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光老化を防御する―光に関する基本知識から最新のサンケア製品まで―

長期皮膚老化調査から得られた皮膚の光老化の特徴および 
老化防御対策について
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and It’s Application to Skin-Aging Protection
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Abstract
It is well known that excess sun UV exposure accelerates skin damage and aging. However, there are few studies to un-

derstand the impact on the skin aging under mild daily sun exposure in general life style such as office workers and/or house-
keeping wives. Also, it is not well understood the longitudinal progression of chronic skin aging and its variation of individu-
als. Two clinical research trials were carried out to quantify and characterize chronic skin photodamage and longitudinal skin 
aging under general life style among Japanese women in Japan. First, we investigated chronic photodamage on the facial 
skin among totally 602 Japanese women who permanently lived in two different locations between Akita （low annual sun 
UV exposure） and Kagoshima （high UV exposure）, and observed there were statistically significant worse in visible signs 
of skin aging such as skin darkness, wrinkles and hyperpigmented spots among the subjects who lived in Kagoshima than 
those of lived in Akita, especially age over 45. Second, we have trucked longitudinal facial skin aging over 11 years among 
108 Japanese women who permanently lived in Akita. We found facial skin aging appearances and its longitudinal progres-
sion were not equally to all individuals, and variation of chronic skin aging appearances became larger by age, even over age 
70. It was also demonstrated that their skin care habits and practice influenced on the variation of skin aging. For example, 
subjects who frequent used sun-screen and/or skin whitening formula over 11 years showed better visible appearances of 
facial skin such as hyperpigmentation and wrinkles.

Key words: skin photodamage, longitudinal skin aging, skin appearances, wrinkles, hyperpigmented spots.

要 約

過剰な日光被爆は皮膚の老化の進行を促進することは
よく知られている。しかしながら，一般的な生活の中で
浴びるであろう日常的な日光暴露がどの程度皮膚の老化
を加速させているのかはよくわかっていなかった。ま
た，そもそも個人の皮膚老化がどの程度の変化があり，
ばらつきがあるかも定量的に調査した例は少ない。した
がって，われわれは長期にわたる日常的な日光暴露がど
の程度皮膚の老化を加速させているのかを調べる目的
で，年間日光量（UV-B）が約 1.5倍違う秋田市と鹿児
島市において皮膚光老化に関する疫学的調査を行った。
秋田と鹿児島ではシミ，シワ，皮膚色において統計的有
意な違いを検出できた。両地域で在住の 45歳以上のシ
ミおよびシワの老化の違いは約 10年間程度の差がある

ことが認められた。また皮膚老化の加速因子となる生活
習慣等も伏せて解析した（Phase I）。
このように日常的な生活でそれとなく浴びてしまう日
光暴露でも長期的には皮膚老化を加速することが明らか
になった。さらに個人間の正確な皮膚の老化速度とばら
つきを定量するために，Phase I試験で参加した秋田在
住の女性を対象に，11年間の長期にわたって同じ被験
者を追跡測定し，顔の皮膚の長期的な老化状態の分類お
よび関連性を検討した。評価は視覚的な皮膚老化指標を
画像解析で計測し，水分量などの皮膚物理特性測定を
行った。これら客観的な皮膚計測に加え，長期的な日光
紫外線に対する対策や意識との関連を理解するために，
11年間での日光紫外線の暴露程度，UVケアの使用，
UVケアの意識等についての質問を加え，それらの日光
紫外線に関連する質問と，皮膚の長期的老化についての
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