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Abstract
Conspicuous pores on face causes great concern to women across age boundaries because skin smoothness is one of the
crucial beauty markers. Eye-catching pores are mainly distributed on the cheek and have dilated oriﬁce, but cheek-speciﬁc
changes leading to pore dilation have not been found, although some previous reports suggested that pore dilation is evoked
by clogged sebum or the change in internal structure of the skin around pores. Focusing on the relationship between skin
morphology and porous skin, many researchers examined the effect of the changes in shape of crista and sulcus cutis and
isotropy of the surface morphology on the holistic impression of the pore size, but existing ideas have not provided sufﬁcient
understanding of the formation of porous skin. In this study, we hypothesized that rough skin texture adjacent to facial pore
may contribute the impression of pore dilation, since few previous reports focused on the change in the shape of the radical
triangle of the skin texture around each pore associated with skin dryness whereas it is localized at the center of sulcus cutis.
We compared skin condition and texture ﬁgure around pores of the cheek to those of the forehead and eye area, and found
that cheek-speciﬁc skin dehydration and many sulculus around the pore centers which might be evoked by the skin dryness
and skin moves. Detailed observation of the inner surface of facial pores leads to the new ﬁnding. These ﬁndings suggested
that the increased sulculus by skin dryness and skin moves contribute to the vision of porous skin via pore dilation and the
addition of a dark shadow to the pore.
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も，毛穴目立ちの要因として乾燥に着目し，乾燥がキメ

言

の形態変化に及ぼす影響を観察すべく，主にマイクロス

頬の毛穴の目立ちは女性の大きな肌の悩みの一つであ
る。毛穴目立ちは毛穴開口部がすり鉢状に形態を変化さ
せ，開いて目立つことが知られている。毛穴が開く原因
は内部構造の変化1）や皮脂分泌量との関連性2）など，い
くつかの知見があるが，その実態は明らかにされていな

コープで洗浄処理前後の変化を検証した。
実

2.
2–1.

験
肌測定

20〜40 代の健常な男女 20 名（男性 15 名，女性 5 名，

い。加えて，なぜ頬部の毛穴だけこのような形態変化が

平均年齢 32.0 歳，標準偏差11）を被験者とし，室温 22℃,

起こるのかいまだ明らかにされていない。また，毛穴を

50％RH の環境下ですべての測定を行った。なお，以下

含めて肌のキメに関しては画像全体の皮丘や皮溝の形

すべての試験において被験者には試験内容を説明のう

態，あるいは皮膚表層の起伏度（キメの凹凸の指標），

え，あらかじめ同意を得てから試験を開始した。

表面形態の等方性を示した報告はあるが ，一つのキメ

洗顔フォームで顔全体を洗顔した後入室し，15 分間安

の形を表す放射線状の三角形や一つの毛穴に着目し，そ

静にした後，ロボスキンアナライザー（インフォワード

の変化を報告した例は少なく，毛穴目立ちとの関連も明

社）による目立つ毛穴の数を測定した。目立つ毛穴の数

らかにされていない。本研究では毛穴の目立ちが頬部で

はロボスキンアナライザーの画像から頬部，額部，目尻

3）

特に顕著なことに着目し，頬部の肌状態およびキメの形

部の一定面積を切り取り，カウントした。ロボスキンア

態の観察を行い，毛穴目立ちとの関連性を検証した。頬

ナライザーではモノクロ画像中で，周辺部位に比べて「や

部は目尻部や額部と比較して乾燥状態にあることから

や暗い部分」と「暗い部分」として縁辺を検出できる対
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