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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
イワナシ（Ｅｐｉｇａｅａ　ａｓｉａｔｉｃａ　Ｍａｘｉｍ．）抽出物，モウセンゴケ（
Ｄｒｏｓｅｒａ　ｒｏｔｕｎｄｉｆｏｌｉａ　Ｌ．）抽出物，及びグリコーゲンから選択
される１種又は２種以上の成分と、Ｌ－アスコルビン酸－２－グルコシドを併用した美白
化粧料。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、メラニンの産生阻害作用が相乗的に増強され、日焼け後の色素沈着・しみ・
ソバカス・肝斑等の予防及び改善に有効で、皮膚美白効果が著しく改良された、安全性の
高い美白化粧料に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、紫外線による皮膚の黒化や、シミ，ソバカスといった皮膚の色素沈着を防止又
は改善するため、メラニン産生を阻害したり、生成したメラニン色素を還元する作用を有
する成分がスクリーニングされ、美白化粧料に配合されてきた。例えば、アスコルビン酸
，システイン，ハイドロキノン，胎盤抽出物，２－ヒドロキシ酸及びこれらの誘導体、植
物，藻類よりの抽出物などが利用されている。
【０００３】
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しかしながら、アスコルビン酸，システイン，ハイドロキノンは、酸化還元反応を受けや
すく不安定であり、2-ヒドロキシ酸は有効量を配合すると皮膚に対する安全性に問題があ
り、胎盤抽出物や植物，藻類よりの抽出物は有効量を配合すると美白化粧料に好ましくな
い臭いや色を付与しかねない、等の問題点があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明においては、上記のような問題点を解決し、非常に強い皮膚のメラニン産生阻害作
用を有し、かつ皮膚刺激性や皮膚感作性といった安全性上の問題もない美白化粧料を得る
ことを目的とした。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するにあたり、種々検討を行ったところ、クワ属植物抽出物，ボタン属
植物抽出物，エンジュ属植物抽出物，カンゾウ属植物抽出物，ジュズダマ属植物抽出物，
リンドウ属植物抽出物，ウラシマツツジ属植物抽出物，イワナシ属植物抽出物，モウセン
ゴケ属植物抽出物，シソ抽出物，ラベンダー抽出物，オウゴン抽出物，オウレン抽出物，
糖蜜から抽出され着色成分を除去して得られるエキス，及びグリコーゲンから選択される
１種又は２種以上の成分と、アスコルビン酸配糖体を併用することにより、美白効果が相
乗的に増強され、しかも皮膚刺激性や皮膚感作性といった安全性上の問題のない美白化粧
料が得られることを見いだし、本発明を完成するに至った。
【０００６】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を説明する。
【０００７】
本発明で用いるクワ属植物は、クワ科(Moraceae)に属する双子葉植物であり、特にその種
類は問わないが、マグワ(Morus alba L. ; Morus atropurpure Roxb.)，シマグワ(Morus 
australis Poir. ; Morus acidosa Griff.)，ヤマグワ(Morus bombycis Koidz. ; Morus 
alba L. var. stylosa Bur. ; Morus japonica Bailey non Sieb.)，ハチジョウグワ(Mor
us lagayamae Koidz.)，ログワ(Morus latifolia (Bur.) Poir. ; Morus alba L. var. l
atifolia Bur. ; Morus multicaulis Perr. ; Morus alba L. var. multicaulis Loud.)
，モウコグワ(Morus mongolica (Bur.) Schneid. ; Morus alba var. mongolica Bur.)，
クロミグワ(Morus nigra L.)，アカミグワ(Morus rubra L.)等が例示される。これらのク
ワ属植物の中では、原料供給の面から、マグワ(Morus alba L. ; Morus atropurpure Rox
b.)若しくはヤマグワ(Morus bombycis Koidz. ; Morus alba L. var. stylosa Bur. ; Mo
rus japonica Bailey non Sieb.)、及びこれらの栽培用の品種を用いることが好ましい。
クワ属植物から抽出物を得る際の使用部位は特に限定されないが、根皮，樹皮，葉が好ま
しく、その効果の点から根皮が特に好ましい。
【０００８】
本発明で用いるボタン属植物は、ボタン科（Paeoniaceae）に属する双子葉植物であり、
特にその種類は問わないが、シャクヤク（Paeonia lactiflora Pall.），オランダシャク
ヤク（Paeonia officinalis L.），ボタン（Paeonia suffruticosa Andr.）、及びこれら
の栽培用の品種を用いることが好ましい。ボタン属植物から抽出物を得る際の使用部位は
特に限定されないが、その効果の点から根又は根皮を用いることが好ましい。
【０００９】
本発明で用いるエンジュ属植物は、マメ科（Leguminosae）に属する双子葉植物であり、
特にその種類は問わないが、クララ（Sophora flavescens Ait.），エンジュ（Sophora j
aponica L.）を用いることが好ましい。エンジュ属植物から抽出物を得る際の使用部位は
特に限定されないが、その効果の点からクララの根，エンジュの蕾を用いることが好まし
い。
【００１０】
本発明で用いるカンゾウ属植物は、マメ科（Leguminosae）に属する双子葉植物であり、
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特にその種類は問わないが、スペインカンゾウ（Glycyrrhiza glabra L.），キカンゾウ
（Glycyrrhiza kansuensis Chang et peng），カンゾウ（Glycyrrhiza urarensis Fisch.
）を用いることが好ましい。カンゾウ属植物から抽出物を得る際の使用部位は特に限定さ
れないが、その効果の点から根を用いることが好ましい。また、抽出物から精製した、グ
リチルリチン酸及びその塩、グリチルリチン酸のアグリコンであるグリチルレチン酸及び
その誘導体や、グラブリジンやヒスパグラブリジンなどのカンゾウフラボノイドを用いる
こともできる。
【００１１】
本発明で用いるジュズダマ属植物は、イネ科（Gramineae）に属する単子葉植物であり、
特にその種類は問わないが、ハトムギ(Coix lachryma-jobi L. var. ma-yuen (Roman.) S
tapf ; Coix lachryma-jobi var. frumentacea Makino ; Coix ma-yuen Roman.)を用いる
ことが好ましい。ジュズダマ属植物から抽出物を得る際の使用部位は特に限定されないが
、その効果の点から種実を精白して用いることが好ましい。
【００１２】
本発明で用いるリンドウ属植物は、リンドウ科（Gentianaceae）に属する双子葉植物であ
り、特にその種類は問わないが、トウヤクリンドウ（Gentiana algida Pall.），インデ
ィアンゲンチアン（Gentiana kurroo Royle），ゲンチアナ（Gentiana lutea L.），リン
ドウ（Gentiana scabra Bunge var. buergeri (Miq.) Maxim. subvar. orientalis (Hara
) Toyokuni），エゾリンドウ（Gentiana triflora Pallas. var. japonica (Kusn.) Hara
），三花竜胆(Gentiana triflora Pallas. var. triflora）等が例示され、その効果の点
からゲンチアナ（Gentiana lutea L.）を用いることが好ましい。また、リンドウ属植物
から抽出物を得る際の使用部位は特に限定されないが、その効果の点から根又は根茎を用
いることが好ましい。
【００１３】
本発明で用いるウラシマツツジ属（Arctostaphylos L.）の植物は、ツツジ科（Ericaceae
）に属する双子葉植物であり、その種類は特に問わないが、ウラシマツツジ（Arctostaph
ylos alpina (L.) Spreng. var. japonica (Nakai) Hulten），ウワウルシ（Arctostaphy
los uva-ursi (L.) Spreng.），アルパインベリー（Arctostaphylos alpina (L.) Spreng
.）等が例示され、その効果の点からウワウルシ（Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng
.）を用いることが好ましい。これらのウラシマツツジ属（Arctostaphylos L.）植物から
の抽出物は、各種の全草又はその葉，樹皮，根，花，枝，果実等の１又は２以上の箇所を
生のまま若しくは乾燥させて使用することができ、なかでも葉からの抽出物が効果の点で
最も優れている。
【００１４】
本発明で用いるイワナシ属（Epigaea L.）の植物は、ツツジ科（Ericaceae）に属する双
子葉植物であり、特にその種類は問わないが、イワナシ（Epigaea asiatica Maxim.），
アメリカイワナシ（Epigaea repens L.）等が例示される。これらのイワナシ属（Epigaea
 L.）植物からの抽出物は、各種の全草又はその葉，樹皮，根，花，枝，果実等の１又は
２以上の箇所を生のまま若しくは乾燥させて使用することができ、なかでも葉からの抽出
物が効果の点で最も優れている。
【００１５】
本発明で用いるモウセンゴケ属（Drosera L.）の植物は、モウセンゴケ科（Droseraceae
）に属する双子葉植物であり、その種類は特に問わないが、ナガバノモウセンゴケ（Dros
era anglica Huds.），イシモチソウ（Drosera peltata Smith.），モウセンゴケ（Drose
ra rotundifolia L.），コモウセンゴケ（Drosera spathulata Labill.）等が例示され、
これらの中でもモウセンゴケ（Drosera rotundifolia L.）及びコモウセンゴケ（Drosera
 spathulata Labill.）から選択される１種又は２種が美白効果の点で好ましく用いられ
る。これらのモウセンゴケ属（Drosera L.）植物からの抽出物は、各種の全草又はその葉
，樹皮，根，花，枝，果実等の１又は２以上の箇所を生のまま若しくは乾燥させて使用す
ることができ、なかでも全草からの抽出物が効果の点で最も優れている。
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【００１６】
本発明で用いるシソ（Perilla frutescens Britt. var. crispa (Thunb.) Decne. ; Peri
lla crispa (Thunb.) Nakai）は、シソ科（Labiatae）シソ属に属する双子葉植物で、そ
の葉や実が食用として広く用いられている。シソ抽出物を得る際の使用部位は特に限定さ
れないが、その効果の点から葉又は実を用いることが好ましい。
【００１７】
本発明で用いるラベンダー（Lavandula angustifolia (L.) Mill. ; Lavandula spica L.
,p.p. ; Lavandula officinalis Chaix ; Lavandula spica var. angustifolia L. f.）
は、シソ科ラベンダー属に属する植物である。ラベンダーから抽出物を得る際の使用部位
及び抽出方法は特に限定されないが、その効果の点から生の花穂を水蒸気蒸留して得られ
る精油を用いることが好ましい。この精油はラベンダー油と呼ばれ、鎮静効果を有してい
ることが知られている。
【００１８】
本発明で用いるオウゴン（Scutellariae Radix）は、シソ科（Labiatae）タツナミソウ属
コガネバナ（Scutellaria baicalensis Georg.）及びその同属植物の根を乾燥した生薬で
あり、抗炎症，抗微生物，解熱，血圧降下，利尿，鎮静などの作用が知られている。
【００１９】
本発明で用いるオウレン（Coptidis Rhizoma）は、キンポウゲ科（Ranunculaceae）オウ
レン属（Coptis Salisb.）植物の根茎からなる生薬であり、抗炎症及び抗菌の作用が知ら
れている。
【００２０】
本発明で用いる、糖蜜から抽出され着色成分を除去して得られるエキスとしては、例えば
太陽化学株式会社が製造しているモラシズリキッドを使用することができる。
【００２１】
本発明で使用するグリコーゲンの供給源としては、動物由来，植物由来の別を問わない。
動物としては、例えば、ホタテ，アワビ，牡蛎，イガイ等の貝類、ウシ，豚の肝臓等が挙
げられる。植物としては、例えばトウモロコシ，オオムギ，米等の種子が挙げられる。
【００２２】
本発明で用いるグリコーゲンの抽出方法は、特に制限はなく、任意の方法を採用すること
ができる。一般的な調製方法を示すと、グリコーゲンを含有する生物組織を粉砕などによ
り抽出しやすい状態とした後、生物組織の固形分に対し３～２０重量倍の熱水を加えて抽
出し、蛋白質，その他の不溶物を遠心分離などで除去する。得られた抽出液をそのまま若
しくはトリクロル酢酸などで処理し蛋白質を除去した後、この処理液にメタノール，エタ
ノール，アセトン等の有機溶媒を添加しグリコーゲンを沈殿させるか若しくはスプレード
ライ，凍結乾燥などの手法を用いて乾燥し、粉末状のグリコーゲンを得る。
【００２３】
次に、上記成分の植物抽出物を得るための抽出方法について説明する。上記の植物は、各
種の全草又はその葉，樹皮，根，花，枝等の１又は２以上の箇所を生のまま若しくは乾燥
させて使用する。抽出溶媒としては特に限定されず、水、エタノール，メタノール，イソ
プロパノール，イソブタノール，n-ヘキサノール，メチルアミルアルコール，2-エチルブ
タノール，n-オクチルアルコール等の１価アルコール類、グリセリン，エチレングリコー
ル，エチレングリコールモノメチルエーテル，プロピレングリコール，プロピレングリコ
ールモノメチルエーテル，プロピレングリコールモノエチルエーテル，トリエチレングリ
コール，1,3-ブチレングリコール，へキシレングリコール等の多価アルコール又はその誘
導体、アセトン，メチルエチルケトン，メチルイソブチルケトン，メチル-n-プロピルケ
トン等のケトン類、酢酸エチル，酢酸イソプロピル等のエステル類、エチルエーテル，イ
ソプロピルエーテル，n-ブチルエーテル等のエーテル類、スクワラン，ワセリン，パラフ
ィンワックス，パラフィン油などの炭化水素類、オリーブ油，小麦胚芽油，米油，ゴマ油
，マカダミアンナッツ油，アルモンド油，ヤシ油等の植物油脂、牛脂，豚脂，鯨油等の動
物油脂などが例示される。また、リン酸緩衝生理食塩水等の無機塩類を添加した極性溶媒
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、界面活性剤を添加した溶媒を用いることもでき、特に限定されない。
【００２４】
さらに抽出方法としては、室温，冷却又は加熱した状態で含浸させて抽出する方法、水蒸
気蒸留などの蒸留法を用いて抽出する方法、植物を圧搾して抽出物を得る圧搾法などが例
示され、これらの方法を単独で、又は２種以上を組み合わせて抽出を行う。
【００２５】
抽出の際の植物と溶媒との比率は特に限定されないが、植物１に対して溶媒０．１～１０
００重量倍、特に抽出操作，効率の点で、０．５～１００重量倍が好ましい。また抽出圧
力及び抽出温度は常圧下で０℃から溶媒の沸点以下の範囲とするのが便利であり、抽出時
間は抽出温度などにより異なるが２時間～２週間の範囲とするのが好ましい。
【００２６】
このようにして得られた植物の抽出物は、抽出物をそのまま用いることもできるが、その
効果を失わない範囲で、脱臭，脱色，濃縮などの精製操作を加えたり、さらにはカラムク
ロマトグラフィーなどを用いて分画物として用いてもよい。これらの抽出物や精製物，分
画物は、これらから溶媒を除去することによって乾固物とすることもでき、さらに、アル
コールなどの溶媒に可溶化した形態、或いは乳剤の形態で用いることができる。
【００２７】
本発明においては、上記成分から選択した１種又は２種以上を用いる。これらの成分の美
白化粧料への配合量は、その効果や添加した際の臭い，色調の点から考え、０．０００１
～５重量％の濃度範囲とすることが望ましい。
【００２８】
本発明における美白化粧料は、上記成分とアスコルビン酸配糖体を併用して用いることに
より、高い美白効果が得られる。
【００２９】
本発明で用いるアスコルビン酸配糖体としては、安定性及び美白効果の点からＬ－アスコ
ルビン酸－２－グルコシドが好ましい。また、アスコルビン酸配糖体の美白化粧料への配
合量は、その効果や添加した際の臭い，色調の点から考え、０．０００１～５重量％の濃
度範囲とすることが望ましい。
【００３０】
本発明の美白化粧料には、必要に応じて、通常医薬品，医薬部外品，皮膚化粧料，及び洗
浄料に配合される、油脂，保湿剤，粉体，色素，乳化剤，可溶化剤，洗浄剤，紫外線吸収
剤，増粘剤，薬剤，香料，樹脂，アルコール類等を適宜配合することができる。また、本
発明の美白化粧料の剤型は任意であり、例えば化粧水などの可溶化系，クリーム，乳液な
どの乳化系，カラミンローション等の分散系として、提供することもでき、また噴射剤と
共に充填したエアゾールの剤型をとってもよい。
【００３１】
【実施例】
さらに実施例により、本発明の特徴について詳細に説明する。まず、本発明で用いる植物
抽出物等の調製例を示す。
【００３２】
［クワ抽出物］
クワ（Morus alba L.）の根皮３５０ｇを細切し、５０容量％1,3-ブチレングリコール水
溶液１，０００ｍｌ中にて２０℃で７日間浸漬して抽出した。抽出液をろ過してろ液を回
収してクワ抽出物とした。
【００３３】
［ボタン抽出物］
ボタン（Paeonia suffruticosa Andr.）の根皮３００ｇを乾燥，粉砕し、９５容量％エタ
ノール水溶液１，０００ｍｌ中にて２５℃で５日間撹拌抽出した。抽出液をろ過し、ろ液
を回収してボタン抽出物とした。
【００３４】
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［シャクヤク抽出物］
シャクヤク（Paeonia lactiflora Pall.）の根３００ｇを粉砕し、５０容量％1,3-ブチレ
ングリコール水溶液１，０００ｍｌ中にて２５℃で５日間撹拌抽出した。抽出液をろ過し
、ろ液を回収してシャクヤク抽出物とした。
【００３５】
［クララ抽出物］
クララ（Sophora flavescens Ait.）の乾燥根４０５ｇを５０容量％1,3-ブチレングリコ
ール水溶液２,５００ｍｌ中にて２５℃で５日間撹拌抽出した。抽出液をろ過し、ろ液を
回収してクララ抽出物とした。
【００３６】
［カンゾウ抽出物］
スペインカンゾウ（Glycyrrhiza glabra L.）の根及び根茎５００ｇを乾燥，粉砕し、無
水エタノール水溶液１，０００ｍｌ中にて２５℃で２４時間撹拌抽出した。抽出液をろ過
してろ液を回収し、減圧濃縮した後、凍結乾燥により乾固させる。乾固物を酢酸エチル１
，０００ｍｌ中にて２０℃で２日間撹拌抽出した。抽出後、減圧乾燥した後、得られた抽
出物５ｇを５００ｍｌの９５容量％エタノール水溶液に溶解し、カンゾウ抽出物とした。
【００３７】
［ハトムギ抽出物］
ハトムギ(Coix lachryma-jobi L. var. ma-yuen (Roman.) Stapf)の精白種子４０９ｇを
５０容量％1,3-ブチレングリコール水溶液２,５００ｍｌ中にて２５℃で５日間撹拌抽出
した。抽出液をろ過し、ろ液を回収してハトムギ抽出物とした。
【００３８】
［ゲンチアナ抽出物］
ゲンチアナ（Gentiana lutea L.）の根４２２ｇを５０容量％1,3-ブチレングリコール水
溶液２,５００ｍｌ中にて２５℃で５日間撹拌抽出した。抽出液をろ過し、ろ液を回収し
てゲンチアナ抽出物とした。
【００３９】
［ウワウルシ抽出物］
ウワウルシ（Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.）の葉５５０ｇを乾燥，粉砕し、５
０容量％エタノール水溶液１,５００ｍｌ中にて２５℃で５日間撹拌抽出した。次いで、
抽出液をろ過し、ろ液をウワウルシ抽出物とした。
【００４０】
［イワナシ抽出物］
イワナシ（Epigaea asiatica Maxim.）の葉５５０ｇを乾燥，粉砕し、５０容量％エタノ
ール水溶液１,５００ｍｌ中にて２５℃で５日間撹拌抽出した。次いで、抽出液をろ過し
、ろ液をイワナシ抽出物とした。
【００４１】
［モウセンゴケ抽出物］
モウセンゴケ（Drosera rotundifolia L.）の全草５５０ｇを乾燥，粉砕し、５０容量％
エタノール水溶液１,５００ｍｌ中にて２５℃で５日間撹拌抽出した。次いで、抽出液を
ろ過し、ろ液をモウセンゴケ抽出物とした。
【００４２】
［シソ抽出物］
シソ（Perilla frutescens Britt. var. crispa (Thunb.) Decne. ; Perilla crispa (Th
unb.) Nakai）の乾燥葉２００ｇを５０容量％1,3-ブチレングリコール２，５００ｍｌ中
にて２５℃で３日間撹拌抽出した。抽出液をろ過し、ろ液を回収してシソ抽出物とした。
【００４３】
［ラベンダー抽出物］
ラベンダー（Lavandula angustifolia (L.) Mill.）の乾燥花３００ｇを５０容量％エタ
ノール水溶液３０００ml中にて２５℃で５日間撹拌抽出した。抽出液をろ過し、ろ液を回
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【００４４】
［ラベンダー油］
ラベンダー（Lavandula angustifolia (L.) Mill.）の生の花穂を、水蒸気蒸留し、ラベ
ンダー油とした。
【００４５】
［オウゴン抽出物］
オウゴン（Scutellariae Radix）２１５ｇを５０容量％1,3-ブチレングリコール水溶液２
,５００ｍｌ中にて２５℃で５日間撹拌抽出した。抽出液をろ過し、ろ液を回収してオウ
ゴン抽出物とした。
【００４６】
［オウレン抽出物］
オウレン（Coptidis Rhizoma）２５５ｇを５０容量％1,3-ブチレングリコール水溶液２,
５００ｍｌ中にて２５℃で５日間撹拌抽出した。抽出液をろ過し、ろ液を回収してオウレ
ン抽出物とした。
【００４７】
［トウミツエキス］
太陽化学社製モラシズリキッドを用いた。
【００４８】
［イガイ由来グリコーゲン］
イガイの貝肉１００ｇに、７５℃の精製水５０mlを加え１５分間静置した後、フードプロ
セッサーを用いて貝肉を粉砕しながら放冷し、粉砕物を４，８００rpmで遠心分離を行い
、得られた分離液に対し約５重量％のトリクロル酢酸を添加して除タンパク後ろ過し、さ
らにメンブランフィルターによりろ過濃縮後、スプレードライヤーにより噴霧乾燥し、イ
ガイ由来グリコーゲンを得た。
【００４９】
次に、上記の抽出物を用いた、本発明に係る処方例を示す。
【００５０】
まず、表１に示した処方にて、本発明にかかる美容液として実施例１～実施例１７及び比
較例１を調製した。これらの美容液は全成分を混合，均一化することにより調製した。な
お、量目は全て重量％にて表示した。
【００５１】
【表１】

【００５２】
【表２】
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【００５３】
表１に示した美白ローションについて、色素沈着症状の改善効果を評価した。色素沈着症
状の改善効果は、顕著なシミ，ソバカス等の色素沈着症状を有する女性パネラー２０名を
一群とし、各群に実施例１～実施例１７及び比較例１をそれぞれブラインドにて１日２回
ずつ２週間使用させ、２週間後の皮膚の色素沈着の状態を観察して使用前と比較して評価
した。色素沈着の状態は、表３に示す判定基準に従って評価し、２０名の平均値を算出し
て表４に示した。
【００５４】
【表３】
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【００５５】
【表４】
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【００５６】
表４より明らかなように、本発明に係る実施例１～実施例１７使用群では、顕著な色素沈
着症状の改善が認められており、使用試験終了後には、軽度若しくはわずかな色素沈着が
認められるにすぎない程度まで症状が改善されていた。これに対し、アスコルビン酸配糖
体の一種であるＬ－アスコルビン酸－２－グルコシドのみを配合した比較例１においては
、色素沈着症状の改善は認められるものの、実施例使用群に比べ、改善の程度は明らかに
小さいものであった。
【００５７】
本発明の他の実施例を示す。
【００５８】
［実施例１８］　水中油乳化型クリーム
(１)スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．００(重量％)
(２)ミリスチン酸オクチルドデシル　　　　　　　　　　　５．００
(３)水素添加大豆リン脂質　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
(４)バチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　３．００
(５)硬化油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００
(６)ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５０
(７)親油型モノステアリン酸グリセリン　　　　　　　　　１．５０
(８)モノステアリン酸ポリグリセリル　　　　　　　　　　１．５０
(９)ベヘニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　０．８０
(10)モノミリスチン酸ポリグリセリル　　　　　　　　　　０．７０
(11)サラシミツロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３０
(12)混合脂肪酸トリグリセリド　　　　　　　　　　　　　０．１０
(13)d-δ-トコフェロール　　　　　　　　　　　　　　　 ０．０５
(14)グリチルレチン酸ステアリル　　　　　　　　　　　　０．０５
(15)精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５．００
(16)キサンタンガム　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
(17)水酸化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
(18)1,3-ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　１５．００
(19)パラオキシ安息香酸エステル　　　　　　　　　　　　０．０５
(20)精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．６０
(21)水酸化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
(22)ジエチレントリアミン五酢酸ナトリウム　　　　　　　０．２０
(23)Ｌ－アスコルビン酸－２－グルコシド　　　　　　　　２．００
(24)ハトムギ抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
(25)シャクヤク抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
(26)ボタン抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
(27)トウミツ抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
(28)ゲンチアナ抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３０
(29)サクシニルアテロコラーゲン液　　　　　　　　　　　０．１０
(30)クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
(31)精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００
製法：(１)～(14)の油相成分及び(15)～(19)の水相成分をそれぞれ８０℃に加熱し、混合
均一化した後、油相に水相を添加し、ホモミキサーにて乳化する。撹拌しながら冷却し、
４０℃で予め混合，溶解した(20)～(23)及び(24)～(31)の成分を添加し、撹拌，均一化す
る。
【００５９】
［実施例１９］　美白用美容液
(１)ジステアリン酸ポリグリセリル　　　　　　　　　　　　２．５(重量％)
(２)トリ-2-エチルヘキサン酸グリセリル　　　　　　　　　 ８．０
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(３)水素添加大豆リン脂質　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
(４)親油型モノステアリン酸グリセリン　　　　　　　　　　０．５
(５)ベヘニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
(６)グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．５
(７)精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９．６
(８)キサンタンガム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４
(９)エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
(10)カンゾウ抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
(11)オウゴン抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
(12)オウレン抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
(13)シソ抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
(14)ゲンチアナ抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
(15)ラベンダー油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
(16)Ｌ－アスコルビン酸グルコシド　　　　　　　　　　　　３．０
(17)水酸化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
(18)クエン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
(19)精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７．８９
製法：(１)～(６)及び(７)～(８)の成分をそれぞれ７０℃に加熱し混合，溶解した後、両
成分を混合してホモミキサーで乳化する。撹拌しながら冷却し、４０℃で予め混合溶解し
た(９),(10)の成分、(11)～(15)の成分及び(16)～(19)の成分を順次添加し、混合，均一
化する。
【００６０】
［実施例２０］　美白用化粧水
(１)精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０．８３(重量％)
(２)Ｌ－アスコルビン酸-2-グルコシド 　　　　　　　　　２．００
(３)グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．００
(４)エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．００
(５)クエン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
(６)水酸化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２４
(７)アルギン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　０．０３
(８)ラベンダー抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　０．７０
(９)ゲンチアナ抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０
(10)シソ抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
(11)クワ抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
(12)オウゴン抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
(13)オウレン抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
(14)カンゾウ抽出物　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００１
(15)エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０９９
製法：(１)に(２)～(13)の成分を順次添加して、混合，溶解，均一化する。(14)を(15)に
溶解して添加し、混合，均一化する。
【００６１】
本発明の実施例１８～実施例２０について、色素沈着症状の改善効果を、上記方法にて評
価し、結果を表５に示した。
【００６２】
【表５】
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【００６３】
表５より明らかなように、本発明に係る実施例使用群では、全群で顕著な色素沈着症状の
改善が認められており、使用試験終了後には、軽度若しくはわずかな色素沈着が認められ
るにすぎない程度まで症状が改善されていた。
【００６４】
本発明の実施例１～実施例２０について、皮膚刺激性を調べた。皮膚刺激性は、男性パネ
ラー２０名による４８時間の閉塞貼付試験を行い、その結果を表６に示す判定基準に従っ
て判定し、２０名の皮膚刺激指数の平均値にて示した。閉塞貼付試験の結果を表７に示し
た。
【００６５】
【表６】

【００６６】
【表７】
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【００６７】
表７に示したとおり、本発明の実施例１～実施例２０は皮膚刺激性を示すことが無く安全
性が良好であることが示された。
【００６８】
なお、本発明の実施例１～実施例２０については、上記使用試験期間中に含有成分の析出
，分離，凝集，変臭，変色といった製剤の状態変化は全く見られなかった。
【００６９】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明により、メラニンの産生阻害作用が相乗的に増強され、日焼
け後の色素沈着・しみ・ソバカス・肝斑等の予防及び改善に有効で、皮膚美白効果が著し
く改良された、安全性の高い美白化粧料を得ることができた。
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