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1．はじめに

富士フイルムは，「美しい写真を作る」技術を，「美しい
肌を作る」ために応用し，機能性化粧品の開発を進めてき
た。平成25年3月1日に，新たなスキンケアブランドとし
て，シミや肌のくすみなどの肌悩みを持つ幅広い年齢層の
女性に向けた美白※1スキンケアシリーズ「ASTALIFT	
WHITE（アスタリフトホワイト）」（医薬部外品）を，上
市した（Fig.	1）。
「シミ」「そばかす」や「肌のくすみ」は，20代後半以降

の多くの女性が抱える肌悩みであり，国内の美白スキンケ
ア化粧品市場は約1，500億円規模である。一方で，「美白
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Abstract

We have developed “ASTALIFT WHITE”, which contains our unique dispersion “nano-AMA”, as a new skin care brand 
for women of all ages with a skin problem such as blemishes and dullness. We focused on the brightening component 
“AMA”, which has anti-inflammatory effects. It contains three main components, “Asiatic acid”, “Madecassic acid” and 
“Asiaticoside”. However, they are slightly soluble both in water and oil, so we developed approximately 20 nm water-
dispersions, which is expected to penetrate into the skin. A comparison of “nano-AMA” with normal “AMA” showed that it 
had up to double the inhibitory effect on melanin production in a 3D skin model. Furthermore, “nano-AMA” greatly 
suppressed the dendrites’ elongation of the melanocytes. We performed a clinical test for 8 weeks to evaluate the effects of 
the serum “ESSENSE INFILT” which is formulated with “nano-AMA”. We observed a significant decrease in the melanin 
index, which indicates the depth of blemishes, and most subjects perceived a brightening effect.

本誌投稿論文（受理2013年12月2日）
	 ＊	富士フイルム（株）R＆D統括本部　
	 	医薬品・ヘルスケア研究所
	 	〒258-8577　神奈川県足柄上郡開成町牛島577
	 ＊	Pharmaceutical	&	Healthcare	Research	Laboratories
	 	Research	and	Development	Management	Headquarters
	 	FUJIFILM	corporation
	 	Ushijima,	Kaisei-machi,	Ashigarakami-gun,	Kanagawa	

258-8577,	Japan
	 ＊＊	富士フイルム（株）
	 	ライフサイエンス事業部
	 	〒107-0052　東京都港区赤坂9-7-3

	 ＊＊	Life	Science	Products	Division
	 	FUJIFILM	corporation
	 	Akasaka,	Minato-ku,	Tokyo	
	 	107-0052,	Japan
	＊＊＊	富士フイルム（株）R＆D統括本部
	 	解析技術センター
	 	〒250-0193　神奈川県南足柄市中沼210
	＊＊＊	Analysis	Technology	Center
	 	Research	&	Development	Management	Headquarters
	 	FUJIFILM	Corporation
	 	Nakanuma,	Minamiashigara,	Kanagawa
	 	250-0193,	Japan

※1　メラニンの生成を防ぎ，シミ・そばかすを防ぐこと。 Fig. 1   The new cosmetic brand “ASTALIFT WHITE”.
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化粧品を使っても効果を感じない」と思っている女性が約
7割に達するという調査結果※2（Fig.	2）があり，このよう
なお客様のニーズに応えるため，美白効果の高いスキンケ
アシリーズの開発を目指してきた。

2．しみ部の形状的特徴

シミの元になるメラニンを生成しているのは，肌の基底
層に存在する「メラノサイト」だが，メラニン生成が活性
化しているメラノサイトでは，さらに，皮膚の奥深くまで
落ち込んでいることが知られている1）（Fig.	3）。このため，
メラノサイトの活性化を抑制するためには，美白成分を

「肌深部へ届け」「効かせる」ことが重要である。

3．アスタリフトホワイトの開発

3.1　美白有用成分「AMA」を独自技術で約20nm 
 までナノ化
われわれが注目した「AMA」
「センテラアジアチカ」は，亜熱帯地域に広く生息するセ

リ科のハーブ植物（Fig.	4）で，野生のトラが傷ついたとき
に体をこすりつけて傷を治したという伝説もあり，別名タ
イガースハーブとも呼ばれている。優れた創傷治癒効果や
抗炎症効果が知られており，古くから，アーユルヴェーダ
などの民間療法で，薬草として重用されてきた。この「セ
ンテラアジアチカ」のエキス中に含まれ，高い抗炎症作用
を持つ3つの成分「アジア酸」，「マデカッソ酸」，「アジア
チコシド」が含まれる美白有用成分「AMA」に着目した

（Fig.	5）。

※2　富士フイルム調べ
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Fig. 2   Survey results on skin brightening effect  
of the cosmetic product.

シミ部位の
メラノサイト位置

Fig. 3   Skin structure of normal region (1) and of spot (3)

Fig. 4   Centella asiatica.
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Fig. 5   The structures of Asiatic acid,	Madecassic acid and Asiaticoside.
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「ナノAMA」の開発
この3成分を複合した美白有用成分「AMA」は，水にも

油にも溶けにくく，また，3つの成分の構造が似ているこ
とから凝集しやすいため，肌の奥に届けるには，ナノ化し
て浸透性を高める必要があった。これらの問題を解決する
ために，天然の両親媒性成分と複合的に組み合わせて，各
成分が凝集を起こさず，効果を発揮するために有効な形で
配置し，安定化する「ナノユニット技術」を構築した。こ
の「ナノユニット技術」により，皮膚浸透が期待できる約
20nmの「ナノAMA」を開発することに成功した（Fig.	6）。
ナノ化していない「AMA」は粒子径が大きいため，光を
透過せず濁って見える。一方，新開発の「ナノAMA」は
粒子径が極小サイズのまま，安定化されているため，光を
透過し，透明に見える（Fig.	7）。

3.2　美白有用成分「AMA」の有用性を皮膚モデル
 で確認

「ナノAMA」によるメラニン生成抑制効果
「ナノAMA」とナノ化していない通常の「AMA」につ

いて，メラニンを産生する細胞であるメラノサイトに対す
る効果を検証すべく，ヒトの皮膚に近い構造の皮膚モデル

（メラノサイト含有3次元皮膚モデル）（Fig.	8）を用いて実

験を行なった。このモデルは，肌の奥に存在するメラノサ
イトの状態を模擬している。

皮膚モデルに，①添加なし②「AMA」添加，③「ナノ
AMA」添加の3つの条件で，14日間培養を行なった。培養
終了後，皮膚モデルからメラニンを抽出し定量を行なった
ところ，「AMA」を添加した場合に対して，「ナノAMA」
を添加した場合は，メラニン生成抑制効果が約2倍に上昇
した（Fig.	9）。

「ナノAMA」によるメラノサイト樹状突起慎伸張抑制効果
同時に，メラノサイトの形態確認を行なったところ，「ナ

ノAMA」を添加した場合は，樹状突起の休眠化（縮小化）
作用を大きく促進し，メラニンの生成を抑制していること
を確認した（Fig.	10）。これは，AMAをナノ化することに
より，皮膚浸透性が向上し，メラノサイトへの働きかけが
強まった結果であると考えられる。

Fig. 7   “Micro-sized AMA” (left) and “nano-sized AMA dispersion” 
　　　　(right).
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Fig. 9   Nano-sized AMA dispersion has twice the skin brightening 
effect of AMA.

メラノサイト

Fig. 8   3D-model of human skin including melanocytes.
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Fig. 6   Cryo-TEM image of nano-sized AMA dispersion 
of ice-embedded sample.
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4　 「アスタリフトホワイト エッセンスイン 
　フィルト」の製剤エビデンス

美白美容液アスタリフトホワイト	エッセンスインフィ
ルトの，ヒトでの美白効果を下記に示す。

顔にシミがある32歳から59歳の被験者女性26名を選抜
し，被験者ごとに観察対象とするシミ部位を決定した。被
験者には1日2回，8週間，全顔に本美容液を塗布せしめ，
その連用前，4週後，8週後にシミの濃さを示すメラニンイ
ンデックス測定と対象シミ部位の写真撮影を実施した。

その結果，シミ部位のメラニンインデックス平均値は，
使用前の191から4週後の183へと有意に減少（p＜0.01）
し，さらに4週後の183から8週後の168へと有意に減少（p	
＜0.0001）した（Fig.	11）。これは美白美容液アスタリフト
ホワイト	エッセンスインフィルトの使用によりシミが薄
くなり，正常部位（メラニンインデックス平均値140）に
近づいたことを示している。一例としてFig.	12に同一被
験者の使用前，4週後の画像を示すが，頬部の大きなシミ
の輪郭がぼやけると共にシミの印象が緩和されており，機
器計測のみならず目視でもシミが薄くなったことが明らか
である。

また被験者へのアンケートから，4週後には26人中20人

（約77％），8週後には22人（約85％）に「シミが薄くなっ
た」，「美白美容液が効いた」，と実感していただくことがで
きた。すなわち本美容液の開発目標であった，約7割の「美
白化粧品を使っても効果を感じない」と思っている女性の
期待に応える製品を開発することができた。

5．まとめ

今回報告したアスタリフトホワイトは，従来写真の開発
において培ってきた乳化分散技術により，当社独自の分散
物を開発しただけでなく，実際にヒト肌に近いモデルを用
いて，効果検証を行なった機能性化粧品である。

われわれは，これからも，独自の知見を活かして，新た
な顧客価値を提供する機能性化粧品の開発に取り組んでい
きたい。
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商標について
・「アスタリフトホワイト」「ASTALIFT	WHITE」「ナノ

AMA」「アスタリフトホワイト	エッセンスインフィル
ト」は，富士フイルム（株）の登録商標です。

・その他，本論文中で使われている会社名，システム・製
品名は，一般に各社の商標または登録商標です。
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Fig. 10   (A) Nano-sized AMA dispersion suppressed dendrite elongation of melanocytes.	
	 (B) Nano-sized AMA dispersion suppressed melanin synthesis.
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Fig. 11   Decrease of melanin index after eight weeks of continuous use. 

Fig. 12   Example of decrease in color density of blemishes  
 after four weeks of continuous use.




