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知って役立つスキンケア

肌年齢って？
肌の成長と老化のメカニズム
構 成 ◉ 藤 原 ゆ み composition by Yumi Fujiwara
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乳児のプヨプヨ肌、若者のピチピチ肌が、年齢を重ねるにつれて乾燥を感じるようになったり、シワが気
になるようになるのはなぜだろうか。厚さ 0.2 ミリの表皮でおおわれた皮膚の中では何が起こっている
のか。
肌、つまり皮膚は人間の体のもっとも外側にあり、

年齢によっても皮膚の厚さは変わります。赤ちゃん

人体で一番大きな臓器だともいわれています。皮膚は

では、皮膚の厚さが大人に比べて、まだ 2 分の 1 しか

目で確認でき手で触れることができるだけに、少しの

ないため、とてもデリケートです。また高齢者の場合

変化でも気になるものです。特に、年齢を重ねるごと

も、
特に表皮が薄くなり、
血管壁が脆くなることもあっ

に肌が変わっていくのを実感することもあるのではな

て、ちょっとした刺激で内出血を起こしやすくなりま

いでしょうか。

す。

肌の老化は、25 歳くらいから始まるといわれてい
ます。肌の状態が加齢とともにどのように変わるのか

ピチピチ肌からカサカサ肌になるのは？

──まずは皮膚の構造から説明しましょう。皮膚は単

肌の弾力や張りにもっとも関係するのは真皮と皮下

なる一枚の皮ではなく、外側から順に表皮、真皮、脂

組織です。真皮は、みなさんもよくご存じのコラーゲ

＊

肪のある皮下組織 から成り立っています。

ンを多量に含んでいます。コラーゲンは膠原線維のひ

表皮は、体の部位にもよりますが、0.2 ミリほどの

とつで、強靱な線維で真皮の組織を頑丈なものにして

厚さしかありません。真皮の厚さも部位によって異な

くれています。他にコラーゲンを支える弾性線維（エ

りますが、2 ミリほどです。ちなみに真皮が最も厚い

ラスチン）
、
細胞間を埋める細胞外マトリックスといっ

のは背中で、一番薄いのはまぶたや耳たぶのところで

た線維から真皮は構成されています。若いころの肌は、

す。手の甲や足の甲も真皮が薄く、血管が浮いて見え

よくピチピチ肌といわれますが、こうしたコラーゲン

るのはそのためです。皮下組織は、いわゆる脂肪であ

や弾性線維の量が充実しているからだといえます。し

り、部位による差だけではなく個人差もあります。

かしながら、およそ 25 〜 30 歳以降、つまり体が成熟
期を過ぎると、このコラーゲンや弾性線維はだんだん
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と減少していき、肌の弾力も失われていってしまいま
す。シワも真皮のこうした変化から起こります。
皮脂腺からの脂の分泌量も年齢によって変化し、肌
に影響を与えています。皮脂は肌表面に膜を作り、乾
燥を防ぎますが、過剰になるとニキビなど炎症を引き
起こす原因にもなります。例えば、赤ちゃんは生後 3
カ月ぐらいまで皮脂の分泌が非常に多いといわれてい

ます。そのため、皮膚に湿
疹ができるなど炎症が起こ
ることがあり、乳児脂漏性

皮膚は外側から表皮、真皮、皮下組織からなる。皮下組織の下は筋肉や骨。
皮膚の付属器官として、皮脂腺、毛、爪などがある。

■皮膚の構造

皮膚炎とよばれています。

汗孔

それ以降は皮脂の分泌が急
激に減少し、逆に乾燥肌に
なりやすいといわれていま
す。思春期になると、ホル

毛孔

表皮

毛細血管

モンの影響で皮脂の分泌が
増えていき、みなさんもよ

真皮

皮脂腺

くご存じのニキビ（尋常性
痤瘡）ができやすくなりま

皮下組織

す。そのあとは、皮脂の分
泌はだんだんと減っていき、
乾燥しやすい肌となってい
くのです。特に女性はホル
モンによる影響が大きく、

汗腺

閉経後に女性ホルモンが急
激に減少することで、皮脂も減少し肌が乾燥しやすく

ちると、また新たな表皮細胞が作られるといったサイ

なります。

クルを繰り返しています。

加齢による乾燥に関しては、他にも原因があります。

高齢者の場合、表皮細胞が角質細胞となって、剝が

皮膚の一番外側にある表皮には水を蓄える機能があり、

れ落ちるまで約 3 週間かかるといわれています。する

その役割を担っているのが、天然保湿因子（NMF）と

と、角質細胞が過剰に積み重なることで角層は厚く

細胞間脂質です。天然保湿因子はその名のとおり、水

なっていきます。厚くなった角層では、水分が十分に

分子と結合したもので保湿能をもち、細胞間脂質は細

いきわたらなくなり乾燥してしまうのです。さらに角

胞同士をくっつけて水を蓄える機能があります。代表

質細胞は老化すると、平坦につぶれてしまい、より水

的な細胞間脂質にセラミドがありますが、天然保湿因

分を保持しにくくなります。このように高齢者は、非

子も併せて、化粧品の広告などで耳目に触れたことが

常に肌が乾燥したカサカサ肌になりやすいのです。

あるのではないでしょうか。これらも 25 〜 30 歳以降、
だんだんと減少していき、乾燥の原因となります。

肌の状態もさることながら、肌の色を気にする人も
多いのではないでしょうか。よく肌色といいますが、

また皮膚の乾燥には、
表皮の新陳代謝、
いわゆるター

その色は表面の肌の色ではありません。じつは表面の

ンオーバーの変化も影響します。表皮は、
外側から
「角

肌の色は、色白でも日焼けした肌でも、はたまた黄色

層」
「顆粒層」
「有 棘層」
「基底層」という複数の層に

人種でも黒色人種でもあまり変わりはないのです。肌

分かれます。表皮細胞は基底層で作られ、どんどんと

色の濃淡は、表皮の基底層にあるメラニン色素の量や

上へ押し上げられて、角層の下で細胞核がなくなり、

分布の範囲が影響しています。メラニンは紫外線を浴

いわば死んだ細胞となります。普通の細胞は死んでし

びることでメラノサイト
（色素細胞）
によって産生され

まうと役割を終えますが、死んだ表皮細胞は角質細胞

ることが知られていますが、これは細胞を色素でおお

となって約 2 週間、角層にとどまり、洗顔や入浴時な

うことによって細胞の核を紫外線から守るためだとさ

どに自然に剝がれ落ちていきます。いわゆる垢は、こ

れています。

の剝がれた角質細胞のことです。角質細胞が剝がれ落

なお、シミや黒子
（ほくろ）
も表面にあるわけではあ
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りません。シミはメラニ

表皮の基底層にある基底細胞の中にはメラニンを生成するメラノサイトが存在する。真皮
では、網目のようなコラーゲンとそれを支えるエラスチンが皮膚の弾力を保つ働きをして
いる。線維芽細胞はコラーゲン・エラスチンといった真皮の部分を作り出す。

ン色素が基底層に沈着し
ているため、黒子は基底
層や真皮の表側に黒子細

■表皮と真皮

胞があるために、肌に現
れているのです。ですか
ら、表面を削ってもシミ

角層

や黒子はとれません。
また、バラ色の肌など

表皮

と形容される皮膚の赤み
の正体はというと、血管

基底細胞

の色です。真皮の一番表
側に毛細血管があり、血
管が拡張すると赤く見え、
血管が収縮すると白っぽ

線維芽細胞

真皮

く見えるのです。血管の
色は細かくいうと、赤血
球中にあるヘモグロビン
の量にも関係してきます。
ヘモグロビンは赤色の色

コラーゲン
（エラスチンが支えている）

細胞外マトリックス

素をもつからです。ファンデーションなどの化粧品の

んと働いている限り、お風呂など水の中に入っても体

開発では、このヘモグロビンの赤色を参考にすること

の中に水が浸入してくることはありません。また、目

もあるといいます。まさに血色のよい、若々しい肌色

に見えない細菌などの異物が体内に侵入することもあ

を作り出すためなのでしょう。

りません。さらに、こうした異物の侵入を防ぐだけで

他に皮下組織の脂肪の色や量も肌の色に影響してき
ます。このように皮膚の色はさまざまな要素が複合し
て見えているものなのです。しかも、角層の状態や光
の反射によっても肌の色は変化します。

はなく、体内の水分が体外に放出しないようにする働
きもあります。
このバリア機能を担うのが、一番外側にある表皮で
す。もっとも外側にある角層は、角質細胞が何層にも

ちなみに、みかんを食べすぎると皮膚が黄色くなる

重なり強固に結合したもので、まさにブロック塀のよ

のは、血液中にβカロテンという色素が増えて、真皮

うに異物の侵入を最前線で防御しています。角層の下

の毛細血管の周りや皮下脂肪に付着するからです。

にある顆粒層には、第二のバリア機能といわれるタイ

体を守る皮膚のバリア機能

トジャンクションがあります。タイトジャンクション
とは、顆粒層にある細胞同士を密着させる構造のこと

これまで、皮膚の状態や見た目に注目してきました

です。これによって細胞と細胞の隙間から、水分が体

が、皮膚がもつ重要な機能についても知ってほしいと

外に漏れ出すのを防ぐとともに、角層を通り抜けてし

思います。まず、皮膚には汗を出して体温を調節した

まった異物が、細胞と細胞の隙間を通り抜けて体内に

り、痛みや熱さを感じる機能があります。また、外界

侵入してくるのを防いでいると考えられています。

からの力を和らげるクッションのような働きもしてい

じつは、こうした皮膚のバリア機能のメカニズムに

ます。そして、特に重要なのが、体内に異物が侵入す

ついて詳しくわかってきたのはここ最近のことです。

ることを防ぐバリア機能です。このバリア機能がちゃ

その解明が進んだ背景に、アレルギー疾患の研究があ
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知って役立つスキンケア
ります。
例えばピーナッツアレルギーの研究では、
ピー

性皮膚炎などのアレルギー疾患の発症を予防できるの

ナッツが口の中に入ることによって喘息や湿疹などの

ではないかというわけです。

アレルギー症状が生じるのではなく、口の周りにピー

バリア機能の低下は、アトピー性皮膚炎のみならず、

ナッツの成分が付き、それが皮膚から吸収されること

身近な肌の乾燥によっても起こりえます。乾燥肌は前

によって起きるのではないかということが示唆されて

述したように高齢者ではもちろんのこと、季節や空調

います。つまり、何らかの原因でバリア機能が壊れて

の影響で空気が乾燥している環境では誰でもなりやす

しまった皮膚から、アレルゲンであるピーナッツの成

いので要注意です。肌が乾燥した状態が続きバリア機

分が侵入し、アレルギー反応が起こるというわけです。

能が低下すると、衣服での摩擦など少しの刺激で痒み

また、慢性湿疹性疾患であるアトピー性皮膚炎もバ

や炎症が生じるなど肌のトラブルが起きやすくなりま

リア機能障害によって起こると考えられており、最新

す。中でも皮脂欠乏性湿疹は、痒みをともなう湿疹で、

の研究では、フィラグリンというタンパク質が注目さ

主に脚や腹部に好発し、高齢者に多くみられます。こ

れています。フィラグリンは、角層を構成する主要な

うした肌トラブルを予防するためにもやはりスキンケ

タンパク質で、角質細胞の中のケラチン線維を凝集さ

アが重要となるのです。

せ束ね、角層のバリアを強固にする機能をもっていま

スキンケアの基本は、乾燥を防ぐこと
（保湿）
、紫外

す。それとともにフィラグリンがアミノ酸まで分解さ

線を防ぐこと、肌を清潔に保つことです。紫外線はシ

れると、前述した天然保湿因子となり、皮膚の水分保

ミなどの原因や皮膚がんの発生リスクにもなり、不潔

持に働くと考えられています。

な肌は垢がたまり雑菌の温床となります。もっとも現

最近では、このフィラグリンの遺伝子異常がフィラ

代では、洗いすぎで肌に余計な刺激を与えていること

グリンの減少もしくは消失を引き起こし、皮膚のバリ

が肌トラブルの原因になっている面もあるようです。

ア機能が低下することでアトピー性皮膚炎の原因とな

皮膚の研究、治療に携わっていると、皮膚は複雑で

るのではないかという説がヨーロッパの研究で報告さ

巧妙な仕組みによって優れた機能を発揮しているのだ

れています。現在までに、ヨーロッパのアトピー性皮

と感心します。しかも、まだまだ解明されていない部

膚炎患者の約 4 割、日本人のアトピー性皮膚炎患者の

分も多く、巷には根拠が明らかではないスキンケアの

約 1 〜 2 割が、フィラグリン遺伝子に変異をもってい

方法や製品があることも確かです。適切なスキンケア

ることがわかっています。日本人に少ないのは、他に

を心がけ、美しさだけではなく肌がもつ本来の機能も

発見されていないフィラグリン遺伝子があるためでは

保持していってほしいと思います。

ないかと考えられており、私たちの研究室でも調査を
進めているところ
です。このような
皮膚のバリア機能
の研究から、美容
的な観点のみなら

■表皮の構造（バリア機能）

皮脂膜
角層
顆粒層

ず、医学的にもス
キンケアが重要視

有棘層

されてきています。
子どものころから
適切なスキンケア
を行い、バリア機
能を保つことがで
きれば、アトピー

基底層
基底膜

ブロック塀のような角層とタイトジャンクションを有する顆粒層で、異物の侵入を防いでいる。このバ
リア機能が低下すると、湿疹や炎症などの皮膚障害が起きやすくなる。
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