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はじめに111

われわれは，写真分野で培ったコラーゲン研究，抗酸
化技術，ナノ化技術，光反応解析・コントロール技術な
どを応用し，豊かなハリ感やみずみずしいうるおいで肌
が満たされる化粧品として，2007年9月スキンケアシ
リーズ「アスタリフト」を発売した。アスタリフトは，
高い抗酸化能を持つ成分「アスタキサンチン」と，肌の
保湿成分である「コラーゲン」を配合し，エイジングケ
ア機能化粧品として展開してきた。

発売から5年を迎えた2012年9月，アスタリフトのエ
イジングケア機能をさらに進化させ，「チャレンジする
化粧品。」をキャッチコピーに全アイテムに「ナノリコ
ピン」を配合し総合抗酸化力を高めリニューアル発売し

た。さらに，独自のコラーゲン研究の深耕により見出し
た「高浸透型レスベラトロール」を配合した「アスタリ
フト エッセンス デスティニー」をヒーローアイテムと
して発売した。

本報告では抗酸化研究により見出したリコピンの新規
機能とナノ化技術，また，メッシュコラーゲンの有用性
研究について詳細を報告する。

抗酸化研究の進化211

リコピンの機能性研究2111
リコピンとはカロテノイドの一種であり，トマトやス

イカ，柿などに豊富に含まれる赤色色素である。紫外線
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Abstract

The ASTALIFT series is a comprehensive anti-aging skincare brand, developed by applying Fujifilm’s 
photo technology. After five years of success in the market, we renewed the ASTALIFT series having 
enhanced anti-aging capabilities realized by adding lycopene and an analog of resveratrol in appropriate 
form. We discovered novel benefits of lycopene, such as its ability to promote antioxidant production in 
human skin cells and boost astaxanthin’s antioxidant capacity. We stabilized the lycopene in nano size, 
further enhancing the total antioxidant capacity. This nano lycopene is added to all products of this new 
series. Moreover, we also discovered that mesh collagen (type IV collagen) plays an important role in 
increasing the thickness of the epidermal layer; and thus, added high permeable resveratrol, which exerts a 
protective effect on mesh collagen, into one of the new series products, “ASTALIFT ESSENCE DESTINY”.
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や環境ダメージによって発生する活性酸素を消去する抗
酸化成分のなかでもリコピンは高い抗酸化能を有するこ
とが知られ，抗ガン作用や糖尿病改善作用が報告されて
いる1）。われわれはこのリコピンの高い機能に着目し研
究を進め，リコピンの新規機能「皮膚の自己抗酸化能向
上作用」と「アスタキサンチン抗酸化能向上作用」を見
出した。

リコピンの皮膚の自己抗酸化能向上作用211111
ヒトの皮膚には加齢や，強力な紫外線を浴びることに

よって酸化ダメージを受け，シワ，シミなどの原因とな
ることが知られている。この酸化ダメージから防御する
ためヒトは生体内で抗酸化成分を産生する機能を備えて
いる。しかしながら，加齢とともにこの機能は弱まるこ
とが報告されている2）。そこでわれわれは，生体内に存
在する一連の抗酸化成分の産生制御を担う「Nrf2タン
パク」に着目した。このNrf2タンパクは，通常細胞質
に存在するが，酸化などのダメージを受けると核へと移
行し，一連の抗酸化遺伝子群の発現を誘導し，種々の抗
酸化成分の産生を促進する（Fig. 1-a）。

われわれはリコピンがヒト皮膚細胞において，核中
Nrf2タンパクを増加させ，生体内抗酸化成分であるグ
ルタチオンの合成酵素遺伝子発現を誘導すること，およ
び，細胞内グルタチオン量を増加させることを新たに見
出した（Fig. 1-b1, b2, b3）。また，リコピンによって細
胞内グルタチオン量が増加することで，酸化ダメージに
よる細胞傷害が抑制されることも確認した（Fig. 1-b4）。
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Fig. 1-b1   Effect of lycopene on Nrf2 protein in nucleus.
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Fig. 1-b3   Effect of lycopene on intracellular glutathione production.
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Fig. 1-b2    Effect of lycopene on gene expression of glutathione 
synthesis enzymes.
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Fig. 1-b4   Effect of lycopene on inhibiting cell injury.
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Fig. 1-a   Glutathione synthesis mechanism.
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リコピンのアスタキサンチン抗酸化能向上作用211121
リコピンと同様，高い抗酸化能を有することが知られ

ているアスタキサンチンの抗酸化能は，リコピンと共存
させることで，その持続性を約3倍向上した（Fig. 2）。
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Fig. 2   Synergestic effect of astaxanthin and lycopene.

抗酸化能向上機構211121
リコピン共存下でアスタキサンチンの抗酸化能がより

持続する理由の一つに，分子間1電子移動仮説が考えら
れた。抗酸化作用を示した結果発生したアスタキサン 
チン酸化体に対して，リコピンが自身のπ電子を供与
し，リコピン酸化体に変化すると考えられた。アスタキ
サンチンとリコピンのエネルギー準位関係を実験と理論
計算から見積もったところ，本仮説を支持する結果が得
られた（Fig. 3）。

Fig. 3   Hypothesis of intermolecular electron transfer reaction.

リコピンのナノ化技術2121
このようにリコピンは，化粧品に配合することで，高

い機能を発揮することが期待される。リコピンは油溶性
のため，化粧水などに配合する際は，品質（透明性，べ
たつき）の観点から，ナノ化することが好ましい。しか
し，分解しやすく不安定性な物質であり，また結晶性が
高いため（Fig. 4），安定的にナノ化することは困難で，
これまで実現されていなかった。

われわれは結晶化しやすいリコピンを極微小な70nm
にまでナノ化し，かつ，複数の成分を組み合わせて複合

的に安定性を保つ独自技術を開発した。この技術により，
リコピンの高い抗酸化能などの有用性を損なわず，透明
かつ肌の角質層透過を期待できるサイズの独自のナノリ
コピンを開発することに成功した（Fig. 5）。この技術開
発により，アスタリフトシリーズ全アイテムへのナノリ
コピンの配合を達成した。

Fig. 4 Optical microscopic image of lycopene (at approx. 100× 
magnification).

Fig. 5 Transparency comparison between lycopene nano-sized by 
conventional technology ( left) and nano-lycopene 
developed by Fujifilm (right).

コラーゲン研究の深化211

メッシュコラーゲンケア2111
従来の研究において，加齢に伴いハリを失う原因とし

て，肌の土台となる真皮層の変化とされていた。しかし，
われわれは「加齢により肌（表皮層）が薄層化する」こ
とがハリ低下の一つの原因と考えた。そこでわれわれは，
基底膜層に多く存在し，特殊な構造を持つコラーゲンで
あるⅣ型コラーゲン（メッシュコラーゲン）に着目し詳
細に機能解明を実施した（Fig. 6）。

Fig. 6 Localization of Type I collagen and Type IV collagen (mesh 
collagen).

メッシュコラーゲンの肌への機能を調べるために，東
京農工大学 西山教授と共同で再構築皮膚モデルを作製
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した。組織学的な解析から，メッシュコラーゲンを持っ
た再構築皮膚モデルは従来のモデルと比較し，14日培
養時点で表皮層の厚さが約2倍以上の差が出ることを明
らかにした（Fig. 7）。この結果から，生体内でメッシュ
コラーゲンが正常な質・量で存在することが表皮層の薄
層化予防に重要と示唆された。

Fig. 7 Effect of mesh collagen on the thickness of the epidermis layer
(Comparison of epidermis thickness after 14 days of culture).

1メッシュコラーゲンを守る高浸透型レスベ2121
ラトロール

上記の独自知見から，加齢や紫外線など外的要因により
分解されるメッシュコラーゲンを保護する化合物の探索を
開始した。富士フイルムの化合物ライブラリーをスクリー
ニングした結果，ポリフェノールの一種であるレスベラト
ロールに強いⅣ型コラーゲン分解抑制能を見出した。ただ
し，見出したレスベラトロールは経時安定性と浸透性の観
点から問題があり，その誘導体を検索した結果，メトキシ
誘導体であるプテロスチルベンにレスベラトロール同等の
保護能があることを見出した（Fig. 8）。本化合物はブルー
ベリー系の植物に含まれる天然由来成分である。

Fig. 8   The molecular structures of resveratrol and pterostilbene.

また，3次元皮膚モデルを用いたプテロスチルベンの
肌浸透性試験の結果，通常のレスベラトロールと比較し
て30倍程度高く（Fig. 9），浸透速度を計算すると基底
層という角層奥に存在するメッシュコラーゲン近傍へ十
分に浸透することが期待できた。また，水系剤形の安定
性も高く，機能を保持したまま化粧品への配合が可能と

なった（Fig. 10）。

Fig. 9   Permeability of resveratrol in epidermis model.

Fig. 10    The stability of resveratrol and pterostilbene under room 
temperature.

まとめ411

ASTALIFTシリーズのリニューアルは，ナノリコピン
をシリーズトータルのパワーアップ素材として配合し，
総合抗酸化力を高めることに成功した。さらに，メッシュ
コラーゲンの表皮層増殖への関与の発見により見出され
た高浸透型レスベラトロールを配合したアスタリフト 
エッセンス デスティニーは，角層奥のメッシュコラー
ゲンケアを可能とした。なお，アスタリフト エッセン
ス デスティニーは，抗シワ製品評価ガイドラインに基
づく試験を実施しており，乾燥による小ジワを目立たな
くする効果を確認している。

これらにより，アスタリフトシリーズは，輝きとハリ
に満ちた「フォトジェニック・スキン」へと導く化粧品
ブランドとして展開が可能となった。今後も独自技術を
駆使し，「チャレンジする化粧品。」としてお客様に新た
な価値を提供し続けたい。
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（本報告中にある “アスタリフト”，“ASTALIFT”，“デ
スティニー” は富士フイルム（株）の登録商標です。）


