
We have launched a series of new hair care products, “ASTALIFT SCALP FOCUS,” which improve the elasticity and reduce 
the firmness of hair. Glycyrrhetinic acid, known as an active ingredient for hair growth, is insoluble in water and oil; therefore, 
it has been conventionally formulated with a high concentration of ethanol. However, continuous application of concentrated 
ethanol causes dehydration and inflammation of the scalp. With our proprietary emulsifying technology, we have nanosized (80 
nm) glycyrrhetinic acid, which has a high permeability into scalp without an aid of ethanol. Furthermore, we have developed 
“nano human hair ceramide” using our original emulsifying technology to nanosize (20 nm) “human hair ceramide,” which is 
found in human hair and contributes to the firmness and elasticity of hair.

Abstract

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。
2007年9月に「アスタキサンチンと3種類のコラーゲン」
によるスキンケアシリーズ「アスタリフト」を発売している。
2014年9月24日，新たに，加齢によって失われがちなハリ
やコシ，ボリュームを与えて健やかな髪に整える「アスタリ
フト　スカルプフォーカス」を上市した（Fig. 1）。
　近年，加齢による髪の悩みを抱える女性が増えており，髪
のエイジングケアのニーズが高まっている。その代表的な悩
みであるハリ・コシの低下やボリュームダウンは，加齢によ
る頭皮の乾燥・炎症といった頭皮環境の乱れによって生じ
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Fig. 1　New hair care series, “ASTALIFT SCALP FOCUS”
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る。そのため，頭皮環境を整えダメージを受けた毛髪をケア
することが必要であり，頭皮や毛髪の内部に必要な有効成分
をしっかり浸透させることが重要である。
　本報告では，アスタリフト　スカルプフォーカスに配合し
た頭皮環境を整える「ナノグリチルレチン酸」と毛髪のハリ・
コシを改善する「ヒト型ナノヘアセラミド」について詳細を
報告する。

2.	「ナノグリチルレチン酸」

2.1	 グリチルレチン酸とは
　「グリチルレチン酸」は甘草由来の天然のトリテルペノイ
ドであり，抗炎症効果が高く，脱毛の原因であるホルモンの
活性化を抑制する（5αリダクターゼ阻害）1）ため，多くの
育毛剤に配合されている。グリチルレチン酸は結晶性が高
く水にも油にも溶解性が低いため，従来の育毛剤において
は50％程度の高濃度エタノールに溶解して配合されていた。
しかし，高濃度エタノールを継続的に使用すると，頭皮に痒
みや痛みなどの炎症を引き起こすことがあり，頭皮環境の悪
化が懸念されていた2）。そこで，高濃度エタノールが頭皮に
与える影響を新たに検証した結果，高濃度エタノールが毛乳
頭細胞の細胞膜に障害を与えること，さらには育毛を阻害す
る情報伝達物質（IL-6）の産生を促進することが明らかになっ
た。

2.2	 「ナノグリチルレチン酸」の開発
　そこで，われわれは高濃度のエタノールを使わずにグリチ
ルレチン酸を頭皮の毛穴の奥まで浸透させる方法を検討し
た。具体的には，グリチルレチン酸を溶解できる特殊なオイ
ルを見出し，そのオイルとグリチルレチン酸を安定に乳化す
るために，乳化膜（シェル）を形成させる「ナノシェル技術」
を開発した。この技術により，エタノールを使用せず高濃
度のグリチルレチン酸を粒子径80nmで安定に水に分散した
「ナノグリチルレチン酸」を開発することに成功した（Fig. 2）。
同濃度のグリチルレチン酸を水に希釈した様子を示す（Fig. 
3）。「ナノグリチルレチン酸」は安定/均一に水に分散でき
ることが分かる。

2.3	 「ナノグリチルレチン酸」の表皮浸透性
　開発した「ナノグリチルレチン酸」は角層/表皮を透過し
て頭皮の細胞へ浸透することで効果が期待できるため，表皮
浸透性を3次元培養表皮モデルを用いて比較した。「ナノグ
リチルレチン酸」の表皮浸透性は，一般的な育毛剤に用いら
れている「濃度50％のエタノールに溶解したグリチルレチ
ン酸」と比較すると，1.7倍の浸透性を有することが分かっ
た（Fig. 4）。一般的にエタノールは浸透促進剤としても使用
されているが，実際の使用量を想定した本実験ではエタノー
ルが塗布直後に気化し，結晶性が高いグリチルレチン酸は凝
集することが分かった。一方で「ナノグリチルレチン酸」は
ナノサイズを維持しているためにゆっくりと浸透し続けるこ
とができ，浸透性が向上したと考えられる。

2.4	 「ナノグリチルレチン酸」の毛包浸透性
　3次元培養表皮モデルでは毛包がないため，ターゲットで
ある毛包周辺への浸透は評価できないという問題があった。
そこで，ヒト摘出頭皮皮膚を用いてグリチルレチン酸分子そ
のものの局在を可視化して評価する新たな測定系の構築を検
討した。既存の浸透物質の可視化手法では，測定対象の化
合物を蛍光や色素で標識したものを追跡して観察していた

Fig. 2　Image of “nano glycyrrhetinic acid”

Fig. 3 Comparison of glycyrrhetinic acid in water (left), in 50% 
aqueous ethanol (middle), and water-diluted “nano 
glycyrrhetinic acid” (right)

Fig. 4　Skin permeability of glycyrrhetinic acid
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が，標識操作自体が化合物の性質に影響するため正しく評
価できなかった。そこで，われわれは，機能性フィルム等
の薄層表面解析に使用されているTOF-SIMS（Time of Flight 
Secondary Ion Mass Spectrometry：飛行時間型二次イオン
質量分析法）法を応用した。TOF-SIMS法は一切の標識を必
要とせず，化合物そのものの分子量を検出しマッピング可能
なため，化合物そのものの局在を明らかにすることができる。
　表皮浸透性評価と同様に，「ナノグリチルレチン酸」をヒ
ト摘出頭皮皮膚に塗布した後，凍結固定し，薄層切片を作製
した。作製した薄層切片にTOF-SIMS法によりグリチルレチ
ン酸をマッピングしたものをFig. 5に示す（着色した部分に
グリチルレチン酸が存在）。「ナノグリチルレチン酸」が毛穴
に到達することを確認できた。

3.	「ヒト型ナノヘアセラミド」

3.1	 毛髪の構造と細胞膜複合体（CMC）の働き
　毛髪は中心の毛髄質（メデュラ），その周りを取り囲む毛
皮質（コルテックス），そして表面を覆う毛表皮（キューティ
クル）の3層から構成されている（Fig. 6）。この3つの層
を繋ぐ細胞膜複合体（CMC）は毛髪内部に水分を蓄えたり，
キューティクルを接着させることにより，毛髪内の成分流出

を防ぐ役割を果たしている3）。CMCは加齢によって減少し，
それが毛髪のハリ・コシ低下を招く原因のひとつと考えられ
ている。毛髪のハリ・コシを向上させるため，CMCの構成
成分である「ヒト型ヘアセラミド」に着目した。

3.2	 「ヒト型ナノヘアセラミド」の開発
　ヒト型ヘアセラミドは，溶解性が低く，溶液中では結晶化
しやすいため，従来多量のオイルなどに溶解して，分散する
手法がとられていた。そのため，オイル中のヒト型ヘアセラ
ミドの濃度が低く，粒子径が1μｍ程度の分散物しかつくる
ことができなかった。われわれは，独自のナノ化技術によ
り，ヒト型ヘアセラミドを溶解・分散するためのオイルを用
いず，高濃度のヒト型ヘアセラミドを粒子径20nmで安定に
水に分散した「ヒト型ナノヘアセラミド」を開発することに
成功した（Fig. 7）。

3.3	 「ヒト型ナノヘアセラミド」の毛髪への効果
　加齢や熱・紫外線などによるダメージによって毛髪は弱
り，CMCが空洞化することが知られている。「ヒト型ナノヘ
アセラミド」により，空洞化したCMCを補給できるか検証
するため，浸漬前後でTEM（透過型電子顕微鏡）にて毛髪
内部の観察を行った。その結果，「ヒト型ナノヘアセラミド」
を浸漬すると毛髪内部まで浸透し，CMCの隙間を埋めてい
ることを確認した（Fig. 8）。また，浸漬前と比較し，適用後
にはヒト型ヘアセラミド量が2倍に増加した（Fig. 9）。
　毛髪表面への効果を確認するため，キューティクルのSEM
（走査型電子顕微鏡）観察およびTOF-SIMSにて，吸着した

Fig. 5 TOF-SIMS images of glycyrrhetinic acid in a human hair 
follicle

Fig. 6　Structure of hair

Fig. 7 Comparison of the transparency of “nano hair ceramide” and 
conventional hair ceramide preparation

Fig. 8　TEM images of a cross section of hair
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セラミドの可視化を検討した。SEM観察の結果，「ヒト型ナ
ノヘアセラミド」浸漬後，ダメージにより開いていたキュー
ティクルが接着していることを確認した。また，TOF-SIMS
より，ヒト型ヘアセラミドが毛髪表面へ均一に分布している
ことを確認した（Fig. 10）。

　また，「ヒト型ナノヘアセラミド」に浸漬した毛髪と，浸
漬していない毛髪のハリコシを測定し，「ヒト型ナノヘアセ
ラミド」に浸漬することで，毛髪のハリコシが1.4倍向上し
たことを確認した（Fig. 11）。

4.	 製品エビデンス

　「日本人における脱毛重症度スコア」4）の基準で2～ 4に
適合する40～ 64歳の日本人女性16名に，24週間，1日1
回，「ヒト型ナノヘアセラミド」を配合したシャンプーとコ
ンディショナーを，1日2回，朝晩の洗髪後または整髪前に
「ナノグリチルレチン酸」を配合した頭皮用美容液を使用し
てもらった。その使用前，12週後，24週後に，皮膚科医に
よる脱毛重症度スコア判定，および頭頂部画像撮影を実施
した。その結果，脱毛度スコア平均値は使用前2.53から24
週後2.30まで改善した（Fig. 12）。また16名中，12名で改
善が見られた。改善例として2名の頭頂部画像を示す（Fig. 
13）。

Fig. 9　Amount of ceramide in hair after treatment

Fig. 11　Change of elasticity of hair after treatment

Fig. 12　Change of hair loss score

Fig. 13 Improvement examples: before (left) and after 24 weeks of 
continuous use (right)

Fig. 10 SEM and TOF-SIMS images of hair treated by “nano hair 
ceramide ”
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5.	 まとめ

　今回報告したアスタリフト　スカルプフォーカスは，アス
タリフトシリーズ初のヘアケアシリーズであり，独自の技術
を活用した富士フイルムにしか提供できない機能性ヘアケア
製品である。今後もこれらの技術をさらに進化させ，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」「SCALP FOCUS」「ナノシェル」「ASTALIFT/
ナノグリチルレチン酸」「ヒト型ナノヘアセラミド」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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