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As demonstrated in previous studies, the primary motivation of college students to wear masks 
during COVID-19 pandemic was infection prevention and societal conformity. In this research, 
we predicted that there is also a “sense of security from hiding one’s face” and typified motiva-
tions for wearing masks. Subsequently, the degree of fear concerning negative evaluation and the 
inclination toward wearing masks were compared in each situation among the clusters of motiva-
tions. Altogether, three clusters were estimated from the scoring patterns of motivations. The find-
ings suggest that the motivation was to gain a sense of security from hiding one’s face, in addition 
to infection prevention of infection and conformity, as pointed out in previous studies. However, 
4 of the 12 situations showed a significant frequency bias during the analysis of the relationship 
between mask-wearing behavior and motivation; hence, the possibility of other factors in predict-
ing mask-wearing behavior cannot be ruled out. 
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 2020 年以降，新型コロナウイルス感染症

(COVID-19)蔓延の影響で，大学生の学習環境や

生活環境が大きく変容した。自治体等の呼びか

けによる外出自粛に伴い，多くの大学生は，自

宅での自粛生活を余儀なくされている。授業形

式として，自宅などでオンラインによる遠隔授

業に取り組むか，あるいは大学構内で対面授業

を実施したとしても，マスク着用やソーシャル

ディスタンスの保持など，徹底した感染予防対

策を行っている。つまり，人と人との接触機会

を減らすことによる感染予防対策の実施であ

る。中でも，マスクは大学構内のみならず，様々

な生活場面での着用を求められている。そのよ

うな中で，大学生はこの「マスク着用」という

行動をどのように捉えているのだろうか。そこ

で，本研究ではマスクを着用する動機に着目す

る。 

まず，大学生がマスクを着用する動機には

「感染予防対策という衛生面」があるだろう。

そこには，自己を感染から守ると同時に他者に

感染させないという目的がある。厚生労働省

(2020)は，基本的な感染対策として標準予防策

を提示し，その一つとしてマスク着用を明記し

ている。実際に，先行研究から，マスク着用は

感染予防対策に有効であることが実証されて

いる。例えば，Ueki et al.(2020)は，感染性飛沫・

エアロゾルの空気感染シミュレータを用いて，

様々な種類のマスクの感染阻止能力を評価し

た結果，ウイルスを保持した発話者が，特に綿

マスク，サージカルマスク，N95 マスクを着用

していたケースについて有意な阻止効果があ

ることを報告している。 
次いで，マスク着用の動機には「同調」によ

るものも考えられる。感染予防対策と同調に基

づくマスクの着用について，Nakayachi, Ozaki, 
Shibata, & Yokoi(2020)が 2020 年 3 月に調査を行

った結果，マスク着用と正の関連を示したのは，

他者への同調に関する項目であり，自己や他者

への感染予防対策という理由はマスク着用と

関連しなかった。同調がマスク着用と関連する



吉澤・吉澤 (2022). 容装心理学研究, 1(1), 20–28. 
 

- 21 - 

のには「否定的評価の恐れ」が関わっていると

考えられる。否定的評価の恐れは，他者から否

定的に評価されることであり，所属している社

会的集団から排除される，あるいは他者から敵

意的に見られたりすることへの不安である

(Watson & Friend, 1969)。人が所属するコミュニ

ティには，「世間のルール」ともいえる社会規範

が存在する。COVID-19 の流行で明らかになっ

たのは，同調圧力による攻撃的行動の存在であ

る。すなわち，マスクをしないという選択をし

た場合，他者からその行動を「異質」なものと

して認識され，敵対感情を抱かれたり排斥等の

行動化がなされたりする恐れがあるのである。

そのため，否定的な評価を避けようとする拒否

回避欲求が高い個人ほど，敵対行動による排除

やバッシングを回避するために，「世間のルー

ル」という目に見えない社会規範への同調とし

てマスクを着用すると考える。 
 同調とマスク着用との関連が示唆された一

方で，両者の関連はないという報告もある。

Sakakibara & Ozono(2020)が 2020 年 4 月下旬か

ら 5 月初旬に行った調査では，マスク着用と正

の関連を示したのは，自己や他者への感染予防

対策であり，他者への同調はマスク着用と関連

しなかったというものである。榊原・大薗(2021)
は，この調査結果が異なった理由を，緊急事態

宣言後の調査であるため，感染に対する危機感

の高まりが，自己や他者への感染予防という健

康上の理由がマスク着用を促すようになった

のではないかと考察している。日本国内で初め

ての緊急事態宣言が発令されたのは 4 月 7 日で

あり，4 月 9 日をピークに 5 月にかけて陽性者

数が減少傾向となった。 3 月に行われた

Nakayachi et al. (2020)の調査では回答者の身近

に陽性者が少なく，マスク着用の動機が規範だ

ったものの，その後，陽性者が日々増加してい

る情報に触れることで，榊原・大薗(2021)の調査

では感染予防へと動機が変化した可能性は十

分に考えられる。 
 ただし，マスク着用動機を扱った上記の先行

研究には限界もある。それは，マスク着用の動

機の質問項目が感染予防と同調に限定されて

いることである。Nakayachi et al. (2020)では，認

知された重大性(「COVID-19 に感染した場合，

自分の病状が重くなると思いますか？」)や，マ

スク着用に対する認知された規範(「他の人がマ

スクをしているのを見て，自分もマスクをすべ

きだと思いますか？」)のような 6 つの質問項目

(Severity，Protection，Prevention，Impulsion，Norm，

Relief)で構成されている。Sakakibara & Ozono 
(2020)では，「自己の感染予防」，「他者への感染

予防」，「規範的影響」の 3 項目で構成されてい

る。確かに，自他への感染予防という本来の健

康上の目的に加えて，規範的影響による同調は

マスク着用の動機となる。しかし，だてマスク

(吉川，2017)のように，感染予防や規範的影響以

外のマスク着用動機の存在が指摘されている。

本研究では，先行研究では想定していない第 3
の動機として，「顔を隠す安心感」に着目する。 

内閣府が 2018 年度に実施した「我が国と諸

外国の若者の意識に関する調査」で，日本の若

者を対象に現在の悩みや心配事の有無を尋ね

たところ，容姿のことが「心配」と答えたのは

全体の 20.1%であり，「どちらかと言えば心配」

をあわせると 54.7%を占めた(内閣府，2019)。な
お，「心配」と回答したのは，2013 年度の同調

査で 18.1%(内閣府，2014)，2008 年度の「世界

青年意識調査」2では 11.1%だった(内閣府，2009)。
このことから，自己の容姿を心配する若者の割

合は，年々増加傾向にあることがわかる。容姿

への意識の高まりは，装いを通して「見せる」

だけでなく「隠す」行為にもつながっていく。

玉木(2020)は，対人コミュニケーションの自信

のなさから前髪を異様に伸ばす者，「顔を隠す

ことで安心したい」「人前で顔を晒したくない」

といった動機により，マスクが外せない者の存

在を指摘している。このように，マスク着用の

動機には自らの顔を隠すことでの安心感の獲

得があると推測される。顔を隠すことを目的と

したマスクの着用行動については，COVID-19
の流行前から指摘されており，人目を避けるた

めなどの理由でマスクを着用する個人の存在

が明らかとなっている(志村・田中，2017)。 
このような，だてマスクに対して「本来の自

分の好ましくない面が露呈することを避ける

ため，自分に関する情報を相手に与えないよう

にする方略である。…(略)…もっと別の言い方

をすれば，賞賛獲得欲求よりも拒否回避欲求が

勝っているといってもよいであろう(吉川，2017，
p.38)。」との論考がある。つまり，顔を隠すとい

った行為にも，同調と同じく，他者から否定的

に評価され，拒否されることを恐れる気持ちが
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関わっていると言える。すなわち，いずれも傷

つきを恐れるがゆえに，本来の自分の姿を他者

に表出することを避ける傾向が伺える。 
 これまでの議論をまとめると，マスク着用の

動機には，感染予防対策という衛生的な要因の

ほかに，社会規範に従うという他者への同調に

加えて，顔を隠す安心感といった要因があると

考えられる。 
なお，マスク着用動機について，環境による

影響は無視できない。なぜなら，特に感染リス

クが低いと思われる場面で，個人がマスクを着

用するか否かを判断する際，衛生的な理由のほ

かに，他者の存在も関係すると推測されるから

である。そこで，複数の場面でのマスク着用行

動を調査し，場面間の着用動機の違いも検討す

ることとする。 
以上を踏まえて，本研究では，COVID-19 の

流行による大学生のマスク着用動機および場

面における着用行動の特徴を明らかにする。は

じめに，マスク着用動機を捉える。次に，マス

ク着用動機に基づくクラスタ(群)を推定し，各

群の特徴を検討する。また，同調や顔を隠す安

心感の獲得を理由としたマスク着用動機が高

い群は，低い群に比べて，他者からの評価(他者

の目)を強く意識すると仮定し，群間で否定的評

価への恐れの程度に違いがあるのかを検討す

る。最後に，マスク着用動機に基づく群間で，

各場面のマスク着用行動に違いがあるのかを

調べる。 

方 法 

調査協力者 

北海道の A 大学と B 大学，岡山県の C 大学

の学部生 254 名が協力した。A 大学の調査協力

者は医療系学科に所属しており(男性 17 名，女

性 90 名; 平均年齢 19.81 歳，SD = 2.74)，B 大学

と C 大学は医療系の学科ではなかった(男性 28
名，女性 115 名，わからない・答えたくない 4
名; 平均年齢 19.93 歳，SD = 1.19)。1 つ以上の

尺度で同一の選択肢への回答が 90％以上を占

めているものは，回答の信頼性が疑われるため

除外し，最終的な分析対象は 239 名だった。な

お，専攻(医療系・非医療系)×性別の χ2 検定の

結果，有意な度数の偏りはなかった(χ2(2) = 2.41, 
n.s.)。 

尺度 

マスク着用場面質問票(Mask-wearing situa-

tion; MASK-S) MASK-S の質問項目は，予備

調査を経て作成した。2020 年 7 月に大学生 13
名に対して，最近 1 ヶ月の行動を想起させ，「常

にマスクを着用していた場面」，「着けたり着け

なかったりした場面」，「常に着用しなかった場

面」をそれぞれ思いつく限り挙げさせた。100 の

回答(常にマスクを着用していた場面が 52 回答，

着けたり着けなかったりした場面が 20 回答，

常に着用しなかった場面が 28 回答)が得られた。

第 1 著者と第 2 著者の合議により 3 つの場面か

ら 4 つずつ選出し，計 12 場面からなる質問票

を作成した。 
本調査では，12 場面(表 1)を提示し，「この半

年を振り返って，あなたはどのようなときにマスクを

着用しましたか」と教示し，「1 = 常に着用しなか

った」，「2 = 着けたり着けなかったりした」，「3 
= 常に着用していた」の 3件法で回答を求めた。 
マスク着用動機質問票(Mask-wearing motiva-

tion；MASK-M) 予備調査では，MASK-S と同一

の協力者に対して，MASK-Sに対する回答後に，

各々が挙げたものの理由について非構造化面

接(集団)による聞き取りを行った。聞き取った

内容を第 2 著者が記録し，それをもとに第 1 著

者と第 2 著者の合議により，11 項目からなる質

問票を作成した。 
本調査では，11 項目を提示し，「それぞれの文

章が自分の考えや行動にどの程度あてはまる

と思いますか」と教示し，「1 = そう思わない」

から「4 = そう思う」の 4 件法で回答を求めた。 
 

表 1 マスク着用場面質問票の質問項目 

 
 

 

場面1 自宅のPC（スマホ）から、大学のオンライン授業を受ける時

場面2 大学の教室内で、授業を受ける時

場面3 パーテーション越しに、友人と会話する時

場面4 寝不足だったり、ニキビができたりして、顔の調子が良くないと思う時

場面5 図書館で、一人きりで勉強する時

場面6 電車など、公共の乗り物に乗る時

場面7 散歩など、外で軽い運動をする時

場面8 物事がうまくいかなくて、落ち込んでいる時

場面9 買い物のための、スーパーやコンビニに入る時

場面10 外食の際、食事が提供されるまでの時間

場面11 自宅で、家族と会話する時

場面12 外出中、周りに人のいない時

項目
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表 2 因子分析によるマスク着用動機質問票の因子負荷量(パターン行列) 

  
注 質問項目 6 は得点化の際に逆転項目として扱った(*) 

 

否定的評価への恐れ(Fear of Negative Eval-

uation; FNE) 他者からの否定的評価への恐れ

を測定する尺度である(Watson & Friend, 1969; 
石川・佐々木・福井, 1992; 笹川他，2004)。1 因

子 12 項目で構成され，「それぞれの文章が自分

の考えや行動にどの程度あてはまると思いま

すか」と教示し，「1 = 全くあてはまらない)から

「5 = 非常にあてはまる」の 5 件法で回答を求

めた。 
手続き 

A 大学は調査用紙を用いて 2020 年 12 月に，

B 大学および C 大学は Web のアンケート機能

を用いて 2021 年 1 月にそれぞれ調査を行った。  

A 大学では，第 1 著者が調査の趣旨を説明後，

調査協力に同意する者に対し調査用紙を直接

手渡し，その場で回答および回収を行った。B 大

学およびC大学は調査協力者が閲覧できる掲示

板またはメーリングリストに，第 2 著者がアン

ケートの趣旨と URL が記された依頼文を送信

し，協力者は各自の都合が良い時間に回答した。

本調査に 2 回以上回答した者はいなかった。 
本調査実施前に，第 1 著者の所属大学にて研

究倫理に関わる審査を受けて承認された(承認

番号 20-10)。 
 
 
 

結 果 

マスク着用動機の類型 

因子分析 マスク着用動機の類型を行うた

め，MASK-M に対して因子分析(最尤法，プロ

マックス回転)を行った。平行分析から 3 因子を

選択した。因子分析でパターン行列による因子

負荷量が.40 未満だった項目を除外し，再分析を

繰り返した。なお，再分析の際，平行分析を行

って因子数を選択したが，いずれの結果も 3 因

子が妥当だと解釈できるものだった。最終的な

モデルでは，質問項目 2，3，9, 10 が除外され

た。パターン行列に基づく因子負荷量を表 2 に

示す。 
因子 1 は「マスクをしていれば気持ちが落ち

着く(質問項目 7)」や「感染のリスクがなくなっ

ても，マスクを着用していたい(質問項目 11)」
の因子負荷量が大きいため，感染予防よりも顔

を隠すことを重視していると解釈し，「顔を隠

す安心感」と命名した。因子 2 は「人気の少な

いところでも，外出時のマスク着用は必要だ(質
問項目 5)」と「3 密(密閉・密集・密接)でなけれ

ば，マスクの着用は必要ない(質問項目 6)」の因

子負荷量が大きかった。ただし，質問項目 5 が

負の値，質問項目 6 が正の値を示しており，一

方を逆転項目として扱う必要があるため，質問

項目 6 を逆転項目として扱った。そして，感染

リスクが低いと思われる場面でもマスクの着

項 目 F1 F2 F3 共通性 M SD

  7． マスクをしていれば，気持ちが落ち着く .80 .02 .10 .68 2.50 1.10

  8．マスクは，自分の表情を隠すのに役立つ .63 .14 -.15 .36 2.89 1.12

11．感染のリスクがなくなっても，マスクを着用していたい .53 -.26 .03 .44 2.27 1.10

  5．人気の少ないところでも，外出時のマスク着用は必要だ -.06 -.66 .13 .48 3.43 0.81

  6．３密（密閉，密集，密接）でなければ，マスクの着用は必要ない（*） -.01 .48 .22 .23 1.50 0.79

  4． マスクをしていれば，相手にうつす心配がない .01 .14 .60 .33 2.29 0.96

  1．マスクは，感染から自分を守るために有効だ -.05 -.04 .43 .18 3.69 0.65

  2．公共の場所では，マスクを常に着用すべきだ 3.91 0.29

  3．公共の場で，マスクをしていない人を見ると不快になる 3.08 0.89

  9．周りの人がマスクをしているから，自分もすべきだ 3.24 0.99

10．面接場面で「マスクを外してください」と言われたら，躊躇（ちゅうちょ）する 2.43 1.13

因子間相関

F2 -.29

F3 .21 -.26

F1：顔を隠す安心感（ω  = .72, M  = 2.54, SD  = 0.86）

 F2：同調（r  = -.26, M  = 3.45, SD = 0.63）

 F3：感染予防対策（r  = .22, M  = 2.97, SD  = 0.64）

除
外
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用は必要だとの考えを反映していると解釈し

た。だたし，質問項目 1 や 4 といった，感染予

防を連想させる質問項目は因子 2 に含まれなか

った。そこで，感染予防というよりも世間の目

を気にする，社会規範への同調と解釈し，「同調」

と命名した。因子 3 は「マスクをしていれば，

相手にうつす心配がない(質問項目 4)」と「マス

クは，感染から自分を守るために有効だ(質問項

目 1)」の因子負荷量が大きかった。2 項目とも

感染予防に言及した内容であると解釈できる

ため，「感染予防対策」と命名した。なお，下位

尺度の信頼係数は，下位尺度 1 がω = .72 であ

り，下位尺度 2 が r = -.26，下位尺度 3 が r = .22
だった。下位尺度 2 と 3 は低い値だが，モデル

の適合度は，CFI = 1.00, RMSEA = .03, χ2(3) = 
3.70, p = .30 だった。 
 以降の分析には，因子分析によって得られた

3 つの下位尺度を用いた。質問項目 6 は逆転項

目とし，該当する質問項目の相加平均を求めて

各下位尺度の得点とした。 

 クラスタ分析 得られた得点をもとに，非階

層的クラスタ分析を行い，3 つのクラスタを得

た。クラスタごとの得点の傾向を図 1 に示す。

クラスタ 1(C1)は，下位尺度 1 の標準化得点が-
0.91 であり，下位尺度 2 が 0.63，下位尺度 3 が

0.04 であることから，顔を隠す安心感(負)と同

調(正)に基づく動機づけを有しており，同調優

位群と命名した(n = 65)。クラスタ 2(C2)は，下

位尺度 1 が 0.63，下位尺度 2 が-1.21，下位尺度

3 が 0.04 であることから，顔を隠す安心感や同

調に関して負の動機づけを有しており，健康上

の理由によるマスク着用と解釈し，衛生面優位

群と命名した(n = 81)。クラスタ 3(C3)は，下位

尺度 1 が 0.82，下位尺度 2 が 0.61，下位尺度 3
が-0.06 であることから，先の 2 群とは異なり，

顔を隠す安心感および同調に基づく動機づけ

を有しており，傷つきを恐れるがゆえに，本来

の自分の姿を他者に表出することを避けると

解釈し，親和回避優位群と命名した(n = 94)。  

各類型の特徴の検討 3 3つのクラスタ(C1から

C3)を独立変数，FNE を従属変数とし，Welch に

よる修正をした 1 要因分散分析は有意だった

(F(3,147.68) = 4.80, p < .01, ηp2 = .04)。多重比較

(Holm)の結果，C1(同調優位群: M = 3.08, SD 
=0.94)はC3(親和回避優位群: M = 3.53, SD = 0.87)  

 

1 クラスタ分析結果 

 
に比べて FNE が低かった(p < .01, Cohen’s d 
= .49)。C2(衛生面優位群: M = 3.31, SD = 0.96)に
は有意差を示すペアがなかった。 
マスク着用場面と動機との関連 

マスク着用場面の回答傾向が動機のクラス

タによって異なるのかを検討する。なお，大学

生の専攻(医療系・非医療系)による動機のクラ

スタに度数の偏りがなかったため，専攻の違い

は考慮しなかった。MASK-S の 12 の各質問項

目の回答(3)×クラスタ(3)のクロス集計を行っ

た。その結果，MASK-S の場面 4(χ2(4) = 11.52, p 
< .05, V = .16)，場面 7(χ2(4) = 32.59, p < .001, V 
= .26)，場面 10(χ2(4) = 22.20, p < .001, V = .22)，
場面 12(χ2(4) = 26.28, p < .001, V = .23)に有意な

回答の偏りがあった(表 3)。残差分析の結果，場

面によって異なる傾向がみられた。 
場面 4(寝不足だったり，ニキビができたりし

て，顔の調子が良くないと思う時)は，親和回避

優位群で「常に着用」の実測値が期待値よりも

有意に高く，「常に非着用」は低かった。一方，

衛生面優位群の「常に着用」の実測値は期待値

よりも有意に低かった。 
場面 7(散歩など，外で軽い運動をする時)は，

親和回避優位群で「常に着用」の実測値が期待

値よりも有意に高く，「着けたり着けなかった

り」は低かった。さらに，衛生面優位群の「常

に着用」の実測値は期待値よりも有意に低く，

「着けたり着けなかったり」と「常に非着用」

は高かった。 
場面 10(外食の際，食事が提供されるまでの

時間)は，同調優位群で「常に着用」の実測値が

期待値よりも有意に高く，「着けたり着けなか
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ったり」は低かった。衛生面優位群の「常に着

用」の実測値は期待値よりも有意に低く，「着け

たり着けなかったり」は高かった。 
場面 12(外出中，周りに人のいない時)は，同

調優位群で「常に着用」の実測値が期待値より

も有意に高かった。衛生面優位群の「常に着用」

の実測値は期待値よりも有意に低く，「着けた

り着けなかったり」と「常に非着用」は高かっ

た。さらに，親和回避優位群の「常に着用」の

実測値が期待値よりも有意に高く，「着けたり

着けなかったり」は低かった。 

考 察 

本研究では，COVID-19 流行禍での大学生の

マスク着用動機および場面における着用行動

の特徴を明らかにすることを目的に調査を実

施した。先行研究 (Nakayachi et al., 2020; Sa-
kakibara & Ozono, 2020)において，大学生がマス

クを着用する動機には，感染予防対策と他者へ

の同調があることが示された。今回，この 2 つ

に加えて，「顔を隠す安心感」があると予測し，

マスク着用動機によるクラスタの推定を行っ

た。そして，否定的評価の恐れの程度および場

面ごとのマスク着用行動をクラスタ間で比較

した。 
マスク着用動機 

 MASK-M への因子分析の結果から 3 因子を抽

出した。パターン行列に基づく因子負荷量の傾

向から，因子 1 は「顔を隠す安心感」，因子 2 は

「同調」，因子 3 は「感染予防対策」と命名した。 
Nakayachi et al.(2020) や Sakakibara & 
Ozono(2020)では，感染予防対策と他者への同調

のみが抽出されていたが，本研究で予測した顔

を隠す安心感もマスク着用動機としてあるこ

とが確認できた。ただし，各下位尺度に含まれ

る質問項目の数が 2 または 3 と少なく，かつ，

下位尺度 2 と 3 の信頼性を示す値(r)は.26，.22
と極めて低かった。 下位尺度 1(ω = .72)を除い

て，内的整合性が低いと解釈される。しかし，

モデルの適合度は良好な値を示したため，3 因

子モデルを採用した。 
因子分析によって得られた得点に基づくク

ラスタ分析で 3 つのクラスタ(群)を推定した。

各標準化得点の傾向から，それぞれ，C1 は「同

調優位群」，C2 は「衛生面優位群」，C3 は「親

和回避優位群」と解釈した。下位尺度 3(感染予 

表 3クロス集計表(MASK-S×クラスタ) 
 

 

(p 
< .05)。括弧内の値は，全体に占める回答者の割合を示す。 
 場面 4(寝不足だったり，ニキビができていたりして，顔の

調子が良くないと思う時)，場面 7(散歩など，外で軽い運動を

する時)，場面 10(外食の際，食事が提供されるまでの時間)，
場面 12(外出中，周りに人のいない時) 

 
防対策)の標準化得点は，マスクをしていれば感

染予防対策につながるという一種の同調とも

捉えられるが，3 群の標準化得点がそれぞれ  

-0.06 から 0.04 であり，他の 2 つの下位尺度と

比べて目立った特徴を示さなかった。顔を隠す

安心感と同調の標準化得点のレンジは 1.73 と

1.84 だったため，この 2 つの下位尺度が群の推

定に大きく影響したと考える。否定的評価の恐

れ(FNE)の平均値について，親和回避優位群は

同調優位群よりも有意に高かった。下位尺度

1(顔を隠す安心感)の標準化得点をみると，親和

回避優位群が正の値である一方，同調優位群は

負であり，2 群間の得点の差は 1.73 だった。両

群の下位尺度 2(同調)の得点がいずれも正であ

り，2 群間の得点差が 0.02 だったことから，FNE
は，同調よりも顔を隠す安心感と関連があると

思われる。つまり，吉川(2017)が論じたように，

マスクを着用する行為には，他者から拒否され，

否定的に評価されることへの恐れが関わって

いると考えられる。 
マスク着用場面 

クラスタ分析に基づく群とマスク着用場面

場面4

C1. 同調優位群 9 (3.75) 10 (4.17) 46 (19.17)

C2. 衛生面優位群 10 (4.17) 19 (7.92) ▼ 52 (21.67)

C3. 親和回避優位群 ▼ 2 (0.83) 15 (6.25) △ 77 (32.08)

場面7

C1. 同調優位群 4 (1.67) 26 (10.83) 35 (14.58)

C2. 衛生面優位群 △ 16 (6.67) △ 48 (20.00) ▼ 17 (7.08)

C3. 親和回避優位群 6 (2.50) ▼ 31 (12.92) △ 57 (23.75)

場面10

C1. 同調優位群 2 (0.83) ▼ 5 (2.08) △ 58 (24.17)

C2. 衛生面優位群 4 (1.67) △ 32 (13.33) ▼ 45 (18.75)

C3. 親和回避優位群 2 (0.83) 21 (8.75) 71 (29.58)

場面12

C1. 同調優位群 4 (1.67) 18 (7.50) △ 43 (17.92)

C2. 衛生面優位群 △ 14 (5.83) △ 42 (17.50) ▼ 25 (10.42)

C3. 親和回避優位群 7 (2.92) ▼ 26 (10.83) △ 61 (25.42)

常に
非着用

着けたり
着けなかったり

常に
着用

常に
非着用

着けたり
着けなかったり

常に
着用

常に
非着用

着けたり
着けなかったり

常に
着用

常に
非着用

着けたり
着けなかったり

常に
着用



吉澤・吉澤 (2022). 容装心理学研究, 1(1), 20–28. 
 

 
- 26 - 

との関連を検討した結果，場面 4(寝不足だった

り，ニキビができたりして，顔の調子が良くな

いと思う時)，場面 7(散歩など，外で軽い運動を

する時)，場面 10(外食の際，食事が提供される

までの時間)，場面 12(外出中，周りに人のいな

い時)の 4 場面で有意な回答の偏りがあった。結

果から，各群の特徴を示すと，「顔を隠す安心感」

の標準化得点が正だった親和回避優位群は，3
つの場面(4,7,12)で「常に着用」の実測値が期待

値よりも有意に高かった。一方，「顔を隠す安心

感」の標準化得点が負だった衛生面優位群は，

全ての場面で「常に着用」の実測値が期待値よ

りも低かった。このことから，これらのマスク

着用行動に「顔を隠す安心感」が影響したと考

えられる。ただし，衛生面優位群と同様に「顔

を隠す安心感」の標準化得点が負だった同調優

位群を見ると，場面 10 と場面 12 で「常に着用」

の実測値が期待値を有意に上回っていたこと

から，各場面のマスク着用行動を規定するのは

「顔を隠す安心感」だけではないことがわかる。 
同調優位群の特徴は，「顔を隠す安心感」の低

さと「同調」の高さである。つまり，マスク着

用の動機として「顔を隠す安心感」は低く，「同

調」は高い群である。同調とは，否定的評価を

恐れ，社会の規範に従う行為である。本調査は

2020 年 12 月から 2021 年 1 月に実施され，この

時期には感染予防対策としてマスクの着用が

推奨されていた。つまり，顔を隠したいか否か

にかかわらず，マスクを着用することが当然だ

と考えられていた。これが，場面 10 や場面 12
で同調優位群の「常に着用」の期待値が高い理

由として考えられる。衛生面優位群は「同調」

の標準化得点が負だったことから，常に着用が

低く，着けたり着けなかったりが高かったと解

釈できる。 
同調の得点が正だった同調優位群について，

場面 4 や場面 7 では有意な偏りは認められなか

った。この 2 つの場面では，親和回避優位群の

み，「常に着用」の実測値が期待値を有意に上回

っていた。顔の調子が良くないといった容姿に

かかわる場面，あるいは周りに人が少なく，感

染のリスクの低い場面では，同調よりも顔を隠

す安心感が強く影響すると考える。ただし，先

述の通り，本調査が行われた時期はマスクを着

用することが当たり前になっていたことから，

この回答は実態を表したものというよりも，マ

スク着用の態度を反映したものとも考えられ

る。 
結論として，マスクの着用動機にはこれまで

指摘されていた感染予防対策や同調の他に，顔

を隠す安心感が指摘できた。ただし，MASK-M
の 3 つの下位尺度のうち，下位尺度 2 と 3 の信

頼性係数が極めて低いことは本研究の限界で

ある。さらに，MASK-S で実測値の偏りが認め

られたのは，12場面中4つであった。そのため，

マスクの着用行動を予測するのには，さらに他

の要因があるという可能性は否定できない。以

上のような限界はあるが，マスク着用に関する

新たな動機の可能性を示せた点は，本研究の新

奇性であると考える。2021 年 10 月 31 日現在，

日本のワクチン接種率(2 回)は 70%を超えてお

り(首相官邸，2021)，公表された日本全国の新規

陽性者数は 215 名だった(厚生労働省，2021)。
このような諸々の環境の変化に伴い，大学生の

マスク着用に対する動機や行動が変容するこ

とも考えられる。今後も調査を行い，経時的な

変化を捉えていきたい。 

注 

2   内閣府(2014; 2019)が各項目へ「心配」から

「心配していない」の 4 件法での回答を求

めた一方，内閣府(2009)では同様の選択肢

からあてはまるものを複数選択させてい

た。 
3  感染予防対策への意識が高いと思われる

医療系と非医療系の大学生を比較し，着用

動機の違いの有無を確認した。クラスタ(3；
C1 から C3)×専攻(2；医療系，非医療系)の
クロス集計を行った結果，度数の有意な偏

りはなかった(χ2(2) = 1.87, p = .39, Cramer’s 
V = .08)。本調査が行われたのは，第 2 回目

の緊急事態宣言が発出された頃であり，世

界的に感染症に対する意識づけが平時よ

りも高く，そのため専攻による差が生じな

かった可能性が考えられる。 
 

利益相反 

 本研究に開示すべき利益相反関連事項はな

い。 
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先行研究で，新型コロナウイルス感染症の流行による大学生のマスク着用動機には，感染予防対策
と他者への同調があることが示されていた。本研究では，これらに加えて，「顔を隠す安心感」が
あると予測し，マスク着用動機の類型化を行った。そして，クラスタ間の否定的評価への恐れの程
度を比較し，場面ごとにマスク着用行動を比較した。マスク着用動機の得点パターンから，3 つの
クラスタを推定した。これにより，マスクの着用動機にはこれまで指摘されていた感染予防対策や
同調に加えて，顔を隠す安心感があると示唆された。ただし，マスク着用行動と動機との関係にお
いて，有意な偏りがあったのは 4 場面(12 場面中)だけだった。そのため，マスクの着用行動を予測
するのには，さらに他の要因があるという可能性は否定できない。 
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