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男性肌の特徴
—成人男女の肌状態および角層中抗酸化因子の比較—
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Abstract
Recently, the values, consciousness, and behaviors regarding men’s beauty have been changing. Similarly, most re-

search with skin measurements in the past have only been performed on women and many of the characteristics specific to 
men’s skin remain to be elucidated. In this study, we conducted a human test on healthy Japanese men and women, aged 
between 25 and 40 in summer. Our data suggested that men’s skin in the cheek compared to women’s showed the following 
characteristics: lower water content, higher trans-epidermal water loss, lower Ua/Uf value, which shows the skin’s recovery 
rate, and lower Ur/Uf value, which shows skin elasticity when shrinking. Also, skin brightness (L*) was significantly lower, 
and redness (a*) and yellowness (b*) were significantly higher in men, suggesting that men have darker, redder, and yel-
lower skin. To find out the causes of these differences, we measured the amount of superoxide dismutase 1 in the stratum 
corneum (SC) in the cheek and newly discovered that the amount in men was less than half of that in women. Furthermore, 
the ratio of interleukin-1 receptor antagonist/interleukin-1 alpha, an indicator of chronic inflammation in the SC, was sig-
nificantly higher in men. From our study, it was suggested that the cause behind this was not just the less frequent use of 
skincare and sun care. For damage caused by environmental stress in summer, it appears men’s skin has a lower anti-oxidant 
ability after damage is sustained.
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1. 緒 言

近年，国内の男性化粧品はスキンケア，メイクアッ
プともに市場規模が拡大してきており，今後もますま
すの成長が予想されている 1）。この背景には，男性を取
り巻く環境の変化と，それに伴う男性の美容に対する
意識や価値観の変化があると考えられる。実際に2020
年の web調査では，20から30代の若年層において，約 
6割に当たる57.5%が「美容に興味がある」と回答して
いる 2）。
男性化粧品市場の拡大は，男性肌研究の需要の増加を
意味するが，肌測定をはじめとした皮膚研究はメイン
ターゲットである女性を中心に行われてきた。そのた
め，男性肌についての知見は，一般的に知られているも

のを除くと比較的少ない。国内での研究について例を挙
げると，男性の肌は，女性に比べて皮脂が多くバリア機
能が低いこと 3），皮膚コンダクタンスと皮脂分泌量の部
位差が女性よりも大きいこと 4），加齢により肌が赤く暗
くなること 5），が報告されているが，男女の肌の違いが
十分に解明されているとは言えない。特に，これらの男
女差を引き起こしている原因が何なのか，皮膚生理的な
観点からの研究はなされていない。
局所的な皮膚の状態を評価する手法として皮膚生検が
一般的に用いられているが，組織採取時や採取後には少
なからず出血や痛みを伴う。一方，低侵襲的に皮膚状態
を評価する方法の一つとしてテープストリッピング法が
あり，採取した角層中に含まれるサイトカインやタンパ
ク質を定量することで，皮膚状態の評価が行われてき
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