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ばれる細胞間接着蛋白やこれを分解するプロテアー
ゼ（ カ リ ク レ イ ン5：KLK5や カ リ ク レ イ ン7：
KLK7）が存在しており，角層が皮膚表面から剥離
する過程（desquamation：落屑）に関与する。
　角層細胞の細胞膜の内側には，周辺帯（cornified 
envelope：CE）とよばれる強靭な蛋白からなる不溶
性の構造物（インボルクリンやロリクリンなどを主
成分とする）があり，角層バリア機能に重要な役割
を果たしている。またCEは活性酸素（Reactive 
Oxygen Species：ROS）を失活させる作用を持って
いる。

（E）NMF
　ケラトヒアリン顆粒に存在するプロフィラグリン
はフィラグリン単位に分解され，フィラグリン分子
がさまざまな酵素で断片化された後，最終的にブレ
オマイシン水解酵素によってNMFになる（第1章 
図2）。生成されたNMFは角層の酸性化や保湿性に
寄与するとともに紫外線吸収作用も有する。

（F）角層細胞間脂質
　角層細胞間脂質はセラミド50％，コレステロー
ル15％，遊離脂肪酸15％，その他に硫酸コレステ
ロールから構成されている。層板顆粒の中ではリン
脂質，グルコシルセラミド，スフィンゴミエリン，
コレステロールとして存在するが，細胞間に排出さ
れた後，リン脂質から遊離脂肪酸が，グルコシルセ
ラミドやスフィンゴミエリンからセラミドが生成さ
れ，最終的にセラミド，コレステロール，脂肪酸の
構成になる。このキーとなる3成分は等モル比で存
在する。

（G）角層細胞の剝離（desquamation：落屑）
　コルネオデスモソームと細胞間脂質と硫酸コレス
テロールが角層細胞間接着に関与する。硫酸コレス
テロールは角層細胞が下層から表面に移動する間に
ステロイドスルファターゼによって分解され，表面
に行くほど徐々に接着力が低下し剝離しやすくな
る。角層内のpHは角層下部では中性からアルカリ性

（pH6.8〜7.5）を示し，表面では酸性（pH4.5〜5.3）に

図3　メラニン生成経路
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17◦

第3章　皮膚の構造と機能

なっている。コルネオデスモソームを分解する酵素
（KLK5やKLK7）は，中性付近の角層下部ではイン
ヒビターと結合し活性を示さないが，角層上層では
酸性になるためインヒビターが外れ活性が高くなる。
その結果，皮膚表面ではコルネオデスモソームの分
解が進み，細胞間接着力が弱まりdesquamationが
進む。

（H）メラノサイトとメラニン合成
　表皮のメラノサイトは基底層に存在し，細胞内の
膜小器官であるメラノソームでメラニンを産生す
る。メラニンは皮膚の色を決めるのに重要な役割を
果たしているだけでなく，紫外線によるDNA障害
を防ぎ，皮膚老化や発がんを防止する。人種による
皮膚色の違いはメラノソームの数と大きさに依存
し，メラノサイトの分布や密度に差異はない。
　メラニンには黒色のユーメラニンと黄色のフェオ
メラニンの2種類があり，その比率によって皮膚や
毛髪の色に違いが出る。ユーメラニンもフェオメラ
ニンもチロシンを出発点として合成され，チロシ
ナーゼやドーパクロム・トウトメラーゼ（チロシナー
ゼ関連蛋白︲2，TRP︲2： tyrosinase related protein 2），
DHICAオキシダーゼ（チロシナーゼ関連蛋白︲1，
TRP︲1）が関与して巨大分子であるメラニンが作ら
れる（図3）。
　メラノソームは成熟の程度（メラニンの沈着の程
度）によってstageⅠ〜stage Ⅳに分けられ，メラノ
サイトの樹状突起から隣接するケラチノサイトに受
け渡される。ケラチノサイト内でメラノソームは分
解されながら（オートファジー），最終的に皮膚表
面から角層細胞とともに剥離する（図4）。

（3）真皮
　真皮には膠原線維（コラーゲン線維），弾性線維，
ゲル状の無定形物質である基質（糖蛋白やプロテオ
グリカンが主成分）とこれらを作り出す線維芽細胞
から構成されている。その他に細胞成分として，マ
クロファージ，肥満細胞，真皮樹状細胞などが存在
する。真皮と表皮の接合は互いに凹凸に組み合った
櫛状の構造をしており，それぞれ表皮突起，真皮乳
頭とよばれている。真皮の上層は乳頭層とよばれ比

較的細いコラーゲンが疎に分布しているが，真皮の
下層は網状層とよばれ太いコラーゲンや弾性線維が
密に存在する。

（A）膠原線維
　3本のポリペプチド鎖がヘリックス構造をとった
コラーゲン分子が集合して細線維を構成し，これが
さらに多数会合して膠原線維を形成する。膠原線維
は真皮の70％を占め，皮膚に力学的強靭さを与え
る。コラーゲン分子には20種類以上のサブタイプ
があり，真皮中のコラーゲンの約80％はⅠ型コ
ラーゲン，約15％がⅢ型コラーゲン，残りの大部
分はⅤ型コラーゲンと考えられている。基底膜には
Ⅳ型やⅦ型コラーゲンが存在するなど，皮膚におい
てさまざまな種類のコラーゲンが局在する。

（B）弾性線維
　皮膚に弾力性を与える線維で，皮膚に力を加え変
形させた後に元の状態に戻る性質はこの線維の特性
に基づく。弾性線維は中央の無構造物質（エラスチ
ン）とそれを包む10〜13nmの細線維から構成され，
細線維は10種類以上の蛋白（フィブリン，フィブリ
リンなど）から作られている。細線維だけから構成
されエラスチンを含まないオキシタラン線維は真皮
乳頭層において表皮に対して垂直方向に走行し，キ
メ形成に関与する。エラウニン線維はエラスチンの
内部と周囲に多数の細線維が存在する構造をもつ。

図4　紫外線によるメラニン生成と代謝
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49◦

第7章　角層と表皮のターンオーバー

（2）角層ターンオーバーの加齢変化
　前腕屈側や上腕内側など外的刺激の影響を受けに
くい部位では角層ターンオーバー時間の加齢変化は
明瞭で，年齢とともに長くなり，老年層（70〜80
歳）では若年層（20〜30歳）に比べ，1.5〜2倍程度長
い8〜11）。一方，顔面のように乾燥や日光などの環境
因子によって角化亢進が起きやすい部位では加齢変
化が前腕屈側に比べ現れにくい。

（3）角層ターンオーバーの身体部位変化
　それぞれの部位において加齢変化もあり一概に決
めることができないが，文献を参照し8〜12），その平
均的な値をみると，額で9日，頬で10日，手掌で9
日，手甲で13日，前腕屈側で17日，上腕で20日，背，
腹で各24日，26日である。このように体幹部では遅
く，末端に行くにつれて速くなる。顔面や手でター
ンオーバーが速いのは露出しているため乾燥や摩擦
など外的，物理的刺激を受けやすいためである。

えられている（第3章 図2）。

角層のターンオーバー2

　角層のターンオーバー速度はlabeling indexや
mitotic index とともに基底細胞の分裂活性の程度
を知る指標として用いられている。角層ターンオー
バー速度を知るには，アミノ酸の蛍光標識試薬であ
るダンシルクロライド（DC）で角層を全層染めて蛍
光が消失する日数から求める。あるいは間接的に
は，皮膚表面から落屑していく角層細胞の大きさは
角層ターンオーバー時間と相関するので細胞面積か
ら推定することもできる。DCの皮膚に対する安全
性が危惧され，DCの代わりにジヒドロキシアセト
ンで角層を染め，皮膚色測定あるいは蛍光測定から
求める方法も提案されている4, 5）。

（1）��DC（ダンシルクロライド）による角層ターン
オーバー測定法

　DCを白色ワセリンに5％分散させ，フィンチェン
バーで皮膚に24時間閉塞塗布すると角層は全層DC
で染色される。蛍光強度の経日変化は定性的には目
視，定量的にはComparator6）あるいはFluorometer7）

を用いて測定される。目視による方法ではDC塗布
部位をウッドランプの照明下で毎日観察し蛍光が完
全に消滅する日数を測定する（図1）。しかし，DC以
外にも蛍光を発する物質は皮膚上に存在するため終
点を正確に決めるのがむずかしい。一方，機器による
測定では精度よく求めることができる。皮膚の蛍光
強度を測定するFluorometerを図2に示す。円筒の
中心に蛍光体付き水銀ランプを置き，干渉フィル
ターを通し338nm近傍に極大を持つ紫外線を皮膚
に照射する。DCの蛍光強度（Max；446nm）は干渉
フィルターを通じてフォトマルで測定する。蛍光強
度は紫外線の強度に依存し，またランプの特性は経
時などで変化するため出力は入射光との比で表され
る。測定例を図3に示す。蛍光強度は経日により直
線的に減少し，この直線とbackground（無塗布部）
の測定から求められる直線の交点から角層のターン
オーバー時間が決まる。 図2　FluorometerによるDC塗布部位の蛍光強度測定

図1　ダンシルクロライド（DC）塗布部の写真

DCを白色ワセリンに分散（5％）さ
せフィンチェンバーで24時間閉塞
塗布

Wood’s lamp（紫外線）下での観
察。フィンチェンバーで塗布した部
分が蛍光を発する
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55◦

はじめに

　皮膚の色調（皮膚色）に関与する成分としてはメ
ラニン，ヘモグロビン，カロチン，ビリルビンなど
があり，これらの中で大きな影響を与えるのがメラ
ニンとヘモグロビンである。その寄与は人種によっ
て異なり，相対的に黒人ではメラニンが，また白人
ではヘモグロビンが大きい。皮膚色の表し方には国
際照明委員会（CIE）で定められた色空間である
XYZ表色系（X：赤，Y：緑，Z：青）やL*a*b*表色
系（L*は明度，a*は赤み，b*は黄みを表す），マン
セル表色系（H：色相，V：明度，C：彩度）がある。
通常，多くの被験者を対象に部位や年齢による皮膚
色の分布状態やその違いについて述べるのに，感覚
的にわかりやすいマンセル表色系（HVC）がよく用

いられている。その表記の仕方はHV/Cで表し，例
えば5YR6.0/3.8という表記は，色相が5YR（Yellow 
Red），明度が6.0，彩度が3.8を示す。
　図1は，20～60歳代の日本人健常女性547人を対
象に，額，目の下，頬，頸部の皮膚色の分布状態を
明度（V）と色相（H）を軸に95％信頼楕円で示した
結果である。平均値でみると，頬は額に比べて明る
く，頸は目の下に比べて黄色いことがわかる。頬部
に関して皮膚色の年代変化をみると，分布に重なり
があるものの加齢によって明度が低下し，黄みに寄
る傾向がわかる（図2）。また，1991年と2001年にお
いて実施した20～40歳代の日本人女性の頬部の測色
結果を比較すると，どの年代においても明度は10年
間で有意に上昇し，色白の傾向になっており（図3），
この間における女性の紫外線に対するケア（美白）
の意識向上とよく対応している。日本人と白人（イ
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65◦

第9章　肌のくすみ・透明感・黄色化・くま

肌の透明感の測定3

　皮膚の透明度を測定する方法はこれまでにもいく
つか報告されており9, 10），古くは二重円筒型のプ
ローブを皮膚に密着させ，内筒あるいは外筒側から
皮膚に光を照射し，皮膚内を拡散して皮膚外に出て
くる光をもう一方の筒で検出する。さらに，これを
改良してスリット状の光を皮膚にあて，皮膚内を拡散
し出てくる内部反射光の強さをCCDカメラで検知す
る方法も考案されている。
　一方，舛田ら11）はゴニオメーターの入射光部と受
光部に偏光フィルターを組み込むことで，皮膚の反
射光を表面反射成分（皮膚表面で反射され皮膚内に
は入らない成分。表面反射光）と内部反射成分（皮膚
内を反射・散乱して皮膚外に出る成分。内部反射光）
に分離して計測する機器（変角偏光反射率測定装置：
偏光ゴニオメーター）を開発した（図1）。入射光側

と受光側の偏光フィルターを並列および直交に配置
して測定することにより表面反射成分と内部反射成
分の強さ（光量）を求めることができる。
　光の入射角45度，反射角45度における皮膚内部
反射率は透明感（美容技術者による視感評価）と対
応しており，皮膚内部反射率が大きいほど肌の透明
感は高い。角層水分量やキメなどの皮膚生理指標と
透明感とでPLS（Partial Least Squares）解析した結
果，透明感の高い肌は角層水分量が高く，キメは細
かく（皮溝の間隔が狭い），皮溝は深く，メラニン量
およびヘモグロビン量が低いことが示された（図2）。
　光が皮膚にあたったときには，波長に依存する
が，光の5％程度は皮膚表面で反射され，残りの
95％は皮膚内に入り，そのうち40％程度はヘモグ
ロビンやメラニンなどで吸収され，残り55％程度
が皮膚外に出てくる（図3）。皮膚内に入る光の量は
角層の状態に大きく依存し，角層細胞の配列に乱れ
がある（キメが悪くなる）と皮膚内に入る光の量が
低下し（図4），肌の透明感は低下する。一方，皮膚

（角層）が潤っている場合には角層の屈折率が低下
して皮膚内に入る光の量が増え，皮膚内部反射光が
上昇し透明感は増す。このように皮膚内部反射光の
多寡から肌の透明感が評価でき，くすみをさまざま
な観点から考察できるようになってきた。
　皮膚内部反射光の大きさは皮膚内における光の散
乱のしやすさを表す換算散乱係数（μ’）に関係する。
この指標を用いて肌の透明感が評価されており，μ’
が小さいほど肌の透明感は高くなることが報告され
ている12）。

図3　皮膚での光の反射

入射光
表面反射光 内部反射光

皮膚

5% 55%

メラニンによる吸収
血液による吸収

40%

図4　角層の状態によって表面で反射される光の量が変わる

（a）：角層細胞の配列に乱れが生じ皮膚表面での散乱反射が増え，皮膚内に入る光が少
なくなる

（b）：角層細胞がきちんと配列していると皮膚表面での反射は少なくなり，皮膚内に入る光
が増える

（a） （b）
皮膚表面での光の散乱の程度

大 小
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107◦

第15章　皮膚のたるみ

③鼻唇溝（ほうれい線：法令線）の形状変化を用い

た頬のたるみ測定

　頬がたるむことによって鼻唇溝は深くなるので，
この深さは頬のたるみ指標になる。遠藤ら5）はモア
レ3Dカメラ（株式会社OPTON）を用いて鼻唇溝部
分の皮膚表面形状を測定し，形状の変化の大きさか
らたるみ指標を算出した。この値はフォトスケール
を用いた目視によるたるみ評価値とよく対応し（r
＝0.799），また加齢変化も認められた（r＝0.694）。

たるみと皮膚物性4

（1）たるみの程度と皮膚弾力性の関係
　Ezureら6）は健常日本人男性98人（20～60歳代）
を対象に目の下，頬上部，頬下部において，たるみ
の程度（標準写真を用いた6段階目視評価）と皮膚力
学特性（Cutometerによる測定）の関係を報告して
いる。相関係数の高いパラメータはUr/Uf，Ua/Uf

などで，一方，UfやUaはあまり相関が高くない。
また，Ahnら7）も頬部のモアレ写真から目視評価し
たたるみとUr/Ufとの相関は高い（r＝－0.711，n＝
44）ことを述べている。Ohshimaら8）のReviscometer
を用いた結果でも同様で，皮膚のたるみの程度が高

いほど弾性率が低いことが示されている。

（2）�たるみの程度と皮下脂肪厚
　大塚ら9）はBMI 25 未満の20～60歳代女性69人を
対象に，フェイスライン部分の超音波皮膚断層撮影
から皮膚組織厚（主に皮下脂肪厚を反映する）を測定
し，目視評価結果と対応させ，中年～高齢者群（40
～69歳）において強い正の相関（r2＝0.37）があるこ
とを報告している。またEzureら10）も頬下部のたる
み（6段階による目視評価）と皮下脂肪厚とは正相関
すると述べている（r＝0.442，p＜1×10︲4）。
　一方，美容医療の領域では脂肪の減少が皮膚の余
剰を引き起こし，たるみが生じるという考えもあ
る。最近，日光によって生じた炎症性サイトカイン

（IL︲1α，TNF︲α）が皮下脂肪を減少させ，それが
加齢による顔面のシワやたるみなどの老徴につなが
ることが報告されている11）。

（3）たるみの程度と顔面筋（表情筋）の強さ
　顔面には多くの筋肉があり（図4），口唇のまわり
には口輪筋をはじめとして，小頬骨筋，大頬骨筋，
頬筋などが走っている。Ezureら12）は上唇と下唇の
間にひずみ計を置いて口唇をすぼめる力の強さを測
り，頬上部のたるみの程度（標準写真による6段階

図4　主な顔面表情筋

前頭筋

皺眉筋

小頬骨筋
大頬骨筋

上唇挙筋
（鼻翼部）
上唇挙筋

鼻根筋

鼻筋

頬筋

口角下制筋

下唇下制筋

口角挙筋

鼻中隔下制筋

口輪筋

広頸筋

笑筋

オトガイ筋

眼輪筋
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