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コロナ禍のマスク着用に伴う化粧行動の変化は 

どのような心理的影響を及ぼすか 1 
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The psychological influence of cosmetic behavior changes due to wearing masks  
during the COVID-19 pandemic 
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The COVID-19 pandemic has led to a widespread practice of wearing masks, which has affected 
cosmetic behavior. This may reduce the psychological effects of cosmetics, which, in turn, may 
affect the life satisfaction. The present study was conducted to test this assumption. The 
participants were 579 women in their 20s to 60s. Many of them were found to have changed their 
make-up behavior when they wear masks, either partially or completely reducing their make-up 
use. Additionally, it was confirmed that the restriction of make-up use decreased the psychological 
effects of make-up, which engendered a decrease in satisfaction from make-up and, ultimately, a 
decrease in life satisfaction. The results suggest a close relationship between cosmetics and social 
life. 
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 2020 年以降，新型コロナウイルス(COVID-19)
感染症の影響により，人々を取り巻く環境は大

きく変化している(以降，この状況をコロナ禍と

する)。その影響を受けて人々の行動にも変化が

生じている。例えば，働き方や子育て・結婚，

地方移住などに変化が生じている(内閣府，

2021)。また，自宅活動時間や外出率，交通手段

などに加え，買い物，外食，散歩等，映画鑑賞

等の趣味・娯楽の活動など，日々の生活の様々

な場面において変化が生じている(国土交通省

都市局都市計画課都市計画調査室，2021)。他に

も，身近なところでの変化としては，学校行事

や社会でのイベントの中止などもある。また，

コロナ禍になって多くの人にとって習慣とな

ったであろう行動としては，手洗いや消毒，マ

スク着用やうがいなどの感染防止のための行

動が挙げられる(e.g., 株式会社クロスマーケテ

ィング，2021；株式会社サーベイリサーチセン

ター，2021)。このように，コロナ禍において変

化した行動は多岐にわたるが，感染防止を目的

としたマスク着用に連動し，直接的に影響を受

けた行動がある。その一つが化粧である。 
コロナ禍と化粧行動 

 多くの女性において，化粧行動(行為)2)は日常

的な行動の一つである。コロナ禍前であれば，

例えば，スキンケアであれば 92%の女性が日々

実施しており，10 代と 70 代が 9 割弱であるこ

とを除き他の年代では 9 割以上となる(ポーラ

文化研究所，2017a)。メイクアップ(以降，メイ

ク)であれば83%の女性がおこなっており，20代
以上は年齢層が上がるに従ってその割合が小

さくなるものの，70 代でも 76.7%の者がメイク

アップをおこなっている(ポーラ文化研究所，

2017b)。 
 ところが，コロナ禍において化粧に変化が生

じていることが確認されている。企業等により

おこなわれた調査(株式会社ポーラ，2020；株式

会社ネオマーケティング，2020；ポーラ文化研
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究所，2021；草花木果，2020；トレンダーズ株

式会社，2020；東京イセアクリニック, 2020)を
概観すると，コロナ禍前とコロナ禍中ではメイ

クの実施頻度やスタイルの変化，アイテムの利

用頻度などに変化があり，特にマスク着用部位

にかかわる口紅や頬紅，ファンデーションの使

用頻度の低下などが示されている。なお，スキ

ンケアには特に変化がないことも示されてい

る。これらの調査は扱っている化粧品の種類が

限られたり，年齢層が限られたりしているが，

鈴木(2020b)は，幅広い年齢層の女性を対象に多

種の化粧アイテムの使用の変化について改め

て検討している。その結果，「使用が減った/使
用しなくなった」割合が大きいものとして「口

紅・リップ」(50.6%)，「ファンデーション」

(39.7%)，「チーク・頬紅」(36.9%)がある一方，

「変わらない」割合が大きいものとして「洗顔

料」(85.1%)，「化粧水」(79.3%)と続くことを報

告している。このように，用いられる化粧アイ

テムによっては，その使用部位がマスクによっ

て自他に見えない，または見えにくいものとな

ってしまうこと，もしくは，化粧がマスクと接

触することによって崩れるなどの問題が生じ

うることから，その化粧の使用に変化が生じて

いることが確認出来る。 
なお，コロナ禍による化粧行動の変化は，日

本だけに限らない。例えば，Mościcka et al. (2020)
においては，リップの使用が低下している者が

半数以上いることなどが報告されている。興味

深いことに，アイメイクの使用も半数以上の者

で低下しており，必ずしも多くの者においてア

イメイクの使用が低下していない(e.g., 鈴木，

2020b)日本とは異なっている。 
 化粧行動の変化の実態だけではなくその変

化の理由についての検討もおこなわれている。

株式会社マンダム(2020)は，コロナ禍において

メイクをする理由として「急な外出への対応」

や「仕事のスイッチを入れるため」が多く，メ

イクをしない理由として「メイクをする必要性

を感じないから」「誰にも会わないから」が多い

ことなどを示している。このことから，心理的

なものや社会的なものが，コロナ禍中のメイク

頻度の低下などに関連していることが示唆さ

れる。メイクをはじめとする化粧行動の実施は，

高齢者は若者に比べておいて減じてくる(ポー

ラ文化研究所，2017b)ことなど，年齢やそれに

伴う社会との関係性の変化が化粧行動の減少

に影響していることが想定されるが，コロナ禍

中のメイク行動の減少は，それとは特徴が異な

っている。それは，比較的急に生じた変化であ

るということと，そして，感染拡大のために求

められているマスク着用によって物理的に化

粧の制限が強いられてしまうということであ

るといえよう。 
化粧とその心理的効用 

化粧はポジティブな機能を有し，日常におい

てもその機能が働くことによって種々の効用

を得ることができる。例えば，化粧は気分の高

揚や安心感の増加，魅力の向上などの自他に対

する心理的効用を有して，そして自信や自己充

足などの心の健康と関連する(松井・山本・岩男，

1983)。また，化粧には感情の高揚と沈静といっ

た作用がある(阿部，2002)。また，抑うつや認知

症などの心身症状をはじめ，多様な症状におけ

る状態の改善などのポジティブな効用もある

(資生堂ビューティーソリューション開発セン

ター，2010)。このように，化粧には様々な機能

があり，そして効用があることが知られている。

しかし，コロナ禍においては，化粧行動が抑制

されることによって，上述のような，化粧が本

来持っている機能が十分に働かないことによ

り，ポジティブな効用が生じる機会が日々奪わ

れてしまっていることが推察される。そして，

日々のその積み重ねが生活満足感など心理面

での影響を生じさせている可能性はある。その

際，化粧による感情変化をどのように受け止め

ているかも重要と考えられる。例えば，化粧時

の感情の変化を不満と認識することが心理的

影響の多寡に関連する可能性が考えられる。 
目的 

 本研究では，幅広い年齢層を対象に以下の点

について明らかにすることを目的とする。まず，

コロナ禍による化粧行動の変化を捉えたうえ

で，それが日々の化粧時の感情に影響している

ことを確認する。そして，コロナ禍前とコロナ

禍中の化粧時感情の変化が生活満足感に関連

しているかについて明らかにする。その際，両

者の間を化粧による満足感が媒介しているか

を検討する。なお，化粧行動の変化のポジティ

ブな影響という側面も存在すると考えられる

が，本研究はあくまでも，化粧の制限による心

理的機能の不全による生活満足感の低下とい
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う枠組みでの検討とする。 

方 法 

対象 

 はじめに，20 代から 60 代の成人女性 2208 名

に対してスクリーニング調査をおこない，以下

の基準を満たした者を抽出した。基準は，1) 少
なくとも週に 1 日は外出し，2) 外出する際には

マスクを着用することが多い(「まったく着用し

ない」「着用しないことの方が多い」「着用する

ことの方が多い」「必ず着用する」の 4 件法で，

後者 2 つのいずれかに回答)，の 2 つである 3)。 
 これらの基準により抽出された対象に本調

査を実施し，最終的に有効な回答が得られた 20
代から 60 代の成人女性 579 名(平均年齢 44.72，
SD=13.83)を対象とした。なお，各年代に同程度

に人数を割り付けて調査を実施した。 
調査内容 

マスクによる化粧行動変化 コロナ禍中の

マスク着用による化粧行動の変化について，以

下の選択肢からあてはまるものの選択を求め

た。なお，先述のように，マスク着装部位にお

ける化粧の変化が特徴的であることが確認さ

れている(e.g., 鈴木，2020b)ことから，それを考

慮したカテゴリーを作成した。「コロナ前と同

様に今現在もフルメイクの化粧をしている」(以
降，フルメイク)「マスク着用で見えない部分(口
紅・リップ，チーク・頬紅など)についてはコロ

ナ前よりも化粧しなくなった(以降，部分減メイ

ク)」「コロナ前に比べ今現在は全体的に化粧し

なくなった (ベースメイクのみになったな

ど)(以降，全体減メイク)」「コロナ前も今現在も

あまり化粧をしていない(ベースメイクのみ，な

ど)(小メイク)」である 4)。 
化粧時感情 コロナ禍前の化粧をしたとき

の感情について，回顧法にてメイクとスキンケ

アのそれぞれについて回答を求めた(以降，「メ

イク感情」と「スキンケア感情」)。メイク感情

は，「やる気を引き起こしてくれる」「こころが

引き締まる」「気合いが入る」「ほっとできる」

「リラックスできる」「リフレッシュできる」で

あり，スキンケア感情は「やる気を引き起こし

てくれる」「こころが引き締まる」「気合いが入

る」「ほっとできる」「リラックスできる」「リフ

レッシュできる」である。これらについて，「1．
あてはまらない」から「4．とてもあてはまる」

の 4 件法で回答を求めた。これらは先行研究

(e.g., 鈴木・互，1993)を参考に作成した。また，

コロナ禍中の化粧をしたときの気分について，

同様に，メイクとスキンケアのそれぞれについ

て回答を求めた。それぞれの合計得点を分析に

用いた。なお，内的整合性を検討したところ，

クロンバックのαs は.92～.94 であり，十分な値

であった。 
化粧満足度低下 コロナ禍により，化粧満足

度がどの程度低下したかについて回答を求め

た(以降，化粧満足度低下)。「コロナ前にくらべ

て今現在は化粧を楽しめていないと感じてい

る」に対して「1．まったくあてはまらない」か

ら「6．とてもあてはまる」の 6 件法で回答を求

めた。 
生活満足感の低下 新型コロナウイルス感

染症よる生活変化によって，生活の満足感や充

実感などがどの程度低下したか回答を求めた。

「コロナ前にくらべて今現在の生活に不満を

感じている」「コロナ前にくらべて今現在の生

活にストレスを感じている」「コロナ前にくら

べて今現在の生活が充実していないと感じて

いる」「コロナ前にくらべて今現在の生活はメ

リハリが無いと感じている」である。「1．まっ

たくあてはまらない」から「6．とてもあてはま

る」の 6 件法で回答を求めた。合計得点を分析

に用いた。なお，内的整合性を検討したところ，

クロンバックのαは.89 であり，十分な値であっ

た。 
実施手続き 

 web 調査サービス(株式会社ジャストシステ

ム)に登録しているモニターを対象に，2020 年

10 月に web 調査を実施した。回答者には換金可

能なポイントが付与された。なお，本研究は，

第 1 著者の所属する大学における倫理委員会の

承認を経て実施した。 

結 果 

はじめに，マスクによる化粧行動変化の実態

については，フルメイクが 99 人(17.1%)，部分

減メイクが 268 人(46.29%)，全体減メイクが 105
人(18.13%)，そして小メイクが 107 人(18.48%)で
あり，部分減メイクが最も多く約半数が選択し

ていた 5)。 
コロナ禍前とコロナ禍中の化粧時感情 

化粧時感情について，マスクによる化粧行動
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考 察 

 本研究は，コロナ禍における化粧行動の変化

が，日々の化粧時の感情にどのように影響し，

そしてそれが最終的に生活満足感に影響して

いるのか明らかにすることを目的とした。分析

の結果，コロナ禍におけるマスク着用による化

粧行動の減少によって，メイク時の感情が変化

し，そしてそれが化粧不満足度に媒介されて生

活満足感の低下に影響しているモデルが確認

された。 
 まず，マスク着用によって化粧を制限する者

は多く，その制限が全体的であっても，一部で

あっても，化粧時の感情は，化粧に期待されて

いる効用が減じている方向への変化が生じて

いることが確認された。これは，従来は日常の

行動としていたものが出来なくなっているこ

とによって生じているものといえる。元々メイ

クをしていない人においてはその感情の変化

が基本的には生じていないことからも，単にメ

イクをしないのではなく，メイクを「しなくな

った・できなくなった」という日常が維持され

ないことが，大きな影響を有していると推察さ

れる。実際，マスク着用にかかわらずフルメイ

クを続けている者においては，そのような変化

が生じていない。習慣である化粧行動を継続で

きることが，その効用を享受するためには重要

なのであろう。部分的にメイクをしなくなった

群は，一部はこれまでと同様の化粧をおこなう

ことができても，結局は全体として従来のよう

に自由におこなえないことから，メイクの心理

的効用を十分に享受できなくなったものと考

えられる。また，マスクだけでなくスキンケア

においても変化が確認されている。これは，メ

イクの部位等の変化にともない，スキンケアの

仕方などが影響を受けるといったことなどが

生じことによる変化なのかもしれない。なお，

化粧時感情の変化は，マスクの影響ではなく，

コロナ禍そのものによる影響の可能性もある。

完全に分離することは難しいが，両者の影響が

混在している可能性もあり得る。 
 この化粧時の感情の変化の中で，メイクに関

する化粧時の感情の変化のみが，化粧満足度へ

と影響を及ぼしていた。メイクの効用に限らず

スキンケアの効用も，コロナ禍前とコロナ禍中

では変化が認められている。それでも，化粧満

足度に影響していたのはメイクに関するもの

のみであり，これは，メイクの方がより積極的

かつ活動的な性質を有していることが関係し

ていると考えられる。 
 そして，メイクに関する化粧時の感情変化は，

化粧満足度の低下に媒介され，生活満足感の低

下に関連していた。コロナ禍における生活満足

感の低下には様々な要因があると考えられる。

例えば，買い物や旅行の不自由さを初めとする

生活の変化，消毒など日々の生活様式の変化，

そして，新型コロナウイルスの流行の先の見え

ないことに対する不安などである。そのような

様々な要因が想定される中で，メイクの心理的

効用に起因する化粧の満足度の低下が生活満

足感の低下にある程度の大きさで影響してい

ることが確認されたということは興味深い結

果といえよう。化粧は日々の生活に根付いた行

動の一つであり，また化粧により様々な心理的

効用を日々受けている。そのため，マスク着用

による化粧行動の制限が，化粧の満足度を低下

させ，そして生活満足感の低下へとつながった

ものと考えられる。コロナ禍において，化粧の

有する心理的機能が十分に働かなくなってい

ることが示唆される。このことからは，化粧と

生活満足感との密接な繋がりが示唆される。 
以上，コロナ禍によるマスクの着用は，化粧

行動の変化をもたらし，それはメイクを中心と

した心理的効用の享受を減少させ，ひいては生

活満足感の低下に結びつくことが示された。た

だし，他の因果も想定されうる。マスクをする

ことによる化粧制限がゆえに，化粧の満足度が

低下し，それが，メイクの際の感情の喚起を抑

制し，ひいては，メイクをおこなわなくなって

いる可能性もありうる。また，生活満足感が低

下することが，化粧満足度に影響している可能

性なども考えられよう。 
さらに検討すべき点はいくつも残っている。

例えば，本研究において精神的満足感に影響を

およぼしていることが確認されたのは化粧時

感情のメイクのみであったが，これは生活満足

感を測定した質問項目内容の偏りによる可能

性がある。本研究は，楽しいという側面につい

て質問したために，楽しみと結びつきがあるメ

イクの化粧時感情のみが関連した可能性があ

る。もし，満足度を癒しなど静的な側面も含み

広く包括的に扱っていれば，スキンケアの関連
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も確認された可能性は残る。 
また，本研究では生活満足感の低下といった

ネガティブな方向への変化のみ扱っている。特

定の種類のメイクアップをしなくなった代わ

りに他の箇所に力を入れるようになったり，ま

たは，より良いアイテムを使うようになったり，

もしくは，スキンケアに力をいれるようになっ

たりといった，ポジティブな方向での影響もあ

りうる。コロナ禍のマスク着用による化粧への

影響は全体的にはネガティブなものが確認さ

れるものの，そのようなポジティブな側面に焦

点をあてた検討もありうるであろう。 
さらに，メイクの制限とは異なる側面からの

アプローチもありうる。例えば，マスクとの接

触によって肌が荒れるといったトラブルが生

じ，それが心理面で影響を及ぼす可能性はある。

マスク着用により約 8 割の人が肌あれなどのト

ラブル等を経験していることが報告されてい

る(株式会社ポーラ, 2020)。また，マスクの着用

時間が長いほど肌状態が悪化した者の割合が

多いことなども示されている(株式会社セプテ

ム総研, 2020)。肌トラブルが及ぼす心理的な影

響を検討することも重要かもしれない。 
なお，本研究においては，コロナ禍前の化粧

時の感情について回顧的に回答を求めており，

また，他の内容についても現在と過去を比較す

る形で回答を求めている。そのため，回答にな

んらかのバイアスが生じている可能性は否定

できない。 
まとめ 

コロナ禍の生活が続くことで， 化粧行動を

はじめ多くの行動は当初と変化してきている

ことも想定される。新たな局面を迎えることに

より，検討すべきものは変化している可能性が

ある。例えば，マスク着用による肌荒れの顕在

化によるネガティブな心理的影響や，その肌荒

れに対するスキンケア使用の心理的機序の検

討も考えられる。日々使用している化粧品やそ

の使用方に関するコミュニケーションの果た

す役割についての検討も考えられる。普段の化

粧行動が制限された中で，どのように化粧行動

が変化し，そしてそれに伴いどのような心理的

な変化が生じていくのか，日常に戻るまでの期

間においてそれらについて検討することは，人

の生活において化粧がどのような意味を持つ

のかを明らかにしてくれると考えられる。 

化粧はマスクにより制限を受けるものの，で

きるだけ従来のとおりのメイクを試みること

が，日常を維持させることに繋がり，そして，

生活満足感の低下を阻止することに寄与する

可能性は考えられる。しかし現時点では，現実

的にはマスク着用時の問題は避けることがで

きない。この問題を解決するには，人前に出な

くても自分の好きな化粧をおこなう機会を積

極的に作ったり，または，新たな化粧にチャレ

ンジするといった新たな化粧の楽しみ方をし

たりするということも役立つ可能性はある。マ

スクを着用しなくてよいような場面，たとえば

顔を出すオンラインのコミュニケーションの

場での化粧を活用するといったことも一つの

方法として考えられるかもしれない。もしくは，

これを期にスキンケアに一層注力し，癒しとい

った効用をこれまで以上に享受するというの

もありえるかもしれない。 
とはいえ，それらには限界があり，メイクが

制限されたことによる損失を十分に補うこと

ができない可能性は高い。それは，メイクだか

らこそ得られる効用の損失だからである。コロ

ナ禍収束後に制限の無いメイクをおこないた

いという渇望も示されている(ポーラ文化研究

所，2021)。コロナ禍後の自由な化粧と，それに

よる心理的効用が得られることが期待されて

いえるといえよう。 

注 

2  化粧行動は，あくまでも化粧品を塗布した
りする動作のことで，「化粧」は状態などを
示す点で異なる(cf. 鈴木，2020a)。なお，意
図性を明示する場合には「化粧行動」よりも
「化粧行為」という用語が使われることが多
い。以降は，化粧行動に統一して記述する。
なお，阿部(2002)の分類にあるように，化粧
はいくつかに分類される。そして，顔におこ
なわれる化粧としては，メイクアップとスキ
ンケアの 2 つがある。木戸(2020)も述べてい
るように，古くはスキンケアとメイクアップ
は独立した認識はなされていなかったよう
であるが，機能的にも両者は区別されるもの
といえる。 

3  スキンケアまたはメイクアップの経験が無
い者も，その割合の小ささから本調査でのリ
クルートに含めなかった。 

4  「その他」も設けたが，選択した者は 3 名の
みだったため，分析から除外した。 

5  以降の分析は，HAD16.302(清水, 2016)およ

び AMOS 22.0.0 を用いた。 
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コロナ禍の生活においてマスク着用が常となり，それに連動する形で化粧行動が影響を受けている。
特にメイクの変容にともない，得られるはずの心理的効用が減じ，それが生活満足感の低下に影響
している可能性がある。本研究の参加者は 20 代から 60 代の成人女性 579 名であった。多くの人が，
マスク着用によって化粧行動が変化し，部分的にまたは全体的にメイクが減じていることが確認さ
れた。そして，それにともない，化粧時の感情が減じていること，その感情の低下によって，化粧
の満足度が低下し最終的には生活満足感が低下していることが確認された。 
 
キーワード：化粧，マスク，新型コロナウイルス感染症，心理的効果，生活満足度 
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