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表面観察

3D 測定レーザー顕微鏡による
皮膚のキメの数値化

 はじめに

 形状データの凹凸反転

ひとそれぞれに皮膚のキメは異なります。また同じひとで
も年齢によってキメは変化します。皮膚のキメの正確な状態
を知り、数値化をおこなうことは、スキンケアなどの観点か
らも有用と考えられます。
レーザー顕微鏡（LSM：Laser Scanning Microscope）は、
横（XY）方向と高さ（Z）方向の分解能に優れ、また非接触
法であるために様々な試料の形状評価が高精度に行えます。
本報では、年齢の異なる 2 名の手の甲の皮膚からレプリカを
作製し、3D 測定レーザー顕微鏡を用いたキメの観察とその
数値化を行った例を報告します。

皮膚レプリカの LSM 観察から得られた 3D 形状を図 3 に
示します。図 3（ア）では本来の皮膚の形状を反転したもの
となっています。OLS シリーズでは簡単な画像演算を施すこ
とで形状データの凹凸反転が行えます。凹凸反転を行った
3D 形状を図 3（イ）に示します。凹凸反転を行うことでレプ
リカ形状を本来の試料形状に変換できます。
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 3D 測定レーザー顕微鏡 OLS シリーズ
3D 測定レーザー顕微鏡 OLS5000 の外観を図１に示します。
この装置は波長 405 nm のレーザー光源と白色 LED 光源、
および OLS 専用対物レンズを採用しています。
これにより、カラー像と高分解能なレーザー観察像が得ら
れます。さらに 3D（三次元）形状計測や粗さ測定を非接触
で行うことができます。
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（ア）皮膚レプリカの 3D 形状
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図 1 3D 測定レーザー顕微鏡 OLS5000

 皮膚のレプリカ試料
市販の液状絆創膏を利用して、年齢の異なる 2 名の手の甲
の皮膚からレプリカを作製して LSM 観察しました。レプリ
カを採った部位を図 2 に示します。

図 2 手の甲とレプリカ採取位置

（イ）凹凸反転後の 3D 形状
図 3 皮膚のレプリカの 3D 形状と凹凸反転

 年齢の異なる皮膚の 3D 形状
（A）10 代と（B）40 代の手の甲の 3D 形状を図 4 に示し
ます。図 4 は OLS 専用の 20 倍対物レンズを用い、4 枚×4 枚
合計 16 枚の画像貼りあわせを行っています。全体の視野の大
きさは 2.4 mm 四方です。
図 4 から、皮膚表面の浅い皮溝と深い皮溝、浅い皮溝に囲
われた皮丘、複数の皮丘が深い皮溝で囲われた皮野、および、
これらの緻密さなどのキメの状態が明瞭に観察されている
ことがわかります。（A）10 代と（B）40 代を比較すると、
（A）10 代では浅い皮溝が多くあり、皮丘と皮野は均一で鮮
明で緻密であることがわかります。一方の（B）40 代では皮
溝は広がっており、皮丘と皮野は不均一で不鮮明であること
がわかります。
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表 1 3D 表面性状パラメータ

皮野
深い皮溝
2.4 mm

浅い皮溝

100 μm

皮丘

Sa
Ssk
Sal
Str

Sa [μm]

Ssk

Sal [μm]

Str

（A）

9.52

-1.77

49.42

0.53

（B）

12.52

-0.74

120.19

0.10

:
:
:
:

算術平均粗さ
スキューネス
最短の自己相関距離
表面性状のアスペクト比

 表面積率と皮溝の総長さ
表面積率
0

（A）10 代
深い皮溝 皮丘

表面積率（表面積／面積）、および皮溝の総長さを表 2 に
示します。表面積率は（A）10 代が 1.46 に対して、（B）40 代
が 1.15 です。Sa の比較では（A）10 代の Sa が小さい結果で
したが、表面積率は反対に（A）10 代が大きいことがわかりま
す。これは皮溝の多さと長さによると考えられます。
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粒子解析ソフトを用い、図 4 の 3D 形状の 2 値化処理と抽
出を行うことで皮溝の周囲長が求められます。図 4 の画像か
ら 2 値化処理した結果を図 5 に示します。得られた周囲長
の総和÷2 を皮溝の長さとして見積もった皮溝の総長さは、
（A）10 代が 73 mm、（B）40 代が 34 mm でした。皮溝の
総長さは（A）10 代が 2 倍以上長いことがわかりました。

浅い皮溝
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表 2 表面積率と皮溝の総長さ
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図 4 10 代と 40 代の手の甲の皮膚の比較

皮溝の総長さ
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 皮膚形状の数値化
皮膚の表面性状パラメータ
図 4 から得られた（A）10 代と（B）40 代の皮膚の 3D 表
面性状パラメータを表 1 に示します。
皮膚の全体的な凹凸高さは算術平均粗さ Sa で数値化がで
きます。（A）10 代の Sa が 9.52 μm に対して（B）40 代の
Sa が 12.52 μm です。（B）40 代と比較して（A）10 代の皮
膚の凹凸の度合が小さいことがわかりました。スキューネス
Ssk は高さ形状の対称性を数値化します。Ssk=0 のとき、丘
と皮溝の形状分布は対称です。Ssk＜0 のとき、形状分布は丘
側に偏っています。
（A）10 代の Ssk が -1.77 に対して、
（B）
40 代の Ssk が -0.74 です。（A）10 代の形状分布が丘側に偏
っていることがわかりました。これらの Sa と Ssk から、
（A）
10 代の 3D 形状で示された、浅い皮溝が多く、鮮明な皮丘と
皮野が多い特徴を数値化できました。
最短の自己相関距離 Sal は構造の細かさに関連するパラメ
ータです。（A）10 代の Sal が 49.42 μm に対して（B）40 代
の Sal が 120.19 μm です。（B）40 代と比較して（A）10 代
が細かい構造をもっていることが数値化できました。
表面性状のアスペクト比 Str は構造の異方性、等方性の強
さを示すパラメータです。Str＞5 で強い等方性を示し、反対
に Str＜0.3 で強い異方性を示します。
（A）10 代の Str は 0.53
であり等方性が強く、（B）40 代の Str は 0.10 であり異方性
が強いことがわかります。Sal と Str から（A）10 代の皮丘と
皮野が均一で緻密である特徴と（B）40 代の皮丘と皮野が不
均一である特徴を数値化できたと考えられます。

（A）10 代

図 5 二値化処理と皮溝の検出

 まとめ
手の甲の皮膚のレプリカを LSM 観察することで皮膚の 3D
形状評価ができました。10 代と 40 代の皮膚形状の数値化を
行い、皮溝の深さ、皮丘の均一性と緻密さなどの皮膚のキメ
の違いの数値化が行えました。
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