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シワのサイエンス～成因から改善アプローチまで～

抗老化素材のレビュー
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Skin Aging Mechanisms and Materials
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Abstract
For the elder population, anti-aging is one of strong demand to maintain activity and quality of life. In general, aging is 

perceived by appearance changes in the face such as wrinkles, sagging and some pigment spots. One of causes expressing 
these changes is oxidative stress initiated by endogenous and exogenous reactive oxygen species （ROS）. In environmental  
factors, the solar lights are a well-known generator of ROS and an accelerator of skin aging. ROS progresses some events 
such as DNA damage, up-regulations of MMP-1 and tyrosinase. Among anti-aging approaches, sunscreen products are a first 
defense against the solar lights, and antioxidants are also a defense against ROS. Estradiol is recognized to have abilities on 
skin rejuvenation exhibiting some risks of breast cancer potentially. In addition, vitamin A derivatives and triterpenoids are 
widely used in cosmetics as active materials. The relationship between these chemical structures and anti-aging efficacies 
were discussed to develop new materials for anti-aging in the skin. In the article, the skin aging mechanisms authorized by 
many previous investigations were summarized and some approaches corresponding to mechanisms were introduced citing 
papers.
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1.　は じ め に

皮膚老化は，深い直線シワや縮緬ジワ，タルミさらに
は老人性色素斑の出現に代表され，さらに，皮膚色は，
老化に伴い黄黒い方向へ変化することで認知される。
この変化は，外環境，特に太陽光の慢性的な曝露によ
り加速される。太陽光曝露および老化による皮膚の特徴
的な外観変化や，機能変化とその原因となる細胞内の変
化に対応し改善することが抗老化素材に求められる要件
である。本稿では，抗老化素材の作用点を明らかにした
のち，そのメカニズムに対応した素材について紹介す
る。

2.　皮膚の老化

2–1.　活性酸素 （ROS） の産生と DNA損傷
ROSは酸化ストレスのイニシエーターであり，通常，
細胞内のミトコンドリア内在呼吸連鎖反応の過程で産生
されることはよく知られている。さらに，太陽紫外線が
皮膚内外での ROS産生に大きく関与している。太陽紫
外線によって産生される ROSの種類は，その波長に依
存して異なる。短波長紫外線 UVBは，NADPH oxidase

と呼吸連鎖反応を活性化することにより・O2
－ （スーパー

オキシドアニオンラジカル） を細胞内で産生する 1）, 2）。
一方，長波長紫外線 UVAは，細胞内の NADPH oxidase
の活性化と AGEs（メイラード反応後期生成物： ad-
vanced glycation end-products） の光増感反応により・O2

－ 
を産生し 3）, 4），さらに，riboflavin系や porphyrin系のよ
うな chromophoreを介した光増感反応によって 1O2を産
生する。

UVによる細胞傷害のなかに細胞内 DNAの損傷があ
る。DNAは 260 nm付近に吸収極大を持つ化学物質であ
り，UVBを吸収することにより光化学反応を起こし，
シクロブタン型ピリミジン 2量体あるいは （6–4） 光付加
体を生成することが知られている 5）。また，UVAによ
り産生される ROS により 8-oxo-2′-deoxogunosine （8-
OHdG）を生成する 6）。

2–2.　機能性の変化
老化皮膚での生理機能の変化として以下のような変化
が確認されている。慢性的に太陽光に曝露された皮膚で
は，皮膚表面水分量の減少と表皮バリア機能が低下す 
る 7）。さらに，機械的機能変化としては，皮膚粘弾性が

日本香粧品学会誌　Vol. 37, No. 1, pp. 11–16 （2013）

東京工科大学応用生物学部先端化粧品コース　光老化研究室
〒192–0982 東京都八王子市片倉町 1404–1
連絡先　E-mail: masaki@stf.teu.ac.jp

Photoaging Research Laboratory, Course of Advanced Cosmetics,  
Tokyo University of Technology, School of Bioscience and Biotech-
nology （1404–1 Katakura-cho, Hachioji, Tokyo 192–0982, Japan）

mailto:masaki@stf.teu.ac.jp

