
はじめに

コラーゲンは皮膚の乾燥重量中の70%-90%を占め、皮膚の構造維持に必要不可欠なタンパク質です。若くて健康で
ハリのある肌を保つには、常にコラーゲン線維を新生し続ける必要があります1,2。コラーゲンの分解と新生のバラン
スは皮膚老化では非常に重要なトピックと言えます。UVの様な環境因子によって肌の中でのコラーゲンの分解量が
増え、同時に新しく作られるコラーゲン量は減ります。その事が引き金となって、しわが目立つようになります5,6,7

。コラーゲンの分解を担う酵素の一つにマトリックスメタロプロテアーゼ (MMP-1)が知られています3,4。

コラゲインはザクロ花エキスとビタミンC誘導体の2つの有効成分を組み合わせた化粧品原料で、コラーゲンの産生
を増やしながら、MMP-1の産生を減らしてコラーゲンの分解を抑制します。

特徴 

•	 ザクロ花エキスがコラーゲンの分解を担うMMP-1	の産生を抑制
•	 ビタミンC誘導体が肌の中のコラーゲン産生を増強
•	 肌密度の増加
•	 肌を滑らかにし、しわを軽減(例えば目尻など)
•	 UV	照射によるダメージから細胞を保護
•	 化粧品配合しやすい処方

成分 (400941.00.2)

•	 黄色－ベージュ色の粉末
•	 濃縮したザクロ花エキスとビタミンC誘導体の複合体
•	 防腐剤フリー 
•	 pH	6-8	(1%水溶液	25°C)	

表示名称

マルトデキストリン、エタノール、ザクロ花エキス、アスコルビルリン酸Na
(Please	refer	to	proprietary	composition	declaration	for	up-to-date	INCI	listing.)

推奨配合製品＆配合量

配合: しわ対策スキンケア
配合量: 0.3%-2.0%、最大 5.0% 
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コラーゲン産生を促進

肌密度がアップ

しわを減らしUV から守る



In Vitro 活性

1. 真皮線維芽細胞のMMP-1遺伝子発現 

紫外線照射を行った正常ヒト線維芽細胞に対する、コラゲインの主成分であるザクロ花エキスのMMP-1遺伝子発現
量に与える影響を、リアルタイムRT-PCRにて測定した。

•	 正常ヒト真皮線維芽細胞にザクロ花エキス(7.11μL/mL)	とコントロールとしてDMSO	(1μL/mL)を添加した。24時
間培養後に試験グループの半数にUVAを75mJ/cm2	照射した。

•	 紫外線照射24時間後のmRNAの発現量を測定した。

結果&結論

•	 紫外線未照射の真皮線維芽細胞においてMMP-1遺伝
子の発現が58%減少した。よって加齢による肌老化を
防ぐ効果があることが示唆された。	(Fig.	1)	

•	 紫外線照射の真皮線維芽細胞においてMMP-1遺伝子
の発現が45%減少した。よって光老化を防ぐ効果があ
ることが示唆された。	

2. 真皮線維芽細胞のMMP-1産生

真皮線維芽細胞のMMP-1産生についてELISA法を用いて測定した。

•	 コラゲインのアンチエイジング効果について、加齢細胞モデルとして継代17代目の正常ヒト線維芽細胞と、若い
細胞モデルとして継代７代目の正常ヒト線維芽細胞を用いて、MMP-1の産生を測定した。

•	 継代17代目の加齢モデル細胞を96穴プレートに播き、コラゲイン0.3％を添加し72時間培養した。培養後、上清
中のMMP-1の量をELISAにて測定した。

結果 & 結論

•	 継代7代目の線維芽細胞のMMP-1産生は、継代17代目
の線維芽細胞の34%であった。	(Fig.	2)

•	 継代17代目の線維芽細胞にコラゲイン0.3%を添加し
た場合、コントロール細胞と比較してMMP-1の産生
が21%減少した。(Fig.	2)
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Fig.	1	RT-PCRを用いたMMP-1遺伝子発現の定量	
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Fig.	2	真皮線維芽細胞のMMP-1産生
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3. UV-A からの保護

UVA	(3	x	12.5mJ/cm2)を照射した線維芽細胞の生存率と外観に対する、ザクロ花エキスの影響（0.1%,24時間培養）
について評価を行った。(Figs.	3	and	4)		

結果 & 結論

•	 ザクロ花エキスを0.1%添加した細胞に紫外線照射を
行った場合の生存率(88%)は、ザクロ花エキスを添加
しなかった場合の生存率 (59%)と比べて高かっ
た。(Fig.	3)

•	 ザクロ花エキス0.1%は紫外線未照射の細胞群の生存
率を11%向上させた。 (Fig.	3)

•	 ザクロ花エキスを処置した場合、紫外線照射後の傷害を受けた細胞の細胞数が減少している事を顕微鏡画像にて
確認した。	(Fig.	4a-c)

•	 ザクロ花エキスを添加した細胞群は健康に見える。(Fig.	 4c、白い矢印).それと比較して、紫外線未照射の線維芽
細胞は細胞死やダメージが見られる (Fig.	4b、赤い矢印)

Fig.	4a	ザクロ花エキス未処置＋紫外線未照射 b	紫外線照射（細胞死が見られる） c 紫外線照射＋0.1%ザクロ花エキス
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Fig.	3	正常ヒト線維芽細胞のUVA照射後の生存率
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In Vivo 活性 

コラゲイン効果を調べるため、2種類の	in vivo試験を行った。目尻と額のしわの減少効果と肌密度を測定した。

•	 グループ1　40～65歳の白人の女性被験者20名に対して、コラゲイン1%配合クリームを1日2回、56日間、顔面
及び前腕内側に適用した。

	 測定:		 超音波画像解析による前腕部の肌密度測定と形状写真画像解析による顔面のしわの測定を行った。

•	 グループ2　40～65歳の白人の女性被験者20名に対して、コラゲイン1%配合のクリームを1日2回、56日間適用
した。

	 測定:		 PRIMOSを用いた3次元画像解析及び写真評価

•	 全ての試験は	0日目、28日目、56日目に行った。



1. 真皮と表皮の密度測定

表皮と真皮及び肌内のコラーゲンを効率的、非侵襲的且つ再現性高く定量ができる超音波画像解析装置
Dermascan®Cを用いる事で、肌の内部	20μmの深さまでの断面図の画像を得ることができる8。(Fig.	5)

•	 皮膚密度は、超音波画像の中で暗い画素の部分（皮膚密度の低い部分）を計数することで評価できる。すなわ
ち、暗い画素面積の現象は皮膚密度が向上する事を意味する。

•	 超音波画像解析による皮膚密度の測定は、試験グループ1の前腕の内側の皮膚で行った。

結果 & 結論

•	 コラゲイン1%配合クリームを56日間適用した結果、
皮膚密度は平均で32.5%増加した。	(Fig.	5)	

•	 56日間の皮膚密度を超音波画像解析で追った場合の画像を示す。(Fig.	 6)黄色く見えているのは皮膚密度が増加し
た部分である。暗い画素の数（皮膚密度の低い部分）は28日間で46.8%減少し、56日間で56.2%減少したことか
ら、皮膚密度の増加効果が確認された。

Fig.	6	コラゲイン1%配合クリームを適用した前腕内側に対する超音波画像解析法による皮膚断面図（0日目,	28日目,56日目、試験グル
ープ１）
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Fig.	5	コラゲイン1%配合クリームの前腕内側の皮膚密度に与える影
響（グループ１）
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2. しわの形状解析

試験グループ1及び2において、目尻のしわの深さを2種類の方法で測定した。

•	 試験グループ1では、シリコンインプリント法を用いて、目尻のしわの状態を評価した。得られたシリコンプリ
ントはMountains	Skin®	Universal	software	を用いて解析した。

•	 試験グループ2では、PRIMOSを使用して評価を行った。PRIMOSは測定対象物状に格子状の縞パターンを投影
し、別の角度に設置したCCDカメラで観測する方法である9。

結果 & 結論

•	 Fig.	 7	 コラゲイン1%配合クリームを56日間適用した
結果、しわの深さが15.8%減少した。

•	 Fig.	8:	シリコンインプリント法で解析した結果、コラ
ゲイン1%配合クリームを28日間適用で目尻のしわの
深さが減少した。（濃紺はしわが深い部分、赤はしわ
が浅い部分）

•	 28日後には赤と白の部分が増えたことから、肌がな
めらかになる効果が確認された。

Fig.	8	シリコンインプリント（試験グループ１）:	目尻のしわの深さ		
(0日目、28日目、コラゲイン1%配合クリーム)
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Fig.	7	PRIMOS	を用いた画像解析 （試験グループ2）:目尻のしわの
深さ		(0日目、28日目、56日目、コラゲイン1%配合クリーム)
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3. 顔面の写真解析

コラゲイン1%配合クリームを56日間適用した試験グループ1及び2の被験者に対して、目尻と眉間のしわを
VisioFace	Quickを使用した写真画像の解析手法を用いて評価した。

結果 & 結論

•	 Fig.	9	及び10	目尻のしわの深さは56日後に明らかに減少していた。また、眉間のしわの深さは28日後、56日後の
両方で明らかに減少していた。

Fig.	9	試験グループ	2:	眉間のしわの深さの減少効果
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Fig.	10	試験グループ1:　目尻のしわの深さの減少効果
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配合に対する注意点

•	 処方に組み込む前に、水で希釈してから、40度以下で撹拌処理を行って下さい。

•	 参考処方例が必要な場合はお問い合わせ下さい。

安全性 & 規制

•	 特性
-	 細胞毒性、光毒性なし	(OECD	432)
-	 皮膚刺激	(SPT/RPT)	、眼刺激	(BCOP	and	HET-CAM	tests)	なし
-	 変異原性無し	(エームス試験		–	OECD	471)
-	 アレルゲン物質の証明あり		(2003/15/EC	Annex	III)

•	 REACH:	非該当(EC)	N°	1907/2006en
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Disclaimer: Please	be	aware	that	the	listed	properties	medicinal	or	otherwise	that	have	been	sourced	from	literature	should	act	as	
value-added	information	only.	No	proof	of	these	statements	by	testing	or	otherwise	will	be	provided	by	Cosmetochem	(this	excludes	
test	data	generated	by	Cosmetochem	in	support	of	our	specific	actives	range).	Please	be	aware	that	the	use	of	any	claim	on	cosmetic	
products,	is	the	sole	responsibility	of	the	customer	and	is	regulated	by	your	local	Regulatory	Body.	Please	note	regarding	content	and	
updates	of	this	document:	only	the	English	version	is	legally	binding.	(Translation	carried	out	by	H.	Holstein	GmbH	&	Co.	KG)


