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最終製品の届出『肌のうるおい』 【第 4 回届出 News】 

日常生活の中で、肌の乾燥に悩む方は多く、非常

に身近な悩みなのではないかと思います。最近で

は肌のうるおいに関与する食品成分についての研

究も広く行われています。そこで今回は、『肌のうる

おい』に関する届出製品の関与成分や機能性評価

指標、試験内容についてご紹介します。 

●『肌のうるおい』製品の関与成分 

最終製品を用いた届出では、製品ごとに様々な

関与成分が使用されており、肌のうるおい効果が

期待される食品成分が多数報告されていることが

分かります (表 1)。実際に、アロエ由来ステロール、

コラーゲンペプチド、マンゴスチン果皮抽出物、アカ

シア樹皮由来プロアントシアニジン、プラセンタ由来

ペプチド、大豆イソフラボン、エリオジクチオール-

6-C-グルコシド、乳酸菌、スフィンゴミエリン、グル

コラファニン、フィコシアニン、ピセアタンノールとい

った非常に多種多様な成分が届出されています。そ

こで、これら成分のうち、臨床試験において最も多

く用いられていたコラーゲンペプチドの効果につい

てご紹介します。 

コラーゲンペプチド 

皮膚は体内からの水分の蒸散を防ぐ重要な役割

を担っており、真皮の構造が壊れると水分が保持で

きずに肌乾燥を引き起こすことがあります。真皮を

構成する主要成分はコラーゲン、エラスチン、ヒアル

ロン酸、線維芽細胞であり、コラーゲンは皮膚のタ

ンパク質の約70%を占めるといわれています¹⁾。そ

のため、うるおいのある肌、ハリのある肌、シミの少

ない肌など「美しい肌」に関わる数ある要素の中に

はコラーゲンとの関係が深いものが多いと考えら

れています。これまでの研究から、コラーゲンペプ

チドの摂取により血液中に生じるプロリル-ヒドロ

キシプロリン (Pro-Hyp) がコラーゲンを合成す

る線維芽細胞を増加させる²⁾ということが明らか

になっており、コラーゲンペプチドを利用した皮膚

に関する健康補助食品が広く注目されています。 

●機能性評価指標 

『肌のうるおい』を評価する上で用いられていた

指標としては、専用の測定器を用いた皮膚水分量

の測定が最も多く用いられていました (図 1)。 

 

図 1. 機能性評価指標の使用頻度 

※1 臨床試験においてはこれら指標を複数組み合わせて使用 

※2 使用頻度が 10%以下となる指標は除く 

表 1. 関与成分ごとの届出件数 

※複数組み合わせて使用しているものも含む 

 関与成分 件数  
コラーゲンペプチド 5
アロエ由来ステロール 4
マンゴスチン果皮抽出物 2
アカシア樹皮由来プロアントシアニン 2
プラセンタ由来ペプチド 2
大豆イソフラボン 1
エリオジクチオール-6-C-グリコシド 1
乳酸菌 1
スフィンゴミエリン 1
グルコラファニン 1
フィコシアニン 1
ピセアタンノール 1
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皮膚水分量や経皮水分蒸散量 (TEWL) の測定に

より、「肌の水分を逃しにくくする」、また「肌の水分

含有量を保つ」といった機能を評価することができ

ます。 

●試験内容 ～対象者の選定～ 

最終製品を用いた届出のうち、約半数が女性を

対象とした臨床試験の結果を用いていました (表

2-1、表 2-2)。しかしながら、「表示しようとする機

能性の科学的根拠に関する補足説明資料」におい

ては、試験対象が女性のみであっても「届出製品の

機能性は男女の区別なく適応できる」と説明してい

る届出が多くありました。理由については、基本的

な皮膚構造や関与成分の作用機序等に性差はない

 

ためであると記載されており、対象者を選定する前

に、結果が性差による影響を受けやすいか否かに

ついても吟味する必要があるといえます。 

弊社では、対象者の選定に関する不安や悩みな

どを出来る限り解消するため、過去の知見や関連す

る文献を網羅的に調査し、より質の高い臨床試験を

目指して適切なプロトコルをご提案します。さらに、

消費者庁への届出代行や消費者庁からの問い合わ

せへの対応など、臨床試験から受理後の関連業務

までの「トータルサポート」に取り組んでおりますの

で、ぜひお気軽にご相談ください。引き続き、皆様

に満足いただけるような情報をお伝えしていきま

すので、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

  
表 2-1. 最終製品を用いて機能性『肌のうるおい』の科学的根拠を示した学術論文の試験概要一覧 1 

 届出No. 文献 関与成分 対象者 機能性評価指標

D10

D429

F51

F60

D149

E566

E567

D422 Najima M, (2017)5） 大豆イソフラボンアグリコン
しわ状態に問題のある35～59歳の女性
（しわ状態の評価：ガイドラインに準じてランクづ
け）

TEWL, 角層水分量

D583 岩井ら (2018)6） エリオジクチオール-6-C-グルコシド
日常的に口、目、肌のいづれか2つ以上の部分に
乾燥を感じている20～64歳の健常な男女

角層水分量,
VAS (肌の乾燥を主観的評価)

E1

E44

E5

E506

E29 飯塚ら (2018)9） 魚うろこ由来コラーゲンポリペプチド 30～55歳の健常な男女
水分および油分測定,
目視評価 (専門医による)

E546 木村ら (2017)10）
L. delbrueckii  subsp. bulgaricus  OLL1247株および
S. thermophilus  3078株 (SC-2乳酸菌),  コラーゲンペプチド,
スフィンゴミエリン

肌の乾燥を自覚する20～49歳の健常な女性
TEWL, 角層水分量,
目視評価 (専門医による)

E613 

F15

TEWL, 角層水分量,
抗糖化評価, 皮膚粘弾性

山本ら (2018)
4） コラーゲンペプチド 肌の乾燥に悩みのある30～59歳の健常な男女 TEWL, 角層水分量

豚プラセンタ由来ペプチド (グリシン-ロイシン、ロイシン-グリシン)Kim K, et al (2018)
11） 30～60歳の健常な男女 TEWL, 角層水分量

Tanaka M, et al (2016)
3） アロエ由来ロフェノール,

アロエ由来シクロアルタノール
30～59歳の健常な女性 TEWL, 皮膚水分量

Maejima K, (2018)7）

Hoshino T (2018)
8） TEWL, 角層水分量,

皮膚粘弾性,

ロダンテノンB 25～59歳の健常な女性

アカシア樹皮由来プロアントシアニジン 肌の乾燥を自覚する成人男女
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表 2-2. 最終製品を用いて機能性『肌のうるおい』の科学的根拠を示した学術論文の試験概要一覧 2 

 届出
No.

文献 関与成分 対象者 機能性評価指標

E735 大野ら (2018)12） グルコラファニン 肌の乾燥を自覚する30～59歳の健常な女性
角層水分量, TEWL,
目視評価 (専門医による)

F93 Imai Y et al (2019)13) フィコシアニン (C-フィコシアニン、アロフィコシアニン) 肌の乾燥が気になる20～65歳の健常な成人女性 TEWL

F297 山本ら (2018)
14) ピセアタンノール 肌の乾燥に悩みのある30～59歳の健常な男女 皮膚粘弾性
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2018; 46(7): 1191-1199. 

 

 


