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カミソリによる剃毛が皮膚に及ぼす影響
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Abstract
Evaluation of the razor performances is usually carried out by sensory evaluation and blade cutting load measurement, 

but there are few studies that measure skin damages quantitively. Some previous studies tried to measure it with transepider-
mal water loss (TEWL) measurement and reported that razor shaving lowered skin barrier function. However, they did not 
describe precise conditions of the shaving and TEWL measurement, nor the mechanism of increasing TEWL value.

In this study, to evaluate the effects of razor shaving on the skin, we conducted two experiments using excised porcine 
ear skin. One was measurement of temporal changes in TEWL and stratum corneum (SC) water content before and after the 
shaving. The other was estimation of removed SC depth by shaving using combination of the fluorescent staining and tape 
stripping methods.

We confirmed that TEWL and SC water content were slightly increased by the shaving though the increase was far less 
than that induced by repetitive tape strippings. Evaluation of the gradient of fluorescent-stained SC revealed that the removed 
SC depth by the shaving was almost the same as that of the first tape stripping. These results indicated that shaving caused 
damage to skin but it was probably very slight.
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1. 緒 言

カミソリの性能評価として，官能評価や刃の切断荷
重測定などが行われているが，カミソリが皮膚に与える
ダメージについて定量評価する研究はあまり多くない。
先行研究では，TEWL（trans epidermal water loss）を測定
することで，皮膚ダメージを定量化する試みがなされ
た 1, 2）。その中で，カミソリによる剃毛（以下，カミソリ
処理）は，皮膚バリア機能を破壊することで TEWLを
増加させたと述べられている。しかし，これらの研究で
は，カミソリ処理の実験条件が明確でなく，TEWLの増
加理由も検討されていない。
そこで本研究では，カミソリ処理が皮膚に及ぼす影響

を評価することを目的とし，カミソリ処理条件の定量化，
カミソリ処理による皮膚ダメージ評価，角層除去深さの
評価を実施した。皮膚ダメージ評価では，カミソリ処理

による TEWL，角層水分量の経時変化を測定した。一方，
角層除去量の評価は，蛍光染色した皮膚にテープスト
リッピングを行って得た角層深さ方向の蛍光輝度分布に
ついて，カミソリ処理部位と未処理部位で比較を試みた。

2. 方 法

2–1. 材料・前処理
本研究では，先行研究と同様にヒト皮膚に類似してい
ると報告されている 3）豚耳を用いて実験を実施した。豚
耳は，食用豚耳（東京芝浦臓器）を用いた。
豚耳は生体試料であるため，毛の長さや汚れ等の個体
差がある。それらの影響を可能な限り排除するため，下
記手順にて前処理を実施した。まず，バリカン（パナソ
ニック ER-GC70）で毛の長さを1 mmに切り揃えた。次
に，流水にて約30秒洗浄し，ペーパータオルで水分を
除去した後に，室温環境下で1時間～3時間静置し馴化
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