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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性を有する材料で構成され、少なくとも光が照射される側の面と、それに対向する
側の面との間に、弾性を有する部分が存在している筐体、
　上記筐体に設けられ、肌を吸引するための吸引孔、および、
　上記筐体に設けられ、上記筐体の内部を減圧するための排気孔を備えている肌サンプリ
ング部材と、
　上記吸引孔を介して上記筐体の内部に吸引された肌の一部に光を照射する光源と、
　上記肌の一部に励起光を照射することにより生じた蛍光を検出する光検出部と、を備え
ていることを特徴とする測定装置。
【請求項２】
　上記筐体の光が照射される光照射面以外の少なくとも一つの面の一部が遮光されている
ことを特徴とする請求項１に記載の測定装置。
【請求項３】
　上記排気孔を介して上記筐体の内部を減圧するポンプを備えていることを特徴とする請
求項１または２に記載の測定装置。
【請求項４】
　上記筐体の内部の圧力は、
　上記肌の一部のほとんどが角質層からなるような第１の大きさから、上記肌の一部のほ
とんどが角質層および表皮層からなるような第２の大きさまで少なくとも可変となってい
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ることを特徴とする請求項３に記載の測定装置。
【請求項５】
　上記筐体の内部の圧力は、
　上記肌の一部のほとんどが角質層からなるような第１の大きさから、上記肌の一部に少
なくとも真皮層が含まれるような第３の大きさまで少なくとも可変となっていることを特
徴とする請求項３に記載の測定装置。
【請求項６】
　透光性を有する材料で構成され、少なくとも光が照射される側の面と、それに対向する
側の面との間に、弾性を有する部分が存在している筐体と、
　上記筐体に設けられ、肌を吸引するための吸引孔と、
　上記筐体に設けられ、上記筐体の内部を減圧するための排気孔とを備えている肌サンプ
リング部材と、
　上記吸引孔を介して上記筐体の内部に吸引された肌の一部に光を照射する光源と、
　上記肌の一部に光が照射されることにより生じた光を検出する光検出部と、
　上記排気孔を介して上記筐体の内部を減圧するポンプとを備え
　上記筐体の内部の圧力は、
　上記肌の一部のほとんどが角質層からなるような第１の大きさから、上記肌の一部のほ
とんどが角質層および表皮層からなるような第２の大きさまで少なくとも可変となってお
り、
　上記筐体の内部の圧力が上記第２の大きさのときに上記光検出部が検出した蛍光の強度
と、
　上記筐体の内部の圧力が上記第１の大きさのときに上記光検出部が検出した蛍光の強度
と、の差に基づいて、
　上記表皮層から発生する蛍光の強度を特定する検出データ解析部を備えていることを特
徴とする測定装置。
【請求項７】
　透光性を有する材料で構成され、少なくとも光が照射される側の面と、それに対向する
側の面との間に、弾性を有する部分が存在している筐体と、
　上記筐体に設けられ、肌を吸引するための吸引孔と、
　上記筐体に設けられ、上記筐体の内部を減圧するための排気孔とを備えている肌サンプ
リング部材と、
　上記吸引孔を介して上記筐体の内部に吸引された肌の一部に光を照射する光源と、
　上記肌の一部に光が照射されることにより生じた光を検出する光検出部と、
　上記排気孔を介して上記筐体の内部を減圧するポンプとを備え
　上記筐体の内部の圧力は、
　上記肌の一部のほとんどが角質層からなるような第１の大きさから、上記肌の一部に少
なくとも真皮層が含まれるような第３の大きさまで少なくとも可変となっており、
　上記筐体の内部の圧力が上記第３の大きさのときに上記光検出部が検出した蛍光の強度
と、
　上記筐体の内部の圧力が上記第１の大きさのときに上記光検出部が検出した蛍光の強度
と、の差に基づいて、
　上記真皮層から発生する蛍光の強度を特定する検出データ解析部を備えていることを特
徴とする測定装置。
【請求項８】
　透光性を有する材料で構成され、少なくとも光が照射される側の面と、それに対向する
側の面との間に、弾性を有する部分が存在している筐体と、
　上記筐体に設けられ、肌を吸引するための吸引孔と、
　上記筐体に設けられ、上記筐体の内部を減圧するための排気孔とを備えている肌サンプ
リング部材と、
　上記吸引孔を介して上記筐体の内部に吸引された肌の一部に光を照射する光源と、
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　上記肌の一部に光が照射されることにより生じた光を検出する光検出部とを備え、
　上記光源から発する光の波長は、
　後期糖化反応生成物を検知することが可能な３１５ｎｍから６００ｎｍまでの範囲内の
波長であることを特徴とする測定装置。
【請求項９】
　透光性を有する材料で構成され、少なくとも光が照射される側の面と、それに対向する
側の面との間に、弾性を有する部分が存在している筐体と、
　上記筐体に設けられ、肌を吸引するための吸引孔と、
　上記筐体に設けられ、上記筐体の内部を減圧するための排気孔とを備えている肌サンプ
リング部材と、
　上記吸引孔を介して上記筐体の内部に吸引された肌の一部に光を照射する光源と、
　上記肌の一部に光が照射されることにより生じた光を検出する光検出部とを備え、
　上記肌の一部に近赤外光または赤外光を照射する別の光源をさらに備えていることを特
徴とする測定装置。
【請求項１０】
　耳朶の一部を挟むクリップを備え、
　上記肌サンプリング部材は、上記クリップに挟まれた耳朶の一部を上記吸引孔を介して
吸引することが可能な位置に設けられていることを特徴とする請求項１から９までのいず
れか１項に記載の測定装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の測定装置を用いた測定方法であって、
　上記排気孔を介して上記筐体の内部を減圧する減圧工程と、
　上記減圧工程で上記吸引孔を介して上記筐体の内部に吸引された肌の一部に光を照射す
る光照射工程と、
　上記光照射工程で上記肌の一部に励起光が照射されることにより生じた蛍光を検出する
光検出工程とを含んでいることを特徴とする測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、肌をサンプリングする肌サンプリング部材、該肌サンプリング部材を備えた
測定装置、および上記肌サンプリング部材を用いた測定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、抗糖化（抗加齢）化粧品として、肌に蓄積したＡＧＥｓ（Advanced Glycation E
ndproducts；後期糖化反応生成物）の低減を目的としたものが商品化されている。このＡ
ＧＥｓは、タンパク質と、糖質や脂質との非酵素的糖付加反応（メイラード反応）により
形成される最終生成物であり、黄褐色を呈し、その一部は蛍光を発する物質である。また
、ＡＧＥｓは、近くに存在する構造蛋白質と結合して架橋を形成する性質を有している。
特にＡＧＥｓと真皮を構成しているコラーゲンとの架橋は、皮膚の弾力性を低下させ、ま
たくすみの原因としても問題となっている。
【０００３】
　肌の状態を測定する方法としては、肌の皮脂層や角質層の水分量や油分量を測る方法や
、表面電位を測る方法などが知られているが、何れも皮膚表面の情報を評価しているに過
ぎないという問題点がある。
【０００４】
　肌の状態を測定するその他の方法としては、特許文献１に開示された肌の鑑別方法があ
る。
【０００５】
　この鑑別方法では、粘着テープを用いて角質細胞をサンプリングするテープストリッピ
ング法で皮膚より採取した角層細胞に紫外線を照射し、該紫外線によって発光する蛍光の
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強度によって、角層細胞におけるβシート型のケラチンの存在割合の推定および／または
皮膚柔軟性を鑑別している。
【０００６】
　なお、肌の状態を測定するその他の方法としては、特許文献２または３に開示された技
術がある。これらの文献に記載の技術では、肌に照射した光の反射光を検出している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－３４８９９１号公報（２００５年１２月２２日公開）
【特許文献２】特開２００４－２９０２３４号公報（２００４年１０月２１日公開）
【特許文献３】国際公開０１／２２８６９号パンフレット（２００１年４月５日国際公開
）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の鑑別方法では、角質細胞から得られる肌の知見
しか得られないという問題点がある。また、同鑑別方法では、角質細胞を採取してから角
質細胞からの蛍光を測定するまでの手続が煩雑であるという問題点もある。
【０００９】
　例えば、上記特許文献１に記載の鑑別方法は、
（１）肌から粘着テープを用いて角質細胞を採取する工程、
（２）粘着テープを有機溶剤で半日以上かけて溶かす工程、
（３）得られた角質細胞でプレパラートを作成する工程、および、
（４）蛍光分光光度計を用いて、プレパラートの蛍光を測定する工程、の少なくとも４つ
の工程を含んでいる。このため、被験者が自分の肌の状態を確認するまでの手続が非常に
煩雑であるという問題点がある。
【００１０】
　また、上記鑑別方法では、被験者が自分の肌の状態を確認したいと思ってから、１日以
上経過した後でないと、肌の鑑別結果が得られない。よって、化粧品のカウンセリングを
行う際、皮膚組織を採取後、１日以上経過した後にカウンセリングを実施せざるを得ない
。このため、自分の肌の鑑別結果をもとにタイムリーな意見交換が行えず、カウンセリン
グの効率も悪くなってしまう。
【００１１】
　一方、特許文献２および３に記載の技術では、肌の反射光を検出する構成なので、その
手続は簡単であるものの、何れも肌の奥深くの表皮層または真皮層を含む肌の状態を検知
することは難しいという問題点がある。
【００１２】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、少なくとも表
皮層または真皮層を含む肌の状態を確認する目的で肌の一部を簡単にサンプリングするこ
とが可能になる肌サンプリング部材、該肌サンプリング部材を備えた測定装置、および上
記肌サンプリング部材を用いた測定方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の肌サンプリング部材は、上記の課題を解決するために、透光性を有する材料で
構成された筐体と、上記筐体に設けられ、肌を吸引するための吸引孔と、上記筐体に設け
られ、上記筐体の内部を減圧するための排気孔とを備えていることを特徴とする。
【００１４】
　上記構成によれば、吸引孔を生体の特定部位（測定対象部）に接触させて、排気孔を介
して筐体の内部を減圧することにより、吸引孔を介して肌の一部を筐体の内部に吸引する
ことができる。よって、肌の特定部位を簡単な手続でサンプリングすることができる。
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【００１５】
　測定対象部は、被験者の腕、手首、耳朶、指尖、掌、頬、二の腕の内側などを例示する
ことができる。
【００１６】
　また、筐体は、透光性を有しているので、筐体の内部に吸引された肌の一部（肌の特定
部位）に光を照射することで、肌の一部に光が照射されることにより生じる光を光学的に
測定することが可能となる。
【００１７】
　なお、肌の一部に光が照射されることにより生じる光としては、肌の一部に照射した光
が反射した反射光、肌の一部に照射した光が肌を透過した透過光、または、肌の一部に励
起光（光）を照射することにより生じた蛍光などを挙示できる。
【００１８】
　また、上記の光学的な測定を行うには、サンプリングした肌の一部に光を照射するだけ
で良いので、特許文献１に記載の鑑別方法と比較して肌の状態を確認する手続を簡単にす
ることができる。
【００１９】
　さらに、筐体の内部に肌の一部を吸引するという簡単な方法であるものの、筐体の内部
の容積を適度に大きくすれば、吸引される肌の一部に表皮層または真皮層が含まれるよう
にすることも可能である。
【００２０】
　以上より、少なくとも表皮層または真皮層を含む肌の状態を確認する目的で肌の一部を
簡単にサンプリングすることが可能になる。
【００２１】
　また、本発明の肌サンプリング部材は、上記の構成に加えて、上記筐体は、少なくとも
光が照射される側の面と、それに対向する側の面との間に、弾性を有する部分が存在して
いても良いし、筐体全体が、弾性を有する材料で構成されていても良い。
【００２２】
　上記の構成によれば、弾性を有する部分の存在により、少なくとも筐体の光が照射され
る側と、それに対向する側との間の距離が可変となる。言い換えれば、筐体の内部の容積
が可変となる。
【００２３】
　ところで、上記の特許文献２および３に記載の技術は、反射光として経皮（皮膚）の蛍
光を検出ており、装置も大掛かりある。また、経皮の何処から得られた蛍光の情報なのか
測定部位も不特定であるという副次的な問題点がある。
【００２４】
　そこで、本発明の肌サンプリング部材は、このような副次的な問題点を解決するために
、上記の構成に加えて、上記筐体の光が照射される光照射面以外の少なくとも一つの面の
一部が遮光されていても良い。
【００２５】
　上記の構成によれば、筐体の光が照射される光照射面以外の少なくとも一つの面の一部
のうち、遮光されていない部分から出射される蛍光のみを選択して測定することが可能に
なる。よって、筐体の内部に吸引された肌の一部のうち、特定部位（例えば、表皮層や真
皮層）からの蛍光のみを選択して測定することが可能となる。
【００２６】
　また、本発明の測定装置は、上記の構成に加えて、上記肌サンプリング部材と、上記吸
引孔を介して上記筐体の内部に吸引された肌の一部に光を照射する光源と、上記肌の一部
に光が照射されることにより生じた光を検出する光検出部とを備えていることが好ましい
。
【００２７】
　上記構成によれば、光源により筐体の内部に吸引された肌の一部に光を照射し、光検出
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部により上記肌の一部に光が照射されることにより生じた光を検出する測定装置を実現で
きる。
【００２８】
　なお、光検出部の検出結果（物性情報または物理量）には、例えば、検出された光の強
度、その半値幅、検出された光の波長、肌の反射率、肌の透過率などといった、肌の一部
に含まれる物質などに由来する各種の物性情報が含まれる。
【００２９】
　ところで、上記特許文献１に記載の鑑別方法では、角質細胞（角質層）の状態は確認で
きるものの、表皮層および／または真皮層の状態を確認することはできないという副次的
な課題がある。
【００３０】
　例えば、肌の弾力性は、図１０（ａ）に示す高々０．０２ｍｍの厚さしかない角質層の
状態だけではなく、表皮層（厚さ０．０７～０．２ｍｍ）、さらには真皮層（厚さ２ｍｍ
）の状態にも左右される。真皮層はその７０％以上がコラーゲン繊維で構成されているが
、後期糖化反応生成物（ＡＧＥｓ）はこのコラーゲン繊維と架橋してしまう。このＡＧＥ
ｓによる架橋によって、コラーゲン繊維の３次元網目構造が崩壊し、繊維芽細胞、ヒアル
ロン酸などが低減する。また、ＡＧＥｓによる架橋によって、表皮層と真皮層との境にあ
る基底層の構造も崩れてしまい、真皮層と表皮層との境界も不明瞭となってしまう。この
結果、肌の弾力性が低下し、ＡＧＥｓのもつ色合いの問題から、肌のくすみが進行するこ
とになる。
【００３１】
　また、図１０（ｂ）に示すように、角質層は１４日でターンオーバーを繰り返すのに対
して、表皮は２８日、真皮は５～６年でターンオーバーを繰り返すことからも、スキンケ
アにおいて、表皮および真皮の健康状態は無視できないことが明白である。
【００３２】
　本発明の測定装置は、上記の副次的な問題点を解決するために、（上記肌サンプリング
部材の）上記排気孔を介して上記筐体の内部を減圧するポンプを備えていても良い。
【００３３】
　上記構成によれば、ポンプを用いて、筐体の内部を減圧し、吸引孔を介して肌の一部を
筐体の内部に吸引することが可能になる。
【００３４】
　また、ポンプによる筐体の内部の負圧を調整することにより、筐体の内部に吸引される
肌の量を調整することができる。
【００３５】
　例えば、本発明の肌サンプリング部材によれば、角質層、表皮層および／または真皮層
に存在するＡＧＥｓ由来の蛍光を測定することも可能となる。このため、検出する蛍光の
強度と、角質層、表皮層および／または真皮層に存在するＡＧＥｓの量とを予め対応づけ
ておくことにより、角質層、表皮層および／または真皮層に存在するＡＧＥｓの量を特定
することも可能になる。また、上記構成によれば、角質層、表皮層および／または真皮層
のどの部位が糖化しているのかを知ることも可能となり、化粧品の効果を確認するなど、
カウンセリングの現場での肌サンプリング部材の利用が可能となる。
【００３６】
　ところで、上記のように、上記の特許文献２および３に記載の技術は、反射光として経
皮の蛍光を検出ており、装置も大掛かりある。また、経皮の何処から得られた蛍光の情報
なのか測定部位も不特定であるという副次的な問題点がある。
【００３７】
　しかしながら、上記の本発明の測定装置によれば、ポンプの減圧の程度を調整すること
によりサンプリングする肌の量を調整することができるので、簡単に上記のような副次的
な問題点を解決することもできる。
【００３８】
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　また、上記の特許文献２および３に記載の技術は、測定部位に血管が存在すると蛍光の
強度が大きく異なることから、得られた結果の定量性が乏しいといった副次的な問題点も
ある。
【００３９】
　しかしながら、上記の本発明の測定装置によれば、ポンプの減圧の程度を調整すること
により真皮層に存在する血管を避けて肌をサンプリングすることができるので、上記のよ
うな副次的な問題点を解決することもできる。
【００４０】
　また、本発明の測定方法は、上記の肌サンプリング部材を用いた測定方法であって、上
記排気孔を介して上記筐体の内部を減圧する減圧工程と、上記減圧工程で上記吸引孔を介
して上記筐体の内部に吸引された肌の一部に光を照射する光照射工程と、上記光照射工程
で上記肌の一部に光が照射されることにより生じた光を検出する光検出工程とを含んでい
ることが好ましい。
【００４１】
　上記の方法によれば、減圧工程では、排気孔を介して上記筐体の内部を減圧する。よっ
て、吸引孔を肌の特定部位に近づけて、筐体の内部を減圧することにより、肌の一部を筐
体の内部に吸引することができる。よって、肌の特定部位を簡単な手続でサンプリングす
ることができる。
【００４２】
　また、光照射工程では、減圧工程で上記吸引孔を介して上記筐体の内部に吸引された肌
の一部に光を照射する。さらに、光検出工程では、光照射工程で上記肌の一部に光が照射
されることにより生じた光を検出する。よって、上記の光学的な測定が可能となる。この
ため、特許文献１に記載の鑑別方法と比較して肌の状態を確認する手続に要する時間を短
縮することができる。
【００４３】
　以上より、少なくとも表皮層または真皮層を含む肌の状態を簡単に確認することができ
る。
【００４４】
　また、本発明の測定装置は、上記の構成に加えて、上記筐体の内部の圧力は、上記肌の
一部のほとんどが角質層からなるような第１の大きさから、上記肌の一部のほとんどが角
質層および表皮層からなるような第２の大きさまで少なくとも可変となっていても良い。
【００４５】
　上記構成によれば、筐体の内部の圧力は、第１の大きさから第２の大きさまで少なくと
も可変となっている。ここで、第１の大きさは、上記肌の一部のほとんどが角質層からな
るような大きさであり、第２の大きさは、上記肌の一部のほとんどが角質層および表皮層
からなるような大きさである。
【００４６】
　よって、筐体の内部の圧力が第１の大きさのときは、筐体の内部に吸引される肌の一部
のほとんどが角質層からなるようにすることができる。また、筐体の内部の圧力が第２の
大きさのときは、筐体の内部に吸引される肌の一部のほとんどが角質層および表皮層から
なるようにすることができる。
【００４７】
　これにより、例えば、角質層および／または表皮層に存在するＡＧＥｓ由来の蛍光を測
定することが可能となる。このため、検出する蛍光の強度と、角質層および／または表皮
層に存在するＡＧＥｓの量とを予め対応づけておくことにより、角質層および／または表
皮層に存在するＡＧＥｓの量を特定することも可能になる。
【００４８】
　また、糖化が進んだ肌において、ＡＧＥｓの蛍光の強度が増加することを本願発明者は
、新たに見出した。よって、上記構成によれば、角質層および／または表皮層のどの部位
が糖化しているのかを知ることも可能となり、化粧品の効果を確認するなど、カウンセリ
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ングの現場での測定装置の利用が可能となる。
【００４９】
　また、本発明の測定装置は、上記の構成に加えて、上記筐体の内部の圧力が上記第２の
大きさのときに上記光検出部が検出した蛍光の強度と、上記筐体の内部の圧力が上記第１
の大きさのときに上記光検出部が検出した蛍光の強度と、の差に基づいて、上記表皮層か
ら発生する蛍光の強度を特定する検出データ解析部を備えていても良い。
【００５０】
　上記構成によれば、検出データ解析部は、筐体の内部の圧力が第２の大きさのときに検
出した蛍光の強度と、筐体の内部の圧力が第１の大きさのときに検出した蛍光の強度と、
の差に基づいて、表皮層から発生する蛍光の強度を特定する。
【００５１】
　よって、表皮層から発生する蛍光の強度と、表皮層（または肌）の状態とを予め対応付
けておくことにより、表皮層（または肌）の状態を確認することが可能になる。
【００５２】
　特許文献２または３に記載の技術のような従来の反射型測定装置では、励起光の反射が
蛍光のスペクトルに重畳してしまうという課題がある。さらに、この反射型測定装置では
、血管が測定対象部に存在した場合、肌以外に測定対象部の下部に存在する血管に蓄積し
たＡＧＥｓからの蛍光が重畳してしまう課題もある。
【００５３】
　しかしながら、上記の構成によれば、第２の大きさのとき検出した蛍光の強度と、第１
の大きさのときに検出した蛍光の強度と、の差をとるので、表皮層から発生する蛍光に、
肌の一部に照射した光の反射光が重畳する影響を低減させることが可能となる。
【００５４】
　ところで、メラニンは、図１０（ａ）に示す表皮の基底層の部分に存在するメラノサイ
ト（色素細胞）内で作られる色素（黒～黄色）である。
【００５５】
　通常、メラニンはメラノサイト内に留まらず、表皮細胞に転送されてターンオーバーと
呼ばれる肌の代謝により肌の最表面にある角質層まで上がっていき、古くなった角質層と
ともに垢となって剥がれ落ちる。ところが、「シミ」ができる場合は、メラニンを含む表
皮細胞が、そのまま基底層に留まったり、場合によってはメラノサイト自身が真皮中に移
動したりすることがある。これは表皮に存在するケラチノサイトの異常が引き起こすトラ
ブルとも言われている。また「シミ」の種類は、肝斑、老人性色素斑、母斑など様々あり
、メラニンの分布が異なることが知られている。このように、皮膚中のメラニン分布はメ
ラノサイトだけでなく表皮層や真皮層にまで広範囲に及ぶ。
【００５６】
　ここで、表皮層に含まれるメラニンは、肌の一部に光が照射されることにより生じた光
の検出結果に影響を及ぼす。
【００５７】
　しかしながら、本発明の測定装置の上記の構成によれば、表皮層のコラーゲン由来の情
報から、肌の色味（メラニン、L*、a*、b*といった色差情報）の情報を削除することがで
きるため、より正確な肌の状態の解析が可能となる。
【００５８】
　また、本発明の測定装置は、上記の構成に加えて、上記筐体の内部の圧力は、上記肌の
一部のほとんどが角質層からなるような第１の大きさから、上記肌の一部に少なくとも真
皮層が含まれるような第３の大きさまで少なくとも可変となっていても良い。
【００５９】
　上記構成によれば、筐体の内部の圧力は、第１の大きさから第３の大きさまで少なくと
も可変となっている。ここで、第１の大きさおよび第２の大きさは、上記のとおりであり
、第３の大きさは、肌の一部に少なくとも真皮層が含まれるような大きさである。
【００６０】
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　よって、筐体の内部の圧力が第１の大きさおよび第２の大きさのときは、上記のとおり
であるが、筐体の内部の圧力が第３の大きさのときは、筐体の内部に吸引される肌の一部
に少なくとも真皮層が含まれるようにすることができる。
【００６１】
　これにより、例えば、角質層、表皮層および／または真皮層に存在するＡＧＥｓ由来の
蛍光を測定することが可能となる。このため、検出する蛍光の強度と、角質層、表皮層お
よび／または真皮層に存在するＡＧＥｓの量とを予め対応づけておくことにより、角質層
、表皮層および／または真皮層に存在するＡＧＥｓの量を特定することも可能になる。ま
た、上記構成によれば、角質層、表皮層および／または真皮層のどの部位が糖化している
のかを知ることも可能となり、化粧品の効果を確認するなど、カウンセリングの現場での
測定装置の利用が可能となる。
【００６２】
　また、本発明の測定装置は、上記の構成に加えて、上記筐体の内部の圧力が上記第３の
大きさのときに上記光検出部が検出した蛍光の強度と、上記筐体の内部の圧力が上記第１
の大きさのときに上記光検出部が検出した蛍光の強度と、の差に基づいて、上記真皮層か
ら発生する蛍光の強度を特定する検出データ解析部を備えていても良い。
【００６３】
　上記構成によれば、検出データ解析部は、筐体の内部の圧力が第３の大きさのとき検出
した蛍光の強度と、筐体の内部の圧力が第１の大きさのときに検出した蛍光の強度と、の
差に基づいて、真皮層から発生する蛍光の強度を特定する。
【００６４】
　よって、真皮層から発生する蛍光の強度と、真皮層（または肌）の状態とを予め対応付
けておくことにより、真皮層（または肌）の状態を確認することが可能になる。
【００６５】
　また、上記の構成によれば、第３の大きさのとき検出した蛍光の強度と、第１の大きさ
のときに検出した蛍光の強度と、の差をとるので、真皮層から発生する蛍光に、肌の一部
に照射した光の反射光が重畳する影響を低減することが可能となる。
【００６６】
　また、本発明の測定装置は、上記の構成に加えて、上記光源から発する光の波長は、後
期糖化反応生成物（ＡＧＥｓ）を検知することが可能な範囲内の波長であっても良い。
【００６７】
　上記の構成により、ＡＧＥｓを検知できる。なお、上述したように糖化が進んだ肌にお
いては、ＡＧＥｓ由来の蛍光の強度が増加するので、肌の糖化の進み具合を確認できる。
よって、ＡＧＥｓを検知する測定装置を実現することは有用である。
【００６８】
　また、本発明の測定装置は、上記の構成に加えて、上記肌の一部に近赤外光または赤外
光を照射する別の光源をさらに備えていても良い。
【００６９】
　上記の構成によれば、別の光源から近赤外光を皮膚表面に照射することにより、酸化ヘ
モグロビンを検出することができ、静脈を検知することができる。
【００７０】
　また、別の光源から赤色光を皮膚表面に照射することにより、還元ヘモグロビンを検出
することができ、動脈を検知することができる。
【００７１】
　また、本発明の測定装置は、上記の構成に加えて、耳朶の一部を挟むクリップを備え、
上記肌サンプリング部材は、上記クリップに挟まれた耳朶の一部を上記吸引孔を介して吸
引することが可能な位置に設けられていても良い。
【００７２】
　上記の構成によれば、筐体の内部に吸引される耳朶の一部に光を照射して光学的な測定
を行うことができる。



(10) JP 5203488 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

【００７３】
　例えば、耳朶は蛍光の測定時に、必ずしも化粧品を落とす必要がなく、仮に化粧品を落
とした場合でも、ユーザーに大きな負担を強いることなく利用することができる。また、
耳朶には血管か少なく、血管壁に蓄積したＡＧＥｓによるバックグラウンドとしての蛍光
が少ないので、より正確な測定を行うことが可能になる。また、耳朶の皮膚は、他の部位
と較べ非常に薄いので、筐体の内部の容積をあまり変化させなくても、角質層、表皮層お
よび／または真皮層の状態を確認することが可能である。
【発明の効果】
【００７４】
　本発明の肌サンプリング部材は、以上のように、透光性を有する材料で構成された筐体
と、上記筐体に設けられ、肌を吸引するための吸引孔と、上記筐体に設けられ、上記筐体
の内部を減圧するための排気孔とを備えている構成である。
【００７５】
　それゆえ、少なくとも表皮層または真皮層を含む肌の状態を確認する目的で肌の一部を
簡単にサンプリングすることが可能になるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の一実施の形態である測定装置の全体構成を示す図である。
【図２】（ａ）は、本発明の一実施の形態である吸引機構（肌サンプリング部材）の外観
を示す斜視図であり、（ｂ）は、上記吸引機構の外観を示す側面図である。
【図３】上記吸引機構の内部の容積が可変であることを模式的に示す図である。
【図４】上記測定装置の一実施例（ポータブル型）を示す図である。
【図５】上記測定装置の他の実施例（イヤーセンサ型）を示す図である。
【図７】生体の特定部位における蛍光の波長と強度（検出強度）との関係を示す図である
。
【図６】ヘモグロビンの蛍光の波長と吸収度との関係を示す図である。
【図８】吸引機構の蛍光測定側の表面の一部を遮光したときの様子を示す図である。
【図９】吸引機構の蛍光測定側の表面の一部を遮光したときの様子を示す図である。
【図１０】（ａ）は、肌の断面の状態を示す図であり、（ｂ）は、角質層、表皮（層）、
および真皮（層）の、それぞれの厚さおよびターンオーバーを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００７７】
　本発明の一実施形態について図１～図１０に基づいて説明すれば、次の通りである。以
下の特定の項目で説明する構成以外の構成については、必要に応じて説明を省略する場合
があるが、他の項目で説明されている場合は、その構成と同じである。また、説明の便宜
上、各項目に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、適宜
その説明を省略する。
【００７８】
　〔１．測定装置〕
　まず、図１および４に基づき、本発明の一実施形態である測定装置１００の全体構成に
ついて説明する。図１は、測定装置１００の全体構成を示す図である。また、図４は、測
定装置１００の一実施例（以下、ポータブル型測定装置という）を示す図である。
【００７９】
　なお、本実施形態では、測定対象となる被験者の肌の一部（または測定対象部）より得
られた蛍光の強度を検出（特定）する測定装置１００について説明する。
【００８０】
　しかしながら、測定装置１００が特定するデータは、このような蛍光の強度のみに限ら
れず、その他の物性情報（または物理量）を特定するようにしても良い。
【００８１】
　例えば、一般に、肌の一部に光が照射されることにより生じる光としては、照射した光
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が反射した反射光、照射した光が肌を透過した透過光、または、励起光（光）を照射する
ことにより生じた蛍光（肌に含まれる物質に由来する蛍光）などを挙示できる。
【００８２】
　よって、測定装置１００は、本実施形態のような光の強度の他、例えば、その半値幅、
検出された光の波長、肌の反射率、肌の透過率などといった、肌の一部に含まれる物質な
どに由来する物性情報（または物理量）のいずれかを特定するものであれば良い。
【００８３】
　図１に示すように、測定装置１００は、吸引機構（肌サンプリング部材、筐体）１、光
源２ａ、光源（別の光源）２ｂ、検出器（光検出部）３ａ、３ｂ、導管６、ポンプ７、制
御部８、記録部９、信号変換部１０および表示部１１を備える。
【００８４】
　次に、図４の右下には、ポータブル型測定装置測定の外観を示している。なお、同図で
は、ポータブル型測定装置における、吸引機構１、光源２ａ、検出器３ａ、３ｂの配置の
一例を示している。
【００８５】
　また、図４の「ＴＯＰ　ｖｉｅｗ」は、ポータブル型測定装置を上面からみたときの、
吸引機構１、光源２ａ、検出器３ａ、３ｂの配置の一例を示している。なお、図４に示す
吸引機構１では、図１に示す吸引機構１とは、吸引孔５の位置が異なっており、吸引孔５
は、排気孔４（同図の下側）と対向する位置（同図の上側）に設けられている。このよう
に、吸引機構１の吸引孔５は、排気孔４と対向する位置に設けられていても良い。
【００８６】
　一方、図４の「ＳＩＤＥ　ｖｉｅｗ」は、ポータブル型測定装置の内部を斜め横からみ
たときの、吸引機構１、光源２ａ、検出器３ａ、３ｂ、ポンプ７の配置の一例を示してい
る。
【００８７】
　（吸引機構１）
　図１に示すように、本実施形態における吸引機構１の形状は、略直方体形状である。し
かしながら、吸引機構１の形状は、略直方体形状に限られず、肌の一部を吸引できる形状
であればどのような形状であっても良い。例えば、上記の略直方体形状、略立方体形状、
角錐台形状あるいは円錐台形状、または、これらの各形状の角を丸めたような形状など様
々な形状を採用できる。
【００８８】
　また、吸引機構１における６つの表面のうち、５つの表面が、表面ＳＵＦ１～表面ＳＵ
Ｆ５と称する。また、略直方体形状の残りの１つの表面の側（同図の下側）は開放され、
肌を吸引するための吸引孔５を為している。さらに、表面ＳＵＦ１には、導管６を介して
ポンプ７と接続するための排気孔４が設けられている。すなわち、排気孔４は、吸引機構
１の内部から気体（例えば、空気）を排気する（吸引機構１の内部を減圧する）ための孔
である。
【００８９】
　本実施形態の吸引機構１の構成材料は、透光性を有する石英ガラスである。例えば、石
英セル容器の一部に孔（排気孔４）を開けて作製する。なお、吸引機構１の構成材料は、
石英ガラスに限られず、透光性を有する樹脂材料やセラミックスなどであっても良い。
【００９０】
　吸引機構１の一実施例（石英セル容器）を図２に示す。図２（ａ）は、吸引機構１の外
観を示す斜視図である。図２（ｂ）は、吸引機構１の外観を示す側面図である。
【００９１】
　本実施形態の吸引機構１は、図１に示すように、長さａが、２０ｍｍ程度であり、長さ
ｂが、２５ｍｍ程度であり、長さｃが、１０ｍｍ程度である（例えば、図２に示す石英セ
ル容器を構成する石英板の厚さは無視している）。
【００９２】
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　吸引機構１の内部の容積が一定の場合に、吸引される肌の量を多くするには、吸引機構
１の内部の負圧を大きくすれば良い。
【００９３】
　しかしながら、吸引機構１の内部の負圧を大きくしたときに、吸引機構１の内部に吸引
される肌の一部に少なくとも真皮層が含まれるようにするには、長さａは、２～５ｍｍ以
上、長さｂおよび長さｃは、共に少なくとも４～１０ｍｍ以上が必要である。例えば、長
さｂおよび長さｃを有する吸引孔５でサンプリングする肌の量の半分が、吸引される肌の
断面の厚さ（深さ）に対応すると考える。
【００９４】
　このとき、真皮層の厚さは、２～５ｍｍ程度であるから、長さａは、少なくとも２～５
ｍｍ程度、長さｂおよび長さｃは、それぞれ真皮層の厚さの２倍程度、すなわち、少なく
とも４～１０ｍｍ程度である必要があることになる。
【００９５】
　同様の考え方から、吸引機構１の内部の負圧を大きくしたときに、吸引機構１の内部に
吸引される肌の一部に少なくとも真皮層が含まれるようにするには、吸引機構１の内部の
容積は、少なくとも、３２ｍｍ３～５００ｍｍ３以上である必要があることになる。
【００９６】
　吸引機構１の内部の容積が一定のとき、サンプリングする肌の量を調整するには、吸引
機構１の内部の圧力の大きさを調整すれば良い。このとき、吸引機構１の内部の容積に応
じた上限が存在するものの、圧力が高ければ高いほど、サンプリングされる肌の量は大き
くなり、圧力が低ければ低いほどサンプリングされる肌の量は小さくなる。
【００９７】
　一方、吸引機構１の内部の圧力が一定のとき、サンプリングする肌の量を調整する方法
としては、
（１）内部の容積が異なる吸引機構１を複数用意し、交換可能とする方法や、
（２）吸引機構１そのものの内部の容積を可変とする方法などが考えられる。
【００９８】
　上記（１）の場合、吸引機構１の内部の容積を変更する方法としては、吸引機構１全体
の大きさを変更する方法や、吸引機構１が石英セル容器からなる場合、石英セル容器を構
成する石英板の厚みを厚くしたり、薄くしたりする方法などが考えられる。
【００９９】
　一方、上記（２）の場合、吸引機構１は、その内部の容積が可変となるような構造を設
ける方法が考えられる。例えば、図３には、このように内部の容積が可変の吸引機構１の
例を模式的に示している。
【０１００】
　以上のように、吸引機構１の内部の容積を可変とすることにより、サンプリングする肌
の量を変更することが可能となる。これにより、ほぼ同じ箇所で、肌の表面から、角質層
の領域、表皮層の領域、真皮層の領域までのいずれをサンプリングするのかを選択するこ
とができる。
【０１０１】
　ところで、上記特許文献１に記載の鑑別方法では、角質細胞（角質層）の状態は確認で
きるものの、表皮層および／または真皮層の状態を確認することはできないという副次的
な課題がある。
【０１０２】
　例えば、肌の弾力性は、図１０（ａ）に示す高々０．０２ｍｍの厚さしかない角質層の
状態だけではなく、表皮層（厚さ０．０７～０．２ｍｍ）、さらには真皮層（厚さ２ｍｍ
）の状態にも左右される。真皮層はその７０％以上がコラーゲン繊維で構成されているが
、後期糖化反応生成物（ＡＧＥｓ）はこのコラーゲン繊維と架橋してしまう。このＡＧＥ
ｓによる架橋によって、コラーゲン繊維の３次元網目構造が崩壊し、繊維芽細胞、ヒアル
ロン酸などが低減する。また、ＡＧＥｓによる架橋によって、表皮層と真皮層との境にあ
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る基底層の構造も崩れてしまい、真皮層と表皮層との境界も不明瞭となってしまう。この
結果、肌の弾力性が低下し、ＡＧＥｓのもつ色合いの問題から、肌のくすみが進行するこ
とになる。
【０１０３】
　また、図１０（ｂ）に示すように、角質層は１４日でターンオーバーを繰り返すのに対
して、表皮は２８日、真皮は５～６年でターンオーバーを繰り返すことからも、スキンケ
アにおいて、表皮および真皮の健康状態は無視できないことが明白である。
【０１０４】
　そこで、吸引機構１は、上記の副次的な課題を解決するために、吸引機構１の内部の圧
力（または容積）は、下記の第１の大きさから第２の大きさまで少なくとも可変となって
いても良い。あるいは、吸引機構１の内部の圧力（または容積）は、第１の大きさから、
第３の大きさまで少なくとも可変となっていても良い。
【０１０５】
　ここで、第１の大きさは、肌の一部のほとんどが角質層からなるような大きさである。
また、第２の大きさは、肌の一部のほとんどが角質層および表皮層からなるような大きさ
である。さらに、第３の大きさは、肌の一部に少なくとも真皮層が含まれるような大きさ
である。
【０１０６】
　よって、吸引機構１の内部の圧力（または容積）が第１の大きさのときは、吸引機構１
の内部に吸引される肌の一部のほとんどが角質層からなるようにすることができる。また
、吸引機構１の内部の圧力（または容積）が第２の大きさのときは、吸引機構１の内部に
吸引される肌の一部のほとんどが角質層および表皮層からなるようにすることができる。
さらに、吸引機構１の内部の圧力（または容積）が第３の大きさのときは、吸引機構１の
内部に吸引される肌の一部に少なくとも真皮層が含まれるようにすることができる。
【０１０７】
　これにより、例えば、角質層、表皮層および／または真皮層に存在するＡＧＥｓ由来の
蛍光を測定することが可能となる。このため、検出する蛍光の強度と、角質層、表皮層お
よび／または真皮層に存在するＡＧＥｓの量とを予め対応づけておくことにより、角質層
、表皮層および／または真皮層に存在するＡＧＥｓの量を特定することも可能になる。ま
た、上記構成によれば、角質層、表皮層および／または真皮層のどの部位が糖化している
のかを知ることも可能となり、化粧品の効果を確認するなど、カウンセリングの現場での
測定装置の利用が可能となる。
【０１０８】
　次に、吸引機構１自体の内部の容積を可変とするには、吸引機構１全体を、透光性かつ
弾性を有する材料（例えば、シリコーンゴムなど）で構成すれば良い。あるいは、吸引機
構１における６つの表面の部分のうちの一部を、弾性を有する材料（例えば、シリコーン
ゴムなど）で構成し、残りの一部を、石英ガラス、硬質性の樹脂材料またはセラミックス
などで構成しても良い。
【０１０９】
　例えば、吸引機構１における６つの表面のうち、互いに対向する少なくとも１組の表面
（光が照射される側の面）ＳＵＦ２および表面（対向する側の面）ＳＵＦ３の各部を、透
光性を有する硬質性の樹脂材料で構成する。一方、表面ＳＵＦ２と表面ＳＵＦ３との間を
結合する表面ＳＵＦ１、表面ＳＵＦ４および表面ＳＵＦ５の各部（弾性を有する部分）を
、シリコーンゴムなどで構成する。
【０１１０】
　これにより、弾性を有する部分の存在により、少なくとも吸引機構１の光が照射される
側（表面ＳＵＦ２の側）と、それに対向する側（表面ＳＵＦ３の側）との間の距離が可変
となる。言い換えれば、吸引機構１の内部の容積が可変となる。このため、吸引機構１の
内部に吸引される肌の量を調整することができる。
【０１１１】
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　よって、サンプリングする肌の量により、肌の角質層、表皮層および／または真皮層か
らの蛍光を測定することが可能となる。また、上記の構成により、ほぼ同じ箇所で、肌の
断面方向（肌の表面からの深さ方向）に沿って存在する肌の角質層、表皮層および／また
は真皮層に存在するＡＧＥｓ量を測定することも可能となる。
【０１１２】
　シリコーン原料組成物としては、信越化学工業株式会社製の「ＫＪＲ６３２」等の市販
品を用いることができる。シリコーン原料組成物は、上記成分以外に、得られるシリコー
ン樹脂の強度や透明度を損なわない程度に充填剤、耐熱材、可塑剤等を添加してもよい。
【０１１３】
　また、シリコーンゴムは、比較的低分子のオルガノポリシロキサンが架橋したシリコー
ンゴムであってもよい。
【０１１４】
　吸引機構１は、所期の形状に応じた適切な成形方法で上記シリコーン原料組成物を成形
する。例えば、射出成形、押出成形、注型成形等により成形することができる。
【０１１５】
　なお、吸引機構１の透過率は、９０％以上であることが好ましく、９２％以上であると
一層好ましい。ポリジメチルシロキサンで成形した吸引機構１の透過率は約９４％、ポリ
ジフェニルシロキサンで成形した吸引機構１の透過率は約９２％であり、長期に使用して
もその透過率は維持される。吸引機構１は、ポリジメチルシロキサンのような硬いシリコ
ーン樹脂で成形されていると、膨張し難いうえ、紫外線などの短波長側で劣化し難く、光
学特性を維持するのに適切である。
【０１１６】
　特に、吸引機構１がシリコーンゴム製であると、水分や低分子シロキサンのような揮発
成分が残存し易いので、それらを揮発させることが好ましい。
【０１１７】
　以上説明した、吸引機構１によれば、吸引孔５を生体の特定部位（測定対象部）に接触
させて、排気孔４を介して吸引機構１の内部を減圧することにより、吸引孔５を介して肌
の一部を吸引機構１の内部に吸引することができる。よって、肌の特定部位を簡単な手続
でサンプリングすることができる。
【０１１８】
　また、吸引機構１は、透光性を有しているので、吸引機構１の内部に吸引された肌の一
部（肌の特定部位）に光を照射することで、肌の一部に光が照射されることにより生じる
光を光学的に測定することが可能となる。
【０１１９】
　さらに、上記の光学的な測定を行うには、サンプリングした肌の一部に光を照射するだ
けで良いので、特許文献１に記載の鑑別方法と比較して肌の状態を確認する手続を簡単に
することができる。
【０１２０】
　また、上記の光学的な測定の測定結果は、サンプリングした肌の一部に光を照射してか
ら瞬時に得られる。このため、特許文献１に記載の鑑別方法と比較して肌の状態を確認す
る手続に要する時間を短縮することができる。
【０１２１】
　さらに、吸引機構１の内部に肌の一部を吸引するという簡単な方法であるものの、吸引
機構１の内部の容積を適度に大きくすれば、吸引される肌の一部に表皮層または真皮層が
含まれるようにすることも可能である。
【０１２２】
　以上より、少なくとも表皮層または真皮層を含む肌の状態を簡単に確認する目的で肌を
サンプリングすることが可能になる。
【０１２３】
　なお、測定装置１００による測定対象部は、被験者の腕、手首、耳朶、指尖、掌、頬、
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二の腕の内側などを例示することができる。
【０１２４】
　図６に、このような測定対象部のうち、手の指先（指尖）、手首の血管のうち、血管が
分岐している部分（手首血管分岐位置）、手首で血管の存在しない部分（手首血管未確認
位置）、手のひら（血管未確認位置）のそれぞれの箇所からのＡＧＥｓによる蛍光のスペ
クトルの測定結果を示す。
【０１２５】
　同図では横軸に蛍光の波長（ｎｍ）、縦軸に蛍光の強度(ａ．ｕ．)を示している。たと
えば波長４６０ｎｍあたりの蛍光の強度は、手の指先（指尖）で１０，０００ａ．ｕ．以
上、また血管が分岐している部分（手首血管分岐位置）においては、約９，０００ａ．ｕ
．の値を示しており、顕著な蛍光のスペクトルが得られた。一方、手のひら（血管未確認
位置）、手首で血管の存在しない部分（手首血管未確認位置）では、蛍光のスペクトルは
得られるものの、手の指先（指尖）、および血管が分岐している部分（手首血管分岐位置
）と比較して、大きな数値は得られなかった。分析箇所によって、これだけ蛍光の強度が
異なることが分かる。
【０１２６】
　上記のように、手の指先（指尖）、および血管が分岐している部分（手首血管分岐位置
）においては、特にＡＧＥｓが溜まりやすいことが分かった。つまり、ＡＧＥｓの溜まり
やすい箇所を測定位置として定めることで、より精度の高い正確なデータを得ることがで
きることが分かる。
【０１２７】
　（吸引機構１の変形例）
　次に、図８および９に基づき、上述した吸引機構１の変形例について説明する。
【０１２８】
　ところで、上記の特許文献２および３に記載の技術は、反射光として経皮の蛍光を検出
ており、装置も大掛かりある。また、経皮の何処から得られた蛍光の情報なのか測定部位
も不特定であるという副次的な問題点がある。
【０１２９】
　そこで、同図に示すように、吸引機構１は、光が照射される表面（光照射面）ＳＵＦ３
以外の少なくとも一つの面の一部が遮光されていても良い（遮光部Ｓ）。
【０１３０】
　なお、吸引機構１に遮光部Ｓを設ける方法としては、蛍光を取り出さない部分を遮光性
プラスチックで作製したり、透光性を有する材料の表面に遮光剤を塗布したりする方法が
考えられる。
【０１３１】
　上記の構成によれば、吸引機構１の光が照射される光照射面以外の少なくとも一つの面
の一部のうち、遮光されていない部分（透光部Ｔ）から出射される蛍光のみを選択して測
定することが可能になる。よって、吸引機構１の内部に吸引された肌の一部のうち、特定
部位（例えば、表皮層や真皮層）からの蛍光のみを選択して測定することが可能となる。
【０１３２】
　例えば、図８は、表皮層以外のほとんどは、遮光部Ｓで覆われている。よって、表皮層
から透光部Ｔを介して出射される蛍光のみを選択的に検出できる。
【０１３３】
　一方、図９は、真皮層以外のほとんどは、遮光部Ｓで覆われている。よって、真皮層か
ら透光部Ｔを介して出射される蛍光のみを選択的に検出できる。
【０１３４】
　なお、遮光部Ｓおよび透光部Ｔの配置は、吸引機構１の内部が一定の圧力のときに吸引
される肌の量に応じて予め決定しておけば良い。
【０１３５】
　（光源２ａ）
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　光源２ａは、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）やＬＤ（Laser Diode）などの半導体素
子の他、ランプ光源などを利用することも可能である。
【０１３６】
　光源２ａから発する光の波長は、近紫外領域である３１５～４００ｎｍから可視光領域
である３１５～６００ｎｍのものが適している。
【０１３７】
　なお、本実施形態では、近紫外領域の２３０ｎｍ以上３６５ｎｍ以下の波長か、青紫色
領域の４０５ｎｍの波長となっている。
【０１３８】
　このような波長の光を測定対象部の特定部位（例えば、血管など）に照射することによ
り、照射位置の血管壁の蓄積物からの蛍光が得られる。
【０１３９】
　また、光源２ａから発する光の波長は、後期糖化反応生成物（ＡＧＥｓ）を検知するこ
とが可能な範囲内の波長であっても良い。
【０１４０】
　上記の構成により、ＡＧＥｓを検知できる。なお、糖化が進んだ肌においては、ＡＧＥ
ｓ由来の蛍光の強度が増加するので、肌の糖化の進み具合を確認できる。よって、ＡＧＥ
ｓを検知する測定装置を実現することは有用である。
【０１４１】
　ＡＧＥｓには、現在知られているだけでも２０ほどの種類があり、その中で光を照射す
ると蛍光を発するものがいくつかある。表１にその例を示す。
【０１４２】
【表１】

【０１４３】
　表１中、ＣＬＦ（collagen-linked fluorescence）は、コラーゲンと結合したＡＧＥｓ
からの蛍光であり、総ＡＧＥｓ生産およびこれに付随するコラーゲン架橋の一般的な尺度
として用いられる。
【０１４４】
　ペントシジンとべスパーリジンはＡＧＥｓの代表的な例である。ペントシジンはペント
ースと等モルのリジンとアルギニンが架橋した構造を有し、酸加水分解後に安定な蛍光性
物質である。特に糖尿病の発症や末期の腎症において増加することが報告されている。ベ
スパーリジンはＡＧＥ化ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）を酸加水分解した後、主要な蛍光
性物質として単離され、２分子のリジンを架橋した構造を有している。
【０１４５】
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　表１からもわかるように、励起光の波長としては、３７０ｎｍまたはその近傍での波長
が最も適しているが、ＡＧＥｓの種類によって適応する励起光の幅としては、紫外光領域
である３１５～４００ｎｍから可視光領域である３１５～６００ｎｍのものが適している
。
【０１４６】
　このようにして蛍光を検出することで、血管から非侵襲的にＡＧＥｓの存在を確認する
ことができる。
【０１４７】
　（光源２ｂ）
　次に、光源（別の光源）２ｂは、血管を可視化するための近赤外光源または赤外光源で
ある。また、光源２ｂは、近赤外光と、赤外光とを切り替えて照射できる光源であること
が好ましい。このような光源の例として、京セミ株式会社製「Multi-Wavelength ＬＥＤ
　ＫＥＤ６９４Ｍ３１Ｄ」を例示することができる。
【０１４８】
　血管を可視化（検知）する方法として、酸素と結合したオキシヘモグロビン（酸化ヘモ
グロビン）、酸素と結合していないデオキシヘモグロビン（還元ヘモグロビン）の赤色な
いし赤外領域での吸光度の違いを利用し、血管の種類（静脈か動脈か）を特定して、ＡＧ
Ｅｓを測定することも可能である。
【０１４９】
　例えば、静脈には還元ヘモグロビンが多く含まれるのに対し、動脈には酸化ヘモグロビ
ンが多く含まれている。図７は酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの波長と吸光度の関
係を示している。横軸に波長（ｎｍ）、縦軸に吸光度(ａ．ｕ．)を示している。グラフで
は８０５ｎｍを境として、短波長側では還元ヘモグロビンが、長波長側では酸化ヘモグロ
ビンの吸光度が高い。
【０１５０】
　つまり、８０５ｎｍよりも長波長の光を照射すると、酸化ヘモグロビンの多く含まれて
いる血管（動脈）が酸化ヘモグロビンの少ない血管（静脈）よりも明瞭に確認できる。そ
の後、８０５ｎｍよりも短波長の光を照射すると、それまで明瞭に見えていた酸化ヘモグ
ロビンの多く含まれている血管、つまり還元ヘモグロビンの少ない血管（動脈）が不明瞭
になるのに対し、還元ヘモグロビンの多く含まれている血管、つまり酸化ヘモグロビンの
少ない血管（静脈）が明瞭になる。
【０１５１】
　今回は例として８０５ｎｍを境にしてそれより長波長、短波長の光で説明したが、あく
までも長波長と短波長の相対的な吸光度の差を利用することで、還元ヘモグロビンと酸化
ヘモグロビン、つまり静脈と動脈を区別して可視化することが理論上可能となる。つまり
、酸化ヘモグロビンの吸光度が還元ヘモグロビンのそれより高い波長と、酸化ヘモグロビ
ンの吸光度が還元ヘモグロビンのそれより低い波長とを用いることで、静脈と動脈の同定
が可能となる。図７のデータに基づくと、８０５ｎｍを境にしてそれより長波長、短波長
の光を用いることにより、静脈と動脈を区別するには好適となる。
【０１５２】
　上記のことから、光源２ｂに６００～１０００ｎｍの範囲の波長で、二種類以上の波長
を用いることで、静脈と動脈を区別して可視化することができる。図７によれば、特に酸
化ヘモグロビンを検出するための９４０ｎｍ前後の近赤外領域の光源と、還元ヘモグロビ
ンを検出するための６６０ｎｍ前後の赤色領域の光源を備えることが望ましい。同一照射
箇所において照射するこれら２種の波長を速やかに切り替えることで、その血管画像を比
較し、動脈と静脈の同定が可能となる。
【０１５３】
　なお、近赤外光を発する光源と、赤外光を発する光源とを別々に設けても良い。例えば
、近赤外ＬＥＤと、赤色ＬＥＤとを切り替えて点灯することで、吸引機構１の内部にサン
プリングされた肌の一部に血管が含まれているのか、いないのかを確認することができる
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。近赤外ＬＥＤは、９４５ｎｍ前後（８９０～１０１０ｎｍ）の近赤外領域の波長を有す
る光を出射する光源である。近赤外光を皮膚表面に照射することにより、酸化ヘモグロビ
ンを検出することができ、静脈を可視化できる。赤色ＬＥＤは、６６０ｎｍ前後（６２０
～７００ｎｍ）の赤色領域の波長を有する光を出射する光源である。赤色光を皮膚表面に
照射することにより、還元ヘモグロビンを検出することができ、動脈を可視化できる。
【０１５４】
　（検出器３ａ、３ｂ）
　検出器３ａ、３ｂは、肌の一部から発生した蛍光を検出するものであり、単一または複
数の受光素子を含んでいる。なお、検出器３ａ、３ｂは、受光素子だけでなく、例えば、
蛍光分光光度計などのように分光器を備えていても良い。これにより、分光された蛍光に
基づくより細かな検出データの解析が可能になる。
【０１５５】
　受光素子としては、ＰＤ（Photo Diode）、ＣＣＤ（Charge Coupled Devices）、ＣＭ
ＯＳ（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor）などの半導体素子を例示することが
できる。
【０１５６】
　肌の一部から発生する蛍光は励起光よりも波長が長いため、検出器としては、表１より
、３５０～５００ｎｍの範囲の光が検出できるものであれば良い。しかしながら、蛍光に
ついても、ＡＧＥｓの種類によって検出される波長に幅があるため、３２０～９００ｎｍ
の範囲が検出できるものであれば利用可能である。
【０１５７】
　なお、本実施形態では、吸引機構１と、検出器３ａ、３ｂとの間に別の光学部品は存在
していないが、吸引機構１と、検出器３ａ、３ｂとの間に単一または複数の光学部品が存
在していても良い。
【０１５８】
　光学部品としては、各種の光学部材の他、光ファイバのような導光部材などを例示する
ことができる。
【０１５９】
　各種の光学部材は、肌の一部から発生した蛍光の状態を変化させる部材である。このよ
うな光学部材としては、プリズム、レンズ、波長変換素子、光学フィルタ、回折格子、偏
光板、および、光路変更部材などを例示することができる。また、「レンズ」は、蛍光の
スポット径を調整する部材である。また、「波長変換素子」は、蛍光を波長の異なる光に
変換する部材である。「光学フィルタ」は、所定の波長範囲の波長を有する光を遮断し、
それ以外の波長を有する光を透過させる部材である。「光路変更部材」は、レーザ光の光
路を変更する部材であり、例えば、ミラーである。
【０１６０】
　なお、吸引機構１の内部で発生した蛍光は等方的に拡がるので、検出器３ａ、３ｂは、
吸引孔５にて吸引された肌の存在により、検出器３ａまたは検出器３ｂを設置することが
できない位置を除き、吸引機構１の近傍の任意の位置に設置することができる。
【０１６１】
　但し、蛍光の検出は、反射光の影響が少ない、励起光の伝搬方向に対して９０度の位置
で検出することが多いので、図１の検出器３ｂのように、吸引孔５（肌に接触する側）と
対向する表面ＳＵＦ４の近傍から検出することが好ましい。その他、導管６の存在が邪魔
にならない表面ＳＵＦ５の近傍から検出しても良い。また、導管６の存在が邪魔にならな
いのであれば、表面ＳＵＦ１の近傍から検出しても良い。
【０１６２】
　また、図１の検出器３ａのように、励起光が照射される側の表面（光が照射される側の
面、光照射面）ＳＵＦ２に対向する側の表面（対向する側の面）ＳＵＦ３の近傍に設置し
ても良い。なお、検出器３ａが検出する光には、肌の一部から発生した蛍光に限られず、
光源２ａ、２ｂから発した励起光が肌の一部を透過した透過光も含まれる。
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【０１６３】
　さらに、光源２ａ、２ｂから発した励起光の照射を妨害することがない位置であれば、
表面ＳＵＦ２の近傍に設置しても良い。この場合、検出する光には、肌の一部から発生し
た蛍光に限られず、光源２ａ、２ｂから発した励起光が肌の一部で反射した反射光も含ま
れる。
【０１６４】
　検出器を表面ＳＵＦ３の近傍に設置した場合、検出器が検出する光は、肌の一部から発
生した蛍光に限られず、光源２ａ、２ｂから発した励起光が肌の一部で反射した反射光も
含まれる。この場合、検出器を蛍光と反射光とを一つのファイバで検出できる同軸ファイ
バの形状にしても構わない。何れにしても、検出器３ａ、３ｂにて受光した蛍光の強度を
測定することにより、生体内の物質（例えば、ＡＧＥｓ）の蓄積量を測定することが可能
になる。
【０１６５】
　また、検出器３ａ、３ｂのいずれか一方は、肌の一部に含まれる血管を可視化するため
に測定対象部を撮像する撮像装置であっても良い。撮像装置としては、受光素子がアレイ
状（またはマトリクス状）に配列されたＣＣＤカメラやＣＭＯＳカメラを例示することが
できるが、その他の撮像装置を用いても良い。
【０１６６】
　この撮像装置は、吸引機構１の外側に設置し、測定対象部を撮像する。なお、市販のデ
ジタルカメラでは、可視光を透過させて、赤外線を反射させるＩＲカットフィルタが撮像
素子の前に装備されている場合があるが、このフィルタを除去して、近赤外領域の光だけ
を通すバンドパスフィルターを入れてもよい。
【０１６７】
　（ポンプ７）
　ところで、上記特許文献１に記載の鑑別方法では、角質細胞（角質層）の状態は確認で
きるものの、表皮層、真皮層の状態を確認することはできないという副次的な課題がある
。
【０１６８】
　例えば、肌の弾力性は、図１０（ａ）に示す高々０．０２ｍｍの厚さしかない角質層の
状態だけではなく、表皮層（厚さ０．０７～０．２ｍｍ）、さらには真皮層（厚さ２ｍｍ
）の状態にも左右される。真皮層はその７０％以上がコラーゲン繊維で構成されているが
、ＡＧＥｓはこのコラーゲン繊維と架橋してしまう。このＡＧＥｓによる架橋によって、
コラーゲン繊維の３次元網目構造が崩壊し、繊維芽細胞、ヒアルロン酸などが低減する。
また、ＡＧＥｓによる架橋によって、表皮層と真皮層との境にある基底層の構造も崩れて
しまい、真皮層と表皮層との境界も不明瞭となってしまう。この結果、肌の弾力性が低下
し、ＡＧＥｓのもつ色合いの問題から、肌のくすみが進行することになる。
【０１６９】
　また、図１０（ｂ）に示すように、角質層は１４日でターンオーバーを繰り返すのに対
して、表皮は２８日、真皮は５～６年でターンオーバーを繰り返すことからも、スキンケ
アにおいて、表皮および真皮の健康状態は無視できないことが明白である。
【０１７０】
　測定装置１００は、上記の副次的な問題点を解決するために、吸引機構１の排気孔４を
介して吸引機構１の内部を減圧するポンプ７を備えていても良い。なお、図１に示すよう
に、ポンプ７は、導管６を介して排気孔４に接続される。
【０１７１】
　ここで、ポンプ７は電動でも手動でも構わないが、株式会社ケイエヌエフジャパン製「
ＮＭＰ０５Ｓ」や株式会社アクアテック製「マイクロリングポンプＤＳＡ－２－１２ＢＬ
」を利用しても良い。
【０１７２】
　上記構成によれば、ポンプ７を用いて、吸引機構１の内部を減圧し、吸引孔５を介して
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肌の一部を吸引機構１の内部に吸引することが可能になる。
【０１７３】
　また、ポンプ７による吸引機構１の内部の負圧を調整することにより、吸引機構１の内
部に吸引される肌の量を調整することができる。
【０１７４】
　例えば、吸引機構１によれば、角質層、表皮層および／または真皮層に存在するＡＧＥ
ｓ由来の蛍光を測定することも可能となる。このため、検出する蛍光の強度と、角質層、
表皮層および／または真皮層に存在するＡＧＥｓの量とを予め対応づけておくことにより
、角質層、表皮層および／または真皮層に存在するＡＧＥｓの量を特定することも可能に
なる。また、測定装置１００によれば、角質層、表皮層および／または真皮層のどの部位
が糖化しているのかを知ることも可能となり、化粧品の効果を確認するなど、カウンセリ
ングの現場での肌サンプリング部材の利用が可能となる。
【０１７５】
　ところで、上記の特許文献２および３に記載の技術は、反射光として経皮の蛍光を検出
ており、装置も大掛かりある。また、経皮の何処から得られた蛍光の情報なのか測定部位
も不特定であるという副次的な問題点がある。
【０１７６】
　しかしながら、測定装置１００によれば、ポンプ７の減圧の程度を調整することにより
サンプリングする肌の量を調整することができるので、簡単に上記のような副次的な問題
点を解決することもできる。
【０１７７】
　また、上記の特許文献２および３に記載の技術は、測定部位に血管が存在すると蛍光の
強度が大きく異なることから、得られた結果の定量性が乏しいといった副次的な問題点も
ある。
【０１７８】
　しかしながら、測定装置１００によれば、ポンプ７の減圧の程度を調整することにより
真皮層に存在する血管を避けて肌をサンプリングすることができるので、上記のような副
次的な問題点を解決することもできる。
【０１７９】
　また、測定装置１００は、ポンプ７の減圧による吸引機構１の内部の圧力（または容積
）は、第１の大きさから、第２の大きさまたは第３の大きさまで少なくとも可変となって
いても良い。
【０１８０】
　上記構成によれば、吸引機構１の内部の圧力（または容積）は、第１の大きさから第２
の大きさまたは第３の大きさまで少なくとも可変となっている。ここで、第１の大きさは
、肌の一部のほとんどが角質層からなるような大きさである。また、第２の大きさは、肌
の一部のほとんどが角質層および表皮層からなるような大きさである。さらに、第３の大
きさは、肌の一部に少なくとも真皮層が含まれるような大きさである。
【０１８１】
　よって、吸引機構１の内部の圧力（または容積）が第１の大きさのときは、吸引機構１
の内部に吸引される肌の一部のほとんどが角質層からなるようにすることができる。また
、吸引機構１の内部の圧力（または容積）が第２の大きさのときは、吸引機構１の内部に
吸引される肌の一部のほとんどが角質層および表皮層からなるようにすることができる。
さらに、吸引機構１の内部の圧力（または容積）が第３の大きさのときは、吸引機構１の
内部に吸引される肌の一部に少なくとも真皮層が含まれるようにすることができる。
【０１８２】
　これにより、例えば、角質層、表皮層および／または真皮層に存在するＡＧＥｓ由来の
蛍光を測定することが可能となる。このため、検出する蛍光の強度と、角質層、表皮層お
よび／または真皮層に存在するＡＧＥｓの量とを予め対応づけておくことにより、角質層
、表皮層および／または真皮層に存在するＡＧＥｓの量を特定することも可能になる。ま
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た、上記構成によれば、角質層、表皮層および／または真皮層のどの部位が糖化している
のかを知ることも可能となり、化粧品の効果を確認するなど、カウンセリングの現場での
測定装置の利用が可能となる。
【０１８３】
　次に、マイクロポンプを用いて吸引機構１の内部の負圧がどの程度になるか実験を行っ
た結果について説明する。
【０１８４】
　実験に用いたマイクロポンプは、（Ａ）０．４５（ｍｌ／ｍｉｎ；ミリリットル／分）
、（Ｂ）６．４（ｍｌ／ｍｉｎ）、および、（Ｃ）０．４（ｌ／ｍｉｎ；リットル／分）
の三種類を用いた。
【０１８５】
　上記（Ａ）のマイクロポンプによれば、肌の一部のほとんどが角質層および表皮層から
なることが確認できた（第２の大きさの圧力）。
【０１８６】
　上記（Ｂ）のマイクロポンプによれば、負圧－２０ｋＰａ（大気圧を基準とする）が達
成され、肌の一部に真皮層が含まれることが確認できた（第３の大きさの圧力）。
【０１８７】
　上記（Ｃ）のマイクロポンプによれば、負圧－５０ｋＰａが達成されることが確認でき
た。
【０１８８】
　以上より、吸引機構１の内部の圧力を、第１の大きさから、第２の大きさまたは第３の
大きさまで可変とすることが可能であることが確認できた。
【０１８９】
　（制御部８）
　図１に示すように制御部８は、ポンプ制御部８１、光源制御部８２、検出データ解析部
８３、表示制御部８４を備える。
【０１９０】
　ポンプ制御部８１は、ポンプ７を制御して、吸引機構１の内部の圧力（または容積）を
一定に保つか、または、少なくとも上記第１の大きさから上記第３の大きさまで変化させ
ることが可能となっている。
【０１９１】
　また、光源制御部８２は、光源２ａ、２ｂを制御して光源２ａ、２ｂを点灯または消灯
させたり、各光源から発する光の強度を調整したり、光源２ｂから発する光を近赤色光か
ら赤色光に切り替えたりすることが可能となっている。
【０１９２】
　検出データ解析部８３は、検出器３ａ、３ｂによって検出された検出信号が、信号変換
部１０によって増幅、Ａ／Ｄ（デジタル／アナログ）変換されて生成される検出データを
取得し、その解析結果を出力するものである。
【０１９３】
　また、検出データ解析部８３は、吸引機構１の内部の圧力（または容積）が第２の大き
さのときに検出した蛍光の強度と、吸引機構１の内部の圧力（または容積）が第１の大き
さのときに検出した蛍光の強度と、の差に基づいて、表皮層から発生する蛍光の強度を特
定しても良い。
【０１９４】
　これにより、表皮層から発生する蛍光の強度と、表皮層（または肌）の状態とを予め対
応付けておくことにより、表皮層（または肌）の状態を確認することが可能になる。
【０１９５】
　特許文献２または３に記載の技術のような従来の反射型測定装置では、励起光の反射が
蛍光のスペクトルに重畳してしまうという課題がある。さらに、この反射型測定装置では
、血管が測定対象部に存在した場合、肌以外に測定対象部の下部に存在する血管に蓄積し
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たＡＧＥｓからの蛍光が重畳してしまう課題もある。
【０１９６】
　しかしながら、測定装置１００によれば、第２の大きさのとき検出した蛍光の強度と、
第１の大きさのときに検出した蛍光の強度と、の差をとるので、表皮層から発生する蛍光
に、肌の一部に照射した光の反射光が重畳する影響を低減させることが可能となる。
【０１９７】
　ところで、メラニンは、図１０（ａ）に示す表皮の基底層の部分に存在するメラノサイ
ト（色素細胞）内で作られる色素（黒～黄色）である。
【０１９８】
　通常、メラニンはメラノサイト内に留まらず、表皮細胞に転送されてターンオーバーと
呼ばれる肌の代謝により肌の最表面にある角質層まで上がっていき、古くなった角質層と
ともに垢となって剥がれ落ちる。ところが、「シミ」ができる場合は、メラニンを含む表
皮細胞が、そのまま基底層に留まったり、場合によってはメラノサイト自身が真皮中に移
動したりすることがある。また「シミ」の種類は、肝斑、老人性色素斑、母斑など様々あ
り、メラニンの分布が異なることが知られている。このように、皮膚中のメラニン分布は
メラノサイトだけでなく表皮層や真皮層にまで広範囲に及ぶ。これは表皮に存在するケラ
チノサイトの異常が引き起こすトラブルとも言われている。
【０１９９】
　ここで、表皮層に含まれるメラニンは、肌の一部に光が照射されることにより生じた光
の検出結果に影響を及ぼす。
【０２００】
　しかしながら、測定装置１００の上記の構成によれば、表皮層のコラーゲン由来の情報
から、肌の色味（メラニン、L*、a*、b*といった色差情報）の情報を削除することができ
るため、より正確な肌の状態の解析が可能となる。
【０２０１】
　また、検出データ解析部８３は、吸引機構１の内部の圧力（または容積）が第３の大き
さのときに検出した蛍光の強度と、吸引機構１の内部の圧力（または容積）が第１の大き
さのときに検出した蛍光の強度と、の差に基づいて、真皮層から発生する蛍光の強度を特
定しても良い。
【０２０２】
　これにより、真皮層から発生する蛍光の強度と、真皮層（または肌）の状態とを予め対
応付けておくことにより、真皮層（または肌）の状態を確認することが可能になる。
【０２０３】
　また、上記の構成によれば、第３の大きさのとき検出した蛍光の強度と、第１の大きさ
のときに検出した蛍光の強度と、の差をとるので、真皮層から発生する蛍光に、肌の一部
に照射した光の反射光が重畳する影響を低減することが可能となる。
【０２０４】
　次に、表示制御部８４は、検出データ解析部８３から解析結果を受け取り、ユーザーに
上記解析結果を提示するための解析結果表示用画像などを作成し、表示部１１に送り、表
示部１１に解析結果表示用画像を表示する。
【０２０５】
　なお、解析結果表示用画像として表示される情報としては、角質層、表皮層および／ま
たは真皮層に存在するＡＧＥｓの量、ＡＧＥｓの量に対応する肌の状態、可視化した血管
（動脈または静脈）のイメージなどが含まれる。
【０２０６】
　（記録部９）
　記録部９に記録される各種情報としては、測定装置１００を動作させるためのＯＳや制
御プログラムの他、
（１）光源２ａ、２ｂに供給する電流やＰＭＷ信号（パルス幅変調信号）の周波数の値な
ど、
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（２）検出器３ａ、３ｂによって検出される蛍光の強度と、角質層、表皮層および／また
は真皮層に存在するＡＧＥｓの量と、の関係を示す情報（ルックアップテーブル）など、
（３）検出器３ａ、３ｂによって検出される蛍光の強度と、肌の状態との関係を示す情報
（ルックアップテーブル）など、
（４）解析結果表示用画像の生成に必要なデータなどを例示することができる。
【０２０７】
　また、記録部９は、検出データ解析部８３が出力する解析結果を記録しても良い。
【０２０８】
　また、本発明の一実施形態である測定方法は、上記の吸引機構１を用いた測定方法であ
って、下記（１）～（３）の各工程を含む。
（１）排気孔４を介して吸引機構１の内部を減圧する減圧工程。
（２）上記減圧工程で吸引孔５を介して吸引機構１の内部に吸引された肌の一部に光を照
射する光照射工程。
（３）上記光照射工程で上記肌の一部に光が照射されることにより生じた光を検出する光
検出工程。
【０２０９】
　上記の方法によれば、減圧工程では、排気孔４を介して吸引機構１の内部を減圧する。
よって、吸引孔５を肌の特定部位に近づけて、吸引機構１の内部を減圧することにより、
肌の一部を吸引機構１の内部に吸引することができる。よって、肌の特定部位を簡単な手
続でサンプリングすることができる。
【０２１０】
　また、光照射工程では、減圧工程で吸引孔５を介して吸引機構１の内部に吸引された肌
の一部に光を照射する。さらに、光検出工程では、光照射工程で上記肌の一部に光が照射
されることにより生じた光を検出する。よって、上記の光学的な測定が可能となる。この
ため、特許文献１に記載の鑑別方法と比較して肌の状態を確認する手続に要する時間を短
縮することができる。
【０２１１】
　以上より、少なくとも表皮層または真皮層を含む肌の状態を簡単に確認することができ
る。
【０２１２】
　〔２．測定装置２００〕
　まず、図５に基づき、本発明の他の実施形態である測定装置２００（イヤーセンサ型）
の全体構成について説明する。図５は、測定装置２００の全体構成を示す図である。
【０２１３】
　測定装置２００が、測定装置１００と異なっている点は、
（１）光源２および検出器（光検出部）３がそれぞれ１つである点、
（２）ブラケット（クリップ）２０Ｌ、２０Ｒ、蝶番（クリップ）２１を備えている点で
ある。
【０２１４】
　なお、それ以外の構成については、測定装置１００と同様であるので、ここでは説明を
省略する。
【０２１５】
　（光源２、検出器３）
　光源２は、測定装置１００における光源２ａまたは光源２ｂのいずれかと同様の機能を
有する。
【０２１６】
　また、検出器３は、測定装置１００における検出器３ａまたは検出器３ｂ同様の機能を
有する。
【０２１７】
　（ブラケット２０Ｌ、２０Ｒ、蝶番２１）
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　図５に示すように、測定装置２００は、耳朶の一部を挟むためのブラケット（クリップ
）２０Ｌ、２０Ｒ、および蝶番（クリップ）２１を備える。
【０２１８】
　また、同図に示すように、吸引機構１は、ブラケット２０Ｌ、２０Ｒに挟まれた耳朶の
一部を、吸引孔５を介して吸引することが可能な位置に設けられている。なお、蝶番２１
は、ブラケット２０Ｌ、２０Ｒをクリップとして機能させるためのバネを含んでいる。
【０２１９】
　また、図５に示すように、吸引機構１の吸引孔５は、図４に示したものと同様に、排気
孔４（同図の下側）と対向する位置（同図の上側）に設けられている。
【０２２０】
　上記の構成によれば、吸引機構１の内部に吸引される耳朶の一部に光を照射して上記の
光学的な測定を行うことができる。
【０２２１】
　例えば、耳朶は蛍光の測定時に、必ずしも化粧品を落とす必要がなく、仮に化粧品を落
とした場合でも、ユーザーに大きな負担を強いることなく利用することができる。また、
耳朶には血管か少なく、血管壁に蓄積したＡＧＥｓによるバックグラウンドとしての蛍光
が少ないので、より正確な測定を行うことが可能になる。また、耳朶の皮膚は、他の部位
と較べ非常に薄いので、吸引機構１の内部の容積をあまり変化させなくても、角質層、表
皮層および／または真皮層の状態を確認することが可能である。
【０２２２】
　〔３．まとめ〕
　以上のように、測定装置１００、２００、および吸引機構１を用いた測定方法によれば
、少なくとも表皮層または真皮層を含む肌の状態を簡単に確認することができる。
【０２２３】
　また、吸引機構１における肌をサンプリングする量を制御することで、肌の深さ方向の
情報に基づいた生体情報を数値化することが可能となり、測定部位や測定位置で異なる挙
動を示す生体内の蛍光物質の検出が強度情報として得られ、この情報を元に肌の老化度を
可視化することができる。
【０２２４】
　また、測定装置１００、２００によれば、肌の糖化状態をモニターすることが可能とな
り、肌の表皮層および／または真皮層に蓄積したＡＧＥｓから発生する蛍光を利用して、
肌の老化度合いをモニターすることが可能になる。
【０２２５】
　さらに、吸引機構１により肌の一部をサンプリングすることで、そのサンプリング量か
ら、肌のどの層から得られた蛍光かを知ることができ、肌の健康状態をモニターすること
ができ、抗糖化化粧品の効果・効能を迅速且つ手軽に確認することができる。
【０２２６】
　よって、測定装置１００、２００によれば、従来の測定装置では実現できなかった、糖
化による肌の老化測定による抗加齢化粧品の効果確認を視覚化することも可能になる。
【０２２７】
　最後に、測定装置１００、２００の各ブロック、特に、制御部８は、集積回路（ＩＣチ
ップ）上に形成された論理回路によってハードウェア的に実現してもよいし、ＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）を用いてソフトウェア的に実現してもよい。
【０２２８】
　後者の場合、測定装置１００、２００は、各機能を実現するプログラムの命令を実行す
るＣＰＵ、上記プログラムを格納したＲＯＭ（Read Only Memory）、上記プログラムを展
開するＲＡＭ（Random Access Memory）、上記プログラムおよび各種データを格納するメ
モリ等の記憶装置（記録媒体；例えば、記録部９）などを備えている。そして、本発明の
目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである測定装置１００、２００の制御プロ
グラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログ
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ラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記測定装置１００、２０
０に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録されているプ
ログラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能である。
【０２２９】
　上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ類、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ
／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク類、ＩＣカード（メモリカードを含む
）／光カード等のカード類、マスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッシュＲＯ
Ｍ等の半導体メモリ類、あるいはＰＬＤ（Programmable logic device）やＦＰＧＡ（Fie
ld Programmable Gate Array）等の論理回路類などを用いることができる。
【０２３０】
　また、測定装置１００、２００を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記プログラ
ムコードを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークは、プログ
ラムコードを伝送可能であればよく、特に限定されない。例えば、インターネット、イン
トラネット、エキストラネット、ＬＡＮ、ＩＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用
網（Virtual Private Network）、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能
である。また、この通信ネットワークを構成する伝送媒体も、プログラムコードを伝送可
能な媒体であればよく、特定の構成または種類のものに限定されない。例えば、ＩＥＥＥ
１３９４、ＵＳＢ、電力線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ（Asymmetric Dig
ital Subscriber Line）回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外線、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＩＥＥＥ８０２．１１無線、ＨＤＲ（High Data Rate）、Ｎ
ＦＣ（Near Field Communication）、ＤＬＮＡ（Digital Living Network Alliance）、
携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。
【０２３１】
　また、本発明の測定装置は、以下のように表現することもできる。
【０２３２】
　すなわち、本発明の測定装置は、肌の一部をサンプリングするサンプリング機構（肌サ
ンプリング部材）と、サンプリング機構によってサンプリングされた肌の一部（箇所、測
定対象部）に励起光を照射する励起光照射部と、上記励起光が生体に照射されることによ
って生じる蛍光を受光する受光部とを備えていても良い。
【０２３３】
　上記の構成によれば、肌をサンプリングする量を制御することで、肌の深さ方向の情報
に基づいた生体情報を数値化することが可能となり、測定部位や測定位置で異なる挙動を
示す生体内の蛍光物質の検出が強度情報として得られ、この情報を元に肌の老化度を可視
化するという効果を奏する。
【０２３４】
　上記の構成によれば、サンプリングする肌の量により、肌の角質層、表皮層および／ま
たは真皮層の肌の断面方向における存在位置（位置情報）に基づいた肌の情報をモニタリ
ングすることが可能となる。この蛍光の情報には蛍光の強度、検出された波長の情報、そ
の半値幅といった物質に由来する物性情報が含まれている。上記の構成を利用することで
、測定対象部に対して、励起光の反射光がＡＧＥｓ由来の蛍光へ重畳する影響を低減する
ことが可能となる。また、血管は真皮層に存在しており、血管壁に蓄積したＡＧＥｓ由来
の蛍光を除外することも可能となる。例えば、腕、手首、耳朶、指尖、掌、および、頬な
どにおいては、その検出位置に血管が存在することで、血管がない位置よりも蛍光の強度
が高まることが実験により確認されている。また、赤外線のイメージを確認することによ
って、血管の存在を確認することも可能である。
【０２３５】
　また、本発明の測定装置は、上記サンプリング機構は、目的の層を選択（サンプリング
）するために、そのサイズが可変する構造を備えていても良い。より具体的には、本発明
の測定装置は、上記サンプリング機構は、上記励起光を照射する面、励起光が透過する面
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、蛍光を検出する面の三面、および、肌を吸引する面以外の側面二面について、その辺の
長さ（サイズ）を変更することが可能であっても良い。
【０２３６】
　上記の構成により、ほぼ同じ箇所で、肌の断面方向に沿って存在する肌の角質層、表皮
層および／または真皮層に存在するＡＧＥｓ量を測定することが可能となる。
【０２３７】
　また、本発明の測定装置は、上記サンプリング構造は、特に耳朶においてクリップ式の
測定機構を利用しても良い。より具体的には、本発明の測定装置は、上記サンプリング機
構において、特に耳朶の一部をクリップし、その領域に励起光を照射する励起光照射部と
、上記励起光が生体に照射されることによって生じる蛍光を受光する受光部とを備えたセ
ンシング機構を有していても良い。
【０２３８】
　特に耳朶は測定時、化粧品を落とす必要が必ずしもなく、もし化粧品を落とした場合も
、ユーザーに大きな負担を強いることなく利用することができる。また耳朶には血管か少
なく、血管壁に蓄積するＡＧＥｓによるバックグラウンドとしての蛍光が少ないことも測
定上のメリットとしてあげられる。その皮膚も他の部位と較べ非常に薄いことも測定上の
メリットとなる。このクリップの片側には発光デバイスからの励起光を光ファイバで接続
し、反対側のクリップには励起光照射部が生体に照射されることによって生じる蛍光を受
光する受光部に接続した光ファイバが接続されても良い。
【０２３９】
　また、本発明の測定装置は、上記励起光は、後期糖化反応生成物を測定するために適し
た波長範囲を有していても良い。
【０２４０】
　上記の構成により、肌の特定の位置からのＡＧＥｓを測定できる。肌の糖化が進んだ肌
において、ＡＧＥｓの蛍光強度が増加することを本願発明者が新たに見出した。そのため
、ＡＧＥｓを測定する測定装置を肌センサとして実現することは有用である。
【０２４１】
　以上で説明した測定装置によれば、肌の糖化状態をモニターすることも可能となり、肌
の表皮層および／または真皮層に蓄積した糖化物質（ＡＧＥｓ）から発生する蛍光を利用
して、肌の老化度合いをモニターすることも可能となる。また、肌の一部をサンプリング
することで、そのサンプリング量から、肌のどの層から得られた蛍光かを知ることができ
るので、肌の健康状態をモニターすることも可能となり、抗糖化化粧品の効果・効能を迅
速且つ手軽に確認することができる。
【０２４２】
　〔付記事項〕
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、また、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合
わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２４３】
　本発明のサンプリング部材、測定装置および測定方法は、従来の技術では成し得なかっ
た、肌の糖化状態をモニターできるモニタリング装置などに適用することができる。また
、誰もが手軽に、且つ精度良く使用できる肌の健康状態をモニターするモニタリング装置
にも適用することができる。よって、抗糖化化粧品の効果・効能の確認において、エビデ
ンスの取得を推進することが期待され、スキンケアモニタリング機器としての応用が期待
される。
【符号の説明】
【０２４４】
１　吸引機構（肌サンプリング部材、筐体）
２、２ａ　光源
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２ｂ　光源（別の光源）
３、３ａ、３ｂ　検出器（光検出部）
４　排気孔
５　吸引孔
６　導管
７　ポンプ
８　制御部
９　記録部
１０　信号変換部
１１　表示部
２０Ｌ、２０Ｒ　ブラケット（クリップ）
２１　蝶番（クリップ）
８１　ポンプ制御部
８２　光源制御部
８３　検出データ解析部
８４　表示制御部
１００、２００　測定装置
Ｔ　透光部
Ｓ　遮光部
ＳＵＦ１　表面
ＳＵＦ２　表面（光が照射される側の面、光照射面）
ＳＵＦ３　表面（対向する側の面）
ＳＵＦ４、ＳＵＦ５　表面

【図１】 【図３】



(28) JP 5203488 B2 2013.6.5

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(29) JP 5203488 B2 2013.6.5

【図１０】



(30) JP 5203488 B2 2013.6.5

【図２】



(31) JP 5203488 B2 2013.6.5

10

フロントページの続き

    審査官  佐藤　高之

(56)参考文献  特開平０４－０３８９３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－０８７７３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１３７５２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１４８６９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２３３６７７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　５／００－５／２２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

