
In recent years, market trends have shown increased demand for base makeup that offers a sheer-looking, flawless finish and 
does not look overdone. Conventional powders have a technical limitation: the more sheer-looking the finish is, the less likely 
it is that the pores, irregular skin tone, and dark spots will be concealed; the more intensive the powder coverage, the less sheer-
looking the finish is. To address this, we developed “SAKURA AURA powder.” With this powder, we have launched the base 
makeup series “ASTALIFT Lighting Perfection,” which offers rich, sheer-looking, and cherry blossom-like skin without losing 
the coverage effect. This is achieved by the soft-focus effect of the powder, which allows more red light, making the skin look 
beautiful, to penetrate through and reflect on skin, and to shine back from inside of the skin.
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1.	 はじめに

　当社は，写真フィルム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・制御技術などを応用し，化粧
品「アスタリフト」を発売しました。2011年9月，日常生
活シーンのさまざまな照明光源で「美しい肌色」を演じるこ
とができるライトアナライジング　ファンデーションを上
市，毛穴・色むら・シミなどをしっかり隠し「カバー力」を

顕著に実感できるとの好評を得てきました1）。
　しかし近年の市場トレンドでは，厚塗りに見えない「透明
感のある美しい仕上がり」への要望が高まりました。そこで
われわれは「透明感を追求すると毛穴・色むら・シミがカ
バーできず，カバー力を求めると透明感が失われる」という
従来の粉体の技術的課題に取り組み独自開発した「SAKURA 
AURA（サクラオーラ）パウダー」を配合し，肌を美しく見
せる「赤色光」を多く透過・反射させ，肌内部から明るく照
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らし返すソフトフォーカス効果によって，｢桜｣ のような「透
明感」あふれる肌に仕上げると同時に「カバー力」も実感で
きるベースメイクシリーズ ｢アスタリフト　ライティング
パーフェクション」を上市しました（Figs. 1，2）2）3）4）。

2.	 SAKURA	AURA（サクラオーラ）パウダーの
特徴「桜」と「美しい肌」の共通点

　当社は，｢女性の理想とする美しい肌｣ の検討過程で，写
真の被写体として多くの人が美しいと感じる「桜」に着目し
ました。｢桜の花びら｣ のみずみずしく透き通るような色感
や美しさを肌の上で再現すれば ｢美しい肌｣に近づくと考え，
その光学特性を分析し，共通点を探しました。その結果，美
しさのカギが光であること，「光を表面で全方向に，かつ均
一に反射する」「黄色の光を吸収する」「光を内部に多く透過
させ，深部から反射させる」という3つの共通点を見出し，

その光学特性を肌の上で再現するために，独自粉体 ｢サクラ
オーラパウダー｣ を開発しました（Fig. 3）。
3つの共通点は，以下にて説明します。
　2.1.「光を表面で全方向に，かつ均一に反射する」
　2.2.「黄色の光を吸収する」
　2.3.「光を内部に多く透過させ，深部から反射させる」
　この ｢サクラオーラパウダー｣ は，肌色をくすませる黄色
光を吸収する特性を持つ「赤色パウダー」と，肌表面で光を
全方向に均一に反射する「白色パウダー」を組み合わせた光
学粉体です。従来の一般的なファンデーションで使われてい
る赤色の顔料ではなく，赤色の光を効率的に肌に取り込むこ
とのできる，濁りのない「赤色色素」を採用しました。しか
し，この「赤色色素」は，非常に不安定な素材で，そのまま
ファンデーションに配合することが難しい素材でした。そこ
で，当社はこの赤色色素を独自技術により粉体に固定化し，
安定な赤色パウダーを開発しました（Fig. 4）。

Fig. 2　Makeup effect after makeup (left) and before makeup (right)

Fig. 3　“SAKURA AURA powder”

Fig. 4 Modification of an unstable red pigment to form stable red 
powder 

Fig. 1 Makeup cosmetic “ASTALIFT lighting perfection” from the 
left, “pressed powder” for base makeup finish, the powder 
foundation “long keep pact UV,” and the liquid foundation 
“moist pure liquid UV”
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2.1	 表面の凹凸構造	
「光を表面で全方向に，かつ均一に反射する」

　「桜」と「美しい肌」，「加齢肌」の表面で反射される光に
ついて，光学顕微鏡とゴニオメーターにより，凹凸構造を観
察し，光の強度と角度分布を測定しました。
　光学顕微鏡観察から，「桜」と「美しい肌」は，表面の凹
凸の大きさが均一に揃っているのに対し，｢加齢肌｣ は凹凸
の大きさがバラバラでした（Fig. 5）。
　またゴニオメーター（円の大きさで反射光の強さを表し，
正円に近いほど全方向に均一に光が反射することを示す）測
定から，「桜」と「美しい肌」は反射光が多く，全方向へ均
一に反射するが，「加齢肌」は反射光が少なく，方向も偏っ
ていました（Fig. 6）。
　これらの結果から，「桜」と「美しい肌」は，表面の凹凸
の大きさが均一であるため，全方向へ均一に光が反射するの
に対し，「加齢肌」は凹凸の大きさがバラバラであるため，
反射する方向が偏っていることが分かりました（Fig. 7）。
理想的な肌の反射の光に近づけるために，われわれは肌表面
で光を全方向に均一に反射する効果のある「白色パウダー」
を独自粉体｢サクラオーラパウダー」に配合しました（Fig. 8）。

2.2	 「黄色の光（肌くすみ）を吸収する」
　私たちの生活空間を照らす波長570～ 600nmの黄色の光
は，肌をくすんで見せる性質があります。
　「桜」と「美しい肌」「加齢肌」の反射スペクトルを測定し，
黄色光の吸収率差を数値で示しました（Fig. 9）。
　「桜」と「美しい肌」は，黄色光の反射率の低下幅が大きく，
｢加齢肌｣ は黄色光の反射率の低下幅が小さくなっていまし
た。
　つまり，「桜」と「美しい肌」は，色をくすませる原因と
なる黄色の光を吸収することで，くすみの無い美しい色味が
作られているのに対し，「加齢肌」は黄色の光でくすんで見
えていることが分りました。
　そこで ｢サクラオーラパウダー｣ に，肌色をくすませる黄
色光を吸収する「赤色パウダー」を配合しました。

2.3	 ワンショット可視分光SD-OCTで光を解析	
「光を透過し，肌の深部から反射させる」

　「桜」と「美しい肌」，「加齢肌」の内部を透過して戻って
くる光が，肌の奥のどの深さから反射してくるのか，光の光
量はどのぐらいあるのかを解析しました。
　医療分野のOCT装置は，非侵襲で生体組織の断層画像を
撮影できるが，μｍ分解能での精緻なデータ取得には時間が
かかり，長時間の固定が難しいヒトの肌の断面撮影は困難で
した。また，近赤外光を光源としており，肌の光（可視光）

Fig. 5 Optical photomicrographs of the surface of a cherry blossom 
(left), beautiful skin (middle), and aged skin (right)

Fig. 6　Angle distribution of reflected light intensity (goniometer)

Fig. 7 Direction of the reflected light cherry blossom and beautiful 
skin (left) and aged skin (right).

Fig. 8 Angular distribution of the reflected light intensity from white 
powder (goniometer)

Fig. 9 Reflectance spectrum and decreased reflection ratio of yellow 
light
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の情報とは異なりました。そこでわれわれは，光源を可視光
とし，一瞬で対象物の断層画像が得られる「ワンショット可
視分光スペクトラルドメイン型（SD型）干渉断層画像解析
装置（OCT装置）」を開発しました。
　特徴は，光学系を波長固定光源と分光器を用いて光干渉を
行うスペクトラルドメイン型とし，光を線（ライン）状に集
光させるシリンドリカルレンズ（CL）を組み込み，肌の内
部から戻ってきた測定光を参照光と干渉させてシグナル像を
強調することで，わずか数10msという瞬時の撮影が可能に
なりました（Fig. 10）5）。
　また光源を，白色光からカラーフィルターを通す設計とす
ることで，任意の波長の可視光による肌の断層画像の撮影が
可能となりました。さらに複数の波長の光を同時に透過させ
る多波長同時透過フィルターにより，RGB（赤・緑・青）の
光を同時に照射し，同じ箇所のRGB分光断層画像を一度に
撮影することも可能となりました。

　ワンショット可視分光SD-OCTを用いて「桜」と「美しい
肌」，「加齢肌」の断層画像を撮影しました。画像の白い部分
はその深さから戻ってくる光量が多いことを示し，黒い部分
は少ないことを示しています（Fig. 11）。
　「桜」と「美しい肌」は，肌のより深部から反射し，かつ
光量も多い状態です。一方「加齢肌」は，肌の浅い部分から
反射し，しかも光の光量が少ないことが分りました。
　この結果から，光量が多く反射される「桜」と「美しい肌」
は明るいため透明感があるように見え，「加齢肌」は明るく
ないため，濁ったようにくすんで見えていることが分りまし
た。

3.	 赤色光が肌を美しくするメカニズムを解明

　一般的に，透明感や毛穴・色むら・シミの目立ちといった
肌の見え方は，肌に当たる光の波長の違いによって大きく異
なり，波長の短い青色光は毛穴・色むら・シミを目立たせる
のに対して，波長の長い赤色光はそれらを目立ちにくくする
性質があることが一般に知られています。しかし，そのメカ
ニズムは解明されていませんでした。
　｢ワンショット可視分光SD-OCT｣ でさまざまな波長の可
視光をあてたヒトの肌の断層画像を撮影し，毛穴・色むら・
シミなどの肌トラブルと光の色の関係を解析しました（Fig. 
12）。
　「青色光」は，角質層と表皮層の浅い領域のみで，光を反
射する皮膚の領域が薄く，光量も少ないことが分かりました。
一方，「赤色光」は，肌深部の真皮上層まで多くの光が透過
しており，光を反射する皮膚の領域が広く，また，多くの反
射光が得られるため，肌を内側から照らし出しています。
　つまり，肌に透明感を与えるメカニズムは光の浸透の深さ
と光量であり，反射肌深部まで光を多く透過させ，かつ多く
の反射光を戻すことにより，毛穴・色むら・シミなどの肌ト
ラブルを目立たせずに，肌に透明感を与えることが分かりま
した。

　次に，スリット評価法にて「赤色光」を細長いスリットを
通して垂直に照射し，その照射位置から肌の内部を水平方向
へ光が伝播する距離を測定しました（Figs. 13，14）。
　「サクラオーラパウダー」を配合したファンデーションの
方が，「赤色光」の光が届く範囲が広く，伝播距離が長い（約
3倍）ことが明らかとなりました。

Fig. 11 Tomographic images of light reflected from under the skin 
cherry blossom (left), beautiful skin (middle), and aged skin 
(right).

Fig. 12 Tomographic images of human skin with visible light of 
varying wavelength blue light (left), green light (middle), and 
red light (right).

Fig. 10　Optical system of one-shot visible spectrometer SD-OCT
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4.	 メイクアップ効果「透明感」と「カバー力」
の両立

4.1　透明感
　「毛穴が目立つ肌」を模したシリコン製の肌レプリカにファ
ンデーションを塗布し，肌レプリカの後方から光を照射し，
透過する光の量を測定しました（Fig. 15）。透過する光量が
少ないほど透明感が失われ，厚塗りに見え，透過する光量が
多いほど透明感ある仕上がりとなります。
　通常のファンデーションは，素肌と比べ，透過する光が半
減するが，一方「サクラオーラパウダー」を配合のライティ
ングパーフェクションは，ほぼ素肌と遜色ない量の光を透過
することを確認しました。

4.2　カバー力
　毛穴・色むら・シミなどの肌トラブルを含む領域をそれぞ
れ，「サクラオーラパウダー」配合のファンデーション塗布
前，塗布後で撮影し，撮影した画像の明度を測定した（Fig. 
16）。顔全体の中で色の明度（明るさ）が一定量低減してい
る小さな領域を ｢毛穴｣，大きな領域を ｢色むら｣ と定義し
た。また，｢シミ｣は目視で確認した。画像全体にしめる毛穴・

色むら・シミと認識できた面積をパーセンテージで示し，そ
の変化率を比較した。
　毛穴・色むら・シミの面積が，「サクラオーラパウダー」
配合のファンデーション塗布により大幅に減少することを確
認しました。

Fig. 13 Slit evaluation method (measurement of light traveling 
distance inside skin)

Fig. 14 Distance travelled by red light under the skin after SAKURA 
AURA powder application

Fig. 16 Areas recognized as “pores,” “irregular skin tone,” and “dark spots” greatly decreased after applying the "ASTALIFT lighting perfection" 
foundation.

Fig. 15　Light transmission effect in a skin replica
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4.3　持続力
　パウダーファンデーション「ロングキープパクトUV」は，
汗や皮脂による化粧くずれやくすみを抑え，朝メイクしたと
きと同じ質感や色味を保つ持続力が特長です。ふんわりと柔
らかな肌印象とさらさらな質感に仕上げます。
パウダーファンデーションを塗布してから6時間後のヨレと
崩れを解析しました（Fig. 17）。鼻の周囲と横に若干変化が
観測されましたが，見た目に影響はありませんでした。

4.4　肌の水分量
　リキッドファンデーション ｢モイストピュアリキッドUV｣
は，スキンケア成分「アスタキサンチン」や「リコピン」，「3
種のコラーゲン」を配合し，みずみずしい肌を保つ高いスキ
ンケア効果が特長です。みずみずしくツヤのある肌印象と
しっとりとした質感に仕上げます。
　スキンケア効果について，肌の水分量の時間変化を測定し
ました（Fig. 18）。
素肌に比べ，長時間に渡り肌の水分を保っていることを確認
しました。

5.　まとめ

　写真の被写体で誰もが美しく感じる桜の花びらを，｢ワン
ショット可視分光SD-OCT｣ で光学的に解析。桜の光の特性
を持つ光学粉体「サクラオーラパウダー」を開発し，ファン
デーションに配合した。カバー力と透明感を両立，すなわち
素肌とほぼ遜色がない光透過量を持ちながら，毛穴・色むら・
シミなどの肌トラブルをカバーしたベースメイク化粧品によ
り，女性の理想とする「美しい肌」をメイクアップ効果で実
現しました。
　今後も写真で培った技術を「理想とする美しい肌」のため
に活用し，新しい着眼点とサイエンスに裏付けられた「富士
フイルム」ならではの商品開発を通して女性の「美しさ」向
上に貢献していきます。
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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。

Fig. 18 Moisturizing effect of the liquid foundation “moist pure liquid 
UV”; changes in skin moisture over time

Fig. 17 Makeup endurance of the powder foundation “long keep 
pact UV” measured 6 hours after application
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