、一次繊毛の形成抑制は樹状細胞の成熟マーカー発現を促進させたことから、一次繊毛

は表皮細胞の増殖と成熟を制御し、皮膚免疫の恒常性維持に機能していることが示唆された。 
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Surfactant-induced membrane dynamics and skin irritation 
界面活性剤が誘起する膜ダイナミクスと皮膚刺激性について 

（神戸大学・北陸先端大）辻野 義雄、高木 昌宏 
（コタ株式会社） 高瀬 修一、安 鋼、萬代 由莉恵 

【背景】洗剤やシャンプー等の身近な製品に含まれる界面活性剤の刺激性を評価するために、ウサ

ギに点眼し炎症状態を観察する方法（ドレイズ

法）や、その代替法としての角膜細胞（ウサギ・

ヒト）生存率評価法があるが、動物愛護や定量性

の観点で問題がある。皮膚一次刺激性試験代替法

として、再構築ヒト表皮を用いる試験法がある

が、軽度の刺激性を評価することができない。

我々は、痛み刺激が細胞膜損傷を起点とする点に

着目し、細胞模倣膜の変形を観察する新規刺激評

価法を開発（図 1）し、ヒト皮膚試験（スティン  
図１：膜変形を利用した刺激性評価 ギングテスト）と比較した。 

【実験材料・方法】不飽和脂質(1,2-dioleoyl- sn-glycero-3-phosphocholine)を用いて細胞サイズのリ

ポソームを作成し、界面活性剤の添加後の膜変形をレーザー共焦点顕微鏡にて観察した。同時に、

ヒト皮膚試験を行い、両者の結果を比較し、リポソーム膜変形と刺激性との相関関係を調べた。 
【結果・考察】刺激強度に応じた細胞膜模倣膜の膜変形が存在し、高刺激性界面活性剤では余剰膜

表面の増加、低刺激界面活性剤では収縮を引き起こすことを明らかにした。 
低刺激性ヤシ油由来アミノ酸系界面活性剤（ココイルグルタミン酸 Na）について、主成分であ

るラウロイルグルタミン酸 Na(C12)と比較した結果、ラウロイルグルタミン酸 Na の方が高刺激で

あることがリポソーム試験、ヒト試験の両面から明らかになり、C12 以外の界面活性剤による刺激

軽減効果が示唆された（図 2）。 
 
 
 
  

 
 
 

図 ココイルグルタミン酸ナトリウムとラウロイルグルタミン酸ナトリウムの比較

刺激軽減効果が報告されている両性界面活性（コカミドプロ

ピルベタイン）を混合させた場合でも、ヒト試験による刺激軽

減効果に応じた膜変形を確認することができ、リポソーム試験

は、混合系でも有効である事が示された（図 3）。 
膜変形の要因を、膜への挿入速度 Vin、二重膜における内層と

外層間の移動速度 VFlip-Flop、膜から離れる速度 Vout に分けて、

変形の状態について考察し、Flip-Flop 速度が刺激性に関わって

いると推測し、現在、その解析を実施している。  

図３：両性界面活性剤（コカミドプロピルベタイン）との混合試験
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Simultaneous 3D visualization of hair microstructure and damage using FIB-SEM 
 

〇Yasunori Okuma*, Jiro Tanaka, Akimasa Mochizuki, 

 Research Center, Arimino Co., Ltd, 25-5, Oazamiyako Namegawa-machi, Hiki-gun, Saitama, 355-0812 Japan 
 

Abstract  
In order to develop an effective hair care product, it is important to elucidate details of hair 

damage. Therefore, we tried to make the microstructure and the damaged part in the hair into 3D 
at the same time to confirm which part in the hair and how much damage occurred. Furthermore, 
we searched for ingredients that prevent hair damage. 

The microstructure of hair was directly imaged by FIB-SEM. We sputtered the surface of the 
specimen with gallium ion beam and observed the new exposed surface by backscattered electron 
imaging with SEM and repeated the process of sputtering. Finally, we reconstructed the 3D 
structure by stacking the images of serial section series. As a next step, we examined the protection 
effect of treatment with cosmetic ingredients.  

By using FIB-SEM, we succeeded in simultaneous 3D conversion of microstructures such as 
melanins and CMC and damaged parts such as voids in bleached hair. As a result, bleached hair 
had more voids than non-chemical treated hair. Especially it was confirmed that the size of void in 
CMC was biggest than void of near melanins. Following screening of ingredients that prevent hair 
damage, S-Sulfokeratin showed a high prevent effect. The FIB-SEM measurements showed S-
Sulfokeratin inhibited the generation of voids. 

 

Enhancing the penetration of ingredients into hair fibers using carbonated water  
 

Noriyuki Tanji1, Takuya Miyagawa1, Katsuyuki Yuki1, Toshihiro Tamura2, Mizuki Takeuchi2 
1 Kao Corporation, Hair Care Products Research, Tokyo, Japan,  
2 Kao Corporation, Analytical Science Research, Tokyo, Japan 

 
Background: Low penetration performance is a major issue for ingredients that affect hair 
internally. Therefore, the penetration of ingredients must be enhanced. For example, although 
p-toluene sulfonate (PTS) can loosen the hair curls without damage, this treatment requires 
considerable time to achieve tangible effects. Herein, we have developed a novel method to 
enhance the penetration of ingredients into the hair. Especially, we studied the possibility of 
enhancing the penetration using carbonated water, which promotes hair swelling. 
Methods: A PTS-containing formulation was carbonated by introducing carbon dioxide. The 
hair curl radius and the hairstyle were compared before and after the treatment. Furthermore, 
the change in the internal structure of the hair was analyzed. 
Results and discussion: The carbonated PTS solution could reduce the curl-loosening time 
to 1/4, and regular hair wash using the carbonated PTS-containing shampoo improved the 
hairstyle. Contrary to expectations, the carbonated water did not change the total penetration 
amount of PTS. However, carbonated water could facilitate the penetration of PTS into the 
macrofibrils based on its ability to make the macrofibrils flexible. We believe that this function 
results in the sufficient reach of PTS into the structure within the macrofibrils and enhances 
the curl-loosening effect.  
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The approach for SDGs based on cultivation of Suizenji-nori, as a raw material of the ingredient, 

Sacran, for cosmetics 

 

Mori, Teruaki1; Fukuzaki, Minoru2*; Kabata, Kiyotaka2; Kaneko, Yoshio3; Doi, Moeko1; Goto, Takehiro1; 

Tanaka, Takumi1 

 
1 DAITO KASEI KOGYO CO., LTD., Osaka, Japan; 2 Tokai University, Kumamoto, Japan;  
3 Kumamoto Gakuen University, Kumamoto, Japan 

 

 

Abstract 

In 2015, United Nations Sustainable Development Summit was held and the agenda of SDGs 

(Sustainable Development Goals) is accepted unanimously.  Cosmetic companies all over the world are 

considering the natural environment and it is very important for them to establish sustainable schemes for 

the production processes.  

  Sacran is very unique natural polysaccharide, which has utilized as an ingredient for skin care 

cosmetics because of its very superior water retaining property and the other unique properties, is 

extracted from Suizenji-nori, which is a Japanese inherent alga designated as endangered species.  

Nowadays, Suizenji-nori is cultivated and survives with the electrically pumping up fountain water from 

the deep stratum related to Mt. Aso, which is well-known volcano in Kyushu.  

  In this study, we have proposed and established the scheme, in which the totally natural cultivation 

process of Suizenji-nori in Mt. Aso Caldera Area.  We have succeeded in the cultivation of Suizenji-nori 

only utilizing the sun light and naturally gushing fountain water without using generated electricity in our 

recent demonstration trials. 

  From now on, we will have co-development action with the government, local municipality and local 

farmers, then aim at the protection of endangered species, the maintaining of fountain water and the 

industrial revitalization in Mt. Aso area.  This movement will lead to the sustainable growth for middle 

and long term following the SDGs concept.  As the result, the cultivation of Suizenji-nori would expand 

employments in Mt. Aso area, and finally the ecosystem around Mt. Aso area will be sustained for good. 
 

Keywords: Suizenji-nori (Aphanothece sacrum), Sacran, barrier effect, environmental conservation, SDGs 

Artificial intelligence model for the prediction of cleansing foam formulations with 
excellent make-up removability 
~Is an “in silico formulator” superior to a human formulator?~	 

Masugu Hamaguchi1*; Hideki Miwake2; Ryouichi Nakatake2; and Noriyoshi Arai3; 
1 Kirin Central Research Institute, Kirin Holdings, 26-1, Muraoka-Higashi 2, Fujisawa, 
Kanagawa 251-8555, Japan; 
2 Research Institute, Fancl Corporation, 12-13 Kamishinano, Totsuka-ku, Yokohama, 
Kanagawa 244-0806, Japan; 
3 Department of Mechanical Engineering, Keio University, 3-14-1 Hiyoshi, Kohoku-ku, 
Yokohama, Kanagawa 223-8522, Japan  

The email address of corresponding author: masugu_hamaguchi@kirin.co.jp  

 

Abstract 

Cleansing foams can contain ingredients in an infinite number of combinations, which 

renders formulation optimization difficult. In this study, we used artificial intelligence (AI) 

with machine learning to build a cleansing capability prediction system that incorporates the 

effects of surfactant self-assembly and chemical characteristics of the ingredients. On one 

hand, more than 500 cleansing foam samples were prepared and tested. On the other hand, 

we applied molecular descriptors and Hansen solubility index for estimation of cleansing 

capability for each formulation set. Five machine learning models were applied to predict the 

cleansing capability. We also used an in-silico formulation, which produces formulations 

virtually with PC and predicts the cleansing capabilities with the established AI model. 

An accuracy of R2=0.765 was obtained. We observed that mixtures of cosmetic ingredients 

demonstrated interactions among each other, and this type of non-linear behavior increased 

the difficulty of predicting the cleansing performance. However, the use of descriptors of 

chemical characteristics ensured high accuracy, and with the assistant of the in-silico 

formulation, we identified a cleansing foam formulation consisting of eicosaglycerol 

hexacaprylate and PPG-9 diglyceryl ether or cyclohexylglycerin that exhibited a high 

cleansing capability of >85% for the removal of waterproof eyeliner. We expect that our 

system will help significantly reduce the effort required for the development of new and 

effective cosmetics. 
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AI-driven formulator skill augmentation 
- Co-formulation of Human and AI for cosmetic development - 

 
○Arai Toshihiro1*, Ohara Kaho1, Kimura Yuki1, Hase Takeshi2, Sathiyananthavel Mayuri2, 

Matsuoka Yukiko2, Yachie Ayako2 

1 Frontier Research Center, POLA Chemical Industries, Inc., Kanagawa, Japan         
2 SBX Corporation, Tokyo, Japan 

Abstract  
In the cosmetics industry, quickly delivering new products for the constantly diversifying and 
evolving market is essential. To quickly develop products that meet these needs, formulators are 
required to improve their ability to design novel formulations effectively. On the other hand, the 
current formulation design practice in repeating hypothesis construction and prototype-based 
verification experiments is time-consuming and resource intensive. Therefore, we considered how to 
build an AI that can be trained using cosmetics information to accelerate the development of the 
formulator. To accomplish this, we designed an AI that predicts the quality of the finished cosmetics 
and provides appropriate information for formulators. First, we acquired data related to cosmetic 
products such as ingredients, creation process, physical properties or tactile sensations. Then we 
developed prediction models that connects the tactile sensation data with formulation data using a 
machine learning algorithm, and designed an AI system that uses these prediction models. Through 
use of the AI, formulators were able to experience the improvement of their design skill efficiency. 
By expanding the limits of human skills with AI, cosmetic chemists should be able to develop 
innovative and revolutionary formulations and give cosmetics possibilities of new functions and uses. 

○
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The ultimate solution for an ideal non-chemical sunscreen 
“A novel spherical zinc oxide renders unsurpassed transparency and texture” 

○Kenji Kayahara, Daisuke Oosaki 
TAYCA CORPORATION 

50-1,Osegi, Akaiwa-shi, Okayama 709-0717, Japan 
 
 
The importance of UV protection has thoroughly penetrated amongst the consumers as is 

evident from the ever-expanding global sunscreen market. Whilst many of the currently 
distributed sunscreen products employ organic UV filters, there are concerns over such 
organic material on both human safety as well as marine pollution, calling for inorganic 
alternatives resulting recently in increasing demands for zinc oxide and titanium dioxide. On 
the other hand, non-chemical sunscreens containing only inorganic UV filters, are typically 
formulated with a combination of zinc oxide and titanium dioxide giving rise to issues such as 
lack of transparency and undesirable texture when applied to the skin, hence far from 
satisfactory to the consumers.  
S-ZnO, developed via advanced particle design and surface treatment technologies, provides 

easy dispersibility and smoothness to the applied coat, thereby optimizing the transparency 
and UV protecting capabilities that are the potentials of zinc oxide. S-ZnO not only resolves 
the long-pending issues related to the unsatisfactory transparency and texture of conventional 
non-chemical sunscreens but also contributes to SDGs in many ways. 

A Proposal on a New UV-induced Pigmentation Story: Epidermal Keratinocytes Regulate 
Dermal Fibroblasts-derived Paracrine Factors Involved in Melanin Production of 
Melanocytes 
 

Satoshi YOSHIMOTO1, Catheleen Anne Ysulat1, Kenji SHIMIZU1, Zhongrui DUAN2, Miyuki FUJISHIRO2, 

Shoichi YAHAGI2 
1Nikko Chemicals Co., Ltd., ;2NIKODERM RESERCH INC.,  

 

It is well known that fibroblast-paracrine modulators such as DKK1 induce suppression of melanogenesis. 

However, the involvement of the interaction between the dermal fibroblasts and melanocytes in UV-induced 

pigmentation via epidermal keratinocytes has been uncleared yet. In this study, we considered a hypothesis that 

keratinocyte-derived primary cytokines which are increased by UVB, can activate melanogenesis through 

suppression of fibroblasts modulators. The melanogenesis in melanocytes treated with the conditioned medium 

of keratinocytes-fibroblasts was reduced compared to non-treated melanocytes. In contrast, this decline of 

melanogenesis was not detected with the conditioned medium of UVB-exposed keratinocyte-fibroblasts. We 

also found that a reduction in DKK1 of fibroblasts was induced in the inflammatory cytokine of UVB-exposed 

keratinocytes. In addition, we found that the reduction of DKK1 expression in fibroblasts through UVB was 

inhibited by treatment of anti-inflammatory ingredients to keratinocytes. These results suggest that skin 

pigmentation due to inflammation in the epidermis is not only caused by the increase of melanocyte-stimulating 

factors derived from keratinocytes and fibroblasts, but also caused by the suppression of melanocyte-modulating 

factors in fibroblasts. 
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New application of Emulsification Technology for the SDGs Era 
~Reducing waste through control of emulsification and separating~ 

○Yuki Kimura, Keiichirou Seta, and Megumi Kaji 
 POLA Chemical Industries, INC, 560, Kashio-cho, Totsuka-ku, Yokohama, Kanagawa, 244-0812, Japan 

Abstract 
Cosmetics are important products that enrich our lifestyle. On the other hand, in exchange for beauty they have 
a negative impact on the environment, such as CO2 emissions from manufacturing and disposal of large 
amounts of unused products. To realize a sustainable society, it is essential to manufacture emulsions using 
lower energy consumption and recycle them instead of disposing of them. To achieve our aim, we focused on 
the emulsifier, ETHOXY PEG23 METHACRYLATE/GLYCERYL DIISOSTEARATE METHACRYLATE 
COPOLYMER (M-polymer), which emulsify by heteroaggregation. 
This study confirmed that emulsion using M-polymer could be separated and M-polymer could be recovered 
without oil contamination. Furthermore, we could successfully remake the emulsion with the recovered 
materials. Finally, it was found that CO2 emissions during production could be reduced by up to 75%. 
These results indicate that the characteristics of emulsifier like M-polymer allow production of emulsions 
using lower energy consumption and recycle emulsions instead of disposing of them. We would like to spread 
this concept to all industries that handle emulsions, because designing emulsions that can be recycled will 
greatly contribute to reducing the environmental impact.  

Novel second skin technology by Direct-Electrospinning method with adhesive 
primer to achieve superior makeup appearance and longevity 

○Nobuyuki Asami1, Soyoung Park1, Natsuko Okiyama1, Ken Nishino1,  
Baku Takimoto2, Takanori Igarashi3, Yukihiro Miyazaki1, Takamasa Yamamoto  

1Kao Corporation, 5-3-28, Kotobukicho, Odawara, Kanagawa 250-0002, Japan 

 
Skin has a barrier function and a social function, e.g. aesthetic appearance. Recently, technology to form 

a single ultra-thin film on the skin, termed second skin, has been expected to go beyond conventional 
cosmetic products, and the second skin is reported to have highly effective barrier functions. However, the 
applicability of the second skin on makeup is limited owing to noticeable film deterioration, such as peeled 
edges and wrinkles. To address these issues, we developed a novel second skin technology, by combining 
the Direct-Electrospinning (D-ES) method with the adhesive primer formulation. This technology achieved 
no noticeable defects during application and sufficient durability against the mask. In addition, this 
technology has also achieved superior smooth appearance, lasting performance, and removability of 
makeup, as well as moisturizing and anti-pollution effects. SEM observations clarified (a) the structure that 
bridged the pores and skin grooves, (b) the network structure in which the fiber retained the foundation 
particles, and (c) the structure in which the skincare and makeup formulations existed separately inside the 
film. These three unique structures may be the reason for their superior cosmetic effects. 
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Computer simulation evidence of the molecular mechanism of makeup removal using cleansing foam 
〜Is an “in silico formulator” superior to a human formulator?〜 

 
Yokoyama, Takahiro1; Miwake, Hideki2; Hamaguchi, Masugu3; Nakatake, Ryouichi2; and Arai, Noriyoshi1*; 

1 Department of Mechanical Engineering, Keio University, 3-14-1 Hiyoshi, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa 
223-8522, Japan; 
2 Research Institute, Fancl Corporation, 12-13 Kamishinano, Totsuka-ku, Yokohama, Kanagawa 244-0806, 
Japan;  
3 Kirin Central Research Institute, Kirin Holdings, 26-1, Muraoka-Higashi 2-chome. Fujisawa, Kanagawa 251-
8555, Japan 
 
The mail address of corresponding author: arai@mech.keio.ac.jp 
 
Abstract 

Cleansing-agent cosmetics are mainly used to remove oily stains from makeup and are multi-component 

aqueous solutions consisting of various surfactants, moisturizers, and pH regulators. In the development of 

cosmetics, experiments are repeated until the desired physical properties are obtained from an enormous number 

of formulation designs. Therefore, the use of molecular simulations to visualize phase states that cannot be 

observed experimentally, and to elucidate the molecular mechanism of cleansing, is expected to be beneficial 

to the industry. Previous studies investigated the self-assembly structure of, at most, four-component mixtures. 

In this study, we investigate the self-assembly structure of a multi-component cleansing-agent system (up to 

seven components) using dissipative particles dynamics. The self-assembly structure varies greatly (vesicle, 

lamellar, or network), depending on the type and ratio of molecules in the formulation. By evaluating the 

structures with respect to their potential energy and dispersibility, we investigated the relationship between 

cleansing performance and self-assembled structure of a formulation. The cleansing performance increases as 

the self-assembly structure develops from simple to complex higher-order structures. Certain surfactants with 

weakly hydrophilic groups increase the complexity of the self-assembled structure, resulting in better cleansing 

performance. The proposed simulation approach could help reduce the huge cost of iterative trials and identify 

possible new formulations. 

Development of a new phosphatidylcholine-like surfactant and its 
application in cosmetics 
Makoto Endo1, Katsuyuki Sasaki1, Arisa Watanabe1, Yukimi Nakaigawa2,  Ayami 
Kobayashi2, Shiho Yada2, Tomokazu Yoshimura2, Yusuke Hara3, Koji Sekiguchi3, 
Masashi Ishiguro1, Kiminori Hirai1  
1ALBION CO. LTD., 2Nara Women’s University, 3NOF CORPORATION, 
Abstract 
Surfactants in cosmetic products are crucial components. We aimed to develop novel 
surfactants with high safety, such as phospholipids, as well as excellent stability owing 
to its low critical micelle concentration and high self-association property, such as gemini 
surfactants. Therefore, the focus was on stearyl behendimonium ethyl phosphate 
[PCG(P(18)-N(22))], a gemini surfactant with a phosphorylcholine group. Thus, a new 
surfactant was developed, and its functionality was confirmed.  
In this study, We confirmed that a new gemini-type surfactant[PCG(P(22)-N(Et)(18:1))]  
formed vesicle. Moreover, the new surfactant showed improved vesicle formation ability 
compared to those of phospholipids and [PCG(P(18)-N(22))]. Because the vesicles formed 
by [PCG(P(22)-N(Et)(18:1))]  are expected to be highly effective in transepidermal water 
transpiration and stratum corneum water content, cosmetics prepared using 
[PCG(P(22)-N(Et)(18:1))] are considered to have high functionality. In the future, further 
detailed analysis of vesicles and their usefulness on the skin will be conducted. 
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SUMMARY 
The skin is the largest immune organ facing the outside of the body. The skin exerts an immune 

responses to maintain homeostasis when stimulated with viruses, pathogens, air pollutants, also 

chemical materials including cosmetics. This immune function is indispensable for skin homeostasis, 

however excessive immune responses cause the overproduction of cytokines and unbalanced cell 

differentiation / proliferation, which may cause skin diseases. Therefore, it is widely desired to 
elucidate the regulation mechanism(s) of the skin immunity, also to establish the method how to 

analyze skin inflammation quantitatively by using various indexes. Primary cilia are cell organelles 

present in almost all cell types. Primary cilia protrude to extracellular space showing like ‘antenna’ to 

sense extracellular environment. Because various signal pathways are transduced in it, it is thought to 

play an essenal role in maintaining cell homeostasis. However, it is not clear the physiological function 

of primary cilia in controlling skin immunity. Therefore, we firstly investigated the presence of primary 

cilia in human adult epidermis/dermis, and confirmed that only langerhans cells (LCs) and 

keratinocytes have primary cilia. Our results suggested that primary cilia in LCs promoted proliferation 
while suppressing maturation, suggesting the physiological function of primary cilia in maintaining 

homeostasis of skin immunity. 

 

 

 

Surfactant-induced membrane dynamics and skin irritation
Masahiro Takagi* 1, 3, Yusuke Nakatani 1, Naofumi Shimokawa 1, Yurie Mandai 2, Gang An 2,
Shuichi Takase 2,Yoshio Tsujino* 1, 3

1 Japan Advanced Institute of Science and Technology, 2 Cota Co., Ltd., Kumiyama, kyoto, Japan
3 Kobe University, Kobe, Japan       *Yoshio Tsujino, E-mail: ytsujino@tiger.kobe-u.ac.jp

Background: We have been studying clarification of the correlation between the irritation of surfactants 
and the membrane dynamics of cell-sized liposomes and compared the results with those by stinging tests.
Method: Cell-sized liposomes composed of unsaturated phospholipids were prepared, and the membrane 
dynamics of liposomes after the addition of various surfactants was observed using laser confocal microscopy 
and types of morphological changes. In parallel human stinging tests were performed.
Results and Discussion: Eight different types of morphological changes could be classified dependent on 
intensity of stimuli induced by various surfactants.  An increase in excess surface area of liposomes 
occurred for the addition of strongly irritating surfactants, while they shrinkage was observed by adding 
low or no irritating surfactants. Shrinkage could be observed mainly for amino acid surfactants depending 
on the intensity of stimulation. We further used our method to characterize sodium cocoyl glutamate and 
found that sodium cocyl-glutamate is less irritating than its major component, sodium lauroyl-glutamate. 
The results by our method were in good agreement with the results of the stinging test. If the surfactants in 
the outer leaflet moved to the inner leaflet (flip-flop), the bilayer obtained the excess surface area. Therefore, 
we considered that membrane dynamics by irritating surfactants depends on the rate of Vflip-flop, and Vout.
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