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現在話題となっている抗シワ市場を形成する端緒と
なったポーラリンクルショットが2017年に発売され，
実に4年の歳月をかけバージョンアップした新・ポーラリ
ンクルショット（メディカル セラム N）が2021年1月
1日に発売された。満を持して市場投入された新リンクル
ショットは，どのような進化を遂げ，今後抗シワ市場に
どのようなインパクトを与えていくのか抗シワ市場のパ
イオニアとしての商品開発の先頭に立ってきたお二人に
詳しく話を伺った。

リンクルショットブランドの使命は 
「世の中のシワに悩んでいる方をなくすこと」

三原　まず，初代リンクルショットの開発から新リンク
ルショット（メディカル セラム N）の発売に至るまで
のプロセスを簡単に振り返ってみたいと思います。初代
リンクルショットは 2017年に上市されて，翌 2018年
には販売価格の改定を行い消費者にとってより手の届き
やすい価格になりました。さらに 2年後には新たなシワ
ケアアイテムとしてリンクルショットジオセラムが発売
されました。このジオセラムのコンセプトは従来のリン
クルショットがシワのある部分のポイントケアであった
のに対し，全顔を対象としたケアであることと皮膚の奥
で進行する将来のシワに対するケアであることがこれま
でにないユニークなコンセプトとして評価されました。
このようにリンクルショットブランドは抗シワ市場のパ
イオニアとして着実にその地歩を固めてきましたが初代
リンクルショットの発売を経て，どの時点から次のアイ
テムであるジオセラムの開発がスタートしたのでしょう
か？ また，このジオセラムの商品開発に至ったプロセ
スをお聞かせください。

末延　 2017年に初代リンクルショットを発売した後，
様々な反響をいただきました。例えば，「シワは諦める
ものから，化粧品によって改善できるものという認識に
変わった」という嬉しい声もいただきました。また男性
でも使えるのか？ という声もあったため，男性での効
果実証試験を実施し，しっかりとシワが改善することを

確かめました。そしてそのほかに多く挙がったのが，「今
シワができている人」よりも若い世代，「将来のシワに
不安を抱えている方」のお手入れ方法でした。
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私は，リンクルショットの使命は「世の中のシワに悩
んでいる方をなくすこと」だと思っています。その対象
は，すでに定着したシワができている方はもちろん，今
後シワができることを不安に思っている方も入ると考え
ています。ですので，今回ジオセラムの開発では，そう
いったお客様からの声を取り入れて開発を進めました。
メディカルセラムを発売して約 1年後から，将来のシワ
に不安を抱えている方を対象として開発を進めたのが，
2020年に発売した「ジオセラム」となります。

三原　リンクルショットの使命を「シワに悩んでいる人
をなくす」と定めることによって，将来のシワ不安に悩
む人に対しても寄り添うことができるアイテムが必要で
あったということですね。よくわかりました。
いよいよ新リンクルショットの話に入っていきたい
と思います。NEI-L1®という新有効成分が入った初代リ
ンクルショットと将来のシワに対するケアを推奨したジ
オセラムに続き新たに開発された新リンクルショット
（メディカル セラムN）は，4年の歳月をかけてリニュー
アルされましたが，発売から 6日で約 4万個の販売実績
を上げる好スタートを切ることができたと伺っておりま
す。コロナ禍の中，店頭へ足を運ぶお客様が激減する中
素晴らしい反響であったと思います。本来リニューアル
商品は初代に比べ登場感も薄らぎがちになるため，思い
切ったコンセプト強化を行わない限り新たな顧客にリー
チすることは難しいといわれていますが，新リンクル
ショット（メディカル セラム N）は登場と同時に新規
顧客の獲得に大きな力を発揮したと伺っています。その
ような結果につながった最も大きな要因は何だとお考え
でしょうか？

新製品開発に向けた新たなアプローチ

楊　ありがとうございます。コロナ禍にあっても，これ

だけのお客様に支持をいただき，非常に感謝しておりま
す。我々は新リンクルショットの開発に当たり，何が一
番お客様にとって重要なのかを考えてきました。機能性
化粧品全般にいえることかもしれませんが，このジャン
ルの商品を購入されるお客様のモチベーションは，ズバ
リ「効果」だと考えています。ここをいかに担保するか？ 
これまで効果を実感されなかったお客様に，改善をご実
感いただくにはどうすればよいか？ にフォーカスして
検討を重ねてきました。その結果，シワの治りやすさと
は？ という fundamentalな疑問に回帰したのですが，
そこを詰めたことで今回の研究理論に行きつきました。

三原　効果実感を最優先して取り組んだ成果が，再びこ
のような大きな反響につながったということですね。各
メーカーも効果を実感できるコスメを目指して開発に取
り組んでいると思いますが，なかなか感じられた実感が
大きな反響へと広がるケースは多くはありません。その
意味でこの反響の大きさはお客様一人一人の実感の強さ
を表しているのだと思います。さて，新リンクルショッ
ト（メディカル セラム N）の基本コンセプトは，初代
リンクルショットの好中球エラスターゼの活性阻害の研
究をさらに進めコンドロイチン硫酸にシワ改善の独自有
効成分である NEI-L1®の作用を高める働きがあること
を発見されたことが起点となったようですが，まずその
発見に至るプロセスを詳しくお伺いしたいと思います。

楊　まず初代リンクルショットでは，シワの部分を「勘
違いキズ」（本当は出血もしていない，キズがない状態
なのに，キズだと体が勘違いしている状態）であり，そ
の結果好中球エラスターゼが発生し，真皮構造を分解し
てしまうことに着目。NEI-L1®によって好中球エラス
ターゼの働きを抑え，ヒトが本来持つ「生成と分解のバ
ランス」を整えることでシワを改善していました。
では新リンクルショットではどうしたかというと，

「本当のキズ」の治るメカニズムに着目しました。キズ
の治る過程は「止血期」，「炎症期」，「増殖期」，「安定期」
の 4つに分類されます。実は初代で着目した好中球エラ
スターゼは，このうち炎症期で働くもので，傷口から侵
入してきた細菌の殺菌や，キズによってダメージを受け
た組織の除去に働くものでした。本当は傷もできていな
いのに，こういった機構が働いていたのですね。
新リンクルショットは，その後の過程「増殖期」に着

目しました。組織をつくるフェーズにアプローチするこ
とで，より効果的にシワが治せるのでは？ と考えまし
た。増殖期の中でも色々な因子が動きますが，我々はそ
の中でも重要な役割を担う「コンドロイチン硫酸」に着
目し，種々の検討を行っていました。コンドロイチン硫

末延 則子 氏
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酸自体を細胞に添加して様子を見たりといったことです
ね。その中の一環として，NEI-L1®の働きに与える影響
についても検証してみたのですが，まさかそのような作
用があるとは思っていなかったので，驚きを禁じえませ
んでした。

三原　研究の着目点を「炎症期」から「増殖期」に転換
することで新たな発見につながったということですね。
よくわかりました。
「増殖期」にキーとなる働きをするコンドロイチン硫
酸が NEI-L1®の作用をも高める効果を発見した後，コ
ンドロイチン硫酸を増やすポーラオリジナル複合成分
ICユニット 1の開発に成功されます。新しい作用の発
見とその作用を促進するためのコンセプトはどのような
検討が積み重ねられて実を結ばれたものなのでしょう
か？ お話いただけないことも多いかと思いますが，そ
の概要だけでもお伺いしたいと思います。

楊　今回，「コンドロイチン硫酸を増やす」というゴー
ルに対し，コンドロイチン硫酸の合成酵素を増加させる
成分を選定しました。最終生成物で見ても良かったので
すが，つくり手（工場）を増やす成分の方がより効率的
だと考えたからです。
しかし，合成酵素を増やす成分は中々見つかりません
でした。理由の 1つとして，新リンクルショットでもも
ちろんNEI-L1®が入っていますが，NEI-L1®を処方に安
定配合するのはノウハウが必要で，安定性を確保した上
で配合可能な成分というのが難しかったのですね。すな
わち，有効性と安定性の両立を実現する成分の探索とい
うのが今回のハードルであり，それを達成する成分が 1
つの成分としては全く見つからなかったのです。そこで
複数の成分の組み合わせにまで手を広げて検討した結
果，ICユニット 1という組み合わせに辿り着きました。

抗シワ化粧品評価のバックグラウンド

三原　試行錯誤の一端が垣間見える貴重なお話ですね。
さて，初代のリンクルショットの開発では，医薬部外品
の申請においてかなり苦労をされたと伺っています。そ
もそも抗シワ製品という区分がある EUとシワを一時的
に改善することを効能表現として標榜することが可能な
米国に対して，我が国はスキンケア分野においてシワに
関する効能表現が長きに渡って認められていませんでし
た。ようやく 2006年に抗シワ機能評価試験ガイドライ
ンが日本香粧品学会によって作成され，2011年には「乾
燥による小ジワを目立たなくする」という効能表現が認
められましたが，他国に対してやや遅れをとってしまっ
た感のあるガイドラインの作成に時間を要した原因はど
のあたりにあるとお考えでしょうか？

末延　小ジワにはなりますが，実は日本でも薬用化粧品
の効能として昔は認められていました。昭和 36年 11
月 18日薬発第 470号薬務局長通知「医薬部外品を指定
する告示の一部改正について」に，小ジワに対する効能
が認められていました。しかし昭和 55年，効能範囲の
改正があり，こちらの効能は削除されました。一方，こ
のときの改正には余地が残されていて，「立証する資料
が提出された場合には，その資料を検討の上，品目毎に
当該承認に係る効能の可否を決定する。」となっていた
のですね。科学技術の進歩に伴い，改めて承認する余地
があると。
ですので，昔認められていたものが一旦取り下げられ

た分，それを復活させるという点で，他国より時間がか
かったと思っています。一方，抗シワ機能評価試験ガイ
ドラインは，皮膚科医，薬学研究者，行政出身者，化粧
品研究者が連携して策定したこともあり，非常に客観性
の高いものとなっています。またNEI-L1®についても，
「日本で認められたシワ改善コスメ」ということで，他
国のメディアからも非常に注目されました。
このようなこともあって，時間は要しましたが，その

分良いものができ上がったと考えています。

三原　昭和 30年代に小ジワの効能が認められていたも
のが，昭和 50年代に効能範囲が削除された経緯があっ
たことは初めて知りました。その後，紆余曲折がありつ
つ，時間をかけて行政を含めた多様な研究者の連携が
あって作成されたものが現在のガイドラインということ
ですね。さて，このガイドラインに関連して，シワ改善
の評価法が化粧品と医薬部外品で大きな違いがあること
はよく知られています。①被験者のシワグレードは化粧
品の場合グレード 1～3に対し，医薬部外品はグレード

三原 誠史 氏
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3～5，②機能評価試験法は，化粧品の場合は塗布群と無
塗布群の比較に対し，医薬部外品は有効成分配合製剤と
プラセボの比較，③有効性判定に関する考え方は化粧品
においては目視評価あるいは写真評価のいずれかでシワ
改善の変化に有意差が確認できること，一方，医薬部外
品は目視評価あるいは写真評価及び機械評価の両方でシ
ワ改善の変化に有意差が確認できること，と規定されて
います。試験期間も化粧品は 2週間以上，医薬部外品は
2カ月以上となっています。とりわけ評価法において最も
大きな違いは，シワ改善メカニズムが化粧品は不要であ
るのに対し，医薬部外品は有効成分の作用機序に沿って
評価項目を設定し，試験結果においてすべての評価項目
の結果の妥当性を説明しなければならない点にあります。
このような違いがある中，評価項目のどのポイントを
クリアすることが最も困難だったでしょうか？

末延　有効性試験の条件設定や製剤安定化など，色々あ
りすぎて，一番，というと中々難しいです。ですが化粧
品と部外品の違いという観点でお話しすると，シワ形成
メカニズムの発見と有効成分の探索が困難であったかと
思います。シワの部分において，周囲の組織と一体何が
異なるのかを，組織染色→顕微鏡観察などによってひた
すら検証を進めました。その中で，好中球エラスターゼ
という，好中球が創傷時に発現するセリンプロテアーゼ
が部分的に増加していることを明らかにしたのです。メ
カニズムの選定は，以降の開発の将来を左右する非常に
重要なポイントで，ここでしっかりとしたメカニズムを
選定していないと，以降の試験がすべて水の泡になりま
す。我々は，好中球エラスターゼがシワ形成に関与して
いるのでこれを抑えればシワが治るはずだと考え，そこ
から成分探索を実施しました。植物エキスはもちろん，
試薬，微生物の代謝物まで範囲を広げ，候補として挙がっ

たのは実に 5,400種になりました。その中から好中球エ
ラスターゼをしっかり抑制し，さらに医薬部外品として
の安全性や安定性を担保できる素材としてようやく見い
だしたのが，2016年に「シワを改善する」医薬部外品
成分として承認を受けたNEI-L1®となります。

「抗シワ化粧品市場」の今後

三原　なるほど，よくわかりました。初代リンクルショッ
トの発売から 4年が経過する間に各社の参入が相次いだ
こともあって，化粧品市場における「抗シワ市場」とい
う全く新しい商品カテゴリーができました。特に最近で
はナイアシンアミドを採用した医薬部外品で多くの中小
メーカーがこの市場に参入し，ますます拡大が続いてい
る状況です。御社は，この活性化する抗シワ市場におい
て同グループのオルビスや敏感肌ブランドのディセンシ
アからも抗シワアイテムを発売しており，意欲的に多角
的な展開をされています。
このような抗シワ市場をリードする取り組みを踏ま

え，今後抗シワ市場がどのように発展すると予想されて
いるでしょうか？ また，その中で抗シワ市場のパイオ
ニアとしてその市場における存在感を今後どのように高
めようとしているのか，今後の戦略と展望について最後
にお話を伺いたいと思います。

末延　おっしゃるとおり，弊社だけでなく多くのブラン
ドがナイアシンアミドを採用し，抗シワ市場が非常に活
性化していると感じています。今後は，美白や肌あれの
ように，一般的な効能訴求になっていくものと考えてい
ます。逆に，このように一般化されていく状況に対し，
お客様の目から見ると，多数存在するシワ改善コスメは
一体何が違うポイントなのか，そしてどれが自分に合っ
ているのかを選択するのは容易ではありませんよね？
そういった状況の中でお客様に手に取ってもらうた

めには，NEI-L1®がその良い例かと思いますが，確かな
有効性と安全性に立脚した自社のオリジナル成分のよう
な，お客様の心に強く訴えかける独自性が必要だと思い
ます。我々は，シワ改善のパイオニアとして「世の中の
シワに悩んでいる方をなくすこと」を使命と考えていま
す。今後も継続して，最先端の皮膚科学研究に努めるこ
とで，肌のアンメットニーズを解決する製品を創り，お
客様の人生を彩るお手伝いができればと願っています。

三原　この度は貴重なお話を伺うことでき，大変有意義
なひと時でした。
誠にありがとうございました。

楊 一幸 氏
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〈末延 則子（すえのぶ のりこ）氏プロフィール〉
1991年大阪大学大学院 薬学研究科修士課程修了後，
同年ポーラ化成工業㈱に入社，
2002年の開発スタート時よりリンクルショット メディカルセラムを担当，
2009年肌科学研究部部長，2013年研究企画部部長，2015年研究企画担当執行役員，
2018年研究企画担当取締役執行役員，
2021年研究担当取締役，現在に至る。

〈楊 一幸（よう かずゆき）氏プロフィール〉
2009年広島大学大学院を修了後，ポーラ化成工業㈱入社，
以降，一貫して肌科学研究に従事。
2014～2016年アメリカ ロジャーウィリアムスメディカルセンターにて派遣研究，
現リンクルショットプロジェクト 開発リーダー。

〈三原 誠史（みはら せいじ）氏プロフィール〉
1986年大学卒業後，大手家電メーカーにてブランド家電のプロデュース業務を行う。
その後，㈱ベネッセコーポレーションを経て独自のブランディング・プロデュース事業を開始。
㈱ソフィアリンクス設立後，化粧品メーカーの新商品開発，ブランド開発，プロモーション戦略構築などを多数手がける。
また，化粧品業界に新規参入を目指す企業からの依頼に応え，化粧品 OEM企業及び原料メーカーとの事業連携による新たなスキー
ム構築も行っている。
（国際化粧品展 セミナーコーディネーター，化粧品成分検定協会 顧問）


