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魅力あふれる唇をめざして
―唇の生理とケア―
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Approaching for Charm Lip

̶Lip Physiology and Treatment̶
Rie HIKIMA
Abstract
The lip is an area of transition between the mucous membrane and the skin, with physiological characteristics that are
considered different from those of skin. Therefore, in an attempt to ﬁnd an effective treatment method appropriate for lip, we
examined detailed changes in lip chapping and aging. We observed the surface morphology of corneocytes with lip chapping
and investigated changes in desquamation-regulating proteinases. The results suggested that reduced cathepsin D-like proteinase（CD）might be one factor involved in desquamation abnormalities accompanying lip chapping. Therefore, we proposed that an enhancement of CD activity and lip moisturization may be effective to improve lip chapping. We then investigated age-related changes in lip color. The results showed that a* in lip color became less with age. We discovered that this is
due to a change in the condition of the blood vessels running through the lip surface. It may be important to increase the volume of blood ﬂowing through the lip surface and also to make it easier for the blood to ﬂow through the lip surface. We also
demonstrated that with aging, the lip surface exhibits changes in shape including the development of horizontal wrinkles as
well as vertical wrinkles. Such age-related changes may play a major role in how old a face looks. The application of makeup on lip to correct these age-related phenomena may give a more youthful appearance to the face.
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そのため，「紅をさす」部位である唇は古来より女性た

言

ちの顔を彩る重要な部位とされてきた。現在も唇を美し

唇は進化の過程で哺乳類，霊長類で発達し，ヒトにお
いては口腔粘膜が外に突出している。露出している部位

く彩るために色や質感，光沢などさまざまな角度から口
紅による唇の魅力に関する研究が進んでいる 2）。
一方で，唇の生理や荒れメカニズムに関する研究は皮

は赤く，縦皺が存在し，ほかの哺乳類には見られない特
有な形態を有している。

膚に比べ非常に少ない。唇荒れに対する対処法は保湿の

唇は言葉を発する，表情を創出するための重要な器官

みであって，香粧品領域において唇を改善する方法のア

である。このことから唇は，他人とのコミュニケーショ

プローチは手薄である。そこでわれわれは，唇荒れの性

ンに欠かせない部位であると考えられる。また，顔を認

状を調べるために，形態的変化 3），各種機器による皮膚

知する際の眼球運動においては目や鼻，口などが注視さ

生理パラメータの変化 4），および唇荒れメカニズム 5）に

れるといわれており ，顔の印象を判断するうえでも唇

関して研究を行い，報告してきた。

1）

は重要な役割を果たすと考えられる。
口紅の歴史は長く，紀元前 3000 年頃のエジプト人が
使用していた口紅が発見されている。また口元に赤い色
を塗る習慣は約 7 万年前から始まっているとの説もあ
り，女性の顔を彩る際に「唇」が強く意識されていたこ
とがわかる。口紅の本来の機能は，色による「演出」で
ある。女性の顔を華やかに彩り，魅力的に変化させる。
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ここではこれらの研究を中心に解説するとともに，香
粧品としての美しく魅力あふれる唇へのアプローチの可
能性について述べたい。
2.

唇の生理と荒れメカニズム

2–1.

唇の生理

唇は口腔粘膜の延長であり，皮膚との移行部であるこ

Kanebo Cosmetics Inc., Innovative Beauty Science Laboratory（5–3–
28 Kotobuki-cho, Odawara-shi, Kanagawa 250–0002, Japan）

