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はじめに111

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。そして2012年7月に新・機能性化粧品ブランド 

「ルナメア」シリーズを上市した。
ルナメアは20代・30代の女性が感じ始める「肌にご 

り」に着目して光学的解析から原因を解明し，その原因
に対して最適なアプローチである「クリア&チャージ」
コンセプトに基づき「クリアナノビタミンE」を含む 
5つの成分を配合して，“やさしく” そして “きちんと”
透明感にあふれ，肌表面と肌内部の両方から輝きを放つ
肌の実現を目指し開発した（Fig. 1）。 Fig. 1   New cosmetic brand “Lunamer”.
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Abstract

Skin dullness is one of the major problems for women of a certain age. Although some hypotheses for the 
causes were postulated, for examples the structure of the skin surface or pigmentation of proteins, they have 
not been proven completely. As a result of our optical analyses including measurement using polarized 
images and OCT, it turned out that a key for a clear skin is a healthy epidermal layer which does not affect 
light. Thus, we have developed an active vitamin E (tocotrienol) emulsion, named Clear-nano Vitamin E, 
which is effective to prevent damage on the epidermal layer caused by environmental factors. We have 
created the “Lunamer” series containing Clear-nano Vitamin E and the other selected active ingredients 
based on Fujifilm’s original “Clear & Charge” concept in an effective formula, for the purpose of improving 
the healthiness of the epidermal layer.
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肌にごりの要因とは211

肌にごりを起こす要因として，大別すると下記メカニ
ズムが提唱されている（Fig. 2）。

Fig. 2   Presumed causes of dull skin.

①肌表面の凹凸
②角層の乱れ
③表皮の着色（メラニン）
④真皮の着色（糖化，カルボニル化）
しかし，現在までこれらは詳細に解明されてはいな

かった。そこで，本課題に対して写真技術により培った
「光による解析技術」を肌に応用した。

独自光学解析から明らかにしたこと311

画像計測による肌のにごり解析3111
肌に照射された光は肌表面での反射・散乱，肌内部で

の散乱・吸収を経て，肌表面に戻ってきた光を私たちは
観察している（Fig. 3）。

Fig. 3   Light reflection of human skin.

前述のように，肌をにごらせる原因は複数提案されて
いるが詳細は解明されておらず新たな仮説として肌内
部，特に表皮層内での光の伝搬の乱れが原因ではないか
と考えた。この仮説を検証するため，肌表面と肌内部で
光の状態を分離計測が可能な偏光画像計測技術を用いて
可視化を行なった。

偏光画像計測技術は，光が持つ偏光特性（振動方向の違

い）を利用している。肌内部を散乱し再び表面に戻る光は，
肌内部の物質特性や不均一性により乱反射するため，肌表
面で反射する光と偏光特性が変化する。この偏光特性の変
化を計測，画像化することで肌表面により反射した光と肌
内部を散乱し戻ってきた光に分離することができる。

20代から50代のボランティア（にごりのある肌とな
い肌）に対し偏光画像計測を行なった。肌内部を散乱し
肌表面に戻る光を計測し，階調調整などの画像処理を行
なった後，光量の分布解析を行なった（Fig. 4）。

Fig. 4   Result of dull skin analysis using polarized images.

にごりのある肌は，にごりのない肌の画像と比較する
と，「肌内部から戻る光の量が全体的に少なく，さらに
光の分布が不均一な状態である」ことを明らかにした。

OCTによる肌断層解析3121
さらに，医療画像診断に用いる光干渉断層計（OCT）

を応用し，肌に入った光が，肌のどの深さから戻ってく
るのかを可視化した1）。近赤外（1.3μm）のレーザ光を
頬に照射し，光が戻ってくるまでの時間から，どこの位
置からより多くの光が戻ってきているかを測定した。図
ににごりのある肌と，にごりのない肌を比較した結果を
示す（Fig. 5）。図中青く表示した位置の肌深さから多く
の光が戻ってきていることを示している。図に示したよ
うににごりのある肌では，全体として戻ってくる光が少
ないのに対し，にごりのない肌では，表皮を透過して肌
の奥（真皮）から多くの光が戻ってきていることがわかっ
た。

Fig. 5 OCT (Optical Coherence Tomography) images of dull skin 
and clear skin.
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光伝搬シミュレーション3131
次に，にごりのある肌と，にごりのない肌の違いを明

らかにするため，肌のなかを伝わる光の伝搬をシミュレー
ションで解析した。肌のなかでは，細胞レベルのミクロ
な構造が，光を散乱，吸収する原因となっている。この
ため，微細構造中の光伝搬を正確に再現できる電磁波解
析手法のFDTD（Finite-difference time-domain method）
法を用いた（Fig. 6）。光が肌に浸入し，拡散した後，肌
の外に出て行くまでの時間経過を計算し可視化したとこ
ろ，にごりのある肌では表皮層で光が散乱し急速に減衰
した。これに対しにごりのない肌では，表皮層を通過し，
真皮層に到達した光が肌の奥で拡散し，より多くの均質
化された光を跳ね返していることがわかる。このことか
ら，表皮層での光の散乱，吸収の原因を取り除くことが
重要であることがわかった。

Fig. 6 Cross-sectional images of simulated light propagation in 
dull skin and clear skin.

すなわち，にごりのない肌とは，肌の内部から均一な
光が戻って来る状態であり，このためには肌の表皮層で
光を乱すものがない健全な状態であることが重要だとわ
かった。

クリア&チャージのアプローチ411

そこで表皮層から均一に光を拡散するためには，肌表
面の乱れだけではなく，肌内部の光学的な乱れをも解消
していく必要がある。そのためには健やかな肌（内部）
を維持するため，日々さらされる環境中のストレス（紫
外線やタバコ・排気ガスなど）に負けないケアと弱った
肌を健やかに育てるケアの両立を達成する必要がある。
そこでわれわれは “やさしく” そして “きちんと” 肌を
健やかにする独自のクリア&チャージコンセプト（Fig. 7）
に基づき，5つの成分をバランスよく添加，表皮細胞を
健全に保ち肌内部から均一な光を戻す肌へと導く機能性
化粧品ルナメアを開発した。

Fig. 7   “Clear & Charge” concept.

活性型ビタミンE（トコトリエノール）とは4111
ビタミンEには，通常型のビタミンE（トコフェロー

ル）と，一部構造が異なる「活性型ビタミンE」（トコ
トリエノール）が存在する（Fig. 8）。

Fig. 8 Molecular structures of tocopherol (widely used) and 
tocotrienol.

活性型ビタミンEは，自然界で最も多く含まれている
パーム油にさえ1kgあたり0.8g（800ppm）しか含まれ
ない希少成分であり，そのため研究が遅れていた。一方，
基礎研究においては神経保護作用，細胞中抗酸化力にお
いて一般のビタミンE以上の効果が報告されている2）。
われわれの研究においても活性型ビタミンEは，美白主
剤として許可されている脂溶性ビタミンC誘導体

（VCIP）と比較しUVB誘導性炎症物質の生成を70倍抑
制した。また，その効果は通常のビタミンEに比べ高かっ
た（Fig. 9）。また，活性酸素やラジカル有機物などの有
害物質無毒化（還元）に対して濃度依存的に効果を有し
ていることを確認した。

Fig. 9 Inhibition of UVB-induced inflammation by antioxidant 
properties.
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クリアナノビタミンEの開発4121
活性型ビタミンEは非常に有用であるが，水に溶けに

くい成分であることから，皮膚内に有効に届け，また化
粧品へ効果的かつ使用感よく配合することがむずかし
く，さらにその高い抗酸化性のために製剤中での安定性
が低いという問題があった。

これらの課題に対して，当社独自のナノ化技術を駆使
し世界最小クラスの60nmの水溶化ナノ粒子を作成し
た。ナノ化することで生じる表面積の増大による粒子の
不安定化には，新たに開発した「ナノプロテクト」設計
により，異なる極性の油分を適切に利用することで，活
性型ビタミンEの安定性を飛躍的に高め，肌での有用性
も期待できるクリアナノビタミンEの開発に成功した

（Fig. 10）。

＊40℃ １M 経時

Fig. 10   Stability of Clear-nano Vitamin E.

クリアナノビタミンEの角層浸透性を上腕内部に閉塞
塗布後洗浄して，角層をテープストリッピング法にて採
取・定量して比較したところ，非ナノ粒子と比較して，
角層浸透性を最大8倍高めることができた。

そのほかの有用成分4131
ルナメアにはクリアナノビタミンE以外にクリア成分

とチャージ成分がそれぞれ2つずつ配合されている。ク
リア成分としてのオリゴ糖の一種「クラウンシュガー」

はその包摂作用により有害な物質をキャッチし，「和漢
植物オウゴンエキス」は初期老化を加速する有害物質や
紫外線ダメージが肌へ伝わることを抑制する成分であ 
る3）, 4）。また，チャージ成分として「和漢植物クルク 
ミン」は肌細胞中の解毒酵素産生量を増加する成分で，
安定型ビタミンA油をナノ化した「ナノビタミンA」は
表皮細胞に働きかけ増殖を促す効果を持つ。

ルナメアの各アイテムにはこの5つの成分を製品の特
性に合わせて処方設計している。

肌での効果実証511

ルナメアの使用効果確認のため，2週間の連用試験を
行なった。20代から30代の被験者6名に，ルナメア洗
顔フォーム（朝夜）と拭き取りタイプの美容液であるル
ナメアブライトナー（夜のみ）を使用して頂き，使用前
後での肌の状態を確認した。

Table 1に2週間の連用における毛穴，および頬全体
の明るさ（L*値）の増加量を示した。いずれも連用試験
後，6名中3名においてL*値が0.5以上増加し，効果が見
られた。

Table 1    Increase in the brightness of pores and cheeks after two 
weeks continuous use.

L*値増加量 0.5以下 0.5 ～ 1.0 1.0以上

毛穴のL*値 3人 2人 1人

頬のL*値 3人 2人 1人※1

また一例（Table 1中※1）として，連用試験前後の
頬の分光反射スペクトル形状（Topcon製分光放射計
SR-3で計測）をFig. 11に示す。580nm付近では黄色反
射光の減少による肌にごり減少の効果が，また600nm
以上では，赤色反射光の増加による血色良化の効果が見
られた。
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Fig. 11   Color change on cheeks after two weeks continuous use.
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まとめ611

今回報告した新機能性ブランドルナメアは，「独自の
光解析技術」からの発見を「独自のナノ技術」により解
決を目指した富士フイルムにしか提供できない機能性化
粧品である。

今後も写真で培った解析技術を肌悩み解決のために活
用し，新しい着眼点とサイエンスに裏付けられた「富士
フイルムにしかできない」商品開発をとおして人々の生
活の質のさらなる向上に貢献していきたい。
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（本報告中にある“ルナメア”， “Lunamer” , “クラウンシュ
ガー”， “クリアナノ” は富士フイルム（株）の登録商標
です。“ナノプロテクト” は富士フイルム（株）により
商標登録出願中です。）


