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Abstract
It has been reported that aging causes an increase of pore areas and morphological changes in facial pores, from a round 

form to an elliptical form, along with sagging. These changes are supposed to occur with the formation of nasolabial folds 
and jawlines, and with loss of skin elasticity. Although there have been some reports about morphological changes of facial 
pores with aging, the underlying mechanisms remain unknown. We measured skin elasticity and some parameters related to 
facial pores such as pore areas, depth and aspect ratio （short axis/long axis） using skin replicas in the middle of the cheek in 
the sitting position, and also analyzed sagging scores such as the severity of nasolabial folds and jawlines by using photo-
graphs of 23 Japanese individuals in the twenties-to-sixties age group. We revealed that skin elasticity in the middle and low-
er cheeks decreased and pore depth increased significantly with aging. Aspect ratio and pore depth were found to be correlat-
ed with some parameters such as skin elasticity and sagging. In the dorsal position, pore areas and depth significantly de-
creased in the same region of the cheek compared to those in the sitting position. Similar results were obtained for both men 
and women because of the possibility of the decline in the effect by gravity downward of the face. Aspect ratio of some indi-
viduals increased in the dorsal position, while it decreased for others. Increase in aspect ratio was especially prevalent among 
women. Ratio of pore areas （dorsal position/sitting position） tended to decrease with aging. These results suggested that 
morphology of facial pores on cheek is possibly affected not only by aging and related parameters such as sagging and skin 
elasticity, but by change of posture.
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1.　緒 言

毛穴や皮脂に関する肌悩みは，毛穴の開きや角栓，黒
ずみ，てかりなど多岐にわたる。その中でも加齢ととも
に増加するのが，毛穴が円形から楕円形になってしま
う，いわゆる「たるみ毛穴」である。
加齢と頬部毛穴形状の関係については，レプリカある
いはマイクロスコープで取得した画像解析により，日本
人女性において加齢に伴い毛穴面積が大きくなる傾向に
あることがこれまでに報告されている1）–7）。また，毛穴
形状が円形から楕円形になっていくと併せて報告してい
るものもある4）–6）。これらの中で，レプリカによる解析
では被験者の姿勢は仰向け4）, 5）あるいは背中をやや傾け
た状態2）と推定され，重力による頬のたるみの影響がど
の程度反映された状態なのか不明である。対面で人がお
互いの印象を捉える座位での毛穴評価は，マイクロス
コープでの撮影と画像処理3）, 6）, 7）が中心であり，これら
ではたるみについての評価はなされていない。頬のたる

みについては，弾力と関連すること8）, 9），法令線の形成
も弾力と関係し，座位から仰向けに体勢を変えると法令
線が減少することが報告されている10）が，毛穴とは結び
つけておらず，たるみの程度と毛穴形状の関連について
詳細な解析をした例は少ない。
今回われわれは，頬中央部の毛穴の形状（面積や深
さ，縦横比）と弾力やたるみ度の視感スコアとの関連性
について，レプリカ法を用いて座位で詳細に解析した。
さらに，同一被験者で姿勢を変えたときの毛穴形状の違
いにも着目し，仰向けになったときの形状も調べ，たる
み毛穴の改善につながる糸口がつかめないかを検討し
た。

2.　実 験

2–1.　被験者
弾力には男女差がないという報告11）もあることから，
男女併せての測定を実施した。被験者として日本人の男
性 13名（20代 1名，30代 4名，40代 4名，50代 3名，
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