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UV-A吸収性に優れた
紫外線吸収剤

およびUV-A吸収性に優れた
皮膚外用剤
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紫外線の肌への影響

・紫外線A波(UVA)：肌の黒化、しわやたるみの促進

・紫外線B波(UVB)：肌の炎症、シミやそばかすの生成

・紫外線C波(UVC)：地球に届かない

参考：http://www.jcia.org/n/pub/use/c/02-2/

http://jp.rohto.com/uv/basis/photoaging/uva_uvb.html

http://www.jcia.org/n/pub/use/c/02-2/
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https://www.macchialabel.com/products/list.php?category_id=10093

Collagen was damaged by sunlight.

NIR can reach 

deeper than UV.

日焼け対策：実用・企業でも研究

【 HPの例】

NIR
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サンスクリーン剤（吸収・散乱）

有機材料 無機材料

含まれる元素
炭素、水素

酸素、窒素

亜鉛、チタン、酸素

構造

個々の分子 様々なサイズのクラスター

紫外光遮断

紫外光の特定のバンドの

吸収 UVB~UVA？

特定の波長以下の紫外光の

散乱UVB、

吸収UVB（～UVA）

見た目
透明 大きなクラスター = 白

小さなクラスター = 透明
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新技術（UV-A吸収亜鉛(II)錯体）

• 400 nmまで吸収帯をカバー

• 光反応（酸化チタン散乱剤と複合）

Fragrance Jouranal, 43 (2015) 63. Frontier Science of Photoaging,

CMC, 26 (2015) 241.

http://www.fragrance-j.co.jp/book/b209937.html
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従来技術とその問題点

既に実用化されているものには、ポルフィリン等
の金属錯体や有機物による吸収剤等があるが、

・吸収係数や励起寿命に基づく分子設計

・有機合成が比較的複雑（高コスト）

・400 nm迄の長波長側UV-Aを吸収しない

等の問題があり、課題が克服されるまでには
至っていない。
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有機UVB~UVA吸収剤の特徴

• 近年用いられているほとんどの有機材料は
UVBを吸収するものが選ばれている

• FDAが認証した15の有機材料のうち、13種が
UVBをはじめに遮断する（励起）

• サンスクリーン剤のメーカーはUVAを吸収する
材料の開発を目指している

（例） Avobenzone, 

Ecamsule
Avobezone
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有機吸収剤の機構

• 分子が紫外線を吸収

• エネルギーが分子を励起し熱的振動

• 赤外光が再放出

（害の少ない光）

参考：http://www.3dchem.com/molecules.asp?ID=135#

http://members.aol.com/WSRNet/tut/absorbu.htm

http://www.3dchem.com/molecules.asp?ID=135
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 従来技術の問題点であった、 長波長側UV-A

吸収帯を改良することに成功した。

• 従来は光分解の点で完全品の使用に限られ
ていたが、分解物まで吸光性能をもつために、
光反応を利用することも可能となった。

• 本技術の適用により、合成が簡便にできるた
め、複雑な吸収剤よりも合成時間が1/2～1/3

程度まで削減されることが期待される。
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キラルシッフ塩基アミノ酸亜鉛(II)錯体を合成

淡黄色に着色（類縁銅(II)錯体は青緑色）
紫外光を吸収と蛍光を発する（美白効果が期待）
酸化チタンとの光誘起電子移動反応を抑制

特許申請した亜鉛(II)錯体

N. Yoshida, T. Shimada, H. Hiroki, M. Takase, T. Akitsu,

Jacobs Journal of Inorganic Chemistry, 1, 6 (2016).
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紫外光を照射しない場合
350～400nm付近（UVA領域）に特徴的な吸収がある

亜鉛(II)錯体の吸収スペクトル
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紫外光を60分間照射
ZnValOMe（緑）の分解生成物が、300nm付近に吸収

亜鉛(II)錯体の吸収スペクトル 分解
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TiO2の吸収スペクトル
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紫外光を60分間まで照射
ＵＶＢ領域のみに顕著な吸収を示す

TiO2の吸収スペクトル（吸収・散乱）
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紫外光を60分間まで照射
UVB(TiO2)からＵＶA(ZnValH)領域に吸収(と散乱)

TiO2とZnValHの吸収スペクトル
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(錯体0.005 mM, MeOH溶液)

紫外光励起で青色発光。
ZnValH(370nm)、ZnValCl(380nm)、ZnValOMe(400nm)

と、最適な励起波長は、置換基による差。

ZnVSA-TiO2の蛍光スペクトル
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実用化に向けた課題

• 現在、分子について性能評価が可能なところ
まで開発済み。しかし、製品化・安全性の点が
未解決である。

• 今後、安全性について実験データを取得し、
人体（化粧品）に適用していく場合の条件設定
を行っていきたい。

• 実用化に向けて、分子から製品（化粧品）まで
複合できるよう技術を確立する必要もあり。
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結晶構造

有棘層

基底層

K1

K10

K5

K14

ケラチン
GOLDドッキング シミュレーション

相互作用なし（害はなさそう）

T. Akitsu et al.,EC Pharmacology and Toxicology, RCO.01 (2017).

ケラチンとの相互作用計算
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紫外線照射（ケラチン＋錯体）

ZnValH+KeratinKeratin
200-350 nm, 10 min 

錯体でケラチンの損傷が軽減



19

赤外線照射（ケラチン＋錯体）

いずれも安定

ZnValH+KeratinKeratin (as films)

6.05 µm = 1652.7 cm⁻¹(amide band) 80 min

@ FELTUS



20

想定される用途

• 本技術の特徴を生かすためには、日焼け止
め化粧品製造に適用することでのメリットが大
きいと考えられる。

• 上記以外に、繊維中でも紫外線カットの効果
が得られることも期待される。

• また、達成された光反応に着目すると、光学
素子・蛍光や太陽電池色素・光触媒といった
分野や用途に展開することも可能と思われる。
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企業への期待

• 未解決の安全性検証については、化粧品開
発の技術により克服できると考えている。

• 化粧品の開発・商品化・生産の技術を持つ、
企業との共同研究を希望。

• また、紫外線（UV-A）吸収材を開発中の企業、
繊維・光学材料分野への展開を考えている企
業にも、本技術の導入が有効と思われる。
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異業種企業に他用途への展開を期待

• 2014 白斑問題 化粧品売上減

• 他用途（繊維等）への展開も

T. Akitsu, Kagaku Keizai, 63, 49 (2016).
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• 出願番号 ：特願2016-007352

• 出願人 ：東京理科大学

• 発明者 ：秋津 貴城 他、学内２名
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お問い合わせ先

東京理科大学

コーディネーター／リサーチアドミニストレーター

中川 隆 e-mail：nakagawa_takashi@admin.tus.ac.jp

瀬戸 律夫 e-mail：seto_ritsuo@admin.tus.ac.jp

ＴＥＬ ０３－５２２８－７４３１ or ７４４９

ＦＡＸ ０３－５２２８－７４４３


