
第4章

アジア人女性の顔の
スキンエイジングスケール



シワと皮膚表面の状態 I 

アジア人女性の顔の
スキンエイジングスケール

56 I スキンエイジングアトラス

額のシワ

定義

額部分を横断するように伸びているシワ

評価範囲

髪の生え際と眉の間

評価方法

➔最も深いシワの深さで評価します。

➔シワの数は評価しません。

➔シワの長さは評価しません。

➔傷跡は評価しません。

➔額にある断続的なシワもすべて観察
し、最も明瞭な部分を対象とします。
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L シワと皮膚表面の状態 I 
アジア人女性の顔の

スキンエイジングスケール

58 I スキンエイジングアトラス

額外側部の
小ジワとキメ

定義

髪の生え際に沿って平行に伸びる小ジワ

評価範囲

額外側部の内側で、髪の生え際と目尻お
よび眉の間に位置する部分

評価方法

➔最も深いシワの深さで評価します。

➔シワの数は評価しません。
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L シワと皮膚表面の状二＿ I 
アジア人女性の顔の

スキンエイジングスケール

6D I スキンエイジングアトラス

H 頭の間のシワ

定義

左右の目頭の間のシワ

評価範囲

左右の目頭の間、かつ眉と鼻骨の間

評価方法

➔最も深いシワの深さで評価します。

➔シワの数は評価しません。

➔シワの長さは評価しません。

➔傷跡は評価しません。
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L シワと皮膚表面の状態 I 
アジア人女性の顔の

スキンエイジングスケール

62 I スキンエイジングアトラス

H尻のシワ

定義

目尻の部分にある眼輪筋の収縮によって
際立つシワ
一般にカラスの足跡と呼ばれる

評価範囲

目尻から髪の生え際に向かって伸びる扇
形の部分で、まぶたの下垂部分・眼窯を除
外する

目から最小5mm以遠のシワを評価

評価方法

➔最も深いシワの深さで評価します。

➔シワの数は評価しません。

➔シワの長さは評価しません。

➔傷跡は評価しません。
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タルミと下垂 I 

アジア人女性の顔の
スキンエイジングスケール

64 I スキンエイジングアトラス

上まぶた外側の
タルミ

定義

眼球の上に覆いかぶさるような、老化によ
る上まぶたの下垂

評価範囲

上まぶたの外側

評価方法

➔上まぶたの内側に対して、上まぶたの
外側の下垂程度を評価します。

➔傷跡は評価しません。
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L 色素沈着異常 I 

アジア人女性の顔の
スキンエイジングスケール

66 I スキンエイジングアトラス

頬の色素沈着

定義

目尻近くの頬の突出した部分に存在する
色素沈着の面積

評価範囲

上部は下まぶた、側部は耳と鼻、下部は下
顎の骨によって囲まれる頬の領域

評価方法

➔色素沈着の程度を、肌色とのコントラス
トと表面積で評価します。

➔傷跡、特にニキビ跡は評価しません。
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シワと皮膚表面の状態 I 

アジア人女性の顔の
スキンエイジングスケール

68 I スキンエイジングアトラス

Hの下のシワ

定義

頬骨上端部を境に、眼窯の下端から発生
するシワで、眼窯部分やカラスの足跡は含
まない

評価範囲

眼窯の下端から横または下方の頬骨の部
分

評価方法

➔最も深いシワの深さで評価します。

➔下まぶたに存在するシワや小ジワは評
価しません。

➔シワの数は評価しません。

➔シワの長さは評価しせん。

➔傷跡は評価しません。
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L タルミと下垂 I 

アジア人女性の顔の
スキンエイジングスケール

70 l スキンエイジングアトラス

H袋

定義

脂肪萎縮を原因とする下まぶた下方のた
るみであり、一般に目袋と呼ばれる

評価範囲

下まぶた直下のシワと眼窯の間

評価方法

➔このアトラスを用いて、老化以外の要因
による皮膚の伸長を評価対象としては
なりません。

➔低グレー ドでまぶたの容積が大きい場
合があることに留意し、厳密に目袋部
分の容積のみを評価します。
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L シワと皮膚表面の状態 _J 
アジア人女性の顔の

スキンエイジングスケール

皮膚表面の
テクスチャー変化

定義

光線性弾性繊維症に特徴的な、顔面皮膚
に現れるひび状のシワ

評価範囲

鼻の外側から耳の内側まで

評価方法

➔弾性繊維症特有の変化を起こした部
分が顔全面の面積に占める割合。

➔傷跡、特にニキビ跡は評価しません。
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74 I スキンエイジングアトラス
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L 色素沈着異常 _J 

アジア人女性の顔の
スキンエイジングスケール

頬にある
シミの密度

定義

片側の頬にあるシミの密度

評価範囲

眼窯より下部、外側は耳の付け根まで、内
側は鼻とほうれい線、顔の下部までで、あ
ごは含めない

評価方法

➔評価範囲にあるシミの数をアトラスの各
グレー ドに沿って評価します。

日本人におけるフォトエイジングの特徴 顔および手I 77 



グレー ド0 グレー ド1

一

グレー ド7 グレー ド6

一

78 I スキンエイジングアトラス
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皮膚の発赤 I 

アジア人女性の顔の
スキンエイジングスケール

80 l スキンエイジングアトラス

皮膚の発赤

定義

顔面に広がった赤みと目で見える拡張し
た毛細血管

評価範囲

髪の生え際からあごまでと、耳の付け根の
皮膚

評価方法

➔赤みの強さを評価します（紅皮症）。

➔目に見える毛細血管（毛細血管拡張）
が存在する場合はグレー ドを上げます。

➔傷跡、特にニキビ跡は評価しません。
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L シワと皮膚表面の状態 _J 

アジア人女性の顔の
スキンエイジングスケール

頬のシワ

定義

頬に現れるシワ

評価範囲

上は眼窯、内側はほうれい線、外側は下顎
骨上部、下は下顎骨の下部まで

評価方法

➔最も深いシワの深さで評価します。

➔シワのある場所の面積は評価しませ
ん。

➔皮膚表面の状態は評価しません。

➔耳の前のシワや目の下のシワは評価し
ません。

➔傷跡、特にニキビ跡は評価しません。
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84 I スキンエイジングアトラス
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L 色素沈着異常 _J 

アジア人女性の顔の
スキンエイジングスケール

シミの大きさ

定義

輪郭が鮮明なシミの大きさ

評価範囲

頬、額、下顎などにある色の濃いシミ

評価方法

➔評価対象のシミを明確にします。

➔選択したシミのサイズを評価します。

➔アトラスでグレー ド1以上とされたすべ
てのシミが評価対象です。

➔ほくろ、肝斑、ソバカス、傷跡による色素
沈着、その他の病変を評価対象に含め
ないよう的確に診断する必要があります。
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88 I スキンエイジングアトラス
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L 色素沈着異常＿ J 
アジア人女性の顔の

スキンエイジングスケール
Iシミのコントラスト

定義

輪郭が鮮明なシミとそれに隣接する皮膚
色とのコントラスト

評価範囲

顔全体

評価方法

➔シミと皮膚色のコントラストのみを評価
します。

➔シミのサイズは評価しません。

➔評価するべきシミを慎重に吟味してく
ださい。
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L シワと皮膚表面の状態 I 
アジア人女性の顔の

スキンエイジングスケール

94 I スキンエイジングアトラス

ほうれい線

定義

鼻と頬の境目のシワ

評価範囲

鼻翼の外側で、上唇より上部

評価方法

➔上記の範囲以外にあるシワは評価しま
せん。

➔鼻の付け根から口唇の端の間にあるシ
ワの深さを評価します。

➔写真として確認可能な深い「線状のシ
ワ」を評価します。

➔二重、戸重になったシワは最も深いもの
を評価します。

➔頬による影は評価しません。
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L シワと皮膚表面の状態 I 
アジア人女性の顔の

スキンエイジングスケール

96 I スキンエイジングアトラス

ほうれい線
外側のシワ

定義

ほうれい線に沿って存在する小ジワ

評価範囲

ほうれい線近辺、および外側の頬部の小
さなシワ
頬部最下部のシワは口角のシワとしばし
ば混同される

評価方法

➔口角より上のゾーンにある、最も深いシ
ワの深さで評価します。

➔ほうれい線は評価しません。
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L シワと皮膚表面の状態 I 
アジア人女性の顔の

スキンエイジングスケール

98 I スキンエイジングアトラス

口唇周りの皮膚の
テクスチャ ー変化

定義

口唇を囲むあごと頬の部分の皮膚が、厚
みを増しキメが崩壊することで形成される
網目状の外観
このような厚くひび割れた外観は光線性
弾性繊維症の特徴である

評価範囲

口唇の左右の端で区切られる、口唇の上
部と顎（唇は含まない）の皮膚

評価方法

➔表面の弾性症特有の変化を評価します。

➔最も凹凸が大きい部分の深さを評価し
ます。

➔シワ（ほうれい線など）や委縮した表面
の変化は評価しません。

➔傷跡、特にニキビ跡は評価しません。
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L タルミと下垂 I 

アジア人女性の顔の
スキンエイジングスケール

100 I スキンエイジングアトラス

下あご皮膚の下垂

定義

下あごの皮膚の下垂
顔の輪郭のくずれを引き起こす

評価範囲

左右の頬の下と下あごの部分

評価方法

➔左右の下あごの皮膚の下垂度合いを
評価します。

➔二重あごは評価しません。
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