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美容成分セールスポイント完全解説

（抗シワ編）



抗シワ成分

シワには３段階あり、浅いシワ〜深いシワまであります。
シワのお⼿⼊れポイントは浅いシワから進⾏させないことです。
この資料では浅いシワまでケアする成分を「抗シワ」深いシワ
をケアする成分を「再⽣成分」と表記しています。

⼩ジワ
（表⽪性シワ）

表情ジワ

深いシワ
（真⽪性シワ）

抗シワ



シワに対する訴求成分

成分例

⼩ジワ コラーゲン、ヒアルロン酸、セラミド、
アミノ酸、スクワラン、ワセリン

表情ジワ
アルジルリン
ジ酢酸ペプチドジアミノブチロイルベンジル
アミド

深いシワ
レチノール、ニールワン、ナイアシンアミド、
ビタミンC誘導体、幹細胞培養液、
グロスファクター

抗シワ



主要な抗シワ成分
・コラーゲン
・ヒアルロン酸
・セラミド
・レチノール
・ナイアシンアミド
・幹細胞エキス
・グロスファクター



コラーゲン
抗シワ

【⼩ジワに対する訴求成分】

⾼分⼦タイプ：肌表⾯に留まり潤いを守る
低分⼦タイプ：⾓層の⽔分を保ちコラーゲ
ン⽣成指令の働きも

⾼分⼦：⽔溶性コラーゲン、アテロコラーゲン

低分⼦：加⽔分解コラーゲン

⾼保湿タイプコラーゲンとは？

コラーゲンの構造を⼀部変化させたコラーゲン
・サクシノイルアテロコラーゲン（保⽔性が⾼い）
・ミリストイルサクシニルアテロコラーゲン（肌なじみが良い）



コラーゲン

・最もポピュラーな保湿成分
・肌の構成成分なので化粧品での馴染みも良い
・⼀般的なコラーゲンは肌表⾯の潤いを保つ働き
・低分⼦コラーゲンは肌の内側で保湿を保つ働き
・肌内部の⽔分と合わさることでさらに効果を⾼める



ヒアルロン酸

ヒアルロン酸の最⼤の魅⼒は保⽔⼒。
たった１gで２〜６L（最⼤6000倍）の⽔を抱え込む⼒がある。

0.01%程度の配合でもとろみのあるテクスチャーになる

抗シワ

【⼩ジワに対する訴求成分】

ヒア
ルロ
ン酸

⽔

ヒア
ルロ
ン酸⽔ ⽔

⾓層内で肌の⽔分と結びつき、どんどん膨らむ性質がある



成分名 特徴

基本タイプ ヒアルロン酸Na
⼀般的にヒアルロン酸と呼ばれるもの。
グリセリンとの併⽤が効果的。べとつ
き感が出やすい。

⾼保湿タイプ
アセチル化ヒアルロン酸
Na、カルボキシメチル
ヒアルロン酸

少しだけ油とのなじみやすさを付
加している。
⽔を取り込む⼒が⾼い。

吸着タイプ ヒアルロン酸ヒドロキシ
プロピルトリモニウム

洗っても流れにくい性質を持つ。
（イオンの⼒で吸着）

修復タイプ
加⽔分解ヒアルロン酸ア
ルキル（C12-C13グリセ
リル）

バリア機能にアプローチする（油
となじみやすい）

浸透タイプ 加⽔分解ヒアルロン酸 サイズが⼩さく⾓層の奥まで浸透
する

抗シワ



＜ヒアルロン酸の種類＞

浸透タイプ

修復タイプ

吸着タイプ

⾼保湿タイプ 基本タイプ

抗シワ



ヒアルロン酸

・最もポピュラーな保湿成分
・肌の構成成分なので化粧品でも肌馴染みが良い
・0.01％程度の配合で化粧品にとろみを出すこともで
きて保湿⼒の演出にも役だつ
・1gで最⼤6リットルもの⽔分を抱え込む⼒がる
・抱⽔することで⾃⾝も膨らんで肌にハリを与える
・⼀般的なヒアルロン酸は⾓層の⽔分量を保つ働き
・修復、浸透タイプは⾓層の下で⽔分量を保つ働き



肌の内側で⽔分を挟み込み⽔分量を保つ
⾓層成分を補うことでバリア機能の向上に役⽴つ

⾓層内にある
細胞間脂質の主成分

スフィンゴ脂質という
特殊な脂質の⼀つ

セラミド

抗シワ

【⼩ジワに対する訴求成分】

肌に存在するセラミドは加齢とともに減少する。（50歳では20歳の半分ほどに）



＜セラミドの種類＞

由来 表⽰名

動物型 ⾺などから抽出 ウマスフィンゴ脂質

植物型 ⽶、こんにゃく、トウモロコシ、
パイナップル、ゆずなどから抽出

コメヌカスフィンゴ脂
質など

ヒト型 ヒトの肌にあるセラミドの構造に
合わせて酵⺟などからつくったも
の

セラミドEOP、セラミ
ドNG、セラミドAP

擬似型 セラミドの分⼦構造に似せて化学
合成したもの。

セチルPGヒドロキシエ
チルパルミタミド

⾮常に肌なじみが良い。⾼価で⾼濃度の配合が難しい

肌なじみは劣るが⽐較的安価で⾼配合しやすい。結果的に効
果を⾼めることができる

抗シワ



ヒト型セラミドの機能

特徴 ⽬的

セラミドEOP
（セラミド１）

肌の弾⼒を⾼める 乾燥肌⽤、エイジン
グケア⽤

セラミドNG
（セラミド２）

セラミドの中でも極めて保
⽔⼒に優れている

保湿剤や肌荒れ防⽌、
改善

セラミドNP
（セラミド３）

バリア機能回復効果に優れ
ている

敏感肌⽤

セラミドAP
（セラミド６）

ターンオーバーの正常化を
促進・維持

エイジングケア⽤

抗シワ



⽔になじみやすい性質

油になじみやすい性質

抗シワ

セラミド

・肌の構成成分なので化粧品でも肌馴染みが良い

・脂質でありながら⽔に馴染みやすい性質があって使
いやすい
・⾓層で⽔分を挟み込むので肌内部の⽔分量をキープ
する
・セラミドを補うことで肌のバリア機能が向上する



レチノール（ビタミンA）
・コラーゲン、ヒアルロン酸の⽣成を促進する
・ターンオーバーを促しメラニンを排出する
シワ改善の医薬部外品成分

レチノール：レチノール、ビタミンA油
レチノール誘導体：パルミチン酸レチノール、酢酸レチノール

熱、光、酸素に弱いので、安定化させた誘導体を使⽤することが多い。

美⽩成分【深いシワに対する訴求成分】

再⽣成分



レチノールの働き

ニキビ、⽑⽳の開き
を改善

表⽪のヒアルロン酸
を増加 細胞増殖促進

ターンオーバー促進

コラーゲン、エラス
チンの⽣成促進

美⽩成分

再⽣成分



レチノールの種類と特徴

表⽰名 特徴

レチノール
誘導体

パルミチン酸
レチノール レチノールを安定化させた成分。⽪膚内で

レチノールに変わる。
酢酸レチノール

レチノール
レチノール 通常ビタミンAと呼ばれる

ビタミンA油 ビタミンAが溶けた油

トレチノイン
（レチノイン酸） トレチノイン ビタミンAの約50倍〜100倍の活性⼒がある。

院内で調合、院内限定で使⽤する薬

美⽩成分

再⽣成分



レチノール

・シワ改善の医薬部外品成分だが肌への働きはマル
チなのでニキビ、美⽩ケアなどにもおすすめ
・ターンオーバー促進とコラーゲン、エラスチンの
⽣成促進で肌にハリを与える

レチノール濃度の⾼い製品は肌に刺激を感じる場合があるの
で、肌状態に合わせて使⽤しましょう。
またレチノールは油性成分なので、クリームなどの油分が多
めの製品に⾼濃度に配合できます。

再⽣成分



ナイアシンアミド
・ターンオーバーを促し、セラミド（細胞間脂質）の⽣成を促進。
・線維芽細胞に働きかけコラーゲンをつくり、シワを改善する。

【深いシワに対する訴求成分】

セラミド
⽣成促進

コラーゲン
⽣成

メラニン
伝達抑制
（美⽩）ターンオー

バー調節

消炎作⽤

ニキビ
予防

シワ改善成分で
唯⼀の⽔溶性成分

再⽣成分



ナイアシンアミド

・シワ改善の有効成分で唯⼀の⽔溶性成分
・他のシワ改善成分はクリームなどの油分が多めの
化粧品にしか⾼濃度に配合できないがナイアシンア
ミドは化粧⽔など⽔分メインの化粧品にも⾼濃度に
配合できる
・コラーゲン⽣成を促し深いシワに対してアプロー
チする
・セラミド⽣成を促し肌のバリア機能も⾼める

再⽣成分



幹細胞エキス
・医療などで使われる幹細胞を増殖させ、培養物から取り出した培
養液やエキスが化粧品の幹細胞培養エキスとなる。

・新しい細胞を⽣み出し、肌の⽣まれ変わりを促進する成分。

【深いシワに対する訴求成分】

ヒト脂肪細胞順化培養液エキス
ヒト脂肪細胞順化培養液
リンゴ果実培養細胞エキス
アルガニアスピノサカルス培養エキス

再⽣成分



幹細胞コスメの種類と特徴

特徴 表⽰名称

幹細胞
培養液

ヒト由来 ヒト幹細胞（脂肪由来、⾻髄由来、
⻭髄由来）を培養した液やそのエ
キス。成⻑因⼦グロスファクター
が豊富に含まれている。

（脂肪由来）ヒト細胞順化培
養液、ヒト脂肪細胞順化培養
液エキス、ヒト幹細胞順化培
養液
（⾻髄由来）ヒト⾻髄幹細胞
順化培養液

植物由来 傷ついた細胞を再⽣させる⼒を持
つ特定の植物の幹細胞を培養した
液。腐らない奇跡のリンゴ、アル
ガンツリーの新芽由来のものなど
がある。

（リンゴ）リンゴ果実培養細
胞エキス
（アルガン）アルガニアスピ
ノサカルス培養エキス

幹細胞に働きかけ
る成分

表⽪幹細胞に働きかける成分。ビ
オセルアクトカモミラBは幹細胞
の寿命を延⻑し、シワ改善効果が
期待できる。胡蝶蘭エキスは細胞
の修復再⽣を促す。

（植物）カミツレ花エキス、
胡蝶蘭エキス

再⽣成分



表⽪幹細胞
表⽪⾓化細胞を⽣み出し、ターンオーバーに
重要な役割を果たす。

真⽪幹細胞
コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸をつくりだす
「線維芽細胞」を⽣み出し、肌にハリ、弾⼒をもたら
す。

幹細胞エキス

・新しい細胞を⽣み出す幹細胞培養液からつくり出された
成分
・幹細胞そのものの働きはないが肌の⽣まれ変わりを促進
する作⽤がある

再⽣成分



グロスファクター（GF）

成⻑因⼦のこと。ペプチド成分で特定の細胞の増殖を正常化する。
肌の⽣まれ変わりを正常化する成分。

成⻑因⼦は150種ほど存在する

EGF：オリゴペプチド-1、ヒト遺伝⼦組換オリゴペプチド-1
FGF：オリゴペプチド-13、ヒト遺伝⼦組換オリゴペプチド-11
KGF：オリゴペプチド-5、ヒト遺伝⼦組換オリゴペプチド-3

【深いシワに対する訴求成分】

再⽣成分



代表的な3種のグロスファクター

EGF（上⽪細胞増殖因⼦）
表⽪に作⽤してターンオーバー
を正常に戻す

FGF
（線維芽細胞増殖因⼦）
コラーゲン、エラスチ
ン、ヒアルロン酸の産
⽣を促進する

KGF
（⽑⺟細胞増殖因⼦）
基底細胞や⽑⺟細胞に
作⽤。強い⽑をつくる。

EGFを微量配合し
たクリームを60⽇
間塗ることで細胞
が増殖することが
分かっている

再⽣成分



グロスファクター（成⻑因⼦）

・加齢とともに減少する成⻑因⼦グロスファクターを
補うことで肌の⽣まれ変わりを正常化する
・成⻑因⼦は体の中に存在する成分で150種ほどある
・細胞の種類とともに成⻑因⼦の種類がある
・元々は医療で⽕傷治療の⽪膚再⽣として⽤いられて
いた成分

・現在はバイオ技術で量産でき化粧品にも配合できる
ようになった

再⽣成分


