
We have launched the multifunction ultraviolet (UV) clear essence product “ASTALIFT White Perfect UV Clear Solution”, 
which includes our original UV filter (designated as “D-UV guard”) created by hybridizing a UV diffuser and a UV absorber, 
resulting in the only UV filter currently available that can completely protect against long wavelength UVA (370-400 nm). All 
UVA wavelengths (320-400 nm) are known to cause features of skin photo-aging, such as age spots, wrinkles, sagging, and dis-
colorations. long wavelength UVA (370-400 nm) not only easily penetrate through the glass windows in buildings and cars but 
also  cannot be completely blocked by the conventional UV filters that protect human skin from UV radiation that causes skin 
dermal collagen modification via reactive oxygen species (ROS) production mediated by endogenous porphyrins. “ASTALIFT 
White Perfect UV Clear Solution” has both a great texture and high UV protection capacity. A newly developed visualization 
system named “One Shot UV-Visible Spectroscopic OCT” has successfully verified that the D-UV Guard thoroughly blocks 
UVA (370-400 nm) penetration into human skin.

Abstract

1.	 はじめに

　富士フイルムは，写真の開発で培った「ナノテクノロジー」
「コラーゲン研究」「抗酸化技術」「光解析・コントロール技
術」を4つのキーテクノロジーとして， スキンケアブランド
「アスタリフト」シリーズを展開している。2015年3月，ア
スタリフトホワイトシリーズよりUVクリア美容液兼化粧下
地「パーフェクトUVクリアソリューション」を上市した（Fig. 
1）。本製品は，女性の65％以上が感じている「紫外線ケア
しているにもかかわらず日焼けした（≒いつのまにか日焼
けした）」（Fig. 2）という悩みに応えるために，今まで十分
に防ぐことができなかった長波側UVA（370-400nm，以下

UVA370-400）を防御することを可能にした製品である。
　本報告では，UVA370-400が肌のくすみを悪化させるメカニ
ズムおよび新たに開発した2種類の可視化システムについて
報告する。

2.	 防ぎきれていないUVA370-400

　近年，光老化（シミ，シワ）予防の観点で，紫外線の中で
もより皮膚奥に入るUVA領域を防御する必要があることが
広く認識されてきている。化粧品に配合可能な紫外線吸収剤
は1種類で全ての領域の紫外線をカットすることが難しく，
2種類以上を組み合わせることで広い波長領域での紫外線防
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御機能を付与している1）。また，酸化チタンなどの紫外線散
乱剤では，長波長側まで防御しようとすると，白浮きするな
どの問題があった。一般的に入手できる化粧品用途の紫外線
吸収剤の透過率を評価した結果，370nm以降の紫外線を十
分に防ぐことができておらず（Fig. 3），われわれはこの領域
（370-400nm）の紫外線に着目した。
　太陽光におけるUVA370-400はUVA全体の約50％を占める2）。
実際に屋内等でこの領域の紫外線がどの程度当たっているか
を確認するため，一般的な建物用ガラスの透過率測定を行っ
た（Fig. 4）。すると，この領域の透過率は80％以上であり，
屋内であってもガラスを介してUVA370-400が降り注いでいる
ことが分かった。

3.	 日常でさらされているUVA370-400の可視化

　屋内や車内のUVA370-400照射量は，日当たりや光の反射
によっても大きく変化する。そこでわれわれはin situで
UVA370-400を測定するための新たなシステムを開発した。本
システムはUVA370-400領域だけを通すバンドパスフィルター
を搭載した特殊なカメラを用いて画像を撮影し，UVA370-

400の強度分布を可視化するものである。車中を撮影した場
合，厚みがあり紫外線吸収層をもつフロントガラスからは
UVA370-400は透過していないが，サイドガラスからは透過し
ている様子が観察できた（Fig. 5上）。さらにオフィス環境
を測定した結果，UVA370-400が窓からの透過だけでなく，白

Fig. 1　ASTALIFT White Perfect UV Clear Solution

Fig. 2　A questionnaire asked: “Do you feel that the color of your 
skin changes even when you are using a sunscreen?”（The 
in-house investigation. N = 9788）

Fig. 3　The degree of transmittance exhibited by conventional
　　　  ultraviolet absorbers

Fig. 4　The transmittance of architectural glass

Fig. 5　In situ imaging of long wavelength UVA（370-400 nm）
inside a car near the window

A: Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
B: Ethylhexyl methoxycinnamate
C: Butyl methoxydibenzoylmethane
D: Polysilicone-15
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い壁や衣類から反射する様子を観察した（Fig. 5下）。これ
らの結果から，直射日光が当たらない屋内等においても，
UVA370-400にさらされていることが明らかとなった。既存の
化粧品用途の紫外線防御剤では十分に防ぐことができていな
いこの領域の紫外線が「いつのまにか日焼け」に繋がること
が示唆された。

4.	 UVA370-400は肌のくすみを加速させる

　UVA370-400に関して，即時黒化の報告はあるものの，長期
的な肌色の変化について詳細な解析は行われていなかった。
そこでわれわれは，「真皮の色変化＝くすみ」に注目し，メ
カニズム解析を実施した。真皮のくすみのメカニズムとして，
皮膚内にもともと存在する生体内色素が紫外線のエネルギー
により，周辺にある細胞膜などの脂質などを酸化し，生成し
た過酸化脂質代謝物がコラーゲン等のたんぱく質に結合し着
色させることが知られている。真皮を構成するコラーゲンの
半減期が約15年と長いため，生成した着色コラーゲンが代
謝されず，真皮のくすみは改善が遅いという特徴がある。
　UVA370-400についても活性酸素の生成に伴うコラーゲンの
着色が起こるか検証を行った。まず，370-400nmに吸収を
有する皮膚に存在する生体内色素に385nmの紫外線を照射
し，一重項酸素の発生量を比較した。その結果，『ポルフィ
リン』が高頻度に一重項酸素を発生させることがわかった。
そこで，ポルフィリン存在下で脂質（リノール酸）とコラー
ゲンを混合した溶液にUVA370-400を照射した結果，照射量依
存的に着色コラーゲンが生成することが分かった（Fig. 6）。
つまり，UVA370-400も「真皮くすみ」を加速させることが示
唆された。

5.	 UVA370-400を防御できる「D-UVガード」処方
開発

　肌に悪影響を及ぼすUVA370-400だが，この領域の紫外線を
十分に防ぐことができる化粧品用途紫外線吸収剤は無かっ
た。そこで，われわれは有機吸収剤と無機散乱剤をハイブ

リッドしUVA370-400を効率的に防御可能な『D-UVガード』を
安定的に配合した製剤処方を開発した。単に有機吸収剤と無
機散乱剤を混合した場合はUVA370-400領域の防御の効果は少
ないが，ハイブリッド化することで吸収波長を長波化でき，
370-400nm領域を防御可能となった（Fig. 7）。

6.	 皮膚へ透過するUVA370-400の可視化

　紫外線防御剤の製剤処方開発には，年齢や肌質が異なる皮
膚における光の侵入と防御を評価できる簡便な測定法が必
要であった。しかし，既存技術では皮膚を採取し測定する
方法しか無く，侵襲的なため実用性が低かった3）。そこでわ
れわれはUVA370-400光を用いた光干渉断層計（OCT: Optical 
Coherence Tomography）を新たに開発した。一般のOCTは
皮膚を透過しやすい赤外線光を用いて内部構造の情報を得る
測定法だが，われわれは任意の波長域の光を用いて断層画像
を撮像する装置を開発し，ファンデーションの開発などに応
用してきた4） 5）。今回，光源をUVA370-400領域に拡張し計測
した結果，真皮層まで本紫外線が到達している様子を初めて
可視化できた。さらに，D-UVガード塗布した場合，この紫外
線の肌への侵入を完全に防げていることを確認した（Fig. 8）。
本測定を活用することで，今まで知り得なかった塗布量と実
際の光の進達度に関係や肌質が異なる人での評価などが可能
となった。 

Fig. 6　Amount of collagen adducts by aldehydic lipid peroxidation 
products

Fig. 7　The spectra of “D-UV guard”

Fig. 8　Verifi cation of “D-UV guard” ultraviolet and visible light one-
shot spectral domains using optical coherence tomography
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7.	 使い続けたくなる使用感設計　

　いつの間にかさらされるUVA370-400を効果的に防ぐ化粧品
は，日常生活で常時使用することが重要である。今回開発し
た「パーフェクトUVクリアソリューション」は日焼け止め
効果だけでなく，独自開発の美白有効成分「ナノAMA」や
肌色をトーンアップする独自光学粉体「ライトアナライジン
グパウダー」を配合した製品である。特に紫外線の強くなる
夏場でも，汗にも強く，かつ軽い使用感で使い続けられる伸
びの良い使用感に設計した（Fig. 9） 。

8.	 おわりに

　最近では高SPF/PA値をもつUV製品が多く上市され，使
用者も自分の生活スタイルに合わせて製品を選択し必要なケ
アを行っている。それにもかかわらず，65％の女性が夏の
終わりに「いつのまにか日焼け＝なかなか改善しない肌色の
変化」を感じていた。われわれは，既存のUV製品では十分
に防ぐことができず，容易に建物や車のガラスを透過する
UVA370-400に着目し，ターンオーバーの遅い真皮のくすみを
生じるメカニズムの一端を明らかにした（Fig. 10）。さらに，
独自の処方技術によりUVA370-400を効率的に防御可能な化粧
料を開発し，実際の肌での防御効果をOCT技術により可視
化することに成功した。今後もわれわれが保有する光学・画
像解析・計測技術を積極的に化粧品分野に活用し，富士フイ
ルムならではの機能性化粧品の開発に取り組みたい。
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商標について

・「アスタリフト」「ASTALIFT WHITE PERFECT UV CLEAR 
SOLUTION」　「D-UVガード」「ナノAMA」　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。

Fig. 9　Sensory evaluation of texture Fig. 10　Mechanisim of  dermal color changes induced by  long 
wavelength UVA（370-400 nm）
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