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OtteCtiVe:Liquid of ferrnented plant extract SW (LFPE― SW)iS a prOduct of ferlnented fruits and vegetables that contains low¨

molecular―weight collagen.LFPE― SW has antioxidant e“ ects,and may lighten skin color via active inhibition of tyrosinase,and

dinlinished production of rnelanino We investigated whether daily consumption of ILFPE―SW resulted in lightened skin color and

related cosmetic improvements.

Methods:We conducted an open-label trial with 31 Japanese women aged≧ 30 years who were dissatisfled with their skin and

whose facial melanin concentrations were relatively high.SutteCtS Consumed LFPE― SW(20 mL/day)befOre breakfast for 12

wecks.The p五 rnary outcome measured was lnelanin concentrations in facial skin.The secondary outcomes included the extent of

erythema on facial skin,skin tone,■ nding on complete skin assessment(facial pigmentation,w五 遺 les,skin texture,pores,skin

color,redness,and oiliness),suttectiVe impressions(lneasured on a Likert scale),and b100d high― sensitivity C―reactive protein

levels.The safety of LFPE― SW was also evaluated.

Results:Al1 31 sutteCtS Completed the study.The melanin concentrations in facial skin(aVerage of right and left sides

tOgether,and五ght side alone)were Signiflcantly lower after consumption of LFPE― SW (P=0。 01l and Pく 0.001,respectively).

Additionally,the extent of erythema on facial skin(aVerage of五 ght and left sides together,五 ght side alone,and left side alone)

was also signiflcantly lower after consumptiOn of LFPE― SW (Pく 0.001).Skin tOne,as evaluated qualitatively by physician―

provided reports,'impЮ ved in about 40%of suttectS.The condition of the facial skin(elastiCity,moisture,stickiness,texture,

hue,lightness and,tightening),and Subjective symptoms related to facial swelling and physical fatiguc had also improved

signincantly by the completion of the tHal(P<0.05).No safety concems were noted.

Conclusions:In our study,12 weeks of daily consumption of L]FPE¨ SW resulted in signiflcant decreases in inelanin concentration

and in the extent of erythema in facial skin among a cohort of Japanese women.Consumption of ILFPE― SW also resulted in

improvements in the overall condition of facial skin as well as amelioration of suttect市 e Symptoms,including facial swelling,

physical fatiguc and skin tone.Our results suggest that LFPE― SW is safe and effective when used under the conditiOns desc五 bed

here for skin lightening and related cosmetic applications。
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植物発酵液 SW(低分子コラーゲン含有 )の摂取が女性の美白・美肌に及ぼす影響と安全性の検証 :ブF盲検試験

抄録

目的 :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)は ,さ まざまな果実や野菜を混合

して発酵 させた食品である。植物発酵液 SWに は抗酸化作用が確認されてお り,細胞試験によってチロシナーゼ活

性阻害,メ ラニン産生抑制等による美白効果が示唆されている。 これより,植物発酵液 SWの摂取において期待 さ

れる,メ ラニンの沈着抑制によるシミの減少およびコラーゲンの分解抑制を介 した美白・美肌効果を検証 した。

方法 :試験参加に同意 した,肌に不満を感じている 30歳以上の日本人女性のうち,顔面皮膚メラニン量が多い 31

名を対象に非盲検試験を実施 した。植物発酵液 SWを 朝食前に 1日 20 mL摂取させ,介入期間は 12週間摂取 とした。

主要アウ トカムは顔面皮膚のメラニン量,副次的アウ トカムは顔面皮膚紅斑量,肌の色,肌測定 (色素沈着,シ ワ,

肌のきめ,毛穴,色味,赤味,油分),肌に関する自覚症状 (リ ッカー トスケール法),高感度 CRPであった。また,

安全性についても併せて評価 した。

結果 :31人が試験を完遂 した。摂取後において,顔面皮膚メラニン量に関 して,左右平均および右平均のメラニン

量は摂取前 と比較 して有意に減少 した (そ れぞれ P=0。OH,Pく 0.001)。 顔面皮膚紅斑量においても,左右平均 ,

右平均,左平均で紅斑量は摂取後に有意に減少 した (そ れぞれ Pく 0.001)。 医師の所見による肌の色評価では約 4

割が肌の色に改善が認められた。自覚症状評価では,植物発酵液 SWの摂取によって肌の状態 (化粧のノリや肌の弾力 ,

潤い,べたつき,キ メ,明 るさ,張 り,自 さなど)や体の疲労,顔のむ くみに関する自覚症状が有意に改善 した (P

く0.05)。 安全性に問題はなかった。

結論 :植物発酵液 SWの 12週間継続摂取は肌に不満を感じている 30歳以上の日本人女性のうち,顔面皮膚メラニ

ン量が多い者において,顔のメラニン量の減少,紅斑量の減少,肌の状態や体の疲労,顔のむ くみに関する自覚症状

の改善をもたらし,肌の色は医師による所見においても改善が確認された。よって,植物発酵液 SWは美白・美肌

効果を示すことが確認された。加えて,本試験の条件下では安全性に問題ないことが確認された。

はじめに

紫外線照射によって産生される活性酸素は,メ

ラニンの産出に寄与することが知られている
1)。

通

常,メ ラニンが発生 した際には肌の新陳代謝 (タ ー

ンオーバー)に よリメラニンが体外に排出される
"。

しかし,体内に活性酸素が過剰にある場合には,肌

のターンオーバー機能が低下するためにメラニンの

排出が滞 り,肌にメラニンが色素 として沈着するこ

とでシミとして確認される。また,活性酸素はコラー

ゲンを分解する酵素の発現を増加させ,コ ラーゲン

の分解を助長することが知られているつ
。コラーゲ

ンの分解によって皮膚の真皮層の構造が脆弱になる

と,皮膚表面にシワが生じるの
。よって,活性酸素

の除去機能を示す食品の摂取は,メ ラニンの沈着抑

制およびコラーゲンの分解抑制を介 した美白・美肌

効果が期待される。

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・ハウエル博士によって構築された

「生の野菜や果物などの食物酵素を摂ることで食品

の消化が助けられ,体内の消化酵素が温存される分 ,

体内の代謝酵素が活性化 される」 という理論
9を

もとに開発された食品である。植物発酵液にはパイ

ナップルやバナナ,イ チゴ, りんご,メ ロン,マ ン

ゴーなどの果実や,大根,にんじん,にんにく,タ

マネギ,ほ うれん草,アスパラ,ニ ラなどの野菜の

発酵物が含まれる。細胞試験およびヒト試験によっ

て植物発酵ペース トAO(植物発酵液混合物)の抗

酸化作用が確認され
6,つ

,BMI(kg/m2)18.5以 上 25

未満の者においては植物発酵ペース トAO(植物発

酵液混合物)の摂取によるシミの減少が確認され

たつ
。また,細胞試験において,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。)は チロシナーゼ活性阻害,メ ラニン産生抑制

による美白効果が示唆されている°
。さらに,植物

発酵液 SWは ミトコンドリア賦活化,細胞老化抑制 ,

I型 コラーゲン産生促進,乾燥・酸化・紫外線ス ト

*責
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Consumption ofliquid of ferlnented plant extract SW (LFPE― SVV)results in skin lightening
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レス保護,マ クロフアージからの炎症性サイ トカイ

ンであるTNF―α・IL-1・ IL-6遺伝子の発現抑制,抗
ス トレス (乾燥・酸化・紫外線)作用および成長因

子であるEGF・ FGF-2遺伝子の発現促進による肌

健全化効果も確認されているの
。 したがって,植物

発酵液 SWの摂取はメラニンの沈着抑制によるシミ

の減少およびコラーゲンの分解抑制を介 して美白 0

美肌効果が期待されるが, ヒトにおける検証は行わ

れていない。そこで,本試験では植物発酵液に低分

子コラーゲンを混合 した植物発酵液 Swの美白・美

肌効果を検証 した。

I.対象 と方法

1.試験デザイン

本試験は非盲検試験で実施 した。本試験は,医

療法人社 団盛心会 タカ ラク リニ ック倫理委員

会 の承 認 (承 認 日 2018年 5月 8日 ,承 認 番 号

1805… 1801-YK01-01¨ TC)を 得 た後, uMIN―CTRに

登録された (登録番号 UMIN000032658)。 また,へ

ルシンキ宣言および人を対象 とする医学系研究に関

する倫理指針の趣旨に則 り,医学倫理に十分配慮 し

実施 した。

2.参加者

本試験の対象者は,肌に不満を感じている30歳

以上の日本人女性 とした。試験参加にあたり次の条

件を除外基準とした。

(a)悪性腫瘍,心不全,心筋梗塞の治療中もしくは

既往歴がある者 ,

(b)不整脈,肝障害,腎障害,脳血管障害, リウマ

チ,糖尿病,脂質異常症,高血圧,そ の他の慢

性疾患で治療中の者 ,

(c)特定保健用食品,機能性表示食品,そ の他の機

能性が考えられる食品 /飲料を日頃から摂取 し

ている者 ,

(d)ア トピー性皮膚炎 と診断されたことがある者 ,

(c)皮膚の乾燥,炎症などにより皮膚科で治療中の

者,測定部位に傷があり,測定が難 しい者 ,

(f)顔 の一般的なスキンケア (ク リーム・美容液・

オールインワン製品 0パ ック等化粧水・予L液・

日焼け止め等)以外を使用 している者 ,

(g)日 常的にスキンケアの施術 (エ ステ等)を受け

る, もしくは美容器具 (美顔器等)を使用 して

いる者 ,

(h)同意書取得 日か ら過去 3ケ 月間に化粧習慣を変

更 した者, もしくは試験期間中 (同意書取得 日

か ら最終検査まで)に化粧習慣を変更する予定

のある者 ,

(i)同意書取得 日か ら過去 1カ 月間に過度の日焼け

をしている者, もしくは試験期間中 (同意書取

得 日か ら最終検査 まで)に過度の日焼けをする

予定のある者 ,

G)医薬品 (漢方薬を含む)・ サプリメントを常用

している者 ,

(k)ア レルギー (大豆, りんご,バナナ, もも,キ

ウイフルーツ,や まいも,ごま,ゼラチン,医

薬品・試験飲料関連食品)がある者 ,

(1)妊娠中,授乳中,あ るいは試験期間中に妊娠す

る意思のある者 ,

(m)同意書取得日以前の 3か月間において他の臨床

試験に参加 していた者 ,

(n)そ の他,試験責任医師が本試験の対象 として不

適切 と判断した者。

試験参加者の募集は,卸オル トメディコ (東京都

文京区)が運営するモニター募集サイ トGoト ーロ

ク (httpS:〃 www.go106jp/)で行い,試験参加を希望

する者には例オル トメディコのオフィスにて試験内

容を十分に説明し,書面にて同意を得た。試験参加

者に,本試験の主宰者および資金提供者企業に所属

している者は含めなかった。検査は広尾皮フ科クリ

ニック (東京都渋谷区)にて行われた。

3.介入

本試験の介入に用いた試験飲料 {植物発酵液 SW
(低分子 コラーゲン含有)}の原材料組成を表 1に

示 した。試験参加者には,試験飲料を付属の計量カッ

プで朝食前に 1日 20 mL摂取 させた。介入期間は

12週間とした。試験食品の形状は液体であった。

表 1「植物発酵液 SW(低分子コラーゲン含有)」 組成表

性状 含有成分

液体

植物発酵液

低分子コラーゲン

果汁
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