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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　α－ビサボロール(α－bisabolol)を単一有効成分として含む皮膚美白またはシワ改善
用の化粧料組成物。
【請求項２】
　前記α－ビサボロールは、組成物の総重量に対し、０．０００１～１０重量％含まれる
ことを特徴とする、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記組成物は、溶液、懸濁液、乳濁液、ペースト、ゲル、クリーム、ローション、パウ
ダー、石鹸、界面活性剤含有クレンジング、オイル、粉末ファンデーション、乳濁液ファ
ンデーション、ワックスファンデーション及びスプレーからなる群から選択される剤形を
有することを特徴とする、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　α－ビサボロール(α－bisabolol)を単一有効成分として含む皮膚美白またはシワ改善
用の薬剤学的組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、製品安定性に優れ、皮膚に対する副作用無しに安全に使用できて、皮膚状態
改善効果、免疫調節効果、抗肥満効果、より詳細には皮膚美白またはシワ改善効果に優れ
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たα－ビサボロールを有効成分として含む化粧料組成物及び薬剤学的組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人間の皮膚色は、皮膚内部のメラニン(melanin)濃度と分布によって決定付けられる。
人体皮膚のメラニン細胞で生成されるメラニン色素は、黒い色素とタンパク質の複合形態
を有するフェノール系高分子物質であって、紫外線により発生する皮膚損傷を遮断する重
要な役目をしている。メラニン生合成には、メラニン細胞に存在するチロシナーゼの作用
が最も重要であると報告されており、チロシナーゼ(tyrosinase)は、アミノ酸の一種であ
るチロシン(tyrosine)を、メラニン重合体生成の中間産物であるドーパ(DOPA)、ドーパキ
ノン(dopaquinone)に変換することにより、皮膚黒化過程に核心的役割を行う。
【０００３】
　一般に、皮膚シワは、皮膚の水分含有量、コラーゲン含有量及び外部環境に対する免疫
作用能力など、様々な要因の複合的な作用により生成されると知られている。このような
要因の中、シワの形成に最も大きい影響を及ぼすのは、コラーゲンの生成量とコラーゲン
の含量を減少させるコラーゲン分解酵素であるコラゲナーゼの発現量と活性である。
【０００４】
　環境汚染、自動車排気ガスなどにより、ホルモン不均衡現象が深化されている。これに
より、脱毛発生率が高くなり、発生年齢も段々低くなってきて、皮膚免疫システムの不調
和を招来し、様々な皮膚疾患などが発生している。また、インスタント食品、肉類中心の
食生活変化により、幼い年にもかかわらず、肥満で苦しんでいる人口が急激に増加してい
る。
【０００５】
　したがって、美的な次元だけではなく、深刻な社会問題となっている様々な現象、即ち
、シミまたはソバカス、紫外線によるシワの発生、肥満、免疫不均衡、脱毛などのような
現象を効果的に解決できる物質の開発が深度深く研究されている。
【０００６】
　本明細書全体にかけて多数の論文及び特許文献が参照され、その引用が表示されている
。引用された論文及び特許文献の開示内容は、その全体が本明細書に参照として取り込ま
れ、本発明の属する技術分野の水準及び本発明の内容がより明確に説明される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明者らは、皮膚美白、シワの改善、紫外線による皮膚損傷の改善、脱毛防止または
発毛促進、抗酸化及び抗肥満効果に優れ、安定性が高くて皮膚副作用のない新規の単一物
質を開発するために鋭意研究した。その結果、α－ビサボロールを有効成分として含む組
成物を製造すると、その効能及び安全性に優れた、皮膚状態改善、抗酸化及び抗肥満用組
成物を提供することができることを確認し、本発明を完成した。
【０００８】
　したがって、本発明の目的は、皮膚状態(Skin conditions)改善用組成物であって、前
記皮膚状態は、美白、シワ、紫外線による皮膚損傷、または発毛であることを特徴とする
皮膚状態改善用組成物のうち、化粧料組成物及び薬剤学的組成物を提供することにある。
【０００９】
　本発明の他の目的及び利点は、発明の詳細な説明、請求の範囲により、さらに明確にさ
れる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一様態によると、本発明の第１発明は、α－ビサボロール(α－bisabolol)を
単一有効成分として含む皮膚美白またはシワ改善用の化粧料組成物を提供する。
　また、本発明の第２発明は、前記α－ビサボロールは、組成物の総重量に対し、０．０
００１～１０重量％含まれることを特徴とする、前記第１発明に記載の組成物を提供する
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。
　また、本発明の第３発明は、前記組成物は、溶液、懸濁液、乳濁液、ペースト、ゲル、
クリーム、ローション、パウダー、石鹸、界面活性剤含有クレンジング、オイル、粉末フ
ァンデーション、乳濁液ファンデーション、ワックスファンデーション及びスプレーから
なる群から選択される剤形を有することを特徴とする、前記第１発明に記載の組成物を提
供する。
　また、本発明の第４発明は、α－ビサボロール(α－bisabolol)を単一有効成分として
含む皮膚美白またはシワ改善用の薬剤学的組成物を提供する。
【００１１】
　本発明者らは、製品安定性に優れ、皮膚に対する副作用無しに安全に使用できて、皮膚
美白、シワの改善、紫外線による皮膚損傷の改善または発毛の促進、抗肥満及び抗酸化効
果に優れた有効物質を、天然植物を対象に開発しようと努力した。その結果、α－ビサボ
ロールを有効成分として含む組成物を製造すると、その効能と安全性に優れた、化粧料組
成物及び薬剤学的組成物を提供することができることを確認した。
【００１２】
　本発明の組成物において、有効成分として利用されるα－ビサボロールは、カモミール
エッセンスオイルの主要活性成分であって、単環セスキテルペンアルコール(monocyclic 
sesquiterpene alcohol)である。α－ビサボロールは、ＩＵＰＡＣ名が(２Ｓ)－６－メチ
ル－２－[(１Ｒ)－４－メチル－１－シクロヘックス－３－エニル]ヘプト－５－エン－２
－オール((2S)-6-methyl-2-[(1R)-4-methyl-1-cyclohex-3-enyl]hept-5-en-2ol)であって
、下記化学式１の構造を有する植物由来の化合物である。カモミールは、伝統的に、抗炎
症、鎮静作用、痛み緩和などの効能があると知られている。また、その主成分のビサボロ
ールは、化粧品剤形において、抗炎症、創傷治癒、抗菌効果を有する無色の透明な液体で
あって、多様なスキンケアー製品に使用されてきた。
【００１３】
　　[化１]

【００１４】
　本発明の組成物で有効成分として利用されるα－ビサボロールは、天然源(Natural sou
rce)であるカモミール、例えば、Satureja punctata L植物から抽出するか、化学的に合
成することができる。詳細には、前記のα－ビサボロールは、当業界に公知された多様な
抽出方法を利用して得ることができ、好ましくは、抽出温度０℃～５０℃で(a)水、(b)炭
素数１～４の無水または含水低級アルコール(メタノール、エタノール、プロパノール、
ブタノールなど)、(c)前記低級アルコールと水との混合溶媒、(d)アセトン、(e)エチルア
セテート、(f)クロロホルムまたは(g)１，３－ブチレングリコールを抽出溶媒として収得
することができる。
【００１５】
　必要に応じて、本発明のα－ビサボロールを得るために、前記の抽出溶媒の処理後、追
加的な精製過程を行うことができる。例えば、一定な分子量カットオフ値を有する限外ろ
過膜を利用した分離、多様なクロマトグラフィー(大きさ、電荷、疎水性または親和性に
よる分離のために制作されたもの)による分離など、追加的に施された様々な精製方法を
通じて、α－ビサボロールを得ることができる。
【００１６】
　本発明の組成物は、皮膚美白用途を有する。本明細書において、用語’美白’は、メラ
ニン色素の沈着により引き起こされる皮膚の黒化を防止する、皮膚トラブルを改善する作
用を意味する。
【００１７】
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　本発明の皮膚美白組成物において、α－ビサボロールは、既存の皮膚美白剤として使用
されているアルブチンに比べ、細胞内チロシナーゼの活性を抑制し、メラニンの生成を抑
えるような優れた美白効果を示し、安定性が高く、時間の経過による成分含量の変化がほ
とんどなく、皮膚刺激誘発などの副作用がほとんどない。このような事実は、下記の実施
例で明確に立証される。
【００１８】
　また、本発明の皮膚状態改善用組成物は、シワ改善の用途を有する。本発明の組成物は
、コラゲナーゼ活性の抑制及びコラーゲン合成の促進などの分子的メカニズムを通じて、
優れたシワ改善効能を発揮し、このような事実は、下記の実施例に明確に記載されている
。本発明の組成物の用途であるシワの改善は、通常的な皮膚保護用途(シワの予防、シワ
の除去、皮膚老化抑制など)を含むとして解釈される。
【００１９】
　また、本発明の皮膚状態改善用組成物は、紫外線による皮膚損傷を緩和、改善、予防ま
たは治療する効果を有する。
【００２０】
　本発明の皮膚状態改善用組成物は、発毛促進または脱毛防止に非常に効果的に作用する
。本明細書で使用される用語’脱毛防止’または’発毛促進’は、同一な意味として使用
され、これは、当業界で利用されるまた他の用語’養毛または育毛促進’と同一な意味を
有する。
【００２１】
　本発明組成物の有効成分であるα－ビサボロールは、優れた自由ラジカル除去効果を通
じて、抗酸化効果を奏する。
【００２２】
　本発明の抗酸化用組成物は、酸化状態を抑制または除去し、予防または治療できる様々
な疾患、疾病または異常状態に適用することができる。本発明の組成物により予防または
治療できる抗酸化関連疾患は、アテローム性動脈硬化症、冠状動脈疾患、心臓動脈再狭窄
、再潅流傷害、パーキンソン病またはアルツハイマー病のような神経変性疾患、脳卒中、
癌、老化、心血管疾患、骨粗鬆症、中枢神経系障害、末梢血管疾患及び呼吸困難を含むが
、これに限定されるものではない。最も好ましくは、本発明の抗酸化用組成物は、老化の
予防または治療に利用される。
【００２３】
　多い疾患状態と自由ラジカル損傷との相関関係は、広く立証されており、酵素、イオン
チャネル、構造タンパク質及び膜脂質を含む多い細胞構成成分が、反応性自由ラジカル種
に対する潜在的な標的物である(Rice-Evans C, Mol Aspects of Med 13(1):1-111(1992))
。前記潜在的な標的物と自由ラジカルの反応は、特定範囲の細胞機能を損傷し、病理学的
変化を誘発して、究極的に細胞を死滅させる。また、生理学的な酸化により多様な疾病が
引き起こされることは、米国特許第５,７５０,３５１号、５,７７３,２０９号、５,７７
３,２３１号、及び５,８４６,９５９号に開示されている。
【００２４】
　本発明の抗酸化用組成物は、優れた自由ラジカル除去効果により、酸化的損傷からＤＮ
Ａ、タンパク質(リポプロテイン包含)及び膜脂質を保護する。
【００２５】
　また、本発明の組成物の有効成分であるα－ビサボロールは、優れた肥満抑制効果を有
する。
【００２６】
　本発明の前記化学式１のα－ビサボロールは、当業界で通常的に実施される置換基の付
加または置換反応により得られる誘導体の中、メラニン生成抑制及び/またはチロシナー
ゼ活性抑制による皮膚美白効果を示すか、シワの改善、紫外線による皮膚損傷の改善、発
毛促進または脱毛防止、抗酸化及び抗肥満効果を示す誘導体を含むということは、当業界
の技術水準を考慮し、当業者に明確である。より詳細には、本発明で有効成分として利用
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されるα－ビサボロールは、前記化学式１の化合物だけではなく、前記化学式１の構造を
核(nucleus)として、当業界に公知された多様な置換体及び置換体結合反応を通じて得ら
れた化学式１の誘導体も本発明の範囲に含まれる。例えば、化学式１に、ヒドロキシル基
、ハロ基、ニトロ基、または炭素数１～３のアルキル基が結合されても、化学式１のα－
ビサボロールと同一または類似した効能を発揮すると判断され、このような置換誘導体も
本発明の範囲に含まれる。
【００２７】
　本発明の好ましい具現例において、前記有効成分のα－ビサボロールは、全体組成物に
対し、０．００００１～１５．０重量％、より好ましくは、０．０００１～１０重量％、
最も好ましくは、０．０００１～５重量％である。有効成分のα－ビサボロールの重量が
０．００００１重量％未満の場合は、その効果を奏し難く、１５．０重量％を超過する場
合は、含量の増加による効果の増加が非常に微弱で、剤形上の安定性が確保できない問題
点がある。
【００２８】
　本発明の好ましい具現例によると、本発明の組成物は、化粧料組成物である。
【００２９】
　本発明の化粧料組成物に含まれる成分は、有効成分としてのα－ビサボロールの他に、
化粧料組成物に通常的に利用される成分を含むが、例えば、抗酸化剤、安定化剤、溶解化
剤、ビタミン、顔料及び香料のような通常的な補助剤、及び担体を含む。また、前記化粧
料組成物は、その効果を増進するために、皮膚吸収促進物質をさらに含むことができる。
【００３０】
　本発明の化粧料組成物は、当業界で通常的に製造されるいかなる剤形にも製造でき、例
えば、溶液、懸濁液、乳濁液、ペースト、ゲル、クリーム、ローション、パウダー、石鹸
、界面活性剤含有クレンジング、オイル、粉末ファンデーション、乳濁液ファンデーショ
ン、ワックスファンデーション及びスプレーなどに剤形化することができるが、これに限
定されるものではない。より詳しくは、柔軟化粧水、栄養化粧水、栄養クリーム、マッサ
ージクリーム、エッセンス、アイクリーム、クレンジングクリーム、クレンジングフォー
ム、クレンジングウォーター、パック、スプレーまたはパウダーの剤形に製造することが
できる。
【００３１】
　本発明の剤形がペースト、クリームまたはゲルである場合は、担体成分として動物性油
、植物性油、ワックス、パラフィン、デンプン、トラガカント、セルロース誘導体、ポリ
エチレングリコール、シリコン、ベントナイト、シリカ、タルク、または酸化亜鉛などが
利用できる。
【００３２】
　本発明の剤形がパウダーまたはスプレーである場合は、担体成分としてラクトース、タ
ルク、シリカ、アルミニウムヒドロキシド、カルシウムシリケート、またはポリアミドパ
ウダーが利用でき、特にスプレーの場合は、クロロフルオロヒドロカーボン、プロパン/
ブタンまたはジメチルエーテルのような推進体をさらに含むことができる。
【００３３】
　本発明の剤形が溶液または乳濁液である場合は、担体成分として、溶媒、溶解化剤また
は乳濁化剤が利用されて、例えば、水、エタノール、イソプロパノール、エチルカーボネ
ート、エチルアセテート、ベンジルアルコール、ベンジルベンゾエート、プロピレングリ
コール、１，３－ブチルグリコールオイル、グリセロール脂肪族エステル、ポリエチレン
グリコール、またはソルビタンの脂肪酸エステルがある。
【００３４】
　本発明の剤形が懸濁液である場合は、担体成分として、水、エタノールまたはプロピレ
ングリコールのような液状の希釈剤、エトキシル化イソステアリルアルコール、ポリオキ
シエチレンソルビトールエステル及びポリオキシエチレンソルビタンエステルのような懸
濁剤、微小結晶性セルロース、アルミニウムメタヒドロキシド、ベントナイト、アガーま
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たはトラガカントなどが利用できる。
【００３５】
　本発明の剤形が界面活性剤含有クレンジングである場合は、担体成分として、脂肪族ア
ルコールサルフェート、脂肪族アルコールエーテルサルフェート、スルホコハク酸モノエ
ステル、イソチオネート、イミダゾリウム誘導体、メチルタウレート、サルコシネート、
脂肪酸アミドエーテルサルフェート、アルキルアミドベタイン、脂肪族アルコール、脂肪
酸グリセリド、脂肪酸ジエタノールアミド、植物性油、ラノリン誘導体、またはエトキシ
ル化グリセロール脂肪酸エステルなどが利用できる。
【００３６】
　本発明の組成物は、薬剤学的組成物に製造できる。
【００３７】
　本発明の組成物が薬剤学的組成物に製造される場合は、本発明の薬剤学的組成物は、薬
剤学的に許容される担体を含む。本発明の薬剤学的組成物に含まれる薬剤学的に許容され
る担体は、製剤時に通常的に利用されるもので、例えば、ラクトース、デキストロース、
スクロース、ソルビトール、マンニトール、デンプン、アカシアゴム、リン酸カルシウム
、アルギネート、ゼラチン、ケイ酸カルシウム、微細結晶性セルロース、ポリビニルピロ
リドン、セルロース、水、シロップ、メチルセルロース、メチルヒドロキシベンゾエート
、プロピルヒドロキシベンゾエート、滑石、ステアリン酸マグネシウム、及びミネラルオ
イルを含むが、これに限定されるものではない。本発明の薬剤学的組成物は、前記成分の
他に、潤滑剤、湿潤剤、甘味剤、香味剤、乳化剤、懸濁剤、保存剤などをさらに含むこと
ができる。適した薬剤学的に許容される担体及び製剤は、Remington's Pharmaceutical S
ciences (19th ed., 1995)に詳細に記載されている。
【００３８】
　本発明の薬剤学的組成物は、ラット、マウス、家畜、人間などの哺乳動物に経口または
非経口などの多様な経路で投与でき、例えば、経口、直腸または静脈、筋肉、皮下、子宮
内硬膜または脳血管内注射により投与できる。好ましくは、非経口投与の中、経皮投与、
より好ましくは、塗布による局部投与(topical application)方式により適用される。
【００３９】
　本発明の薬剤学的組成物の適合した投与量は、製剤化方法、投与方式、患者の年齢、体
重、性、病的状態、飲食、投与時間、投与経路、排泄速度、及び反応感応性のような要因
により様々である。本発明の薬剤学的組成物の投与量は、経口型剤形の場合、成人基準、
０．１～１００ｍｇ/ｋｇの量を１日１回～数回投与でき、外用剤の場合は、成人基準、
１日当たり１．０～３．０ｍｌの量で、１日１～５回塗布し、１ヶ月以上続けることが好
ましい。但し、前記投与量は、本発明の範囲を限定するものではない。
【００４０】
　本発明の薬剤学的組成物は、本発明の属する技術分野で通常の知識を有する者が容易に
実施できる方法により、薬剤学的に許容される担体及び/または賦形剤を利用して製剤化
することにより、単位容量形態に製造するか、または多用量容器内に入れて製造できる。
ここで剤形は、散剤、顆粒剤、錠剤、カプセル剤、懸濁液、エマルジョン、シロップ、エ
アロゾルなどの経口型剤形、軟膏、クリームなどの外用剤、座剤及び滅菌注射溶液などを
始めとし、薬剤学的製剤に適合したいかなる形態としても使用でき、分散剤または安定化
剤をさらに含むことができる。
【００４１】
　また、本発明の組成物は、食品組成物として製造できる。
【００４２】
　本発明の組成物が食品組成物として製造される場合、有効成分としてα－ビサボロール
だけではなく、食品製造時に通常的に添加される成分を含むが、例えば、タンパク質、炭
水化物、脂肪、栄養素、調味剤及び香味剤を含む。上述の炭水化物の例は、単糖類(例え
ば、ブドウ糖、果糖など)、二糖類(マルトース、スクロース、オリゴ糖など)、及び多糖
類(例えば、デキストリン、シクロデキストリンなど)のような通常的な糖、及びキシリト
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ール、ソルビトール、エリスリトールなどの糖アルコールである。香味剤として、天然香
味剤[ソーマチン、ステビア抽出物(例えば、レバウディオサイドＡ、グリチルリチンなど
)]及び合成香味剤(サッカリン、アスパルテームなど)を使用することができる。
【００４３】
　例えば、本発明の食品組成物がドリンク剤に製造される場合は、本発明のα－ビサボロ
ールの他に、クエン酸、液状果糖、砂糖、ブドウ糖、酢酸、りんご酸、果汁、トチュウ抽
出液、棗抽出液、甘草抽出液などをさらに含むことができる。
【００４４】
　一方、本発明の具体的な実施例において、α－ビサボロールに対する皮膚累積刺激試験
の結果、α－ビサボロールは、天然物質として人体に無害な物質であることが明かされた
。したがって、本発明のα－ビサボロールは、毒性及び副作用がほとんどないため、長期
間使用時も安心して使用でき、特に、上記のような化粧料、薬剤学的及び食品組成物に安
全に適用することができる。
【００４５】
　本発明の特徴及び利点を要約すると、次のようである：
　(i)本発明の組成物は、α－ビサボロールを有効成分として含む。
　(ii)有効成分のα－ビサボロールは、既存の皮膚美白剤として使用されているアルブチ
ンに比べ、細胞内チロシナーゼの活性を抑制し、メラニンの生成を抑えるような優れた美
白効果、コラゲナーゼ活性抑制、及びコラーゲン合成の促進などの分子的メカニズムを通
じて、優れたシワ改善効能、紫外線による皮膚損傷を改善する効果、及び発毛促進または
脱毛防止に非常に効果的に作用する優れた皮膚状態改善効果を有する。
　(iii)また、有効成分のα－ビサボロールは、優れた肥満抑制効果及び抗酸化効果を有
する。
　(iv)本発明の組成物は、細胞毒性及び皮膚副作用がないため、化粧料、薬剤学的及び食
品組成物に安全に適用することができる。
【００４６】
　以下、実施例を通じて本発明をさらに詳細に説明するが、これら実施例は、本発明をよ
り具体的に説明するためのものであって、本発明の範囲がこれら実施例に限定されないこ
とは、本発明の属する技術分野で通常の知識を有する者にとっては自明なことであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　実施例１：α－ビサボロールによるメラニン生成抑制効果の測定
　マウスの色素細胞(B16 melanoma cells)(韓国細胞株銀行)を利用して、α－ビサボロー
ルによるメラニン生成抑制効果を測定し、これを、メラニン生成を抑制すると知られたア
ルブチンによるメラニン生成抑制効果と比較した。
【００４８】
　本実験は、マウスメラノーマ(Murine melanoma)(B-16 F10)細胞(韓国細胞株銀行)を１
０％のＦＢＳ(fetal bovine serum)の含有されたＤＭＥＭ培地で６ウェルプレートにウェ
ル当たり１×１０5個接種した後、５％ＣＯ2及び３７℃下で、細胞がウェルの底に約８０
％以上付着するまで培養した。培養後、培地を除去し、試料を適当濃度に希釈された培地
に入れ替えて、５％ＣＯ2、３７℃下で三日間培養した。α－ビサボロールの濃度範囲は
、細胞毒性のない１ｐｐｍ、５ｐｐｍ及び１０ｐｐｍにした。培地を除去した細胞をＰＢ
Ｓ(phosphate buffer saline)で洗浄し、これをトリプシンで処理し、細胞を回収した。
回収された細胞は、hematocytometer(Tiefe Depth Profondeur 0.100 mm, Paul Marienfe
ld GmbH & Co. KG, Germany)を利用して細胞数を測定した後、５，０００～１０，０００
ｒｐｍで１０分間遠心分離した後、上清液を除去してペレットを得た。この細胞ペレット
を６０℃で乾燥した後、１０％ＤＭＳＯの含有された１Ｍ水酸化ナトリウム液１００μｌ
を入れて、６０℃恒温槽で細胞内メラニンを得た。この液をもって、マイクロプレートリ
ーダー(microplate reader；Bio-Tek ELx8081U, U.S)で４９０ｎｍで吸光度を測定し、細
胞の一定数当たりのメラニン量を求めた。その結果を表１に示した。
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【００４９】
【表１】

【００５０】
　上記表１に記載のように、α－ビサボロールは、アルブチンより処理濃度が低い場合も
メラニン生成抑制率が高く、また、α－ビサボロールの処理濃度を高めるほど、メラニン
生成抑制率が高くなることが分かる。
【００５１】
　実施例２：α－ビサボロールによる細胞内チロシナーゼ活性抑制効果の測定
　マウスの色素細胞(B16 melanoma cells)を利用して、α－ビサボロールによるメラニン
生成抑制効果を測定し、これを、メラニン生成を抑制すると知られたアルブチンによる細
胞内チロシナーゼ活性抑制効果と比較した。
【００５２】
　本実験は、マウスメラノーマ(Murine melanoma)(B-16 F1)細胞を１０％のＦＢＳ(fetal
 bovine serum)の含有されたＤＭＥＭ培地で６ウェルプレートにウェル当たり１×１０5

個接種した後、５％ＣＯ2及び３７℃下で、細胞がウェルの底に約８０％以上付着するま
で培養した。培養後、培地を除去し、試料を適当濃度に希釈された培地に入れ替えて、５
％ＣＯ2、３７℃下で三日間培養した。α－ビサボロールの濃度範囲は、細胞毒性のない
１ｐｐｍ、５ｐｐｍ及び１０ｐｐｍにした。培地を除去した細胞をＰＢＳ(phosphate buf
fer saline)で洗浄し、これをトリプシンで処理し、細胞を回収した。回収された細胞は
、hematocytometerを利用して細胞数を測定した後、５，０００～１０，０００ｒｐｍで
１０分間遠心分離した後、上清液を除去してペレットを得た。この細胞ペレットを、溶解
緩衝液を利用して粉砕した後、１２，０００ｒｐｍで１０分間遠心分離して上清液を収集
した。この液をもって、マイクロプレートリーダー(microplate reader)で４９２ｎｍで
吸光度を測定し、細胞の一定数当たりのメラニン量を求めた。その結果を表２に示した。
【００５３】
【表２】

【００５４】
　上記表２に記載のように、α－ビサボロールが、アルブチンより細胞内チロシナーゼ抑
制率が高いことが分かった。また、α－ビサボロールのチロシナーゼ活性抑制程度は、濃
度依存的であることが分かった。
【００５５】
　実施例３：動物水準での美白効果評価
　人と類似に紫外線により色素沈着が生じると知られた褐色モルモット(Tortoiseshell g
uinea pigs；brown guinea pigs、Charles River Laboratories, Inc.)を使用して、α－
ビサボロールによる美白効果を測定した。
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【００５６】
　前記褐色モルモットにおいて、紫外線(UV)による色素沈着を誘発するために、褐色モル
モット腹部の毛を除去した皮膚に、３×３ｃｍ2の正方形窓が設けられた遮光用アルミニ
ウムホイルを接着した後、ＳＥランプ(波長290～320nm、東芝)で紫外線を照射した(総照
射エネルギー量＝1350mJ/cm2)。紫外線照射後、アルミニウムホイルを剥がし、下記のよ
うな方法により試料(α－ビサボロール及びアルブチン)を塗布した。紫外線照射後、２～
３日後に色素沈着が現れ、約２週後に最高に到達し、この時から各試料を塗布した。
【００５７】
　塗布回数は、１日１回または２回とし、５０日間続けた。試料は、特定の溶媒(プロピ
レングリコール：エタノール：水＝５：３：２の混合溶媒)を使用して溶解及び希釈して
、綿棒で塗布し、他の部位に、必ず溶媒を塗布する対照部位を設けた。効果判定と共に、
累積刺激性についても観察した。
【００５８】
　色差計(CR2002, MINOLTA, JP)を使用して、皮膚の黒白程度を測定して効果を判定し、
その結果を表３に示した。色を表示するには、Ｌ*Ａ*Ｂ*表色系を使用して、本発明では
Ｌ*値を指標とした。Ｌ*値は、標準白板で矯正し、Ｌ*値は、一つの部位に５回以上繰り
返して測定して、色素沈着を均等にした。塗布開始時点と完了時点における皮膚色の差異
(ΔＬ*)を求めて、この値から効果を判定した。その結果を表３に示した。
　　[数学式１]
　　ΔＬ*＝塗布００日後のＬ*値－塗布開始日のＬ*値
　　ΔＬ*値を、試料塗布部位と対照群部位に対して求めた後、それを比較すれば、美白
物質の効果が分かる。
【００５９】
【表３】

【００６０】
　上記表３に記載のように、α－ビサボロールは、濃度依存的に美白効果を示した。また
、α－ビサボロールは、アルブチンより優れた美白効果を示し、試験物質塗布試験の間、
累積刺激を示すものは観察されず、安全性にも優れていることが分かった。
【００６１】
　実施例４：α－ビサボロールの人体皮膚に対する安全性確認実験
　実施例４－１：α－ビサボロールを含む皮膚外用剤の製造
　上記のように、美白効果に優れていると判明されたα－ビサボロールが人体皮膚にも安
全であるか確認するために、α－ビサボロール及びアルブチンを含有した皮膚外用剤を製
造して、これによる皮膚安全性検証実験を行った。
【００６２】
　α－ビサボロールとアルブチンを含有した皮膚外用剤は、下記表４の成分含量により製
造した。表４において対照群は、チロシナーゼ阻害剤を含んでいない皮膚外用剤であり、
試験群１と試験群２は、それぞれα－ビサボロールとアルブチンを含む皮膚外用剤である
。
【００６３】
　皮膚外用剤の製造のために、精製水、セリン及びブチレングリコールを混合し、７０℃
で溶解して(水相パート)、前記三つの成分とトリメタノールアミンを除いた他の成分を７
０℃で溶解した(油相パート)。前記油相パートを水相パートに添加して、ホモミキサー(T
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した。混合液に生成された気泡を除去した後、室温に冷却し、皮膚外用剤を製造した。
【００６４】
【表４】

【００６５】
　実施例４－２：皮膚累積刺激試験
　前記実施例４－１で製造した各皮膚外用剤を使用して、健康な３０名の成人を対象に、
上腕部位に隔日に総９回の２４時間累積貼布を施すことにより、α－ビサボロールが皮膚
に刺激を与えるかどうかを測定した。
【００６６】
　貼布方法は、フィンチャンバー(Epitest Ltd, Finland)を利用した。チャンバーに前記
各皮膚外用剤を１５μｌずつ滴下した後、貼布を施した。毎回皮膚に表れた反応の程度を
、下記の数学式２を利用して点数化し、その結果を表５に示した。
　　[数学式２]
　　平均反応度＝[{(反応指数×反応度)/(総被検者数×最高点数(４点))}×１００]÷検
査回数(９回)
　ここで、反応度において、±は１点、＋は２点、＋＋は４点の点数を付与し、平均反応
度が３未満の場合、安全な組成物と判定した。
【００６７】
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【表５】

【００６８】
　上記表５において、試験群１と２の場合、±、＋及び＋＋に該当する人の数がそれぞれ
３名、０名及び１名であって、その他は、反応が現れなかった。上記に記載の式により計
算すると、平均反応度が０．３７となり、３以下であるため、安全な組成物と判断された
。
【００６９】
　上記表５に記載のように、α－ビサボロール(試験群１)を含む皮膚外用剤は、対照群や
アルブチンを含む皮膚外用剤のように明らかな累積刺激様相を示さず、人体皮膚に安全な
物質と判定された。
【００７０】
　実施例５：抗酸化効果
　スーパーオキシドジスムターゼ(Superoxide dismutase；SOD)は、スーパーオキシドア
ニオンをＨ2Ｏ2とＯ2に転換させる抗酸化酵素と知られている。この実験は、キサンチン
オキシダーゼ(xanthine oxidase)により発生したスーパーオキシドアニオンが、試験に使
用された試料により除去された比率を観察することにより、試料の抗酸化能を評価する方
法である。実験は、Dojindo(日本)で購入したキット(SOD Assay Kit-WST)を使用して行い
、製造社のプロトコールによって実験した。効果は、試料によるスーパーオキシドアニオ
ン除去率を観察することにより、抗酸化機能の有無を判断した。実験結果は、表６に示し
た。
【００７１】

【表６】

　上記表６に記載のように、本発明のα－ビサボロールは、濃度依存的に抗酸化効果を有
していることが分かる。
【００７２】
　実施例６：抗炎症効能の評価
　抗炎症効果があるかどうかを調べるために、ヒト単核球細胞であるＴＨＰ－１細胞にお
いて通常の方法によりＣＯＸ活性抑制能実験を行った。ＣＯＸ活性測定は、F. J. Van de
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 Ouderaaa and Muytenhekが発表したMethods in Enzymology 43:9 (1994)によって行った
。ＴＨＰ－１細胞株(韓国細胞株銀行)を培養した後、２４ウェルプレートに細胞を分株し
た。ウェル当たりインキュベーション容量は５００μｌに合わせて、ＬＰＳ(lipopolysac
cahride, Sigma)(1μg/ml)と下記表に表記された溶媒にそれぞれ溶かした試料２μｌを添
加した後、２４～４８時間同一な条件で培養した。２４～４８時間後、各ウェルにカルシ
ウムイオノフォア(calcium ionophore、Sigma)と[1-14C]アラキドン酸1μl(in EtOH, 0.1
 μCi/ml, Sigma)を添加後、同一な条件で１０分間培養した。培養後、各ウェルにクエン
酸を添加し、ｐＨを３．５に合わせて振った後、各培養液を５００μｌ取って、マイクロ
遠心分離機チューブに分株した後、エチルアセテート７００μｌを添加し、１０分間振と
う抽出した。エチルアセテート層を５００μｌ取って、スピード真空乾燥機を利用して２
０分間濃縮し、濃縮した残余部分を２０μｌエチルアセテートで溶かした後、ＴＬＣプレ
ートにオーセンティックスタンダード(authentic standard)と共に適用した。放射能バン
ドは、オーセンティックエイコサノイドスタンダード(authentic eicosanoid standards)
で確認して、確認されたバンドの放射能は、BAS 2000 bio-imaging analyzer(Fuji, JP)
を利用して測定した(表７)。
【００７３】
【表７】

　上記表７に記載のように、本発明のα－ビサボロールは、処理濃度が増加するほど、Ｃ
ＯＸの活性を効果的に抑制していることが分かる。これにより、炎症抑制効能があること
が分かる。
【００７４】
　実施例７：免疫抑制能の評価
　本発明に使用された試料が、炎症に係る免疫関連反応を抑制するかどうかを、インター
ロイキン－２ルシフェラーゼレポーター(interleukin-2 luciferase reporter)活性実験
を通じて再び調査した。インターロイキン－２プロモータは、炎症に係る免疫関連サイト
カインの生産に重要な役割をすると報告されている。インターロイキン－２ルシフェラー
ゼ活性を測定するために、次のような方法を使用した。ヒトＴリンパ球細胞株であるJurk
at細胞(韓国細胞株銀行)を、６ウェルにそれぞれ１×１０6個の細胞を分株した後、super
fect transfection reagent(In vitrogen)を利用して、インターロイキン－２ルシフェラ
ーゼレポータープラスミドＤＮＡ(IL-2 luciferase reporter plasmid DNA)を形質感染(t
ransfection)させた。形質感染後、２４時間が経過した後、ＰＨＡ(Phytohemaglutinin, 
Sigma)(100 ng/ml)を処理し、Jurkat細胞を活性化させると同時に、それぞれの試料を濃
度別に処理した。２４時間後細胞を収集し、蛍光光度計(luminometer；Berthold Technol
ogies GmbH&Co.KG, Germany)を利用して、ルシフェラーゼ活性を測定した。表８に結果を
示した。
【００７５】
【表８】
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　上記表８に記載のように、α－ビサボロールは、処理濃度が増加するほど、インターロ
イキン－２の発現を抑制することにより、免疫調節機能を有していることが分かる。
【００７６】
　実施例８：シワ改善効果の測定
　シワ改善効果は、通常、コラーゲン生合成能とコラゲナーゼ分解抑制能及びヒトに対す
る臨床試験により効果を測定することができる。
【００７７】
　　ヒトの正常繊維芽細胞(Human Normal fibroblast、(株)太平洋)をＤＭＥＭ培地の入
っている６ウェルマイクロプレートに接種し(２×１０5細胞/ウェル)、５％濃度のＣＯ2

培養器に３７℃で２４時間培養した。２４時間後、各ウェルから培地を除去し、濃度別に
試料を処理した後、２４時間さらに培養した。２４時間後、細胞培地を収集し、サンプル
を製造した。
【００７８】
　コラーゲン合成量は、コラーゲン測定キット(Procollagen Type I C-peptide EIA kit
；MK101, Takara, Kyoto, Japan)を利用し、製造社のプロトコールによって、細胞培地内
におけるプロコラーゲンタイプＩ　Ｃ－ペプチド(procollagen type I C-peptide；PICP)
の量を測定、分析した。
【００７９】
　コラーゲンを分解する酵素であるコラゲナーゼの活性程度を測定する方法として、コラ
ゲナーゼに対する抗体を利用した。コラゲナーゼ活性は、タイプＩコラゲナーゼアッセイ
キット(Amersham Biosciences, RPN2629)を利用して、ＥＬＩＳＡリーダー(Bio-Tek ELx8
08TM Series Ultra Microplate Reader, U.K)で吸光度を測定した。測定された標準値は
、平均±標準偏差の形態で表示し、ＳＰＳＳ/ＰＣ＋プログラムを利用し、ｔ－ｔｅｓｔ
で有意性を検定して、その結果を表９に示した。
【００８０】
【表９】

　表９に示されたように、α－ビサボロールは、濃度－依存的にコラーゲン合成を増加さ
せて、また、濃度依存的にコラゲナーゼ活性を抑制した。したがって、α－ビサボロール
は、シワ改善効能を有していることが分かる。
【００８１】
　実施例９：抗肥満効果
　肥満抑制試験は、一般によく知られた動物を利用し、下記の方法により行った。その結
果を表１０に示した。
【００８２】
　肥満抑制活性の測定方法は、以下のようである：
　Ｃｒｊ：生後７週のＩＣＲ系雄性マウス(obtained from Charles River Japan Ltd)を
１週間予備飼育した後、１群当たり７匹として実験に使用した。動物は、温度２３±１℃
、湿度５５±５％、照明時間１２時間/日に設定された恒温室で飼育し、試料としてLabo 
MR(manufactured by Nippon Nosan)を使用して、水は自由に摂取するようにした。α－ビ
サボロールは、０．１％、１％となるようにリポソーム剤形(レシチン５％に溶かしたも
の)に製造した。各試料溶液は、マウス１０ｇ当たり０．１ｍｌ投与されるように濃度調
整して、投与量を１．５ｇ/ｋｇ、１ｇ/ｋｇにした。また、対照群は、５％レシチンエマ
ルジョンにした。マウスは、投与する前日から絶食状態として、翌日強制に単回投与した
。試験期間は、２週間とし、体重及び一般症状を測定、観察した。
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【表１０】

　上記表１０から確認できるように、α－ビサボロールは、肥満抑制効果を示した。投与
濃度が高くなるほど、その効能が高くなることを観察することができた。
【００８４】
　実施例１０：脱毛防止及び育毛効果
　脱毛防止と育毛効果に対する効果を測定するために、試料を、防腐剤と粘増剤のみを含
有したハイドロゲルベースにして試験を行った。製造した発毛促進用外用液剤を利用して
、弱化または放射能露出による脱毛患者１０名の脱毛部位に１日２回、それぞれ３ｃｃず
つ６ヶ月間適用した。その結果、脱毛患者８名から新しい毛根が発生するなど、優れた効
果を示した。試験結果を表１１に示した。対照群としてモキシジル(moxidil、Hanmi phar
maceutical. Co. Ltd.)を使用した。
【００８５】
【表１１】

　上記表１１から確認できるように、本発明のα－ビサボロールは、発毛剤として販売さ
れているモキシジルとほぼ等しい発毛効果を奏することが分かる。
【００８６】
　以上、本発明の特定の部分を詳細に記述したが、当業界の通常の知識を有する者にとっ
ては、このような具体的な記述はただ望ましい具現例に過ぎなく、これに本発明の範囲が
限定されないことは明らかである。従って、本発明の実質的な範囲は、添付の請求項とそ
の等価物により定義されると言える。
【００８７】
[発明の効果]
　以上、詳細に説明したように、本発明は、α－ビサボロールを有効成分として含む皮膚
状態改善用組成物に関する。本発明の組成物に利用される有効成分のα－ビサボロールは
、既存の皮膚美白剤として使用されているアルブチンに比べ、細胞内チロシナーゼの活性
を抑制し、メラニンの生成を抑えるような優れた美白効果、コラゲナーゼ活性抑制、及び
コラーゲン合成の促進などの分子的メカニズムを通じて、優れたシワ改善効能、紫外線に
よる皮膚損傷を改善する効果、及び発毛促進または脱毛防止に非常に効果的に作用する優
れた皮膚状態改善効果を有して、且つ、優れた肥満抑制効果及び抗酸化効果を有する。ま
た、細胞毒性及び皮膚副作用がないため、化粧料、薬剤学的組成物及び食品組成物に安全
に適用することができる。
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