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化粧品を使ったリトグラフ

―トナーによるリトグラフを応用したボディペインティングの教材―

Lithograph with cosmetics

-The Teaching materials for body painting with lithograph by applying a toner-

中原 直人 1) 時田 真澄 1)

抄 録

本稿は、美容短大の学生をターゲットとする、リトグラフを応用したボディペインティングの教材開発の報告

である。

版画の一種であるリトグラフの技法のひとつに、コピーのトナーに含まれる油分を利用して製版するというも

のがある。ここで、コピー紙そのものを版、油分の強い化粧品をインク、人体を紙と考えれば、ボディペインテ

ィングとして応用することが可能である。これを教材として利用できるかどうか、その可能性について検討を行

い、模擬授業を通して検証した。
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序文

筆者の働く美容短大の学生は、当然化粧についての

関心が強い。だが、施術の方法論に強く傾倒するあま

り、視野が狭くなってしまうケースが見受けられる。

例えば、教科書や雑誌に書かれた化粧技術だけを参考

として、美術解剖学や皮膚科学といった本質的な部分

の知識や、化粧品の成分といった科学的知識、あるい

は化粧の文化論などを軽視する傾向がある。

学生たちに広い視野を持たせるための教材を開発

する必要がある。そこで、美術表現や科学知識への興

味を掘り起こす良い方法を考えるうち、コピーを使っ

たリトグラフの転写に思い至った。学生たちが強い興

味を示すボディペインティングをきっかけにすれば、

スムーズに導入できるのではないだろうか。また、次

のような点で、学生たちに広い視野を持たせることが

できるのではないだろうか。

1）絵を描くことが苦手な人でも、きれいな作品を

作ることができる。これにより、創作への興味を高

める。

2）水と油の反発を利用するリトグラフの不思議さ。

これにより、科学的好奇心を刺激する。

3）二次元である紙と、三次元である人体との組み

合わせ。これにより、人体の骨や筋肉の形について

意識させる。

さらに、教材としては次のような利点があると考え

られる。

1）特殊な技術や薬品、機材をできるだけ省略した

ため、簡単、安全かつ低コストである。

2）モデルの負担が少ないため、相モデルであって

もほぼ同時に作業ができる。

検討は、まず準備段階として、誰でも簡単に作業が

でき、満足のいく結果を得られるよう、印刷の質を高

めるための工夫を中心に実験を行った。ついで、少人

数のグループで試験を行い、その出来映えと学生たち

の反応を確かめた。さらに、まとまった人数での模擬

授業を行い、アンケート調査を行った。最後に、学生

の反応の観察、およびアンケートの集計結果から、教

材の可能性について検証した。これについて、次のよ

うに 5 章に分けて論述する。

第 1 章では、ボディペインティングを含めた身体装

飾の定義、歴史、先行研究について述べる。

第 2 章では、本教材の技法について述べる。

第 3 章では、模擬授業について報告する。

第 4 章では、アンケートの集計と、教材の検証を行

う。

まとめでは、まとめと今後の展開を示す。
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I. 第 1 章

ボディペインティングの定義と歴史、先行研究

ボディペインティングは身体装飾の一つである。身

体装飾とは、装飾品を身体につけたり、身体を加工・

変工したり、身体を彩色するなどして身体を飾り付け

ることであり、衣服、装飾品、化粧、ピアス、マニキ

ュア、刺青などがそれにあたる。その中でボディペイ

ンティングは刺青の一種に分類される。

風俗史学者・江馬務は「装飾と化粧」のなかで刺青

を大きく３つに分類し、「その一は瘢痕即ち皮膚に刀

の瘡を作って図様を印すもの、その二は塗朱即ち色彩

を皮膚に塗って図様印すもの、その三は刺青即ち針を

皮膚刺し顔料を注入して図様を印すもので、一と三は

永久性、二は一時的の性質を具へる。」としており、

ボディペインティングはその二の塗朱にあたる。

ボディペインティングは、身体彩色、身体変工の中

で最も古い歴史をもつ。古代から人々は粘土や天然染

料を使用し、社会的地位や身分の表示、呪術的意味、

通過儀礼などの目的でボディペインティングを行っ

ていた。

現在でも民族固有の文化として受け継がれている

ものも多くある。例えば、インドやパキスタンで伝統

的に花嫁に施されるメヘンディはヘナの染料を使用

したボディペインティングである。顔に行うものはフ

ェイスペインティングとよばれ区別されることもあ

る。ヒンドゥー教の既婚女性が額につけるビンディー

や、魔除けのために乳児の額に犬などの文字を描く日

本のアヤツコなどは伝統的フェイスペインティング

のひとつである。

古代人のボディペインティングは人類の発展とと

もに進化し、身だしなみやおしゃれを目的とする化粧

や、永久的に保つことのできる刺青や瘢痕という文化

を生み出した。

正倉院「鳥毛立女屏風」の樹下美人像の顔には眉と

唇の化粧のほかに額と口側に花子・花鈿と呼ばれる

紅点が描かれている。奈良時代には化粧としてのフェ

イスペインティングが行われていたことを示す例で

ある。16 世紀のヨーロッパでもホクロを顔に描くこと

が流行した。これは「ビーナスのホクロ」「恋のホク

ロ」といわれる。1940 年代、第二次世界大戦中、物

資不足のヨーロッパでは、ストッキングを履いていな

い足でもきれいに見えるよう、シームラインを眉墨で

描いた。これも足の化粧としてのボディペインティン

グといえよう。

近代になると、これまでとは全く異なる、アートと

してのボディペインティングが現れた。1950 年代末

期から 1970 年代、ヨーロッパ・アメリカ・日本を中

心に展開した反芸術活動（日常的なものを芸術と融合

することにより非日常化する前衛的芸術活動）の中、

パフォーマンス・アートとしてボディペインティン

グをおこなう者があらわれた。例えば、身体全体をキ

ャンバスとして絵を描く、裸体にあたかも衣装を身に

つけているかのようなペインティングを施す、あるい

はモデルが背景に溶け込むようカモフラージュさせ

るペインティングをするなど、身体を日常生活とはか

け離れたアート表現の題材として利用した。この頃か

らボディペインティングはボディアートとも呼ばれ

るようになった。

このようなボディペインティングの進化は、ファッ

ションにも影響を与えた。1950 年代～1960 年代に流

行したポップファッションでは、目の周りや頬などに

花などのフェイスペインティングをすることが流行

した。1960 年代後半のシースルー・ルックの流行時

には、下着を身につけずにボディペインティングを施

し、その上にシースルーのブラウスを纏うファッショ

ンもあらわれた。

1960 年代後半から 1970 年代のサイケデリックや、

ヒッピー文化の流行時には、フラワーチルドレンとい

われる若者たちが愛と平和の象徴である花を顔や体

にペインティングした。このように 1960 年代はボデ

ィペインティングについての考えかたを大きく変え

る時代となった。しかし、いまだボディペインティン

グは奇抜なものと捉えられており、誰でもが気軽にで

きるものにまで一般化はしなかった。

1990 年代末、サッカーブームに伴い、応援する国

の国旗を頬にペインティングするのが流行した。この

ブームに合わせてフェイスペインティング専用の化

粧品も数多く販売されるようになった。これがきっか

けとなって、日本でもフェイスペインティングが一般

化し、誰にでも気軽にできるものとなった。

信仰や伝統・風俗行事に対して関心の薄くなった

現在、ボディペインティングはアート感覚なもの、ア

クセサリー感覚のものとして一般化し、イベントやシ

ョーなどで頻繁に見られるようになった。専用の化粧

品や絵の具の種類も増え、ボディペインティングの目

的や方法に応じて使い分けることもできるようにな

った。

ボディペインティングの技法としては、従来の筆や

スポンジを使用してフリーハンドで描くものだけで

なく、エアブラシを使用して描くことも多くなってき

た。筆やスポンジを使用して描く方法は、少ない道具

で簡単に行うことができるが、ある程度の画力が必要
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で、大きい作品となるとかなりの製作時間がかかるた

めモデルの負担が大きい。その点エアブラシは、一度

に大きい範囲をムラなく彩色でき、繊細なものから大

きいものまでさまざまなデザインに対応できるた

め、筆などで描くより短い時間で仕上げることができ

る。しかし、いずれにしろある程度の画力が必要であ

り、ハンドピースを扱う訓練も必要になる。また、器

具も高価である。さらに化粧品や絵の具を霧状にして

吹き付けるため、それらを吸い込んでしまうという欠

点もある。

ボディペインティングの彩色には、油性カラー・水

性カラーなどの化粧品のほか、アクリルエマルジョン

・ラテックスなどの画材、文具に属するものも多く使

われている。それらは化粧品より安価で使いやすいた

め、使用されることが多いが、安全性は保障されてい

ない。

今回の研究で開発したリトグラフボディペインテ

ィングは、画力や制作時間、安全性、コストなどの問

題点をクリアした新しいボディペインティングの方

法であり、今後のボディペインティングに新たな可能

性を与えるものであると確信している。

II. 第 2 章

リトグラフボディペインティング

ここに示す、リトグラフの原理を応用して行うボデ

ィペインティングをリトグラフボディペインティン

グとよぶこととする。

リトグラフは水と油が反発する性質を利用して

版を作る、版画の技法の一つである。リトグラフの製

版工程は以下のように行われる。

まず、石版やアルミ版などの版材の表面にリトク

レヨンなどの油性の描画材で絵を描く。次に、アラビ

アゴムの作用によって版の表面を親水性に変化させ

る。描画された部分は油分によって守られているた

め、アラビアゴムの影響を受けない。

ここで、版の表面を水で湿らせてからローラー等

を使って油性インクを塗布すると、リトクレヨンの部

分だけにインクが付く。水分がインクを弾くためであ

る。このインクをプレス機で紙に転写することで、リ

トグラフ版画として完成する。

リトグラフボディペインティングは、コピー紙を

親水性、コピーのトナーを親油性として、その親油性

の部分に油性の化粧品を塗布することで版を作る方

法である。

材料・用具

○最低限必要なもの

画像をコピーした紙

アラビアゴム溶液

（新日本造形 SK 液）

油性の強い舞台用化粧品

（三善 クラウンカラー等）

その他、ティッシュ、コットン等

○あるとよいもの

スポンジ

（SK 液の塗布、版の湿しなどに使用）

パウダー、ヘアスプレー

（化粧品を定着させる）

作業工程

1.コピーした紙にスポンジ等で SK 液を塗布する。

2. SK 液を乾燥させる。

3. 濡らしたスポンジでコピーした紙を拭き、SK 液

を洗い流す。以後、常に湿らせた状態を保つ。

4. クラウンカラーを指に取り、描線部分を軽く叩く

ように「インク盛り」をする。

（図 1）インク盛りの様子

5. クラウンカラーを付けた面を肌に向けて、コピー

紙を転写したい部分に置く。

6. 上から軽く手で押さえ、体温でクラウンカラーを

なじませてから、軽く押さえて圧をかける。

7. 静かにコピー紙をはがして、完成。

化粧の保存

施した化粧の保存、あるいは化粧落としについて

の対処法は一般に次のとおりである。舞台用の化粧

品は摩擦に弱く、服にこすれて絵が崩れたり、色移

りしたりすることがある。これはパウダーで落ち着

かせてからヘアスプレーでコーティングすること

でかなり軽減できる。化粧落としにはクレンジング
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剤を使うが、石けんと温水でも落とすことができ

る。

実験で分かったいくつかのこと

舞台用化粧品は、メーカーや色によって性質がか

なり異なっており、透明度の高いものや固練りのも

のは使いづらい。同じシリーズの商品でも、色によ

って透明度や伸びが異なるため、事前のテストが必

須である。

今回は、紙に化粧品をこすりつけることで、その

透明度や伸びの違いを観察した。例えば、グレーや

緑は紙の上でよく伸び、透明度が高く、油が多い印

象があった。赤系は伸びは悪いが、透明度が低く、

しっかりした印象があった。実験では、クレーや緑

は付きが悪く、ムラのある結果になりやすかった。

赤と黒は成功の確率が高かった。

（図２）透明度のテスト

黒の化粧品を使う際には、赤一色などの単色カラ

ーコピーを使うと、化粧品の盛り具合が分かりやす

い。

インクと比べると、舞台用化粧品はロウ分が多い

ため、温度によって定着の度合いが大きく変わる。

皮膚へ転写する際に、蒸しタオルを使って温めると

よい。さらに、蒸しタオルは紙についた余分な水分

を吸い取るので、結果が鮮明になる。

版にトレーシングペーパーを使うと、コピー紙よ

りも水に強く、インク盛りも鮮明である。しかし、

50g/㎡以下のトレーシングペーパーはコピー機で

紙詰まりし易いという欠点がある。逆に、50g/㎡以

上のトレーシングペーパーは通気性が悪く、肌に乗

せた時に気泡が入り易いうえに、肌の曲面になじみ

にくい。メーカーによっては極端に水に弱い製品も

あるため、さらに調査する必要がある。

III. 第 3 章

少人数グループでの事前講習会

本学学生のなかから有志 5 人に協力してもらい、

事前講習会を行った。この事前講習会の目的は、初

めてリトグラフボディペインティングを行う人

が、どのような反応をするか、初めての人にとって

の問題点はどこかといったことを調べるためであ

る。

講習会では、まずリトグラフの原理を理解しても

らうために、リトペーパー（新日本造形）を利用し

て通常のリトグラフの制作工程を学生に示した。リ

トペーパーにクレヨンで描画し、SK 液で処理して

から、版画インクをのせて印刷するまでの一連の流

れを口頭で説明しながら提示した。リトペーパーの

版がもろく、1 枚しか印刷できなかったため、十分

な説明ができなかった。

続いて、学生に図像をコピーした紙を渡し、SK

液を塗らせた。画像はあらかじめこちらで用意して

おいた。乾燥した SK 液を洗い流したのち、クラウ

ンカラーの赤を使ってインク盛りをさせた。クラウ

ンカラーの赤と黒が良い結果を得やすいという実

験結果を反映させたためである。

学生たちはリトグラフを初めて経験したため、コ

ピーの黒い線の上だけに赤いクラウンカラーが載

る様子にかなり興奮していた。「子どもの時にやり

たかった」という意見もあった。

インク盛りの様子を見計らい、蒸しタオルの使い

方を説明した。インク盛りでは雑な作業をする学生

もいたが、蒸しタオルの効果もあって、1 人を除い

て最初からきれいに転写することができた。その 1

人もインク盛りをやり直すことで満足のいく画像

を得ることができた。

その後、それぞれがベビーパウダーとヘアスプレ

ーで画像を固定した。解散後、学生たちがボディペ

インティングを落とさないで帰ったことからも、よ

い手応えを得たと実感できた。

この講習会により、初めての学生でもごく簡単に

鮮明な画像を転写することができることが分かっ

た。作業時の注意点としては、インク盛りの終わっ

たコピー紙を肌にのせる際、また蒸しタオルで押さ

える際に、紙がずれないようにすることが大切と分

かった。

模擬授業

希望者 15 人を対象に模擬授業を行った。内容は

基本的に少人数グループでの講習会と同様のもの
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とした。前回の講習会に参加した学生 2 人がアシス

タントとして協力してくれた。

数種類の図像をコピーした紙を用意し、好きなも

のを学生に選ばせてから、SK 液を塗らせた。SK 液

の乾燥を待つ間に、リトグラフのデモンストレーシ

ョンを行った。（図 2、図 3）

講習会での反省から、アルミ版を用いてリトグラ

フの制作工程を学生に示した。事前にアルミ版にダ

ーマトグラフで描画し、SK 液で処理し、チンクタ

ーで描画部を補強したものを用意しておいた。これ

により、版画インクをのせて印刷するまでの作業工

程をトラブルなく説明できた。水と油の反発を分か

りやすく見せるため、青色インクを使って印刷し

た。

図 2 リトグラフのデモンストレーション

（図 3） リトグラフの仕組みの解説

乾燥した SK 液を洗い流させ、クラウンカラーの

赤を使ってインク盛りをさせた。講習会と同じよう

に、水と油の反発をみておもしろがっている様子が

見て取れた。当初の目的のひとつである、科学的好

奇心を刺激するという意味では、成功したのではな

いかと考えている。（図 4、図 5、図 6）

（図 4） 赤のクラウンカラーを盛る

（図 5） 作業光景

インク盛りができた学生から、転写を行った。こ

こでも蒸しタオルを使ったため、鮮明な画像を得る

ことができた。転写がうまくいった学生は、簡単に

繊細な画像を得ることができることを喜んでい

た。（図 7、図 8、図 9、図 10、図 11）

（図 6） 作業光景

インク盛りができた学生から、転写を行った。こ
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こでも蒸しタオルを使ったため、鮮明な画像を得る

ことができた。転写がうまくいった学生は、簡単に

繊細な画像を得ることができることを喜んでい

た。（図 7、図 8、図 9、図 10、図 11）

（図 7）蒸しタオルの使い方の説明

（図 8）緊張の瞬間

（図 10）パウダーで固定

（図 9）転写成功

（図 11） スプレーでコーティング

IV. 第 4 章

アンケート調査

模擬授業に参加した学生 15 名を対象に、ボデ

ィアートに関するアンケート調査を行った。（ア

ンケート紙は文末）
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なお、本稿ではアンケート項目のうち、問 1 か

ら問 9までのボディペインティングに関する質問

についてのみ検討する。問 10 以降では身体装飾

のひとつとしてのタトゥに関して質問した。この

質問を入れた理由は、美容に興味のある学生がタ

トゥに対してどのような関心を抱いているのか

に興味があったためである。しかし、一般的な傾

向を見るにはサンプル数が少ないため、今回は詳

述しない。サンプル数を増やすなどの対応の後に

検討したい。

アンケート集計と分析

問 1.) リトグラフの原理を知っていましたか？

1.)美術の授業等でやったことがある 1 名

（7%）

2.)やったことはないが知っていた 0 名

3.)知らなかった 13 名（87%）

＜有効回答数 14 無回答 1＞

リトグラフについての知識はほとんどないよ

うである。経験者の一人は美術系の高校の出身

者。

問 2.）リトボディぺでよいと思ったことはありま

すか？（複数回答可）

1.)簡単だ 11 名（34%）

2.)早い 7 名（22%）

3.)きれい 12 名（38%）

4.)その他（面白い） 2 名（6%）

＜有効回答数 32 無回答 3＞

好意的な反応が多かった。チェックを複数入れ

た学生が多かったことも、好意的な反応のあらわ

れであろう。

問 3.）リトボディぺをやってみて、難しかったこ

とはありますか？（複数回答可）

1.)リトグラフの理屈がよくわからない 2 名

（13%）

2.)薬品を塗ったり、肌に転写したりする作業が

難しい 7 名（44%）

3.)期待したような結果にならなかった 1 名

（6%）

4.)その他（仕上がりが予測できない） 2 名

（12%）

（特になし） 1 名（6%）

＜有効回答数 13 無回答 3＞

転写の作業が難しかったようである。この技法

は紙を裏返して肌にのせる際、あるいは蒸しタオ

ルで押さえる際にずれてしまいがちである。この

ことは克服すべき欠点のひとつと考えている。

問 4.）リトボディぺで、気になることや、嫌なこ

とはありましたか？（複数回答可）

1.)薬品が肌に悪い影響をおよぼさないか不安

だ 5 名（33%）

2.)作業をしていると汚れるので嫌だ 1 名

（7%）

3.)転写したものがこすれて汚くなってしまう

のが嫌だ 4 名（27%）

4.)その他 （ずれる） 1 名（7%）

（グラデーションじゃない） 1 名（7%）

（特になし） 1 名（7%）

＜有効回答数 13 無回答 2＞

特に肌が弱い学生が一人いて、転写部が赤くな

ってしまったと不安がっていた。赤い部分が広範

囲だったため、転写の際に使う蒸しタオルで暖ま

ったことが原因のようにも見えたが、今後の講習

会で注意して観察する必要があるかもしれない。

問 5.）リトボディぺを使って、どんなことができ

ると思いますか？（自由記述）

・難しい絵でも土台ができていればきれいに

うつると思った

・ヘアショーはもちろん、普段の気軽なオシャ

レにもつかいやすい

・ヘアショーでの活用 （2 名）

・興味のある人にはとても簡単で早いので浸

透していきそう。

・こまかい模様等でアミタイツなど

＜有効回答数 6 無回答 8＞

筆描きではできない精細な画像が簡単に転写

できることを理解してもらえたようである。手軽

にできるキットのようなものがあるとよいかも

しれない。

問 6.) ボディペイントに興味がありますか？

1.)ある 14 名（93%）

2.)ない 0 名
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＜有効回答数 14 無回答 1＞

無回答の一人を除いて、全員が興味あると答え

てくれた。もちろん、ボディペインティングの講

習会に自主参加している学生たちの回答である

ため、当然の結果ではある。なお、無回答の一人

は問 6 から問 15 まで無回答での提出であった。

問 7.) 今までにボディペイントをしたことがあ

りますか？

1.)人にしたことがあり、やってもらったことも

ある 2 名（14%）

2.)人にしたことがあるが、やってもらったこと

はない 1 名（7%）

3.)人にしたことはないが、やってもらったこと

はある 2 名（14%）

4.)人にしたことはないし、やってもらったこと

もない 9 名（64%）

＜有効回答数 14 無回答 1＞

問 8.）それはどのような機会ですか？（自由記述）

ヘアショー 3 名

芸術祭 1 名

＜有効回答数 4 無回答 11＞

問 9.）ボディペインティングをやってみて、難し

かったこと、苦労したことはありますか？（自由

記述）

・のびる/よれる/ゆがむ 3 名

＜有効回答数 3 無回答 11＞

参加者の多くが一年生であったため、ボディペ

インティングの経験があるものは少なかった。一

度自分で苦労した経験があると、従来技法とリト

グラフボディペインティングの違いについて、具

体的な意見がもらえたかと思う。

身体の動きに伴う皮膚の伸びや歪みについて

も、ボディペインティングの経験がないとなかな

か理解しづらいのではないだろうか。

逆に言えば、リトグラフボディペインティング

でボディペインティングの経験を積むことで、皮

膚や身体について興味を呼び起こすことができ

る可能性があるということである。

リトグラフボディペインティングと既存のボディペ

イント、タトゥーシール、転写シート等との違い

サッカーの応援や、演劇、ショーなどで使われるボ

ディペイントは、施術者の画力次第で完成度が決ま

るという問題がある。また、施術にかかる時間が膨

大であるため、モデルへの負担も大きい。タトゥー

シールは既成のデザインの中からしか選べないと

いう欠点がある。インクジェットプリンタを利用し

た転写シートや、印刷物をコピーできる転写シート

はかなりのコスト高になる上、コンピュータやプリ

ンタを準備する必要がある。

今回の化粧品を使った転写では、上記の問題がク

リアできるメリットがある。つまり、施術者の画力

に関係なく、短時間で施術でき、コピー元を工夫す

ればどのようなデザインも可能であり、1 回あたり

のコストが安い。

さらに、化粧品を利用しているためアレルギー等

の心配が非常に少ない。SK 液は化粧品ではない

が、主成分であるアラビアゴムは食品にも使われる

成分である。ただし、肌の弱い部分に付着すると刺

激を感じることがある点は注意しておく必要があ

る。実際には、作業時に洗い流してしまうものであ

るため、肌に付着する量は少ないと考えて良いと思

う。

前述した通り、今回の模擬授業では肌が赤くな

り、不安を訴えた学生が一人いた。赤くなった部位

から見て、蒸しタオルによって暖まったためと思わ

れるが、今後はより慎重に作業する必要があるだろ

う。

V. まとめ

まとめ

事前講習会と模擬授業を通して、未経験者でも簡

単に満足できる結果を得ることができることがわ

かった。

当初の目的である学生たちに広い視野を持たせ

るための教材の開発、および、それによって絵を描

くことが苦手な人に自信を与え、美術表現や科学知

識への興味を掘り起こし、人体の構造について考え

させるという当初の目的にも手応えを感じ取るこ

とができた。

今後の展開

ワークショップ等を利用して、子どもたちへの展

開も考えていきたいと考えている。化粧品を使うた

め安全性が高く、また技術的に難しい部分はほとん

どないため、子どもたちにも制作が可能である。

例えば、コピー機を利用してコラージュ作品を作
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り、それをボディペインティングで体に転写し、フ

ァッションショーや演劇へと展開するなど、造形あ

そびや身体表現活動へと広げていくことも考えら

れる。

ボディペインティングや身体変工がもたらす教

育的効果の調査や、リトグラフボディペインティン

グの教材としての可能性の展開、安全性などいくつ

かの問題点の解決など、今後さらに研究を進めてい

きたいと考えている。
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