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(57)【要約】
本発明は、可視光線領域帯であるブルーライトを遮断す
るために翡翠の粉末を含む化粧料組成物に係り、翡翠の
粉末を有効成分として含むブルーライト遮断用化粧料組
成物を適用すれば、従来に遮断しにくかったブルーライ
ト領域帯の光を特異的に反射して遮断することができて
、皮膚を保護することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　翡翠（Ｊａｄｅ）の粉末を有効成分として含むブルーライト（Ｂｌｕｅ　ｌｉｇｈｔ）
 遮断用化粧料組成物。
【請求項２】
上記ブルーライトが、波長が３８０～５００ｎｍ領域の可視光線であることを特徴とする
請求項１に記載のブルーライト遮断用化粧料組成物。
【請求項３】
　上記翡翠の粉末が、春川玉の粉末であることを特徴とする請求項１に記載のブルーライ
ト遮断用化粧料組成物。
【請求項４】
　上記翡翠の粉末の粒径が、１０ｎｍ～１００μｍであることを特徴とする請求項１に記
載のブルーライト遮断用化粧料組成物。
【請求項５】
　上記翡翠の粉末が、化粧料全体重量に対して０．０５～５．０重量％含むことを特徴と
する請求項１に記載のブルーライト遮断用化粧料組成物。
【請求項６】
　上記化粧料組成物が、スキンローション、ローション、クリーム、セラム、エマルジョ
ン、エッセンス、パウダー、ファンデーション、スプレー、マスクパック、シートパック
、睡眠パック、ウォッシュオフパック、ピルオフパックのいずれか一つの形態で剤形化さ
れることを特徴とする請求項１に記載のブルーライト遮断用化粧料組成物。
【請求項７】
　上記化粧料組成物が、皮膚改善のための機能性成分をさらに含むことを特徴とする請求
項１に記載のブルーライト遮断用化粧料組成物。
【請求項８】
　上記皮膚改善が、皮膚しわ改善、皮膚美白改善、皮膚弾力改善、顔面垂れ改善、皮膚補
湿改善、皮膚のつや改善、皮膚老化防止、ダークサークル改善、及び皮膚角質改善のいず
れか一つ以上であることを特徴とする請求項７に記載のブルーライト遮断用化粧料組成物
。
【請求項９】
　上記化粧料組成物が、紫外線を遮断するための機能性成分をさらに含むことを特徴とす
る請求項１に記載のブルーライト遮断用化粧料組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１５年６月３０日付の韓国特許出願第１０－２０１５－００９２９９９
号と２０１６年６月１３日付の韓国特許出願第１０－２０１６－００７２９３１号に基礎
した優先権の利益を主張し、該韓国特許出願の文献に開示された全ての内容は本明細書の
一部として含む。
　本発明は、可視光線領域帯であるブルーライト遮断用翡翠の粉末を含む化粧料組成物に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、私たちが「光」と言うものは、様々な電磁波の中でも、人の目で視られる領
域帯の可視光線（３８０～７８０ｎｍ）を意味する。そのうち、ブルーライト（Ｂｌｕｅ
　ｌｉｇｈｔ）は３８０～５００ｎｍ波長の光であって、人が視られる可視光線、つまり
、網膜まで達する光の中で最も波長が短くて、強いエネルギーを持つ光を意味し、特にブ
ルーライト領域帯の中で３８０～４３０ｎｍ領域を紫外線（Ｖｉｏｌｅｔ ｌｉｇｈｔ）
として区切る。
【０００３】
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　紫外線以外の他の波長の光（例えば、可視光線）が人間の肌に及ぼす影響に対してはほ
とんど知られたことはないが、最近、ブルーライトが肌に及ぼす有害性に対して調べられ
ている。
【０００４】
　これに係わって発表された論文（Journal of Investigative Dermatology (2010) 130,
 259 ～ 269 "Blue-Light Irradiation Regulates Proliferation and Differentiation 
in Huｍan Skin Cells"）によれば、ブルーライトが上皮細胞のミトコンドリアＤＮＡを
損傷して活性酸素（ＲＯＳ）を生成し、細胞機能障害、細胞老化及び腫瘍発生を引き起こ
すと報告されている。
【０００５】
　また、それ以外の論文（Journal of Investigative Dermatology (2010) 130, 259 ～ 
269 "Blue-Light Irradiation Regulates Proliferation and Differentiation in Hμｍ
an Skin Cells"）では４１２～４５３ｎｍ波長の光が角質形成細胞（Ｋｅｒａｔｉｎｏｃ
ｙｔｅｓ）と皮膚由来の内皮細胞（Ｓｋｉｎ－ｄｅｒｉｖｅｄ ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ 
ｃｅｌｌ）の増殖及び分化を規制すると報告された事があり、それ以外の別の論文（PLoS
 One. 2013 Sep 17;8(9)e73678 "Violet Light Down-Regulates the Expression of Spec
ific Differentiation Markers through Rhodopsin in Normal Human Epidermal（Kerati
nocytes"）では、ブルーライト領域帯の中で紫外線（４１０ｎｍ）が肌の角質形成細胞（
Ｋｅｒａｔｉｎｏｃｙｔｅｓ）で発現される光収容体の中でロドプシンのｍＲＮＡを過多
に発現させ、ＣＲＥＢ（ｃＡＭＰ ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅ ｅｌｅｍｅｎｔ－ｂｉｎｄｉｎ
ｇ ｐｒｏｔｅｉｎ）のリン酸化を減少し、特定角質細胞の分化マーカーであるＫｅｒａ
ｔｉｎ－１０（Ｋ１０）とＫｅｒａｔｉｎ－１（Ｋ１）のｍＲＮＡの発現水準を減少させ
ることになって、人間の角質形成細胞（Ｋｅｒａｔｉｎｏｃｙｔｅｓ）の分化を減少する
し、損傷した皮膚障壁の回復を遅延させることが報告されたことがある。
【０００６】
　ブルーライトは、上記報告された皮膚への影響の他にも、睡眠を誘導するメラトニン（
Ｍｅｌａｔｏｎｉｎ）の分泌量を抑制し、覚醒を誘導するセロトニン（Ｓｅｒｏｔｏｎｉ
ｎ）の分泌量を増加させるので睡眠障害を引き起こすだけでなく、網膜まで真っ直ぐ到達
してメラニン生成を誘導するので、肌が暗くなり、染みができる原因にもなる。
【０００７】
　ブルーライトは、現代人の必須品であるスマートフォン、ノートパソコン、モニターな
どのＬＥＤディスプレイ及びＬＥＤ照明に特に多く含まれているので、現代社会の生活環
境では接触するしかなく、これを遮断しようとする試みが多方面に進められている。しか
し、このような様々な試みの中で翡翠の粉末のブルーライト遮断効果に関しては、如何な
る開示や示唆もなかった。したがって、本発明者らは長年研究し、翡翠の粉末がブルーラ
イトを遮断することに効果があるという点を導き出し、本発明に至るようになった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】韓国登録特許公報ＫＲ０２７９６９４「軟玉粉が含まれた化粧料及びその
製造方法」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　可視光線領域帯として３８０～５００ｎｍ波長のブルーライト（Ｂｌｕｅ　ｌｉｇｈｔ
）は、最近皮膚の上皮細胞のミトコンドリアＤＮＡ損傷及び角質形成細胞の分化抑制によ
る皮膚障壁異常を招くなどの問題が報告されているが、ブルーライトは紫外線遮断剤をも
っても効果的に遮断されないため、現実的にブルーライトから皮膚を保護する方案は皆無
な実情である。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明は、上記の課題を解決するために案出されたものであって、翡翠（Ｊａｄｅ）粉
末を有効成分として含むブルーライト（Ｂｌｕｅ　ｌｉｇｈｔ）遮断用化粧料組成物を提
供する。本発明の翡翠の粉末は春川玉の粉末であってもよく、翡翠の粉末の粒子は１０ｎ
ｍ～１００μｍで、全体化粧料重量に対して翡翠の粉末を含む組成物として、スキンロー
ション、ローション、クリーム、セラム、エマルジョン、エッセンス、パウダー、ファン
デーション、スプレー、マスクパック、シートパック、睡眠パック、ウォッシュオフパッ
ク、ピルオフパックのいずれか一つの形態で剤形化することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の翡翠の粉末を有効成分として含むブルーライト遮断用化粧料組成物を適用する
ようになれば、従来に遮断しにくかったブルーライト領域帯の光を特異的に反射して遮断
することができて、皮膚を保護することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】一般の翡翠の粉末と春川玉の粉末の３６０～７４０ｎｍ領域での反射率スペクト
ルである。
【図２】一般翡翠の粉末と春川玉の粉末を人造皮革の上に塗布する時、３６０～７４０ｎ
ｍ領域での反射率スペクトルである。
【図３】一般翡翠の粉末と春川玉の粉末を人体皮膚の上に塗布する時、３６０～７４０ｎ
ｍ領域での反射率スペクトルである。
【図４】比較例１、実施例１ないし３による化粧料組成物の３６０～７４０ｎｍ領域での
反射率スペクトルである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明は、翡翠（Ｊａｄｅ）粉末を有効成分として含むブルーライト（Ｂｌｕｅ　ｌｉ
ｇｈｔ）遮断用化粧料組成物を開示する。以下、本発明を具体的な実施例によってより詳
しく説明する。本明細書で使われる技術用語及び科学用語において他の定義がなければ、
本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が通常理解している意味を持つ。
よって、従来同様の技術的構成及び作用に対する反復的説明は省略する。
【００１４】
　本発明は、知られているブルーライトの幾つかの有害性の中で皮膚に作用する悪影響を
防止するために、ブルーライト遮断力を有する翡翠の粉末を化粧料に含有させたものであ
る。
【００１５】
　一般に、翡翠は硬玉（Ｊａｄｅｉｔｅ ｊａｄｅ）と軟玉（Ｎｅｐｈｒｉｔｅ ｊａｄｅ
）に分類され、いわゆる翡翠と呼ばれる硬玉は輝石族（Ｐｙｒｏｘｅｎｅ ｆａｍｉｌｙ
）に属する単斜晶系鉱物体であって、化学的造成はケイ酸（[ＳｉＯx(ＯＨ)4-2x]n）、酸
化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、炭酸ナトリウム（Ｎａ２ＣＯ３）である。光は黒色、青
緑、緑色の透明又は半透明、硬度は水晶のように７で緻密な塊である。普段、宝石として
翡翠と言うものは、主に硬玉を示す。
【００１６】
　一方、軟玉は角閃石族（Ａｍｐｈｉｂｏｌｅ ｆａｍｉｌｙ）に属するイノ珪酸塩（Ｉ
ｎｏｓｉｌｉｃａｔｅｓ）の単斜晶系鉱物体であって、軟玉の主な鉱物は化学式がＣａ２

Ｍｇ５（Ｓｉ４Ｏ１１）２（ＯＨ）２の透閃石（Ｔｒｅｍｏｌｉｔｅ）で、このような透
閃石及び角閃石が９５％以上含まれたものが軟玉として認められる。軟玉の化学的造成は
、酸化カルシウム（ＣａＯ）、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、二酸化珪素（ＳｉＯ２）か
らなり、純粋透閃石は酸化鉄（ＦｅＯ）が含まれないが、実際に軟玉の鉱物には酸化鉄（
ＦｅＯ）が最大３％まで含まれる場合があって、これはマグネシウム（Ｍｇ）が鉄（Ｆｅ
）に転換されるためである。
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【００１７】
　このような翡翠に対し、ドイツ医学系文献（Mauda Palmer Die Verborgeneの「KRAFF d
er KRISTALLE und der EDELSTEINE」）の発表によれば、硬玉と軟玉は相異なる鉱石であ
って、これらは殆どの宝石のようにシリコーンと酸素を含んでいるが、硬玉は顆粒型クリ
スタルで形成されていることに対し、軟玉は纎維質で無数のクリスタルと微粒子の集合体
からなる差があり、特に、軟玉は硬玉におけるナトリウム（Ｎａ）とアルミニウム（Ａｌ
）組成分とは違い、人体に有益な３種の鉱物、すなわち、カルシウム（Ｃａ）、鉄分（Ｆ
ｅ）、マグネシウム（Ｍｇ）を主成分とし、人体に無害で、無毒性、無刺激の特性を有す
る。
【００１８】
　また、本発明で使われる春川玉は軟玉の一種であって、江原道春川地域で生産される良
質の軟玉（Ｎｅｐｈｒｉｔｅ Ｊａｄｅ）として、角閃石族（Ａｍｐｈｉｂｏｌｅ ｆａｍ
ｉｌｙ）の透閃石（Ｔｒｅｍｏｌｉｔｅ）と陽起石（Ａｃｔｉｎｏｌｉｔｅ）の変種鉱物
でその組職が緻密かつ繊細で、靭性が強い羊毛状組職を持つ鉱物である。
【００１９】
　本発明ではブルーライト遮断効果を示し、化粧料組成物として皮膚に直接適用すること
のできる翡翠は硬玉または軟玉としてその制限はないが、より好ましくは軟玉であり、そ
の色相、副成分、加工方法及び原産地は制限しない。また、本発明の翡翠は、研いて粉末
に加工されるし、様々な方法の翡翠研磨方法が公知されているが、当業者が通常の方法で
実施する翡翠の粉末化方法には制限がない。
【００２０】
　従来、翡翠の粉末を化粧料に含む技術があるが、これは翡翠粉末のブルーライト遮断効
果を認識して利用したことではなく、皮膚補湿効果、細胞機能活性化、老廃物除去効果、
新陳代謝促進、血液循環促進など、公知の効果によることである一方、本発明は翡翠粉末
のブルーライト遮断効能を新しく見出し、これを化粧料組成物に適用したことなので、従
来の技術とは相違する。
【００２１】
　本発明において、化粧料組成物として使用できる翡翠粉末の粒子サイズは１０ｎｍ～１
００μｍであることが望ましい。１０ｎｍ未満の場合は、ブルーライト遮断効果が微々た
るものであり、１００μｍ超過の場合は、化粧料として使うには使用感がよくない問題点
があるためである。
【００２２】
　また、上記翡翠の粉末は、全体化粧料重量に対し０．０５～５．０重量％、より好まし
くは０．１～１．０重量％の範囲で含むことができる。翡翠粉末の含量が多いほどブルー
ライト遮断率が高くなるが、翡翠粉末の含量が多すぎると、化粧料固有の性質や軟性、及
び皮膚への適用時の使用感が低下するだけでなく、翡翠が高価であるため製品コストが上
昇する問題が発生する。一方、翡翠粉末の含量が少なければ、ブルーライト遮断効果を期
待できないので好ましくない。
【００２３】
　また、本発明の化粧料組成物には、翡翠の粉末の他に、皮膚のしわ改善、皮膚美白改善
、皮膚弾力改善、顔面垂れ改善、皮膚補湿改善、皮膚のつや改善、皮膚老化防止（例えば
、光老化による皮膚しわ形成及び皮膚硬化抑制）、ダークサークル改善、そして皮膚角質
改善のような皮膚改善のための機能性添加物や紫外線遮断のための機能性添加物、または
一般的化粧料組成物に含まれる成分がさらに含まれる。
【００２４】
　上記皮膚改善のための機能性添加物として、水溶性ビタミン、脂溶性ビタミン、高分子
ペプチド、高分子多糖、スフィンゴ脂質、天然抽出物及び醗酵物質からなった群から選択
された成分を含むことができる。また、紫外線遮断のための機能性添加物として、二酸化
チタン（ＴｉＯ２：Ｔｉｔａｎｉｕｍ ｄｉｏｘｉｄｅ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ：Ｚｉｎｃ 
ｏｘｉｄｅ）のような無機粉体をさらに含むことが可能である。さらに、上記機能性添加
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物とともに必要に応じて一般的な化粧料組成物に含まれる成分を配合することができる。
【００２５】
　その他に含まれる配合成分としては、油脂成分、補湿剤、エモリエント剤、界面活性剤
、有機及び無機顔料、有機粉体、紫外線吸収剤、防腐剤、殺菌剤、酸化防止剤、植物抽出
物、ｐＨ調整剤、アルコール、色素、香料、血行促進剤、冷感剤、制汗剤、精製水などを
挙げることができるが、これに限らないことは勿論である。
【００２６】
　本発明による化粧料組成物は、その剤形において特に限定されることがなく、スキンロ
ーション、ローション、クリーム、セラム、エマルジョン、エッセンス、パウダー、ファ
ンデーション、スプレー、マスクパック、シートパック、睡眠パック、ウォッシュオフパ
ック、ピルオフパックのいずれか一つの形態で剤形化することが可能であるが、より好ま
しくは、マスクパック、シートパック、睡眠パック、ウォッシュオフパック、ピルオフパ
ックなどで剤形化することができる。
【００２７】
　以下、本発明を具体的な実施例をもってより詳しく説明する。しかし、本発明は下記実
施例によって限定されないし、本発明の技術思想の範囲内で様々な変形または修正ができ
ることは当該分野における通常の技術を有する者には明白なものである。下記実施例は翡
翠の粉末のブルーライト遮断効果を検証するために行った。
【００２８】
　下記使われる翡翠の粉末として一般の翡翠粉末（Ｊｉｎｃｏｓｔｅｃｈ製）と春川玉の
粉末（玉山家製）を準備する。以後、下記実験に該当する実験対象を色差計（Ｃｏｌｏｒ
Ｍａｔｅ、（株）ＳＣＩＮＣＯ、韓国）を利用して３６０～７４０ｎｍ領域での反射率ス
ペクトルを測定した。そして、反射率を測定するためのＣｏｌｏｒＭａｔｅ運用のために
ＰＣソフトウェア、ＣｏｌｏｒＭａｓｔｅｒを使用した。反射率を測定して当該領域での
遮断率を確認した。
【００２９】
　実験例１．翡翠の粉末の反射率（Ｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅ、％Ｒ）測定
　一般翡翠の粉末と春川玉の粉末の反射率（または透過率）を決めるため、Ｃｏｌｏｒ  
Ｓｐｅｃｔｒｏｐｈｏｔｏｍｅｔｅｒ（Ｍｏｄｅｌ：ＣｏｌｏｒＭａｔｅ）を用いて（株
）ＳＣＩＮＣＯ（＃627、BONGEUNSA－RO、GANGNAM－GU、SEOUL、KOREA）の実験法を使用
した。
【００３０】
　図１は、一般翡翠の粉末と春川玉の粉末の３６０～７４０ｎｍ領域での反射率を示すス
ペクトルである。図１のデータのように、一般翡翠の粉末と春川玉の粉末はいずれも可視
光線全領域帯（３８０～７４０ｎｍ）の反射率が高く、特に、春川玉の粉末は、約４２０
ｎｍ未満の光（ブルーライトの中で最も強いエネルギーの紫外線領域）を、一般翡翠の粉
末は４２０ｎｍ以上の光を高く反射することから見て、春川玉の粉末と一般翡翠の粉末が
可視光線全領域帯の光の遮断率が高いことを確認した。
【００３１】
　実験例２．人造皮革での反射率（Ｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅ、％Ｒ）測定
　一般翡翠の粉末と春川玉の粉末の特定波長に対する反射率（遮断率）の測定のために人
造皮革の上にそれぞれの粉末を１ｍｇ/ｃｍ２ずつ塗布し、粉末が塗布された人造皮革の
上に分光光度計（Ｓｐｅｃｔｒｏｐｈｏｔｏｍｅｔｅｒ）で３６０～７４０ｎｍのスペク
トルを分析した。
【００３２】
　図２は、一般翡翠の粉末と春川玉の粉末を人造皮革上に塗布する時、３６０～７４０ｎ
ｍの領域での反射率を示すスペクトルである。図２のデータのように、一般翡翠の粉末と
春川玉の粉末を塗布したものが塗布していないものに比べて可視光線全領域帯３８０～７
４０ｎｍに亘って反射率が高く、特に波長の短い高エネルギー領域へ行くほどその差が著
しかった。したがって、ブルーライト領域（３８０～５００ｎｍ）で一般翡翠の粉末と春
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川玉の粉末が特異的に高い遮断率を示し、特に春川玉の粉末が一般翡翠の粉末に比べて可
視光線全領域帯の反射率がすべての区間でより高く測定された。
【００３３】
　実験例３．人体皮膚での反射率（Ｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅ、％Ｒ）測定
　一般翡翠の粉末と春川玉の粉末の特定波長に対する反射率（遮断率）測定のために人体
皮膚の上にそれぞれの粉末を１ｍｇ/ｃｍ２ずつ塗布し、粉末が塗布された人体皮膚の上
に分光光度計（Ｓｐｅｃｔｒｏｐｈｏｔｏｍｅｔｅｒ）で３６０～７４０ｎｍのスペクト
ルを分析した。
【００３４】
　図３は、一般翡翠の粉末と春川玉の粉末を人体皮膚の上に塗布する時、３６０～７４０
ｎｍ領域での反射率を示すスペクトルである。図３のデータのように、一般翡翠の粉末と
春川玉の粉末を塗布したものが塗布していないものに比べて可視光線の全領域帯（３８０
～７４０ｎｍ）に亘って反射率が高く、特に波長の短い高エネルギー領域へ行くほどその
差が顕著であった。したがって、ブルーライト領域（３８０～５００ｎｍ）で一般翡翠の
粉末と春川玉の粉末が特異的に高い遮断率を示し、特に人造皮革の場合の結果と違い、一
般翡翠の粉末が春川玉の粉末に比べて可視光線全領域帯の反射率がすべての区間でより高
く測定された。
【００３５】
　実施例１～３及び比較例１．翡翠の粉末含有化粧料組成物の製造
　（１）翡翠の粉末含有化粧料組成物の製造
　次の表１によって、春川玉の粉末を全体重量を基準にしてそれぞれ０％、０．１％、０
．５％、１％含むように剤形化した。
【００３６】
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【表１】

【００３７】
　（２）化粧料組成物のブルーライト遮断効果
　上記表１で製造された化粧料組成物のブルーライド遮断効果を確認するために、Ｃｏｌ
ｏｒ　Ｓｐｅｃｔｒｏｐｈｏｔｏｍｅｔｅｒ（Ｍｏｄｅｌ：ＣｏｌｏｒＭａｔｅ）を利用
して （株）ＳＣＩＮＣＯ（#627、BONGEUNSA－RO、GANGNAM－GU、SEOUL、KOREA）の実験
法を利用た。
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【００３８】
　図４は、比較例１、実施例１ないし３による化粧料組成物の３６０～７４０ｎｍ領域で
の反射率を見せてくれるスペクトルである。図４のデータのように、春川玉の粉末を含ま
ない比較例１の場合と、春川玉の粉末を含む実施例１ないし３の場合を比べた時、ブルー
ライト領域（３８０～５００ｎｍ）でもっと高い反射率を安定的に維持することを確認し
た。また、春川玉の粉末の含量が多いほどブルーライトがもっと遮断されることを確認し
た。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明による翡翠の粉末が含まれた化粧料組成物をブルーライト遮断機能を持つ化粧品
として適用することができる。

【図１】 【図２】
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【国際調査報告】
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