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抄 録 

 美容専門学校生と美容専攻短大生男子 105 名、女子 192 名、計 297 名に対して自意識尺度と「化粧に対する

意識」「化粧をしたときの気持ち」の尺度への回答を求めた。因子分析の結果、自意識尺度には 2 因子、「化粧

に対する意識」と「化粧をしたときの気持ち」にはそれぞれ 4 因子、3 因子が見出された。また「化粧に対する

意識」と「化粧をしたときの気持ち」はいずれも自意識尺度と正の有意な相関をもつが、「化粧に対する意識」

は公的自意識と、「化粧をしたときの気持ち」は私的自意識との相関がより強いこと等がわかった。 
 
キーワード：美容専攻学生、自意識、化粧の心理的効果 

 

Ⅰ．問題と目的 

大人の女性にとって化粧という行為は、衣服を着る

のと同様に日常的な自己表現手段のひとつとなって

いる。化粧の第一義的な目的は、顔を美しく整えるこ

とであろうが、化粧にはそれだけでなく、気分が明る

くなる、積極的になるなどの心理的効果があることが、

すでにいくつかの研究から明らかになっている。 

たとえば余語他 1)、化粧がもたらす最もはっきりし

た心理的効果は、本人の自信や満足度の上昇であると

指摘している。また鈴木他 2)は、20～50 代の女性 168

名に対してメーキャップしたときの気持ちを調査し、

結果を因子分析したところ、「積極性の上昇」「リラク

セーション」「気分の高揚（対外）」「気分の高揚（対

自）」「安心」の 5 因子を見出した。これらの因子得点

の平均値を年代別に比較すると、「積極性の上昇」は

若い年代ほど高いこと、「リラクセーション」は逆に

年配層の方が高いこと、「気分の高揚（対外）」は 30

～40 代で高いことなどがわかっている。 

さらに杉山他 3)は女子大学生・母親・女子社員を対

象として、「化粧に対する意識」および「化粧をした

ときの気持ち」と、菅原 4)の自意識尺度（自分自身に

どの程度注意を向けやすいかの個人差）との関係を調

査した。因子分析の結果では、「化粧に対する意識」

には「自己のおしゃれ表現性」「化粧の TPO 性」「外

見重視性」「化粧行動に関する干渉」の 4 因子が、「化 

粧をしたときの気持ち」には「リラクセーション」「気

分の高揚」「積極性の上昇」の 3 因子が見出された。 

これらの因子のうち、化粧に対する意識の 4 因子す

べてと化粧をしたときの気持ちのうちの「気分の高

揚」「積極性の上昇」が、公的自意識（外見、対他者

行動など、外から見える自己の側面に注意を向ける程

度）と有意な相関を持つことがわかった。また化粧に

対する意識のうちの「化粧の TPO 性」と「外見重視

性」、化粧をしたときの気持ちのうち「気分の高揚」「積

極性の上昇」は、私的自意識（自分の内面・気分など

に注意を向ける程度）と有意な相関をもつこと等が明

らかとなっている（杉山他 3）、小林 5））。 

本研究ではこの杉山他 3)と同じ尺度を用い、美容専

門学校生と美容専攻の短大生に対して調査を行い、

「化粧に対する意識」および「化粧をしたときの気持

ち」と、自意識との関係を明らかにすることを主な目

的とする。これらの美容専攻学生は、美容を職業とす

ることを望んでおり、美容に対する関心が特に高いと

考えられることから、一般の学生や職業女性、また母

親世代とは異なる意識を持っていることが予想され

る。 

Ⅱ．方法 

１．調査時期：2008 年 5 月～6 月 

２．調査対象：都内の美容専門学校生男子 105 名、女

子 161 名、美容専攻の短期大学生女子 31 名、計 297

名。平均年齢は 19.72 歳、SD は 2.66 であった。 

３．材料 ①自意識尺度：菅原 4)が Fenigstein 他 6)

の尺度を参考として独自に作成・編集した質問紙で、

公的自意識に関する 11 項目と私的自意識に関する 10

項目、計 21 項目によって構成されている。回答は、「全 
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くあてはまらない」から「非常にあてはまる」までの

7 件法で求められる。 

②「化粧に対する意識」および③「化粧をしたときの

気持ち」についての質問項目：いずれも杉山他 3)が、

岩男他 7)や松井他 8)ならびに宇山他 9)を参考として作

成した各 15 項目からなる質問紙である。回答は「そ

う思わない」「あまりそう思わない」「どちらともいえ

ない」「ややそう思う」「そう思う」の 5 件法である。

因子分析の結果、②「化粧に対する意識」には前述の

4 因子が、また③「化粧をしたときの気持ち」には同

様に 3 因子が見出されている。 

４．手続き：心理学の授業時間内に 3 つの尺度を同時

に配布して回答を求め、回収した。材料のうち①自意

識尺度は男女全員に、②「化粧に対する意識」および

③「化粧をしたときの気持ち」は女子のみに回答を求

めた。 

 

Ⅲ．結果と考察 

まず初めに、自意識尺度の各項目への全被験者の反

応を因子分析（主因子解、バリマックス回転）にかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た結果を表 1 に示した。菅原 4)とほぼ同様の 2 因子が

抽出されたが、21 項目中、第 2 項目だけが因子負荷

量が.4 に満たなかったため、除外した。これを除く各 

10 項目ずつの 2 因子は、それぞれ菅原 4)と同様に「公

的自意識」および「私的自意識」を表すと確認された。

また総得点によりα係数を算出したところ、それぞ

れ.879 と.857 であり、高い信頼性を持つことが確認さ

れた。第 2 項目だけが除外されたのは五十嵐他 10)11)

が美容専門学校生に対して実施した結果と同様であ

り、菅原の尺度作成から 20 年以上が経過した現在の

美容学生にとって、第 2 項目に含まれる「世間体」と

いう概念が理解されにくくなっている可能性が考え

られる。 

次に公的自意識と私的自意識の各項目得点合計の

平均値を表 2 に示した。この結果を五十嵐 11)と比較す

ると全体に得点が高めとなっており、特に公的自意識

の得点は男子で 4 点程度、女子で 3 点程度高くなって

いることがわかる。本研究では上述のように第 2 項目

を除外したため、菅原 4)の結果との単純な比較は困難

だが、強いて1項目あたりの平均的得点として男子4.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

表１ 自意識尺度の因子分析結果 

  因 子 

番号 項  目  内  容 1 2 

1 自分が他人にどのように思われているのか気になる。 0.712   

2 世間体など気にならない。     

3 自分がどんな人間か自覚しようと努めている。   0.523

4 人に会うとき、どんなふうにふるまえば良いのか気になる。 0.540   

5 その時々の気持ちの動きを自分自身でつかんでいたい。   0.542

6 自分の発言を他人がどう受け取ったか気になる。 0.533   

7 自分自身の内面のことには、あまり関心がない。   0.407

8 人に見られていると、ついかっこうをつけてしまう。 0.495   

9 自分の容姿を気にするほうだ。 0.581   

10 自分が本当は何をしたいのか考えながら行動する。   0.533

11 ふと、1 歩離れたところから自分をながめてみることがある。   0.656

12 自分についてのうわさに関心がある。 0.752   

13 人前で何かするとき、自分のしぐさや姿が気になる。 0.685   

14 自分を反省してみることが多い。   0.497

15 他人を見るように自分をながめてみることがある。   0.746

16 しばしば、自分の心を理解しようとする。   0.745

17 他人からの評価を考えながら行動する。 0.544   

18 つねに、自分自身をみつめる目を忘れないようにしている。   0.705

19 初対面の人に、自分の印象を悪くしないよう気遣う。 0.524   

20 気分が変わると自分自身でそれを敏感に感じとるほうだ。   0.440

21 人の目に映る自分の姿に気を配る。 0.676   

 （因子負荷量 0.4 以上）
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注）昼休みに一緒に食事する相手のいない学生が、ひとりでいる

姿を周囲に見られないよう、トイレの個室にこもって食事を取

ることを指す若者言葉（辻 12））。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点、女子 5.1 点程度を菅原 4)の公的自意識の結果から 

差し引いて考えれば、男子はほぼ同等、女子は１点程

度低くなっており、私的自意識は男子 3 点程度、女子

は 5 点程度ともに低いという結果となっている。つま

り過去の研究例と比較すると、五十嵐 11) との比較で

は公的自意識の上昇が特に男子で目立ち、菅原 4)との

比較では男子は同等で女子は低め、私的自意識は女子

の低下が大きいという結果となった。 

一方今回の結果について男女間の差を検討したと

ころ、いずれも有意差は認められなかった。これは、

どちらの下位尺度も女性の得点が高いという菅原 4)の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果や、公的自意識は女性が高いという

五十嵐他 11)の結果とは異なっていた。つ

まり以前は男性よりも女性の方が自分

自身へ注意を向けやすい傾向があり、約

20 年が経過した五十嵐他 11)の調査時で

も、自分の外見や他者に対する行動など

外から見える自己の側面については同

様であったが、最近はその差がなくなっ

てきているということになる。この点に

ついて、美容専門学校の男子学生は一般

の大学生よりも自分の外見などへの関

心が高い可能性が考えられる他、たとえ 

ば「便所飯」注）という言葉に代表されるように、最近

男子にも他人（特に友達）の目を気にする傾向が顕著

になっているという指摘がある。一方で、女子の方は

電車内や授業中でも平気で化粧をする行為にみられ

るように、以前よりも他者の目を意識しなくなってお

り、全体として自分を深く振り返ることをしない傾向

が強まっている可能性が考えられ、これらの理由から、

全体として自意識の男女差が見られなくなったので

はないかと考えられる。 

次に「化粧に対する意識」についての反応を因子分

析（主成分分析、バリマックス回転）にかけたところ、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 各尺度（因子）の平均得点と標準偏差 

尺 度 名 性別 人数 平均得点 標準偏差 有意差

男子 105 48.42 10.98 
公的自意識 

女子 192 49.90 9.42 
n.s. 

男子 105 47.42 10.08 
私的自意識 

女子 192 48.42 9.54 
n.s. 

化粧への   
意識合計 

女子 192 43.32 6.78  

化粧時の   
気持ち合計 

女子 192 45.65 10.67  

表 3 「化粧に対する意識」の主成分分析結果 

成 分 番
号 

 項 目 内 容 
1 2 3 4 

1 男性よりも女性の視線を気にして化粧をする。     0.753   

2 人を引きつける手段として化粧は効果が高い。         

3 化粧が上手（化粧映えがする）と他人から言われるのは嫌だ。       0.640

4 化粧をしていないときに知り合いと会うと恥ずかしくなる。       0.611

5 男性と会うときは普段より化粧に気を遣う。       0.623

6 化粧は自分の顔を引き立たせる役目をする。         

7 外見の良い人(美しい人)は日常の生活や仕事の面で得をすることが多い。     0.625   

8 出かける場所・時・相手によって化粧のしかたを変える。   0.815     

9 服装によって化粧を変える。   0.869     

10 初対面の場合、第一印象を顔の表情で判断する。         

11 化粧によって男性から魅力的と思われたい。 0.683       

12 化粧をして自分の顔の欠点を隠したい。 0.653       

13 化粧をして自分の顔の長所を引き出させたい。 0.708       

14 化粧をして他人に良い印象を与えたい。 0.863       

15 化粧をして他人から自分のことをおしゃれ(美意識が高い)と思われたい。 0.786       

  （因子負荷量 0.5 以上）
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表 3 に示すような 4 つの因子が抽出された。第 1 因子

と第 2 因子で因子負荷量が 0.5 以上の項目（それぞれ

5項目と 2項目）の内容は杉山他 3)と全く同じであり、

それぞれ杉山他 3)と同様に「自己のおしゃれ表現性」

「化粧の TPO 性」と解釈した。第 3 因子は 2 項目中

の第１項目が杉山他 3)とは異なるものの、同様に「外 

見重視性」と解釈した。第 4 因子は杉山他 3)の第 3 項

目の他に第 4、第 5 項目を加えた計 3 項目であり、内 

容が杉山他 3)の第 4 因子とは若干異なっていると考え

られることから、因子名を「体面重視性」とした。こ

の結果から、今回の調査対象となった美容専攻学生の

「化粧に対する意識」についての因子構造は杉山他 3)

の被験者とは一部異なっており、化粧によって体面を

保とうとする傾向が基本因子の１つであることがわ

かった。 

また、「化粧をしたときの気持ち」についての反応

を同様に因子分析（主成分分析、バリマックス回転）

したところ、表 4 に示すような 3 因子が抽出された。

各因子で因子負荷量が 0.5 以上の項目は、第 1 因子（全

5 項目）のうち第 5 項目と第 11 項目、また第 3 因子 

 

 

 

 

 

   ラクセーション」、第 2 因子を「気分の高揚」、 

第 3 因子を「積極性の上昇」と命名した。この 

結果から「化粧をしたときの気持ち」の因子構 

（全 4 項目）のうち第 4 項目が杉山他 3)と異な

っていたが、第 2 因子（全 4 項目）では全く同

じであり、各因子の内容は杉山他 3)とほぼ同様

であると解釈された。したがって因子名は杉山

他 3)と同様に、第 1 因子を「リ造は、美容専攻

学生と杉山他 3)の被験者とで共通する部分が多

いことがわかった。 

続いて「化粧に対する意識」、「化粧したときの

気持ち」と自意識との関係を調べるため、化粧

に関する両尺度の合計得点および各因子の項

目得点の合計と、自意識尺度の両因子の項目得

点の合計との相関（ピアソンのｒ）を求め、表

5 に示した。この結果から、各尺度の合計得点

および因子の項目得点合計のほとんどが、公的

および私的自意識と有意な正の相関を示すこ

とがわかった。またこのうち「化粧に対する意

識」は、全体として公的自意識との相関が高く、 

特に第 1 因子の「自己のおしゃれ表現性」に関 

してその傾向が顕著にみられること、逆に「化粧をし

たときの気持ち」は、むしろ私的自意識との相関が全

体として高く、それはどの因子においても同様である

ことなどがわかった。これらに関して、「化粧に対す

る意識」の質問項目は、全体として他者との関係の中

での化粧に関する意識を問うものが多いために公的

自己意識との相関が高いが、一方「化粧をしたときの

気持ち」についての質問項目は、自分の内面の気持ち

を問うものであるため、むしろ私的自意識との相関が

高かったものと考えられる。 

杉山他 3)は尺度の合計得点との相関は示していない

が、「化粧に対する意識」の各因子が公的自意識と正

の相関を持つという今回の結果は杉山他 3)とほぼ同様

であった。特に第 1 因子の「自己のおしゃれ表現性」

は、私的自意識との相関も有意ではあるものの、公的

自意識との相関が全体の中でも大きく、公的自意識の

高い人、つまり「他人から見られる自分」への意識が

強い人は、自己のおしゃれ表現性に積極的であること

が確認された。また第 4 因子の「体面重視性」も公的

自意識との相関のみが有意であり、公的自意識の高い  

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4 「化粧をしたときの気持ち」の主成分分析結果 

成 分 番
号 

項 目 内 容 
1 2 3 

1 人に会いたくなる。     0.844

2 何かしたくなる。     0.799

3 自信がでる。     0.669

4 気分転換になる。     0.664

5 優越感を感じる。 0.644     

6 リラックスする。 0.853     

7 さわやかになる。 0.773     

8 落ち着く。 0.744     

9 明るくなる。   0.715   

10 やる気がでる。   0.785   

11 ストレスの解消になる。 0.760     

12 晴れ晴れする。       

13 いきいきする。   0.738   

14 女らしくなる。   0.717   

15 安心する。       

 （因子負荷量 0.5 以上）

表 5 自意識と化粧に対する意識、化粧したときの気持ちの相関（ｒ） 

  
化粧への 
意識合計 

自己のおし
ゃれ表現性 

化粧の 
TPO 性 

外見 
重視性 

体面 
重視性

化粧時の  
気持ち合計

リラクセ
ーション 

気分の 
  高揚 

積極性
の上昇 

公的自意識 .450** .454** .218** .156* .220** .266** .137 .291** .296** 

私的自意識 .335** .269** .235** .276** .115 .313** .194** .318** .327** 

**:p<.01  *:p<.05    
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人は体面を重視する傾向があることが確認された。な

お第 2 因子の「化粧の TPO 性」については、杉山他 3)

の結果では女子大学生には有意な相関が認められず、

母親世代のみ有意であったが、美容専攻学生の場合は

特に高くはないものの有意な相関が認められ、公的自 

意識の高い人の方が化粧の TPO にも気をつかうとい

うことがわかった。 

 一方私的自意識との関連については、杉山他 3)では

学生で有意な相関を示したのは第 2 因子の「化粧の

TPO 性」のみであったが、今回は第 4 因子の「体面 

重視性」以外は有意な相関が認められ、美容専攻学生

の場合、「化粧に対する意識」は全体として私的自意

識とも関連しているという結果となった。 

 次に「化粧したときの気持ち」については、第 2・

第 3 因子の「気分の高揚」「積極性の上昇」は公的自

意識と有意な相関を持つが、第 1 因子の「リラクセー

ション」には見られないという結果で、これは杉山他

3)と同様であった。したがって公的自意識の強い人は、

化粧することによって気分が高まり、積極性が上昇す

ることが確認された。一方私的自意識との関連につい 

ては、杉山他 3)では第 1 因子の「リラクセーション」 

との間には有意な相関が見られず、他の 2 因子も被験

者のうち一部にしか有意な相関は認められていない

が、今回の結果では、尺度の合計得点も因子別の得点

合計も、いずれも有意な相関を示し、しかもいずれも

公的自意識との相関よりも数値としては高かった。し

たがって美容専攻学生の場合、「化粧をしたときの気

持ち」と関連が深いのはむしろ私的自意識であり、私

的自意識の強い人ほど、化粧することによってリラッ

クスし、また気分が高まり、積極性が上昇するという

ことができる。つまり美容専攻の学生にとっては、化

粧は自分自身の外面だけでなく内面を意識する際に

も重要な手がかりとなっており、私的自意識の強い人

の方が、化粧をしたことによる気分の変化に敏感であ

ると考えられる。 

 

以上のように本研究では、まず美容専門学校生の自

意識について、公的自意識と私的自意識のいずれも性

差がなくなってきていることがわかり、男子の自意識

の高まりと、女子が自分を意識しなくなっていること

の両方の可能性が示唆された。また化粧のもつ心理的

効果として、「化粧に対する意識」には「自己のおし

ゃれ表現性」「化粧の TPO 性」「外見重視性」「体面重

視性」の 4 因子が、「化粧をしたときの気持ち」には

「リラクセーション」「気分の高揚」「積極性の向上」

の 3 因子が見出された。さらに「化粧に対する意識」

と「化粧したときの気持ち」はいずれも自意識との間

に有意な相関をもつが、特に「化粧に対する意識」は

公的自意識と、また「化粧したときの気持ち」は私的

自意識とより強い相関をもつことなどが明らかとな

った。 

 これらのうち、自意識に性差が見られないことや

「化粧したときの気持ち」に私的自意識が強い関連を

もつこと等には、美容専攻という特殊性が関係してい

る可能性もあり、今後は美容専攻以外の同年代の学生

や一般成人等との比較が必要と考えられる。また今回

は質問紙調査のみで、日常の「化粧に対する意識」や

「化粧をしたときの気持ち」を想起しての回答であっ

たが、今後は実際に化粧をした後で気分がどのように

変化するかについて、実験的な検討も必要と考えられ 

る。 
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