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 人は，機能的な身体を持ち，個性を発揮でき

る心を抱き，人ならではの複雑な決定をくだし

て行動している。その前提として身体に備わっ

た感覚器官と運動器官を制御している。 
これまでの歴史を見るならば，感情をシステ

ム化し，思考をめぐらして多様な文化を築いて

きたことが分かる。この連綿と続くわれわれの

歴史を踏まえるならば，文化の違いがあろうと

も人の活動の基盤は，生命活動の基礎は身体に

あり，かつ，個人の心にあることが理解できる。

基盤は同じであっても心と行動の表現様式は

それ以外の要因によって異なってくる。それ故

に，心や行動にかかわる科学が多様に展開され

ている。 
ここでは，身体にまつわる外見の表現様式に

焦点を絞りたい。とりわけ，「粧う(化粧して顔

をつくろい，飾る)」，「装う（衣類などを着けて

身繕いする）」ことについてである。なお，広義

には，どちらの語も「よそおう(身なりや外観を

整える。 美しく飾る。) 意味であるが，ここで

は，服装を整える意味で前者を，顔を主とする

化粧の意味で後者を用いる。両者をまとめて表

す場合に「装(粧)い」としている。 
古代から，顔の日焼け止めや虫除けとして泥

土，鉱石粉や獣油が塗布され，医療行為の一環

として，さらに魔除けの意味を込めて粧うこと

がなされ，化粧には，心身の健康を図る働きが

あった。男性性・女性性の違いの強調も重要な

目的の一つであった。また，霊の魔力から自分

を守るためにいくつもの部族において顔に独

特の模様の彩色を施す例は少なくない。属する

集団や地域への同一性を促すために行う粧い

もある。 
粧いの目的は多様であり，世界各地で独自の

化粧行動が示されている。しかも，時代によっ

て変遷し，かつ，世代による違いもある。 
一方，装いにも共通する要素がある。われわれ

の身体は温冷への適応や物理的刺激への防御

には不向きである。したがって，外部環境への

適応，加えて，化粧と同様に，所属性を示すた

めであることもその目的に含まれる。 
生存につながる適応，基本的な社会性の維持

の目的に止まらず，時代と共に必要とされる細

分化された社会性へのニーズや個人性の表出

を求める傾向が増大し，今日の粧(装)いは百花

繚乱に至っている。 
 われわれにとって，装(粧)い行動は程度や種

類は異なっても身近で一般的な行動である。装

(粧)い行動は，自己呈示の重要な表現であり，文

化・集団への帰属性を示すものでありながら，

「外見」を学問として，一つの科学として扱う

ことへの同意は近年まで容易には得られては

いなかった。 
筆者自身，顔の魅力，化粧行動を扱い始めた

頃には，外見についての“抽象的な”意識を扱

うにはさほどの抵抗はないものの，具体的な顔

の形態特徴，化粧を施した顔を提示しての研究

を行うことには，周りの目を少なからず気にな

ったものである。面と向かってとやかく言われ

ることはなかったものの，他の研究発表に比べ

てやや揶揄気味の視線・空気を感じることはあ

ったことを思い出す。正統な学術研究に位置づ

けられるのではなく，ポップな大衆迎合的な一

過性の研究という受け取り方があった。演芸の
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世界でいうところの「一発屋」という見方に似

ている。 
また，ファッション，顔，食などの現象を幅

広く取り上げて独自の論を展開している臨床

哲学の先駆者である鷲田清一氏は，他に先駆け

てファッション論を展開し始めた頃に，恩師か

ら間接的な表現ながら，「世も末だな」(鷲田, 
1996, p.6)と言われたとのことである。 
さて，所属する文化による軽重の差はあるが，

外見よりも内面を重視する，信頼をおくという

意識が一般に広く流布している。「見た目では

ない，心が大事」，「うわべに騙されるな」，「顔

じゃないよ，心(性格)だよ」，「外見ではなく中身

で勝負」等々と言われる。さらに，「化粧は上手

になったけど，成績(スポーツ)がいまいちだね」，

「化粧している暇があるなら仕事しないと」，

「化粧や着るものに気を取られていると勉強

が疎かになる」などと。 
外見は，容易に入手できる，インパクトの強

い情報であり，性格や考え方などの内面はその

相手に働きかけ，コミュニケーションすること

によって徐々に入手できる情報である。かつ，

外見は人為的に操作できるが，内面については，

そのような操作は働きにくい。日頃の対人関係

を営む上では，その場の出会いで終わる関係以

外については，将来につながる可能性を重視し，

相手が信頼できるかどうかは重要な判断手が

かりになる。その意味で誰もが相手の特徴を判

断することに慎重になる。このように考えるこ

とはできる。 
日本では，見た目ではなく，内面・心を大事

にすべきとされることが一般的である。このこ

とには，実際には多くの人が外見に左右されや

すいのでその戒めとして繰り返し言われ続け

ていることの証左である。何を持って外見の魅

力とするかは別にして，相手の外見に惹きつけ

られるならば，外見以外の内面の特徴はどうな

のかをさらに知りたくなるものである。そうす

ると，積極的にコミュニケーションしようとす

る。それに応じて内面の情報を得ることができ

る。その機会が増し，コミットメントが増える

と，しだいに互いが持つ共有項が増え，相手と

の関係が形成される。コミットメントに応じた

責任が伴い，その関係は持続し，親密になる。

相手の外見に魅力を持てないならば，このよう

に関係が進展する機会も少ないことになる。 

このように，外見の魅力は，それが直ちに出

会い後の関係を左右するものではないが，内面

を理解した上で持続する関係づくりの重要な

契機（関係形成の初期段階のゲートウエイ）と

なる役割を有している。誰にとっても大事であ

る，人の内面・心に密接につながる外見の役割

や機能を研究することは等閑にできない。 
なお，内面の特徴と外見は別ものと言われが

ちであるが，互いに独立していないことを示す

根拠は少なくない。例えば，自信があり明朗闊

達な人と自信のない人では顔の表情や視線の

向け方に違いがあり，その傾向は時間とともに

持続的な表情，顔の特徴，姿勢の違いともなり

やすい。ものごとに積極的に関心を持つかどう

かは視線の向け方に影響する。几帳面な性格の

人は，身だしなみにも配慮し，入念に装(粧)いを

整える。 
一方，結婚式やハレの日に礼服を着ると丁寧

な口調，折り目正しい行動を取りがちとなり，

普段着の日頃のルーズさは影を潜める。ナチュ

ラルメイクをすると，ノーメイクや学生になじ

みの薄いヘビーメイクよりも積極的に発話し，

心理的にも安定度が増すことなども知られて

いる(大坊, 1995)。これらは，日常的な例や条件

を設定した狭い範囲での例であるが，その人の

心・内面と外見とが関連することはうかがい知

ることはできよう。 
 装(粧)うことの基本は，自分の魅力を増し（美

しさ，個性化），所属性を表し，健康で安全であ

ることを願うことにある。この行為は，古来行

われてきたことであり，日々の生活において大

方が関心を持ち，生活伝承的な化粧や装飾の知

識（誤謬を含みながら）は活用されてきた。実

用的なニーズが大きい生活のスキルなのであ

る。 
 粧うことには基本的に二つの意味がある(大
坊，1996)。 
 一つは，いつもの自分をベースにした手直し

としての化粧であり，一定の対人的効果を目指

す，日々の自分を「手直し」する意味である。

これは，好ましい自分らしさを強調したり，日

頃の自分の持つ魅力を増強するために粧うこ

とによって，自分の見え方・見られ方を整えよ

うとするものである。ベースメイクや外出時に

行うメイクアップが該当する。なお，近年では，

動画像の操作によって「盛る」，近年のプチ整形
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なども基本的にはこれに該当するであろう。た

だし，変身の要素を加味はしている。フェイク

の領域に入るアバターの創作や原形を留めな

い過大な「盛る(モル)」（誇張）の場合には実像

との乖離が大きく，「変身」の意味が主と言えよ

う（ただし，程度の違いとして扱うこともでき

よう）。 
二つ目は，「変身する」ことである。演劇で用

いる衣装や化粧によって役柄に見合う演出す

ることにその典型が見られる。いつもの自分と

は異なる人物への変身である。多くの人の持つ

現状の生活の社会的役割への不満，不快などに

由来して見られる願望の実行である。 
 素顔に色彩を施し，眉を書き直す，睫毛を長

くするなどして，構造的には容易には変えられ

ない顔の特徴を操作し，印象を変えようとする。

髪型などにも手を加えられることが多い。日常

の自分と特別な自分との切り替え，日々の自分

から抜け出すことによって日頃は抑制されて

いる自分の別な側面をさらす。お祭り，カーニ

バルやハロウインの仮装などは，「祭り(ハレ)」
の時に，この変身願望の定例化したものである。 
誰にとっても時間の長短はあれ，日々の生活が

前提であり，「ハレ」は一時的なのである。外出

の目的によって入念になされるメイクアップ

などが該当する。永続的な効果を目指す美容整

形も含まれる。 
 化粧の基本的な動機は，魅力・帰属性を含め

て他者への承認欲求の表れである。そしてその

行動は，自尊心を維持し，円滑な対人的な関係

を求めるために，そして属する文化規範を前提

として行っている。 
 一方，被服の特徴は，形態（輪郭－線，広が

り－空間，デザイン），色彩，柄，生地の材質な

どによって構成される。これらの要因による服

装自体の刺激特性への感覚的感情が生じる。そ

れに加えて，それを着る人物の身体的特徴が作

用して心理的印象は大きく左右される。 
 被服行動は，自分の身体を覆うことによって，

自己を表現することであり，「隠しながら，顕す」

行為である。身体に由来する概ねの共通性と個

人差による識別性，そして社会的な所属性との

総合的な機能がある。社会的な所属性を示す典

型は，職場やスポーツ団体のユニフォーム，職

位に応じた服装のアクセントの違いにある。身

体的特徴を隠し(身体特徴を平準化する)ながら

自分を表現するものとしては，日本の伝統的な

着物（和服）がある。その反対に自分の身体特

徴を強調するには，ボディコン，水着や身体露

出度の大きな服装がある。化粧と服装のバリエ

ーションは多岐に渡り，その心理的，社会的影

響には際限がない。 
さらに，身体加工（刺青・瘢痕，巨大な唇飾

り，長い首，長頭）はオリジナルな肉体の可能

性を拡大するものである。身体各部のピアスは

一般化しており，毛髪のカラーリング・エクス

テンション，さらには，エステティックも同様

に位置づけられる。 
装(粧)うことは，そのベースとなる肉体の可

能性を拡大しながら，多様化しつつある。その

範囲は今後とも拡がるであろう。これまでは顔

が化粧の主たる対象部位であったのが，顔形態

自体の変化，身体の他の部位への拡がり，また，

一時的，持続的な化粧の境界が不鮮明になりつ

つあることからすると，粧いの機能の問い直し

も必要となろう。高度な画像技術の一般化，ツ

ール入手の容易化と相まって，きわめて身近な

「自分」を素材として，連続性なく自分を表現

して楽しむ，その手段としての粧いの新たな機

能は考察に値する（米澤，2008 はこの行動を「私

遊び」としている）。 
 新たに刊行した本誌「容装心理学研究」は，

化粧，被服，身体加工等の自己表現についての

総合的な心理学(人の行動にかかわるという広

義の意味を込めた)研究の成果を問う学術研究

誌である。掲載されている各々の研究成果を大

いに楽しみ，批評していただきたい。 
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外見の表現様式としての装(粧)いは，生存につながる心身の健康を維持する適応や社会的な所属性

を示す重要な意味を持っている。さらに，時代と共に細分化された社会性へのニーズや個人性の表

出を求める傾向とも密接に関連している。所属する文化による軽重の差はあるが，外見は人為的に

操作できるが，内面についての操作はし難い故に，外見よりも内面を重視する，信頼する意識が一

般に広く流布している。しかし，外見の魅力は，それが直ちに出会い後の関係を左右するものでは

ないが，内面を理解した上で持続する関係づくりの重要な契機となっている。装(粧)いには身体に

由来する概ねの共通性と個人差による識別性，そして社会的な所属性との総合的な機能がある。化

粧と服装のバリエーションは多岐に渡り，その心理的，社会的影響には際限がない。装(粧)うこと

は，肉体の可能性を拡大しながら，多様化している。それ故研究のニーズはさらに増すであろう。 
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