
エイジングに挑む
― 外部要因による老化とその対応化粧品技術 ―

＜ ス ケ ジ ュ ー ル ＞

＜総合司会　早瀬 基 （花王㈱）＞

時　間 題　目 ・ 講　師

10:00－10:05 開会の挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セミナー委員長　　　植田 光一

＜座長  　村山 智洋 (東洋ビューティ㈱）＞

10:05－10:50 シワを「目立たなくする」から「改善する」までの製剤技術と有効性

㈱資生堂　大田 正弘 氏

10:50－11:35 化粧品用保湿剤の種類と特徴

～両親媒性ポリエーテルとリン脂質ポリマーの応用～

日油㈱　関口 孝治 氏

11:35－13:00 昼　食　休　憩

＜座長  　中村 葉子 (牛乳石鹸共進社㈱）＞

13:00－13:45 長波長紫外線 UVA の防御技術

花王㈱　猪股 幸雄 氏

13:45－14:45 女性の加齢による体型変化の実態

㈱ワコール 人間科学研究所　徳光 奈美子 氏

14:45－15:00 休　　憩

＜座長  　石田 一弘 (コーセー㈱）＞

15:00－16:10 皮膚老化概論 ： 酸化ストレスと糖化ストレス

同志社大学 生命医科学部 教授　米井 嘉一 先生

＜総合司会　早瀬 基 （花王㈱）＞

16:20－17:40 フリーディスカッション

17:40－17:45 閉会の挨拶 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 セミナー副委員長　　　細川 均



演題  ① シワを「目立たなくする」から「改善する」までの製剤技術と有効性

株式会社資生堂　大田 正弘 氏

要旨 ： 2011 年に「乾燥による小ジワを目立たなくする」が化粧品の効能の範囲に追加され、 小ジワに対する

訴求が市場で認知されるようになってきた。 そして 2016 年に「シワを改善する」効能効果の訴求が

医薬部外品で承認され、 これまでにない飛躍的に強い訴求が実現できるようになった。 この承認を

契機に化粧品がシワに対して期待される役割は新たなステージに入ってきた。 本講演ではシワに

対して化粧品が果たしてきた役割を説明するにあたり、 物理的な凹凸補正作用によりシワを目立た

なくする粉体製剤技術から、 細胞レベルで有効成分が作用することによりシワを改善する製剤までを

紹介する。

演題  ② 化粧品用保湿剤の種類と特徴 ～両親媒性ポリエーテルとリン脂質ポリマーの応用～

日油株式会社　関口 孝治 氏

要旨 ： 保湿剤は皮膚角層内の水分を増加 ・ 維持し、 乾燥による皮膚トラブルを防止する重要な化粧品基剤

である。 化粧品用保湿剤としては、 ポリオールのような低分子からヒアルロン酸のような生体高分子

まで多種多様な構造を有するものが知られている。 本講演では、 各種保湿剤について概説した

上で、 感触と機能を両立した両親媒性ポリエーテルや細胞膜類似構造を有するリン脂質ポリマーと

いった機能性保湿剤の応用例について紹介する。

演題  ③ 長波長紫外線UVAの防御技術

花王株式会社　猪股 幸雄 氏

要旨 ： 長波長紫外線 UVA （波長 320 ～ 400nm ）は、 皮膚深くまで侵入し、 長期間浴びると肌のハリや弾力

低下など光老化の原因となる。 また、 地表に届く量も多く、 ガラスなどの透過性も高いため、 室内で

も注意が必要である。 可視光に近い長波長紫外線 UVA を防ぐのに有効な紫外線防御粉体の形状

制御技術および紫外線吸収剤の技術について紹介する。

演題  ④ 女性の加齢による体型変化の実態

株式会社ワコール 人間科学研究所　徳光 奈美子 氏

要旨 ： 株式会社ワコールは、 1949 年の設立以来「美しさ」「快適」「健康」をテーマに、 女性のからだを科学的

に研究することで、 あらゆる年齢、 サイズの女性たちに美しくなっていただくための商品開発を推進し

ている。 人間科学研究所は、 1964 年の発足以来 50 年以上毎年人体計測を続け、 その計測人数は

延べ 4 万人を超えるまでになった。

また、 同一人物を 30 年間以上追跡計測したデータも保有している。 この長期間継続して収集した

データを分析することで、 日本女性の加齢による体型変化の実態が明らかになった。 本講演では

体型変化の実態と体型維持の秘訣について紹介する。

演題  ⑤ 皮膚老化概論：酸化ストレスと糖化ストレス

同志社大学 生命医科学部 教授　米井 嘉一 先生

要旨 ： 光老化は皮膚老化の大きな原因である。 紫外線は活性酸素やフリーラジカルを介して皮膚に酸化

ストレス障害を惹起する。 色素細胞のメラニン産生刺激と角化細胞の遺伝子損傷はシミ形成に、

線維芽細胞刺激はシワ形成に関わる。 糖化ストレスは次に大きな皮膚老化の原因である。 これは

還元糖、 脂質や酒由来のアルデヒドによる蛋白修飾が主反応で、 コラーゲン糖化は皮膚弾力性

低下、 エラスチン糖化はたるみを惹起する。 糖化ストレス対策化粧品の開発は極めて重要である。
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開会の挨拶　セミナー委員長　植田 光一
10：00～

10：05

長波長紫外線UVAの防御技術
花王㈱　猪股 幸雄 氏
長波長紫外線UVA（波長320～400nm）は、皮膚深くまで侵入し、
長期間浴びると肌のハリや弾力低下など光老化の原因となる。また、
地表に届く量も多く、ガラスなどの透過性も高いため、室内でも注意
が必要である。可視光に近い長波長紫外線UVAを防ぐのに有効な
紫外線防御粉体の形状制御技術および紫外線吸収剤の技術につい
て紹介する。

13：00～
13：45

女性の加齢による体型変化の実態
㈱ワコール 人間科学研究所　徳光 奈美子 氏
株式会社ワコールは、1949年の設立以来「美しさ」「快適」「健康」を
テーマに、女性のからだを科学的に研究することで、あらゆる年齢、
サイズの女性たちに美しくなっていただくための商品開発を推進して
いる。人間科学研究所は、1964年の発足以来50年以上毎年人体計測
を続け、その計測人数は延べ4万人を超えるまでになった。
また、同一人物を30年間以上追跡計測したデータも保有している。
この長期間継続して収集したデータを分析することで、日本女性の
加齢による体型変化の実態が明らかになった。本講演では体型変化
の実態と体型維持の秘訣について紹介する。

13：45～

14：45

皮膚老化概論：酸化ストレスと糖化ストレス
同志社大学 生命医科学部 教授　米井 嘉一 先生
光老化は皮膚老化の大きな原因である。紫外線は活性酸素やフリー
ラジカルを介して皮膚に酸化ストレス障害を惹起する。色素細胞の
メラニン産生刺激と角化細胞の遺伝子損傷はシミ形成に、線維芽
細胞刺激はシワ形成に関わる。糖化ストレスは次に大きな皮膚老化の
原因である。これは還元糖、脂質や酒由来のアルデヒドによる蛋白
修飾が主反応で、コラーゲン糖化は皮膚弾力性低下、エラスチン糖化
はたるみを惹起する。糖化ストレス対策化粧品の開発は極めて重要
である。

15：00～

16：10

昼　食　休　憩
11：35～
13：00

シワを「目立たなくする」から「改善する」までの
製剤技術と有効性
㈱資生堂　大田 正弘 氏
2011年に「乾燥による小ジワを目立たなくする」が化粧品の効能の範囲に
追加され、小ジワに対する訴求が市場で認知されるようになってきた。そし
て2016年に「シワを改善する」効能効果の訴求が医薬部外品で承認
され、これまでにない飛躍的に強い訴求が実現できるようになった。この
承認を契機に化粧品がシワに対して期待される役割は新たなステージに
入ってきた。本講演ではシワに対して化粧品が果たしてきた役割を説明す
るにあたり、物理的な凹凸補正作用によりシワを目立たなくする粉体製剤
技術から、細胞レベルで有効成分が作用することによりシワを改善する
製剤までを紹介する。

10：05～

10：50

化粧品用保湿剤の種類と特徴
～両親媒性ポリエーテルとリン脂質ポリマーの応用～
日油㈱　関口 孝治 氏
保湿剤は皮膚角層内の水分を増加・維持し、乾燥による皮膚トラブルを
防止する重要な化粧品基剤である。化粧品用保湿剤としては、ポリオール
のような低分子からヒアルロン酸のような生体高分子まで多種多様な
構造を有するものが知られている。本講演では、各種保湿剤について
概説した上で、感触と機能を両立した両親媒性ポリエーテルや細胞膜
類似構造を有するリン脂質ポリマーといった機能性保湿剤の応用例に
ついて紹介する。

10：50～

11：35

第52回

エイジングに挑む
－外部要因による老化とその対応化粧品技術－

休　憩
14：45～

15：00

フリーディスカッション
16：20～

17：40

閉会の挨拶　　セミナー副委員長　細川 均
17：40～

17：45

■ 日　時 2018年9月27日（木）
10：00～17：45（受付開始：9：30予定）

■ 会　場 京都テルサ（京都府民総合交流プラザ）
http://www.kyoto-terrsa.or.jp/

　　　　　　　　　　　　　　西館テルサホール
フリーディスカッション：同会場

　　　　　　　　　　　　　　東館２階セミナー室他

■ 主　催 日本化粧品技術者会
TEL 045-590-6025

■ 参加費 会員：13,000円／一般：19,000円
当日受付（会員・一般共に）19,000円

■ 申込み期限 2018年9月12日（水）
詳細 ⇒ http://www.sccj-ifscc.com
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