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皮膚をみる人たちのための化粧品知識

保湿化粧品とその作用
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Moisturizing Cosmetics and Their Effects
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Abstract
The stratum corneum (SC) is the outermost layer of the skin and plays important roles in sustaining physiological
activities. One of the roles of the SC is in the maintenance of skin moisture. The decrease in water content in the SC, which
is a condition called dry skin, leads to a mildly rough skin and desquamation. Natural moisturizing factor (NMF) and
intercellular lipids are essential for skin moisturization. NMF, which is composed of amino acids, pyrrolidone carboxylic
acid, lactic acid, urea, and mineral ions, can hold water molecules in the SC. Intercellular lipids consisting of ceramides,
cholesterol, cholesterol esters, and free fatty acids can prevent the evaporation of water molecules from the body, which is a
barrier function. Moisturizers are broadly categorized into two types, humectants and emollients. Humectants such as amino
acids, polyols, hyaluronan, and its derivatives moisturize the SC similarly to NMF. Emollients such as ceramides and oils
are effective for improving the barrier function. Moisturizing products contain these moisturizers in various formulations.
The moisturizing effect of products differs depending on the type of formulation. An adequate amount of a moisturizer in
a product is important for providing both the moisturizing effect and the good texture of use, which affects continued use,
because a large moisturizer amount impairs the texture of use.
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1.

有している 2）。この極めて薄い角層が人体と外界を隔

はじめに

て，異物の侵入を防ぐとともに，生命活動に必要な水の

皮膚は人体最大の臓器といわれ，その重量は成人に

体内からの蒸発を防ぐ重要な役割を果たし，われわれの

て体重の 16% にも達し，面積は約 1.6 m2 となる 1）。その

生命活動を維持している。一方，角層の状態は，美容上

構造は深部から皮下組織，真皮および表皮の 3 層からな

の外観に大きな影響を与えると考えられる。人が他人の

り，さらに表皮は基底層，有棘層，顆粒層および角層に

顔を視覚的に捉えるとき，顔の大部分の面積を角層が占

大別される（Fig. 1）。表皮は厚さが 0.1〜0.2 mm 程度の

有することから，角層の状態の視覚情報は個の認識を大

組織であり，最深部に位置する基底層から表皮角化細胞

きく左右すると思われる。仮に，同一の骨格や肉付きを

が増殖・分化し，有棘層，顆粒層を経て最外層の角層と

有する顔であっても，角層の状態が異なれば相手に与え

なり，最終的には垢となって剥がれ落ちていく。この基

る印象も大きく変わるであろう。このように，角層は生

底細胞が分裂し垢となって剥がれ落ちていくまでの時

命維持活動にとって必要不可欠な存在であるとともに，

間をターンオーバー時間と呼び，その時間は基底層にて

人の容貌にも大きな影響を及ぼす。

分裂して角層に至るまで約 4 週間，角層を通過するのに
約 2 週間を要し，合計約 6 週間といわれている。角層は

2.

角層の水分保持機能

皮膚の最外層に位置する厚さ 10〜20 µm の極めて薄い膜

角層の重要な役割の一つに水分保持機能が存在し，皮

であり，脱核し死んだ表皮角化細胞が扁平化し積み重な

膚性状に大きな影響を与えている。角層の水分保持機能

り，その間を細胞間脂質にて充填され，レンガ（細胞）

すなわち保湿機能が低下すると，いわゆる乾燥肌といっ

とモルタル（細胞間脂質）にたとえられるような構造を

た状態になり，角層の柔軟性が失われ 3, 4），肌荒れや軽
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