
大村・高橋 (2022). 容装心理学研究, 1(1), 13–19. 
 

――― 
Corresponding author at: Minako OHMURA 
E-mail: omura-minako[at]tokyomirai.jp 

 

産後女性における化粧行為とメンタルヘルスとの関連 
 

大村美菜子 東京未来大学・髙橋 稔 目白大学 
 

Relationship between cosmetic behavior and mental health in postpartum women 
 

Minako OHMURA (Tokyo Future University) and Minoru TAKAHASHI (Mejiro University) 
 

Change in appearance is a significant stress factor experienced by postpartum women. This study 
focused on postpartum cosmetic behavior. Objective 1 was to understand the condition of 
postpartum cosmetic behavior. Objective 2 focused on understanding the relationship between 
cosmetic behavior and mental health. The participants were 206 multiparous women in their 20s 
to 40s who had given birth in the past year. Result 1 showed that the time spent on cosmetic 
behavior was significantly reduced after childbirth. Moreover, the content of cosmetic behavior 
was simplified after childbirth. Results 2 showed that those who were satisfied with the cosmetic 
behavior had a higher self-affirmation, which reduced feeling down. 
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 多くの女性にとって出産は，生活スタイルが

子ども中心に変わり，アイデンティティを大き

く揺るがす重要なライフイベントである。 
産後のメンタルヘルス 
出産は社会的にも生理的にも，さらには心理

的にも過渡期である。社会的要因においては，

子どもが生まれることによる家族関係の変化，

仕事との関連，あるいは人間関係の変化など，

対他的な関係において様々な問題に直面する。

出産によって社会参加の機会が減ったり，友人

関係が希薄になったりすることが多い。産後初

期において，社会から切り離された感覚に陥る

ことも報告されている(太田・倉住，2018)。メン

タルヘルスが低下する背景には，このような人

間関係の希薄さも大きな要因と考えられる。 
生理的要因においては，子どもの世話や夜中

の授乳などに追われ，生活習慣や睡眠リズムの

変化に伴うストレスを感じやすくなる(玉木，

2007)。生活習慣のみならずホルモンバランスが

急激に変化することで，マタニティブルーが起

こる要因にもなる(後山，2018)。 
さらに心理学要因においても大きな変化を

もたらす。丸山(1999)によれば，産後の女性は，

身体面のみならず，心理面においても変化をき

たしやすい状態にあるという。特に一時的なマ

タニティブルーや長期にわたる産後うつ病な

どの問題が生じやすい時期である。産後は子育

てにより，時間的にも行動的にも制限され(佐藤，

2008)，自分に使う時間が減ってしまうことなど

もメンタルヘルスの低下に繋がっていると考

えられる。このような状態は自己を肯定的に受

け止められなくなる可能性がある。田中(2007)
によれば，産後は自己肯定感が低くなる傾向が

あり，それは経産婦よりも初産婦の方が低くな

るという。 
このような産後のメンタルヘルス低下への

臨床的アプローチには様々なものがある。産後

にうつ病やその他の精神疾患が発現すること

は少なくなく，近年では産婦人科医による精神

疾患への予防的介入への取り組みが活発にな

ってきている(岡野，2014)。産後のプレママ・パ

パへのメンタルヘルスプログラム(岡山，2016)
や，インターネットを利用した周産期メンタル

ヘルスサポートプログラム(玉木・片山，2012)な
ども開発されている。このように産後女性を対

象とした教室やプログラムなどは近年注目を

集めている。 
産後の化粧行為 
上記のように，産後新たに始まる生活の中で，

子ども中心の生活のために，あまり自分に手が
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かけられなくなってしまっている。産後は，子

ども中心の生活に変わると同時に，自身の身だ

しなみや余暇時間などはないがしろにせざる

を得ない状況にある。自分にかける時間のなさ

が，産後の QOL を低下させることも考えられ

る。産後女性のストレス要因を調査した研究に

おいて，「容姿の変化」が最も多かったことが報

告されており(玉木，2007)，産後の容姿に対する

潜在的ニーズは高い。 
容姿の中でも特に化粧の役割は大きい。女性

にとって化粧は，日常生活の中のごくありふれ

た行為でありながら，メンタルヘルスや well-
being を維持する(余語・浜・津田・鈴木・互，

1990)ための重要な行為である。そのような化粧

行為は，幸福感(金・大坊，2011)や自己実現(鈴
森，2018)に影響をおよぼすことも報告されてい

る。 
このようなことから，自宅で短時間に行える

化粧は，自分らしさを再確認し自己肯定感を高

めたり幸福感を感じたりできるツールである

と考える。 
化粧行為は「慈しむ化粧」と「飾る化粧」に

大別される(阿部，2020)。「慈しむ化粧」とは，

自らを慈しむ行為であり，スキンケアなど肌の

健康を維持・増進することを目指すものである

という。一方で，「飾る化粧」とは，自らを飾る

行為であり，メイクアップやフレグランスなど

の，容貌を美しく見せるためのものであるとい

う。本研究では，化粧行為をスキンケアおよび

メイクアップの両面から扱うこととする。 
目的 
 本研究では，まず産後の化粧行為の実態につ

いて把握することを第一の目的とする。具体的

には，産前と比較した化粧行為の内容の変化に

ついて検討する。 
また，前述のように産後の女性は自分にかけ

られる時間が減り，そのことから自身を肯定で

きなくなったり，幸せを感じられなくなったり

することが予測される。そのため，出産という

大きなライフイベントを迎えた産後女性を対

象に，化粧行為とメンタルヘルスとの関係につ

いて検討することを第二の目的とする。具体的

には化粧行為への幸せおよび満足が自己肯定

感，幸福感および気分の落ち込みにどのように

影響するかについて検討する。本研究は産後女

性における化粧行為の実態について把握する

ための探索的研究である。これらの検討により，

従来では明確にしえなかった，産後の気分変調

の背景にある自己肯定感や幸福感および，その

関連性を明らかにすることが期待される。 

方 法 

調査対象者および手続き 
株式会社マクロミルのモニター登録者のう

ち，20～40 代の産後 1 年以内(2019 年 10 月～

2020年7月)の経産婦206名(平均年齢31.68歳，

SD=4.28)を対象に 2020 年 9 月に調査を実施し

た。 
調査内容 
産前産後の化粧行為の内容 先述のように，

化粧行為はメイクアップとスキンケアの両面

あることから(阿部，2020)，スキンケアとメイク

アップの有無についてそれぞれ回答を求めた。

スキンケアは「フェイスケア(パック，美顔器 
等)」「ボディケア(ボディクリーム，ムダ毛処理

等)」「ヘア・スカルプケア(洗い流さないトリー

トメント，スカルプローション等)」「何もして

いない」の選択肢からあてはまるものの選択を

求めた。メイクアップは「日焼け止め等のベー

ス」「ファンデーション」「チーク」「アイライン」

「アイシャドウ」「マスカラ」「アイブロウ」「リ

ップ」「ハイライト」「化粧はしていない」の選

択肢からあてはまるものの選択を求めた。 
産前産後の化粧行為にかける時間 1 回のス

キンケアおよびメイクアップにかける時間に

ついて産前産後それぞれ「分」単位で回答を求

めた。 
産前産後の化粧行為による幸せ 産前の化

粧行為(スキンケアやメイクアップ)に対する幸

福感について，「1．まったく感じなかった」か

ら「5．とても感じた」の 5 件法で回答を求めた。

産後の化粧行為(メイクアップやセルフケア)に
対する幸福感について，「1．まったく感じない」

から「5．とても感じる」の 5 件法で回答を求め

た。 
産前産後の化粧行為による満足 産前の化

粧行為(スキンケアやメイクアップ)に対する満

足については「1．満足していなかった」から「5．
満足していた」の 5 件法で回答を求めた。産後

の化粧行為(メイクアップやセルフケア)に対す

る満足については「1．満足していない」から「5．
満足している」の 5 件法で回答を求めた。 
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産後の自己肯定感・幸福感・気分の落ち込み 

産後，自分の存在を肯定的に受け止められてい

るかについて「1．全く受け止められていない」

から「5．受け止められている」の 5 件法で回答

を求めた。ここ 1 カ月の幸福感について，「1．
全く感じなかった」から「5．とても感じた」の

5 件法で回答を求めた。ここ 1 カ月の気分の落

ち込みについて，「1．全く落ち込まなかった」

から「5．いつも落ち込んでいた」の 5 件法で回

答を求めた。 

結 果 

産前産後の化粧行為にかける時間と内容 
産前と産後それぞれにおけるスキンケア内

容の有無および，その差について McNemar 検

定を行った(Table 1)。 
その結果，産前と比較して「フェイスケア(パ

ック，美顔器 等)」「ボディケア(ボディクリーム，

ムダ毛処理等)」「ヘア・スカルプケア(洗い流さ

ないトリートメント，スカルプローション等)」
のすべてにおいて使用していない人が増加し

た。「フェイスケア(パック，美顔器 等)」や「ヘ

ア・スカルプケア(洗い流さないトリートメント，

スカルプローション等)」おいては，産前におい

ても使用していた人が半数ほどいた。これはス

キンケア項目の内容がローションやヘアトリ

ートメントなどのベーシックなものではなく，

美顔器や洗い流さないトリートメントなどプ

ラスアルファで使用するものであることが原

因であったと考えられる。一方で「ボディケア

(ボディクリーム，ムダ毛処理等)」においては，

項目内容が比較的ベーシックなものであった

ため，産前では使用する人が多かったと考えら

れる。 
 
 
Table 1 産前産後のスキンケア内容 

 

また，産前産後のスキンケアにかける時間に

ついて平均値と標準偏差を検討し，産前産後の

違いについて t 検定を行った。その結果，産前

の平均が17.50分であったのに対し，産後は3.86
分と減少している(t(205)=-9.32, p<.01)。全体と

してスキンケアにかける時間が減っているこ

とが窺えた。 
産前と産後それぞれにおけるメイクアップ

内容の有無および，その差についてMcNemar検
定を行った(Table 2)。 
その結果，産前と比較して産後は「日焼け止

め等のベース」「ファンデーション」「チーク」

「アイライン」「マスカラ」「アイブロウ」「リッ

プ」「ハイライト」のすべてにおいて使用してい

ない人が増加した。とは言え，「日焼け止め等の

ベース」「ファンデーション」「アイブロウ」に

おいては産後においても使用しない人よりも

使用する人の方が多く，産後時間がない中でも

ベース作りと眉毛は整える傾向が見て取れた。

また，「化粧はしていない」人の変化は産後にお

いて微増であった。この結果から，産後におけ

るメイクアップの変化として，化粧を全くしな

くなるというよりも簡易化することが窺えた。 
また，産前産後のメイクアップにかける時間

について平均値と標準偏差を検討し，産前産後

の違いについて t 検定を行った。その結果，産

前の平均が 16.19 分であったのに対し，産後は

4.88 分と減少していた(t(205) =-16.67, p<.01)。こ

のことからも，産前と比較してメイクアップが

簡易化していることが見て取れた。 
 
 

Table 2 産前産後のメイクアップ内容 

 

スキンケア内容 無 有 無 有 χ 2値

フェイスケア
（パック、美顔器 etc）

93 113 144 62 43.86 **

ボディケア
（ボディクリーム、ムダ毛処理etc）

50 156 109 97 53.40 **

ヘア・スカルプケア
（洗い流さないトリートメント、
  スカルプローションetc）

91 115 128 78 28.80 **

産前 産後

** p<.01
注）なお，産前からスキンケアをしていない人は30人，産後にスキンケア
をしていない人は67人であった。

メイクアップ内容 無 有 無 有

日焼け止め等のベース 44 162 57 149 5.33 *

ファンデーション 34 172 68 138 25.93 **

チーク 63 143 129 77 57.1 **

アイライン 75 131 121 85 38.94 **

アイシャドウ 49 157 94 112 33.97 **

マスカラ 87 119 138 68 37.31 **

アイブロウ 59 147 79 127 10.62 **

リップ 75 131 125 81 42.88 **

ハイライト 149 57 179 27 24.74 **

χ 2値

産前 産後

* p<.05,** p<.01
注）なお，産前からメイクアップをしていない人は13人，産後
にメイクアップをしていない人は27人であった。
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Table 3 化粧行為の記述統計量 

 
産前産後の化粧行為による幸せおよび満足  
化粧行為による幸せおよび満足について，産

前と産後の平均値および標準偏差を算出した

結果(Table 3)。その際，産前から化粧行為をして

いない人は分析から除外した。 
化粧行為による幸せは産前が 3.19 であった

のに対し，産後は 2.51 へと低下し，化粧行為に

よる満足は産前が 3.16 であったのに対し，産後

は 1.95 へと低下した。全体として，化粧行為に

よる幸せ，満足の両面とも値が低下しているこ

とが確認された。ただし，満足の方がより一層

低下していることが窺える。 
 
化粧行為による幸せ・満足とメンタルヘルスと

の関連  
化粧行為による幸せ・満足と自己肯定感・幸

福感・気分の落ち込みとの関連について．相関

係数を算出した(Table 4)。その際，産前から化粧

行為をしていない人は分析から除外した。 
産前の「化粧行為による幸せ」では，「自己肯

定感」「幸福感」および「気分の落ち込み」との

間に相関は認められなかった(r=.031，ns; r=.057，
ns; r=.020, ns)。産前の「化粧行為による満足」

では，「自己肯定感」との間に r＝.158 (p<.05)，
「幸福感」との間にｒ＝.264(p<.01)と，それぞれ

弱いから中程度の正の相関が認められた一方

で，「気分の落ち込み」との間に相関は認められ

なかった(r =-.134，ns)。産後の「化粧行為によ

る幸せ」では，「自己肯定感」との間に，

r=.204(p<.01)と弱い正の相関が認められた一方

で，「幸福感」および「気分の落ち込み」との間 
 
Table 4 化粧行為とメンタルヘルスとの関連 
 

 

に相関は認められなかった(r =.091，ns；r=.095，
ns)。産後の「化粧行為による満足」では，「自己

肯定感」との間に r=.209(p<.01)の弱い正の相関

が認められ，「気分の落ち込み」との間に r=-.220 
(p<.01)の弱い負の相関が認められた一方で，

「幸福感」との間に相関は認められなかった

(r=.143，ns)。産前産後の変化として，自己肯定

感と化粧行為による幸せとの関連が産後に見

られるようになった。また気分の落ち込みと化

粧行為による満足との関連が産後に見られる

ようになった。一方で幸福感と化粧行為による

満足との関連が産後には見られなくなった。 
 

化粧行為による満足とメンタルヘルス 
上述のように産前産後での化粧行為による

幸せおよび満足と自己肯定感，幸福感および気

分の落ち込みの変化を踏まえ，「化粧行為によ

る満足」が「自己肯定感」，「幸福感」，「気分の

落ち込み」に与える影響を検討するためにパス

解析を行った。その際，産前から化粧行為をし

ていない人は分析から除外した。なお，統計ソ

フトは Amos 28.0 を使用した。 
想定する因果モデル(Figure 1)は，「化粧行為に

よる幸せ」および「化粧行為による満足」から

「自己肯定感」「幸福感」を媒介し，「気分の落

ち込み」に影響をおよぼすという流れと，「化粧

行為による幸せ」および「化粧行為による満足」

から「気分の落ち込み」に直接，影響をおよぼ

すという流れであった。有意ではないパスを削

除して再度分析を行い，適合度が最もよくなる

時点までパス解析を繰り返したところ，Figure 2
に示した結果が得られた。 
データとのモデル適合度については，

GFI=.982，AGFI=.894，RMSEA=.146 であった。

標準偏回帰係数を見ると, 「化粧行為による満

足」から「自己肯定感」へは正の影響が認めら 
 

 
Figure 1  想定する因果モデル 

M SD M SD

化粧行為による幸せ 3.19 1.294 2.51 1.211 6.66 **

化粧行為による満足 3.16 .980 1.95 1.095 12.32 **

** p<.01

産前 産後

t値

感情

自己肯定感 .031 .158 * .204 ** .209 **

幸福感 .057 .264 ** .091 .143

気分の落ち込み .020 -.067 -.095 -.220 **

*
 p <.05, 

** p <.01

産前 産後

化粧行為
による幸

せ

化粧行為
による満

足

化粧行為
による幸

せ

化粧行為
による満

足
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***p<.001., **p<.05. 

Figure 2  「化粧行為による幸せ」「化粧行為に

よる満足」からメンタルヘルスへのパス 
 
れた(β= .19, p<.05)。「自己肯定感」から「気分の

落ち込み」へは負の影響が認められた(β= -.31, 
p<.01)。一方で「化粧行為による幸せ」から「自

己肯定感」「幸福感」および「気分の落ち込み」

へは影響は認められなかった。「化粧行為によ

る満足」から「幸福感」および「気分の落ち込

み」へは直接的な影響は認められなかった。ま

た，「幸福感」から「気分の落ち込み」へは直接

的な影響は認められなかった。このことから，

化粧行為に満足していると自己肯定感が高ま

り，気分の落ち込みは低下することが明らかに

なった。 

考 察 

 本研究の第一の目的は，産後の化粧行為の実

態について把握することであった。スキンケア

にかける時間は産前と比較して産後は減少し

ていた。スキンケアの内容においても，産前と

比較して産後は簡易化していた。産前産後でス

キンケア内容を比較したところ，「フェイスケ

ア(パック，美顔器 等)」「ボディケア(ボディク

リーム，ムダ毛処理等)」「ヘア・スカルプケア

(洗い流さないトリートメント，スカルプローシ

ョン等)」のすべてにおいて産前よりも産後の方

が減少していた。 
メイクアップの内容においても，産前と比較

して産後は全体的に簡易化していた。産前産後

のメイクアップ内容を比較したところ，「日焼

け止め等のベース」のみ，産前と産後ではあま

り変化がなかった一方で，「ファンデーション」

「チーク」「アイライン」「アイシャドウ」「マス

カラ」「アイブロウ」「リップ」「ハイライト」に

おいて産後では使用しない人が増加した。 
産後はメイクアップにかける時間が少なく

なる中で，日焼け止めは使用することが示され

た。紫外線は皮膚の老化を早め，シミなどの発

生を促すため注意が必要であり(須賀，2006)，た
とえ時間がない産後でも日焼け止めを重視し

たと考えられる。それは一時的なメイクアップ

という行為だけではなく長期的に肌をケアし

ようとするスキンケアともつながると考えら

れる。 
産後の化粧行為において，スキンケアとメイ

クアップ共に時間が減少し，内容も簡易化して

いることが明らかになった。その背景には産後

時間に追われる中で時間的にも行動的にも制

限され(佐藤，2008)，自分に手がかけられないこ

とや，社会との繋がりが減ってしまっているこ

と(太田・倉住，2018)など様々な要因があると思

われる。スキンケアの時間が減少したことにつ

いては，メイクアップが簡易化したことにより，

肌への負担が少なくなりスキンケアをする必

要がないことで時間が減少した可能性も考え

られる。ちなみにスキンケアの目的を考えた場

合，肌を常に良い状態に保つことが大切であり，

それにも関わらずスキンケアの時間が減って

しまうことは，それ自体が不満足感に繋がって

いる可能性も考えられる。そのため，スキンケ

ア時間の減少については，背景にある要因や影

響も含めて今後あらゆる可能性を細かく検討

していく必要がある。 
本研究の第二の目的は，出産という大きなラ

イフイベントを迎えた産後女性を対象に，化粧

行為とメンタルヘルスとの関係について検討

することであった。産前と比較して，産後は化

粧行為による満足が幸福感に与える影響は少

ないことがわかった。それに対し，産後は産前

と比較し，化粧行為による満足が自己肯定感を

高め，それによって気分の落ち込みが低下する

ことが明らかになった。 
産後あまり自分に時間が使えない中で，化粧

という行為に満足を得ることで，自分を肯定的

に受け止められ，そのことで産後に懸念されて

いる気分の落ち込み(丸山，1999)も減少し，メン

タルヘルスが保たれるといえるのではないだ

ろうか。先述したように女性にとって化粧は，

日常生活の中のごくありふれた行為でありな

がら，メンタルヘルスや well-being を維持する

(余語・浜・津田・鈴木・互，1990)ための重要な

行為である。その中で，自宅で短時間に行える

化粧は，自己肯定感を高めるツールであること

が今回の結果につながったと考える。化粧行為

は，自己実現(鈴森，2018)に影響をおよぼすこと

からも，化粧行為に満足することで自己肯定感

を高めることは，本来の自分を取り戻すことに

もつながるのではないだろうか。 
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本研究では「化粧行為による満足」が「自己

肯定感」「気分の落ち込み」に影響をおよぼした

一方で，「幸福感」には影響をおよぼさなかった。

ただし「化粧行為による満足」と「幸福感」の

間に関連は見られていることから，化粧行為に

満足することと幸福感を感じることの間に一

定程度の関連はあるものの，化粧行為に満足す

ることが幸福感に直接的に影響をおよぼすわ

けではないと考えられる。また，「化粧行為によ

る幸せ」が「自己肯定感」「幸福感」「気分の落

ち込み」すべてに影響が見られなかった。産前

では「化粧行為による幸せ」と「幸福感」の間

に関連は見られていることから，産前には化粧

行為に幸せを感じることが幸福感に繋がるの

に対し，産後には変化することが見て取れた。 
幸福感には化粧だけではない子どもの状態

や社会とのつながり(玉木，2007)なども影響し

ている可能性がある。あらゆる諸側面に満足す

ることで幸福感が上昇すると考えられる。 
産後におこる母親の発達的危機は，新たなる

役割の獲得とともに，これまで培ってきたアイ

デンティティの変容が求められ，生活環境の変

化とともに，メンタルヘルスの低下がおこる。

そのため，これまではプレママ・パパ教室や周

産期メンタルヘルスサポートプログラムなど

があった。本研究の結果を契機に，産後の化粧

行為の変化をとらえて有効活用し，化粧教室や

自宅でできる化粧行為プランの提案をするこ

とで，母親自身のメンタルヘルスをサポートが

できるのではないだろうか。また，化粧の特性

を考えると，化粧という行為は自宅において短

時間で行え，容易な形で本来の自分を取り戻す

ことができると考えられる。産後は時間的にも

行動的にも制限される(佐藤，2008)中で，化粧を

通して母親としてではなく女性としての自分

を振り返るというようなチャンスになると思

われる。 
最後に本研究の限界として，調査を行った

2020 年度は新型コロナウイルス(COVID-19)感
染症が流行した年でもあるため，家にいること

が増え，化粧をしなくなったことは研究の限界

といえるであろう。この点に関しては今後の課

題としたい。今回はあくまでも探索的な研究で

あったため，今回の結果を踏まえ，今後はそれ

ぞれの変数の具体的な構成について検討して

いきたい。また今後は面接法や観察法を通して

も産後の化粧行為のメカニズムについて明ら

かにしていきたい。 
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産後女性のストレス要因の中で「容姿の変化」は大きく，本研究では産後の化粧行為に焦点を当て

た。本研究では，産後の化粧行為の実態について把握することを第一の目的，化粧行為とメンタル

ヘルスとの関係について把握することを第二の目的とした。産後の出産という大きなライフイベン

トを迎えた産後女性を対象に，化粧行為とメンタルヘルスとの関連について検討した。調査対象者

は，20～40 代の産後 1 年以内の経産婦 206 名であった。結果としては，化粧行為にかける時間は

産前と比較して産後は減少し，化粧行為の内容についても産後は簡易化していることが確認され

た。また，産後において化粧行為による満足が自己肯定感を高め，それによって気分の落ち込みが

低下することが明らかになった。 
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