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OtteCt市 e:To assess the effcct of liquid of ferlnented plant extract SW(LFPE―SW),WhiCh is produced from vaiOus fcrlncnted

fruits and vegetablcs and contains low molecular weight collagcn,on sHn whitedng and the maintcnance of skin soundncss.

PIethods:To evaluate skin whitening ettects of ILFPE― SW,rnelanin synthesis in melanocyte and inhibition rate of tyrosinasc

activity by LFPE―SW werc measured To evaluate the maintcnance of skin sOundness,the following nbroblast analyscs wcrc

carned out after exposure to LFPE―SW:total number of viable cells,number of nlltOchOndHa and production of typc l collagen.

Moreover,the antistress emects of LFPE― SW werc cvaluated by assessing shn dryncss,Oxidation,ultraviolet(UV)light and gcnc

expression of growth factors in epiderlnal cells.

Results:The application of LFPE― SW led to a signincant decrease in melanin synthcsis in mclanocytcs and signiflcant inhibition

of tyrosinase activity.In ibroblasts,expOsure to LFPE― SW resulted in cnhancement of mitochond五 al activity,promotion of

antiscnescencc and increased synthcsis of typc l collagen.In cpidcrlnal cells,LFPE― SW cxhibited antistrcss cmccts,including

rcducing dryncss,oxidadon and UV and promoting thc gcnc cxprcssion of cpidcrmal growth factor and ibroblast growth facto卜 2

Conclusions:Wc conclude that IJFPE― SW has sHn whitening c“ ccts and condbutcs to the maintenancc of skin soundness.In

addition,LFPE― SW may havc antistrcss emccts and facilitatc skin rcpalr.
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植物発酵液 SWの美自効果および肌健全効果

抄録

目的

本研究では,様々な果実や野菜を混合 して発酵させた植物発酵液 SW(低分子 コラーゲン合有)(以下,植物発酵

液 SWと する)の美自効果および肌健全効果を評価 した。

方法

美自効果については,メ ラノサイ トを用いて植物発酵液 SW添加時のメラニン産生量を測定 した。また,チ ロシナー

ゼ活性阻害率を測定 した。肌健全効果については,線維芽細胞を用いて植物発酵液 SW添加時の生細胞数, ミトコ

ンドリア量,I型コラーゲン産生量を測定 した。表皮細胞を用いて植物発酵液 SWの乾燥,酸化,紫外線に対するス

トレス保護作用,成長因子遺伝子発現量を測定 した。

結果

植物発酵液 SWの処理により,メ ラノサイ トではメラニン産生量が有意に減少 した。また,チ ロシナーゼ阻害作

用が有意に認められた。線維芽細胞においては, ミトコンドリア活性の増加が認められた。さらに,抗老化作用およ

び I型 コラーゲンの産生が克進 した。表皮細胞では,乾燥,酸化,紫外線に対 してス トレス保護作用を示すことが確

認され,EGF,FGF-2の遺伝子発現が促進された。

結論

植物発酵液 SWは美自作用,肌・真皮層の健全化をもたらす可能性が考えられた。加えて,皮膚におけるス トレ

ス防御および修復に寄与する可能性が示された。

緒言

植物発酵液は,酵素栄養学の創始者であるアメリ

カのエ ドワー ド・ハウエル博士が提唱した,「生の

野菜や果物などに含有される酵素を摂取すると食物

の消化が助けられ,体内の消化酵素が温存されるこ

とで体内の代謝酵素が活性化される」という理論
1)

に基づいて開発された食品である。植物発酵液 SW

(低分子コラーゲン含有)(以下,植物発酵液 SWと

する)に含まれる植物発酵物は,パイナップル,バ

ナナ,マ ンゴー,メ ロン, リンゴなどの果実やアス

パラガス,ダイコン,タ マネギ,ニ ラ,ニ ンジン,

ニンニク,ホ ウレンソウなどの野菜を,酵母 と予L酸

菌により発酵させた産物である。原料である果実や

野菜は抗酸化作用を有することが報告されているほ

かの,そ の発酵産物である植物発酵物について,jれ

ップrraで抗酸化作用が確認され ",ヒ ト試験において

酸化・抗酸化バランスの改善
のが認められている。

体内における酸化・抗酸化バランスの破綻には,活

性酸素種 (reactive oxygen species;ROS)の 主な発生

源であるミトコンドリア機能の低下が関与するとさ

れるため9,植
物発酵物が ROSを 除去 したことで

ミトコンドリア機能が回復 し,体内における酸化・

抗酸化バランスが改善された可能性があつた。ま

た,ROSは 皮膚に紫外線があたつた時や炎症反応
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が起 こった時に細胞内で発生す ることが知 られて

お り
6,つ,肌のターンオーバー機能低下やそれに起

因す る色素沈着 との関連 も報告 されているため め
,

植物発酵液 SWの抗酸化作用 は ROS除去を介 して

美白効果や肌機能の向上をもた らす可能性がある。

実際に植物発酵物を摂取 した者において肌の調子

が良い という体感の変化が認められていることか ら

の,植物発酵液 SWは肌の代謝機能 にも影響を与 え

る可能性がある。 しか し,抗酸化作用および ミトコ

ンドリア機能の向上を介 した植物発酵物の美白効果

および肌健全効果についてはほ とん ど検証が進んで

いない。そこで本研究では,植物発酵液 SWの肌に

対する機能性に着 目し,細胞試験 において美白効果

および肌健全効果を検証することを目的 とした。

材料 と方法

1.材料

本研究で実施 した各種試験では次 に記述 した細

胞,試薬および機器を用いた。

細胞 は,正常 ヒ ト線維芽細胞 NHDF(AD)(ク

ラボ ウ),正常 ヒ トメ ラ ノサ イ ト (TherlnoRsher

Sciendnc),正 常 ヒ ト表皮細胞 NHEK(AD)(ク ラ

ボウ)を用いた。

試薬および機器は次に記述 した通 りであつた。植
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