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超高齢社会の中で、美容は、どのような役割を果たすことができるか。アンチエイジング志向などに表れた現

代人の意識を前提に、これまでの化粧心理学研究や美容環境の研究をとおして、将来における美容の可能性につ

いて検討した。その結果、加齢や美容に関する研究と応用・実践活動の緊密な相互作用による、４つのフィール

ドの形成と充実、すなわち、美容システムの構築・美容商品の開発・人材育成・学問体系の確立が期待される。
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I. はじめに

2009 年、日本の高齢化率は 22.7%になり、2055 年に

は、その割合が 40.1%になると予想されている。つま

り、日本人の 2.5 人に 1 人が 65 歳以上という超高齢

社会が到来する。そのような社会の中で、美容はどの

ような役割を担うべきか。本稿では、老いや外見に関

する現代人の意識、高齢者を対象とした化粧研究の現

状を振り返るとともに、美容をとおした社会貢献の可

能性について検討する。

II. 現代人の意識

アンチエイジング志向

高齢社会と美容を考えるうえでキーとなる概念の

一つが、「アンチエイジング」（抗加齢）である。この

語は、1991 年の朝日新聞に“抗老化”という語で初出

し、2000 年以降に継続的に用いられるようになった。

2005 年以降におけるこの語の急増は、日本におけるア

ンチエイジング概念の定着と関心の高さを示してい

る 1) （図１）。

アンチエイジングは、加齢に伴うさまざまな負の変

化に対処するものである。その中心となる抗加齢医学

は、当初、主に栄養学・健康学などと関連して、健康

長寿を享受することを目指す実践的な学問として始

まった。その後、「若さイコール美しさ」という考え

図１．アンチエイジングに相当する訳語を含む新聞記事

方とアンチエイジングが結びついて、美容外科もその

一翼を担っている。例えば、アメリカにおいては、2007

年に 1170 万件（1997 年比 457%増）の美容形成術（手

術及び非手術的処置）が行われた。その 31％を 50 歳

以上が占め、65 歳以上の高齢者も、年間 200 万件の美

容形成術を受けている 2)。日本においても、その実数

は公表されていないが、外科系医師の中で、美容外科

医を含む形成外科医がもっとも増加していることか

ら 3)、同様の状況が推測される。そして、現在では、

アンチエイジングの目的は、「老化の防止」から「若

返り」にシフトし、美容外科術、化粧品、内外美容と

いわれる健康食品などの市場が急成長している。例え

ば、健康食品や化粧品などの日本におけるアンチエイ

ジング市場は、2006 年に 212 億円だったのが、2010

年には 65%アップの 350 億円になることが予想されて
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いる 4) 。高齢になるとヘルスケアコストにお金を払う

ようになることが内外の研究でも明らかにされ 5)、さ

まざまな産業が市場に参入をしはじめた状況である。

外見を気にする社会

ところで、マスメディアをとおして美容情報が大量

に流布されることにより、わが国では、自己の外見に

対して何らかのコンプレックスを抱えている人が多

い。筆者らが 18 歳～80 歳までの健常者 360 名（男性

122 名・女性 238 名）に対して、外見に関する懸念の

有無を調査したところ、平均して約 80%、つまり、男

性の 70%（M35.37 歳）女性の 83%（M37.00 歳）が自己

の外見に気になるところがあると回答した 6)。サンプ

ルサイズが異なるため厳密な比較はできないが、Carr

らのイギリス人を対象とした調査結果（男性の 35%：

平均 39.2 歳，女性の 53％：平均 40.5 歳）7)と比較し

ても、明らかに高い数値を示している。そして、20 代

から 50 代まで、ほぼ同程度の比率で多くの人が自分

の外見を気にしていた。外見のことを口にしてはいけ

ないと教育された高齢者世代では、その割合が低くな

っているものの、将来の高齢者層を形成する世代にお

ける割合の高さは、外見問題への対処やライフスタイ

ルの変化を予測させるものである。この外見に関する

意識もあいまって、今後もアンチエイジング志向は続

くものと考えられる。

Ⅲ．老いと美容

Quality of Life

現代におけるアンチエイジングの潮流およびその

加熱ぶりの是非はともかく、アンチエイジングに人々

が求めることは、単なる寿命の数量的延長ではない。

すなわち、2003年に設立された日本抗加齢医学会 8) が、

アンチエイジング医学を「元気で長寿を享受すること

を目指す理論的・実践的科学」と定義したように、長

寿の「質」が重要である。たとえ加齢によって何らか

の病的状態が出現しても、個人として全体的に“元

気”でバランスのとれた状態に保たれていること、あ

るいは“自分らしく生きることができている”と感じ

られることが重要なのである。そして、若々しさに価

値をおく人にとってアンチエイジングは、自分の QOL

を実現する重要なスキルの一つであるにすぎない。つ

まり、アンチエイジングの究極には、Quality of Life、

とりわけ主観的 well-being の観念が存在する。なぜ

なら、その人らしく生きているかどうかは、他者が評

価するものでもなく、極めて主観的で個人的な体験だ

からである。

実際においても、若々しさまで望むか否かはともか

く、少なくとも、最後まで自分らしく闊達に生きたい、

というのが多くの人の希望である。日本ホスピス緩和

ケア財団が、20～89 才の男女 1078 名に、「もし自分で

死に方を決められるとしたら、あなたはどちらが理想

だと思いますか」と二者択一で尋ねたところ、「ある

日、心臓病などで突然死ぬ」を選択した人が 73.9％お

り、「（寝込んでもいいので）病気などで徐々に弱って

死ぬ」と回答した人は 24.8％にとどまった。そして、

70 歳以上では 82.2%が突然死を理想としている 9)。「寝

たきりなら生きていても仕方ない」と考える人も半数

いて、多くの人が最後まで寝たきりにならず、何らか

の社会的役割を担って存在することを希望している。

美容の意義

では、その人らしく生きるために、美容は何ができ

るのだろうか。本稿では、整容を基本としつつ、若さ

や美しさを保つという意味ではアンチエイジングの

手段の一つでもある、メイクアップやヘアなどの一般

的な美容ケアについて考察する。

まず、美容ケアは、美容形成術などと異なり、一部

の富裕層に限定されずに誰でも楽しむことができる、

安心・安全な手段である。それゆえ、「健康な時だけ

でなく、病気や高齢、障害をもったとしてもその人ら

しく豊かに生きる」ことをサポートする手段としての

メリットが大きい。そしてそれ以上に、化粧行動は、

高度に社会的な行為であるために、その心理的意義も

大きい。

例えば、「無人島に一人でいたら化粧しますか」とい

う質問に対し、ほとんどの女性が否定したと阿部が指

摘するように 10)、化粧行動は、他者の目を意識した行

動である。また、脳科学者である恩蔵らの研究では、

化粧をした自分の顔を見たときと他人の顔を見たと

きに、活性化した脳の部位が同じであったという報告

がなされている 11)。つまり、外見を飾ることは単に自

分の身体をケアするだけでなく、他者の目に映る自分

を想像し、なりたい自分を演出する行為である。

以上のことを社会心理学的に説明すれば、次のよう
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になる。すなわち、人は、親として、子供として、あ

るいは職業人として、必ず何らかの社会的役割を演じ

て生活している。そして、美容という行為は、高齢や

病気によって、その役割を果たせずに、自分らしくな

くなったと感じている人に対し、自らの役割を思い出

させ、それを遂行させる手助けとなる。例えば、入院

中のがん患者に実施した化粧プログラムの研究12)でも、

入院によって社会から切り離された感じがすると強

く感じていた人の方が、化粧という社会的スキルによ

る気分感情の改善がより効果的であることが示唆さ

れている。この結果、「自らを飾ることは自己を社会

的存在として他者との関係に位置づける行為ではな

いだろうか。社会性を反映させる行為であるメーキャ

ップはまた、それを行うことで社会性を高める」とい

う阿部の指摘 13)とも一致している。

Ⅳ．研究の現状と今後の課題

化粧療法研究の現状

高齢者と美容に関する研究を振り返ると、次の二つ

の特徴がみられる。一つは、近年のアンチエイジング

と美容外科に関する論文の発表を除くと、日本では、

認知症高齢者に対する化粧の介入研究が圧倒的に多

く、その反面、健康高齢者を対象としたものが少ない

ことである。もう一つは、高齢者に対する美容ケアに

一定の効果や有用性があることは検証された、と評価

しうる状況にすでに至っているということである。

以下では、それらの特徴をもつ化粧療法の研究、す

なわち、高齢者に対する化粧の効果に関する研究につ

いて概観する。

わが国では、1980 年代に入り、それまで精神疾患の

状態を判断するメルクマールにすぎなかった化粧を、

精神疾患患者に対する治療過程で導入する研究が始

められた。これは、化粧を導入することにより、うつ

病や統合失調症、老年性認知症患者などの精神症状の

改善を図るものであり、「自己活性化プログラム」14)

あるいは「情動活性化プログラム」15)と呼ばれる。こ

のプログラムは、化粧を施すことを手がかりにして、

自分に無関心になっている患者の自分への関心を回

復させ、患者の認知の歪みを修正したり、あるいは平

板になった感情を活発化させることを目的とする。そ

のため、このプログラムは、皮膚疾患などの症状を隠

し、魅力的にみせるということよりも、化粧を媒介と

して、患者が積極的に自分に触れたり、化粧技術者な

どの援助者と言語的非言語的に交流を高めることを

主眼とする。そして、初期の研究では、うつ病患者の

積極性の増加、統合失調症患者の疎通性の改善や気分

安定なども報告されていた16) が、それ以降は、日本で

は認知症高齢者を対象とした研究が中心となり、その

研究分野も、心理学のみならず看護学、免疫学へと広

がっている。

このうち、心理学の研究で最も多いものは、週 1 回

のペースで認知症高齢者に化粧を施し、生理指標や行

動指標によって測定する実験的なケース研究である

17)。その結果、感情の鈍磨した欝的な被験者には音声

ピッチの上昇や発話時間、鏡注視時間、微笑時間の増

加がみられ、反対に、徘徊などの過活動的な被験者に

は落ち着きがみられたなど、感情調整機能が活性化し

たとの報告がなされている。また最近では、心理療法

としてプログラム化する試みも始まっている。原は、1

時間の中に①あいさつ（5 分）、②リラクセーショント

レーニング（10 分）、③自律訓練法（10 分）、④お茶

（5 分）、⑤化粧（20 分）、⑥カウンセリング（10 分）

をおおよその目安として組み入れた包括的心理療法

を提案している。化粧療法がその中心であるが、集中

力に限界のある認知症高齢者に、1 時間をいずれかの

セッションに限定するのは困難であることや、心身双

方に働きかけたほうが効果の大きいことを理由に、包

括的な治療システムとして構成している 18)。

このほか、介護者による行動評定のみしかないため

データの実証性は乏しいが、看護領域での発表も多数

なされている。化粧プログラムを、毎日あるいは週１

回、継続して実施したところ、表情変化や容姿への関

心増加、興奮状態の沈静化、夜間睡眠剤の廃止、オム

ツ外しの成功19) や、自発行動の増加、食欲増加、失禁

回数の減少20)、外見への気配りや他者とのコミュニケ

ーションなどの日常生活の活発化21)、徘徊の抑制、自

信のある態度になる22) など、数多くの変化が報告され

ている。化粧プログラムによって、表情やコミュニケ

ーションが豊かになったなどのプラスの行動が増加

しただけではなく、問題行動が抑制される、という効

果の両面性が認められる点が特徴的である。

さらに、宇野らは免疫学の立場から、脳血管疾患・
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心疾患・パーキンソン病などで長期入院をしている高

齢患者に対して、月１回の専門家による化粧療法と毎

日の化粧を組み合わせておこない、５ヶ月間の変化を

測定した。その結果、血中の免疫指標であるインター

フェロンーα産性能およびナチュラルキラー活性に

有意な増加がみられ、行動面でも自発性・積極性・表

情の改善・食欲や睡眠の改善もみられたとの報告がさ

れている 23)。最近では、携帯型の活動量計「アクティ

グラフ」などを用いて、整容を含めたモーニングケア

が睡眠時間の安定化を図ることができると証明する

研究もある24)。

研究における今後の課題

１）化粧療法の確立

認知症高齢者に対する美容ケアの研究は、個人レベ

ルの効果の有無についての検証が進み、すでに一定の

有用性は明らかになっていると評価しうる。しかし、

プログラムの効果の限界や不適応事例などが不明確

であり、他の療法のように、専門的プログラムとして

の輪郭は未だ明確になっていない。「療法たりうるた

めには治療のためのストーリをもたなければならな

い」25)と伊波が指摘してからすでに 10 年が経過してい

る。化粧療法として存続するためには、そのプログラ

ム化が急務である。

そして、今後の化粧プログラムは、①心理的なテク

ニックが重視される心理療法の補助スキルとして（心

理療法補助スキル型）、②複合的心理療法プログラム

の一部を構成するものとして（心理療法複合プログラ

ム型）、あるいは③あざを消すように加齢に伴う変化

を消してしまうような高度な美容のテクニックとし

て（高度専門技術型）、再構築され、普遍化されるこ

とが必要となるだろう。なぜなら、社会の意識の変化

とともに、施設高齢者であってもおしゃれが自由にな

り、今までのような単純な化粧プログラムは、整容行

為の一つに過ぎなくなると予想されるからである。

２）一般高齢者に対する地域レベルでの研究

認知症高齢者に対する化粧の介入研究が発展した

一方で、健康高齢者に関する美容ケアの効果研究は少

ない。その理由としては、化粧をしないことを含めて、

美容行動におけるライフスタイルが確立している元

気高齢者に対しては、研究としても介入の余地が少な

かったことを指摘することができる。

しかし近年、高齢者の閉じこもりが要介護の要因に

なっていることが明らかとなり、介護保険では、元気

高齢者の介護予防に重点が置かれている 26)。そこで、

一般高齢者施策や特定高齢者施策などに関連して、さ

まざまな活動（例：太極拳運動27）やボランティア28) な

ど）が、地域社会との接点をもつことを促進し、それ

が高齢者の心身の健康にも良いとする研究や実践が

増加している。このことと関連して、積極性を増進さ

せる美容ケアは、閉じこもり予防に有用である可能性

が高い。また、それ自体高度に社会的な行為である美

容ケアを触媒的な要素として用いることによって、地

域交流の活性化にも有益な結果を得られることが予

測される。現時点（2009 年 9 月）では、美容を用いた

地域レベルでの研究論文は見られないが、今後の課題

である。

Ⅴ．美容環境の現状と今後の課題

意識

一般人の外見や美容に対する意識の変化はもちろ

ん、化粧療法という言葉が人口に膾炙するにつれて、

施設職員など高齢者に関わる人々の意識も明らかに

変化してきている。例えば、施設職員の約 9 割が、高

齢者に対する美容ケアは元気につながる、あるいは、

職員とのコミュニケーションの改善につながると答

えている29)。しかし、その一方で、施設職員の 2 割が、

訪問美容でさえ日常業務の負担となると感じている

との報告30) もあり、美容ケアの利点について、さらな

る理解を求めてゆく必要がある。

商品

産業界は、少子高齢化のため、元気な中高年をター

ゲットにしなければならず、アクティブシニア市場の

活性化を至上命題としている。そのため、元気高齢者

を対象とした商品が次々と開発されている。

しかし、ひとたび不自由になったときに使用できる

美容関連の商品は、ハードもソフトも、未だ整備され

ているとはいえない状況である。とりわけ、施設に美

容サービスを行う設備が十分に備わっているという

介護施設は 8.2%に過ぎないという指摘30) もあるよう

に、そのハード面の整備が不十分である。またソフト

面についても、スイコームなどに代表される美容関連

道具は、ユニバーサルデザインや自助具も含めてきわ
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めて少ないのが現状である。そして、それらは美容ケ

ア用品でありながら、オシャレなデザインのものがほ

とんどない31)ということも、これからの課題である。

いずれにしても、自由に美容を謳歌してきた現在の

50 歳台の人々が高齢者になったときのニーズに応え

るものは、未だ十分に存在せず、施設における美容環

境の整備促進をも含めて、産学連携の取り組みが必要

である。

実践活動

１）訪問美容の充実

10年間で65歳以上の体力が10歳若返ったという報

告がある一方で、現在の 100 歳以上の 4 割は寝たきり

である。そして、2009 年現在、36000 人存在する百寿

者が、2050 年には 70 万人になるだろうと予想される

超高齢社会において、その人らしく人生を楽しむため

には、訪問美容システムの質、量ともにさらなる拡充

が必要不可欠である。

２）美容を媒介とした地域交流プログラムの実践

山野美容芸術短期大学では、2007 年度より、高齢者

と高校生・大学生の世代間交流の促進と地域貢献を図

り、ケアサロンを開設している。また、八王子市の委

託を受けて中高年の美容セミナーも実施している。

しかし、美容を媒介とした地域交流プログラムは、

まだその緒についたばかりである。今後は、高齢者個

人の介護予防や地域社会の活性化のために、子供から

シニア・シルバー世代までを含む交流の推進が必要で

ある。そして高齢者も、従来のようにプログラムに対

して受身ではなく、積極的に参加するスタイルが求め

られる。

３）次世代教育プログラムの提案

人は、突然に高齢者になるものではないため、発達

や加齢のプロセスという視点から美容の問題に取り

組むことが必要である。町田らの調査では、東京近郊

に住む女子高校生の 33.9%が毎日、75.6%が買物の際は

化粧をすると答えている 32)。化粧の低年齢化が明らか

になっている33)現在、美容を楽しみ始める前に、衛生

を含めて正しい知識に触れることは、その後の一生涯

を通じて、美容と適切に関わるために重要である。ま

た、外見と心の問題には密接な関係があり、過度な外

見重視は、中高年のうつのみならず、思春期青年期の

心の病を強化する危険性も有する。人々が生涯にわた

って美容を楽しむために、美容に関する次世代教育プ

ログラムを提起すべきであると考える。

Ⅵ．終わりに～提案～

これからの社会は、医学の進歩とともに健康寿命の

さらなる延長が図られる半面、病や身体的不自由さを

抱えながら生きる高齢者が増加することも不可避で

ある。そのため、筆者の所属する美容福祉学科は、美

容施術や装いの援助をすることで、その人らしい人生

を豊かに築いてゆくことができるように支援すべき

であると考え、美容福祉活動を進めてきた34)。その背

景には、高齢であっても障害があっても、人は存在す

るだけで素晴らしい、どのような人も、美容を、すな

わち人生を楽しむ権利があるという、徹底した人間尊

重主義の理念がある。

しかし、あらためてこの10年の活動を振り返ると、

美容を取り入れた社会福祉の実践という面が強調さ

れて、その領域はやや限られていたようにも思われる。

そこで、2009 年の日本美容福祉学会学術集会・特別

公開講座のテーマでもある、加齢のプロセスを含めた

ジェロントロジーとコスメトロジーの融合という視

点から、美容福祉の理念を活かす社会の創造を目指し

て、これからの高齢社会における美容の役割を改めて

考え、提案する。

まず、この分野の発展のベースとなるのは、研究と

実践の両輪である。つまり、医学・心理学・社会学な

どさまざまな分野から得られた研究知見、製品開発や

美容福祉活動などの応用や実践活動、そしてそれらの

緊密な相互作用が化学反応を起こすことで、新たなス

テップに到達する。今後は、よりエビデンスに基づい

た実践活動が行われてゆくのと同時に、現場を踏まえ

た研究も加速するであろう。そして、この発展のプロ

セスの中で、美容を介した豊かな社会の創造に向けて、

次の４つのフィールドが整備・促進されるべきである

と考える（図２）。

第一フィールドは、美容システムの構築である。例

えば、前述の地域交流活性化プログラムや次世代教育

プログラム、高度専門的な化粧療法の構築と保険点数

化、訪問美容制度の質の向上や拡充、労働市場の形成

など、社会に活きる恒常的な美容システムの形成が重

要である。
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第二フィールドは、美容関連商品の開発である。元

気高齢者を対象とした商品が次々開発される半面、ひ

とたび身体が不自由になったときに活用できる商品

はきわめて少ない。そこで、施設の美容設備などのハ

ード面と、ユニバーサルでオシャレな美容道具や口に

入れても安全な化粧品などのソフト面の開発が喫緊

の課題である。100 歳以上の高齢者の急増が予測され

ている現在、美容関連商品の開発について、積極的な

産学連携の推進が必要である。

第三フィールドは、システムの核となる人材の育成

である。この領域の美容専門家としての必要条件は、

次の三つである。一つは、加齢と美容に関する専門知

識と対応スキルをもつことであり、二つ目は、柔軟な

パーソナリティを有することである。つまり、プレゼ

ンテーション型の美容というよりも、その相手に寄り

添いながら必要な美容技術を提供できる専門家が必

要となる。なぜなら、福祉や医療の領域では、心身に

問題を抱えている方と接することが多く、そのような

方ほど、どのような人に美容ケアをしてもらったか、

ということが、その心理に大きく影響するからである。

心身に問題を抱えた人に柔軟に向き合うためには、美

容専門家自身が、「外見が美しいことは良いこと」「見

た目ではなく心が大切」などといういずれの価値から

も自由であることのできる人材でなければならない。

また今後は、美容室にとどまらず、福祉施設や病院で

の需要が高まると予測される。そこで三つ目に必要な

のは、チームケアやチーム医療など、他職種との連携

のできる高いコミュニケーション能力である。これは、

従来の美容業界での教育において、最も不足してきた

点であると考えられる。

第四フィールドは、学問である。そして、それら４

つのフィールドが相互に影響を与え合いながら、第四

フィールドの学問体系が確固たるものになると考え

られる。それは、学者のための机上の学問ではなく、

社会に活きる専門職業的な学問になるだろう。これら

の有機的な結合がうまく機能したとき、美容をとおし

た豊かな社会への貢献となる。

一般的な基準で美しいか否かは、医療・福祉分野に

おける美容の本質的な問題ではない。高齢であっても

また身体に不自由があっても、楽しみたいときにおし

ゃれや美容ケアを自由に楽しむことができる社会は、

多様性を認める成熟した社会である。どのような方に

も美容行為を認めることができるかは、そのメルクマ

ールの一つと考える。

図 2. 提案

本研究は、山野美容芸術短期大学特別研究費「山野

美容芸術短期大学が目指すべきジェロントロジー教

育の検討及び構築に関する基盤研究」の助成を受けた。

本論文の一部は、2009 年度日本美容福祉学会第 9

回学術集会特別公開講座において講演「高齢社会にお

ける美容の役割」として発表された。
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