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(151)登録⽇ 平成２３年（２０１１）１２⽉２⽇
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(541)標準⽂字商標

(561)称呼（参考情報） ヘソエステ

(531)図形等分類

(732)権利者

⽒名⼜は名称 板橋 貴⼦

⽒名⼜は名称 ⼆村 芳弘

法区分 平成１８年法

国際分類版表⽰ 第９版
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⽂献単位PDF表⽰ 経過情報 審査書類情報

項目表⽰ イメージ表⽰ PDF表⽰

全項目 (書誌+要約+請求の範囲) (書誌+要約+請求の範囲+実施例)

書誌 要約 請求の範囲 詳細な説明 利⽤分野 従来の技術 発明の効果 課題 ⼿段 実施例

ハイライトされている⽂字列 多⾊ 単⾊

へそエステ

全項目

(19)【発⾏国】⽇本国特許庁（ＪＰ）

(12)【公報種別】公開特許公報（Ａ）

(11)【公開番号】特開２０１２－２４０９５０（Ｐ２０１２－２４０９５０Ａ）

(43)【公開⽇】平成２４年１２⽉１０⽇（２０１２．１２．１０）

(54)【発明の名称】東洋医学に基づいたへそエステによる個⼈別化粧料の製造⽅法

(51)【国際特許分類】
A61K   8/97     (2006.01)
A61K   8/64     (2006.01)
A61Q  19/00     (2006.01)

【ＦＩ】
   A61K  8/97         
   A61K  8/64         

   A61Q 19/00         

【審査請求】未請求

【請求項の数】１

【出願形態】ＯＬ

【全⾴数】５

(21)【出願番号】特願２０１１－１１１４８１（Ｐ２０１１－１１１４８１）

(22)【出願⽇】平成２３年５⽉１８⽇（２０１１．５．１８）

(71)【出願⼈】

【識別番号】３０９０１８６４１

【⽒名⼜は名称】板橋  貴⼦

【住所⼜は居所】東京都練⾺区⾼野台３丁目１４番５号

(71)【出願⼈】

【識別番号】５０４４４７１９８

【⽒名⼜は名称】⼆村  芳弘

【住所⼜は居所】愛知県⼀宮市⼋幡四丁目１－６７－６０６

(72)【発明者】

【⽒名】板橋  貴⼦

【住所⼜は居所】東京都練⾺区⾼野台３丁目１４番５号

【テーマコード（参考）】

4C083

【Ｆターム（参考）】

4C083 AA111 AA112 AA121 AA122 AD411 AD412 BB51 CC02 DD30 EE11 FF05 

(57)【要約】

【課題】  東洋医学に基づいたへそエステによる個⼈別化粧料の製造⽅法を提供する。

【解決⼿段】  ヒト⽪膚の上にポリフェノール含有オイル、バラ花びら、たんぱく質を添加し、加温する

⼯程からなる個⼈別の化粧料の製造⽅法であり、⽤いるヒト⽪膚は個別に設定できる。ポリフェノール

含有オイルとしては緑茶含有オイルやクコシ含有オイルが⽤いられる。この製造⼯程においてヒト⽪膚

細胞や常在菌から遊離するプロテアーゼ、リパーゼなどの酵素類が原材料と反応して個別に適した化粧

料を⽣成する。個別の⽪膚により⽣成された化粧料は安全性も⾼く、元の⽪膚との反応性も⾼い。この

製造⽅法は東洋医学に基づいたへそエステの反応に起因している。

【選択図】      なし

【特許請求の範囲】

【請求項１】

ヒト⽪膚の上にポリフェノール含有オイル、バラ花びら、たんぱく質を添加し、加温する⼯程からなる

個⼈別の化粧料の製造⽅法

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【０００１】

この発明は、東洋医学に基づいたへそエステによる個⼈別の化粧料の製造⽅法に関するものである。

【背景技術】

【０００２】

近年、美容に対する関⼼の⾼まりから、美容原料が新規に開発され、産業上利⽤されている。しかし、

⽪膚は個⼈差が⼤きく、美容の悩みも⼈それぞれである。そのため、個⼈別に適⽤できる化粧料が望ま

れている。

【０００３】

さらに、⽪膚の状態は加齢により変化することから、年齢や季節変動に適し、かつ、⽪膚の健康状態に

適合した化粧料であれば、肌のトラブルを避けることが可能で安全性も⾼い。

【０００４】

しかし、個⼈別に処⽅を変更することは製造コストと製造時間などの制約により、個⼈別の化粧料の製

造を困難にしている。

【０００５】

個⼈別の化粧料に関する発明として化粧料オーダーメイドシステムがあるものの、受注システムであ

り、化粧料の製造⽅法に関するものではない。（例えば、特許⽂献１参照。）

【０００６】

さらに、オーダーメイド商品のネット販売システムとして個⼈別の化粧料について発明があるものの、

販売⽅法に限定されている。（例えば、特許⽂献２参照。）

【先⾏技術⽂献】
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【特許⽂献】

【０００７】

【特許⽂献１】特許第２８２４１６０号

【特許⽂献２】特願２００１－４８１７９

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【０００８】

従来の個⼈別の化粧料の製造⽅法では製造コストが⾼く、製造時間が⻑いという問題点がある。

【０００９】

この発明は上記のような従来技術に存在する問題点に着目してなされたものである。その目的とすると

ころは、副作⽤が弱く、安全性の⾼い優れた個⼈別の化粧品を効率良く製造する製造⽅法を提供するこ

とにある。

【課題を解決するための⼿段】

【００１０】

上記の目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、ヒト⽪膚の上にポリフェノール含有オイル、

バラ花びら、たんぱく質を添加し、加温する⼯程からなる製造⽅法である。

【発明の効果】

【００１１】

この発明は、以上のように構成されているため、次のような効果を奏する。

【００１２】

請求項１に記載の製造⽅法によれば、効率良く個⼈別の化粧料を得ることができる。

【発明を実施するための形態】

【００１３】

以下、この発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。

【００１４】

個⼈別の化粧料の製造⽅法はヒト⽪膚の上にポリフェノール含有オイル、バラ花びら、たんぱく質を添

加し、加温する⼯程からなる。

【００１５】

ヒトの⽪膚は体表のすべての⽪膚の部位が利⽤できる。特に、⽪膚の反応性と再⽣⼒が⾼い部分である

臍部分を⽤いることは化粧料の働きを⾼め、製造時間を短縮できる点から好ましい。

【００１６】

⽤いるポリフェノール含有オイルは⼤⾖油、コメヌカ油、ヤシ油、ナタネ油、ゴマ油などの化粧料に利

⽤できるオイルにポリフェノールを溶解または分散したオイルである。

【００１７】

ポリフェノールとしてはカテキン、イソフラボン、テルペン類、カロチン類、ゼアキサンチン、アスタ

キサンチン、ルテイン、キサントン類などが⽤いられる。このうち、カテキンとカロテン類には抗酸化

作⽤と抗菌作⽤があり、防腐作⽤がある点から好ましい。

【００１８】

ポリフェノール含有オイルとして緑茶含有オイルやクコシ含有オイルを⽤いることは抗菌作⽤が⾼ま

り、⽪膚細胞の活性化がはかれることから好ましい。

【００１９】

また、カテキン誘導体を含有した緑茶含有オイルやテルペン誘導体を含むクコシ含有オイルを⽤いるこ

とは⾎液の循環や⽪膚の保湿⼒が⾼まることから、さらに好ましい。

【００２０】

⽤いるバラ花びらは⽇本産、ヨーロッパやブルガリア産、台湾産、中国産などいずれのものでも良く、

乾燥したバラ花びらはポリフェノール含有オイルを吸着しやすいことから好ましい。

【００２１】

⽤いるたんぱく質は⽜乳やチーズなどの乳製品由来、⼩⻨、⼤⾖、⽶などの穀類由来、⾁類由来や⿂類

由来である。このうち、⼩⻨は⽪膚のエモリエント作⽤が⾼い点から好ましい。

【００２２】

製造⼿順は健常なヒトの⽪膚を⽤いる。まず、ヒト⽪膚を⽔または消毒⽤エタノールなどで洗浄する。

ヒト⽪膚の上に、上記のポリフェノール含有オイル、バラ花びら、たんぱく質を添加する。

【００２３】

ポリフェノール含有オイル、バラ花びら、たんぱく質の含量としては、ポリフェノール含有オイル１重

量に対してバラ花びら０．０１から０．１重量、たんぱく質０．０１から１重量が好ましい。

【００２４】

これらを混合し、オイルの中に分散させる。混合⽅法として清浄なスプーンにより攪拌する。

【００２５】

攪拌された混合物は加温される。加温の温度は３９から４０℃が好ましい。加温する温度が⾼いと⽪膚

に刺激を与える。加温には市販の温熱ヒーターなどを⽤いる。

【００２６】

加温時間は３０分間から１時間が好ましい。３０分未満では反応が進まないおそれがあり、１時間を上

回る場合、ヒト⽪膚が膨張して反応性が低下するおそれがある。

【００２７】

この⼯程ではヒト⽪膚細胞から種々の酵素、たとえば、エステラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼなどの

酵素が放出される。これらの酵素によりポリフェノールとバラ花びらエキスとたんぱく質が反応する。

【００２８】

ポリフェノールとタンパク質と酵素が反応することにより、ポリフェノールの⽪膚への浸透性が⾼ま

り、たんぱく質はペプチドとなり、ポリフェノールの働きを助ける。

【００２９】

さらに、ポリフェノールとペプチドはエステル合成酵素によりポリフェノールとペプチドの誘導体が形

成される。

【００３０】

この酵素の放出と酵素反応には⽤いたヒト⽪膚ごとに個⼈差があることから、個別に適した反応が発⽣

する。

【００３１】

ヒト⽪膚には常在菌が存在しており、この常在菌からも酵素が放出されることは好ましい。つまり、個

別の⽪膚に適した反応が⽣じることになり、個別に適した化粧料となる。

【００３２】

⽪膚の上で得られる混合物を採取し、濾過後、滅菌され、化粧料とする。この化粧料は⽪膚の提供者に

適した個⼈別の化粧料となる。化粧料は常法により包装され、表⽰される。

【００３３】

以下、前記実施形態を実施例及び試験例を⽤いて具体的に説明する。なお、実施例は⼀例であり、限定

されるものではない。

【実施例１】

【００３４】

３９歳の健常な⼥性の臍部の⽪膚を⽤いた。ベッドの上に上向きに寝た状態で、中性洗剤で洗浄後、温

⽔で濯ぎ、消毒⽤エタノール（和光純薬製）により消毒した。

【００３５】

⽇本産の⼩⻨粉（⽇本製粉製）の２００ｇ（たんぱく質として約１００ｇ）に⽔を添加して練り上げて

棒状とした。これを円盤状に臍部を中⼼として⼟⼿を作った。

【００３６】

ここに加温した緑茶含有ヤシ油２００ｍＬを添加した。さらに、ブルガリア産の乾燥したバラ花びら

２ｇを添加してこれらを混合した。

【００３７】
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加温⽤ヒーターにより３９℃で、１時間加温し、時々、攪拌して反応を促進させた。

【００３８】

１時間後、オイル部分を採取し、濾紙により濾過した。濾過液を１００℃で１０分間煮沸滅菌した。

【００３９】

これにより、目的とする化粧料を得た。これを検体１とした。

【００４０】

以下に、化粧料のヒト由来⽪膚細胞を⽤いた効果試験について説明する。

（試験例１）

【００４１】

ヒト⽪膚上⽪細胞をクラボウ株式会社より購⼊し、培養した。ここに検体１を添加し、ヒト⽪膚細胞の

増殖性とセラミド量を測定した。溶媒対照としてベースになる緑茶含有ヤシ油を⽤いた。

【００４２】

その結果、検体１を添加した場合、その⽪膚細胞は溶媒対照に⽐して１８８％となり、⽪膚細胞の増殖

性が認められた。また、セラミド量は溶媒対照に⽐して２１２％となり、セラミドの増加が認められ

た。

【産業上の利⽤可能性】

【００４３】

本発明のヒト⽪膚の上にポリフェノール含有オイル、バラ花びら、たんぱく質を添加し、加温する⼯程

からなる個⼈別の化粧料の製造⽅法によれば、個⼈別に適した安全な化粧料が得られ、化粧品業界の発

展に寄与する。

【００４４】

また、個別の化粧料を⽤いて美容室やエステティック店で使⽤できることから美容業界の発展に寄与す

る。さらに、東洋医学の理論に基づいていることから、東洋医学の発展に貢献する。

前の⽂献 1/1 次の⽂献

利⽤上のご案内 プライバシーポリシー アンケート

このページのトップへ

特許・実用新案テキスト検索（詳細表示）｜J-PlatPat https://www7.j-platpat.inpit.go.jp/tkk/tokujitsu/tkkt/TKKT_GM40...

3 / 3 2015/10/07 13:39


