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大阪府立大学人間社会学部人間科学科森岡研究室学生レポート ２０１１年度 

現代の化粧について 

：人が化粧を行う理由 

越出彩音 

 

はじめに 

 

化粧には一体どんな意味があるのだろうか、という問いから今回の調査・考察は始まっている。

普段当たり前に私たちは化粧を行う。化粧品にかけるお金ははかりしれないし、実際に化粧をす

る時間も、化粧品を選ぶ時間も、化粧法を学ぶ時間もどれだけかけているかわからない。何故？

と疑問に思う自分がいる一方で外に出るときは化粧を行うし、ずっと化粧をしていなかったら漠

然と化粧をしたいと感じることもあるのだ。これにはどのような心理が働いているのだろうか。

生命活動に全く影響を与えないにも関わらず、古今東西あらゆる時代、場所で化粧文化は見られ

るのは何故だろうか。時代をさかのぼると、白銀が含まれる白粉を顔に塗ったり、毒素を含む目

薬を、目を潤ませて見せる為に使用したりと、身体への安全性に問題があるとわかっていても危

険を冒して化粧するような事例もある。この事実はもし、化粧がただ自分を美しく見せるためだ

けのものならば、異様でしかない。化粧は単に自分を美しく見せる以上の深い意味が存在するの

ではないかと予想される。また、更に化粧は時代や国によって様々に変化する。特に現代の化粧

にはどういう意味があるのだろうか。 

以上の疑問から、以下の順で調査・考察を行った。 

 

１、 化粧の定義 

２、 現代の化粧に関する調査結果 

  （Ⅰ）20代対象の雑誌 

  （Ⅱ）30代、40代対象の雑誌 

  （Ⅲ）調査まとめ 

３、 化粧する意味についての考察 

４、 ガングロについて 

（Ⅰ）ガングロについて 

（Ⅱ）ガングロについての考察 

５、 現代の化粧が意味することについての考察 

（Ⅰ）自己表現としての化粧 

（Ⅱ）自己目的化した化粧 

６、最後に 

http://www.lifestudies.org/jp/univ/report.htm
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１、化粧の定義 

 

いくつかの化粧の研究に関する文献を読んだところ、化粧とは男女問わず全ての人間が身体を整

えるために行う行為全てを指す。すなわち、入浴や髪を切るような行為、刺青、ピアス、またダ

イエットなどの身体改造も化粧の定義に含まれるのである。しかし、広辞苑では「①紅・白粉な

どをつけて顔をよそおい飾ること。美しく見えるよう、表面を磨いたり飾ったりすること。おつ

くり。けそう。②美しく飾った、体裁をつくろった、形式的な、などの意味を表す語。③外から

見えるところ。外面にあらわれている部分。」と定義している。現代の私たちが認識する化粧行

為とは広辞苑の①で定義されるような意味で化粧という言葉を認識しているように思える。今回

研究の対象とするのは、そのような狭い意味での化粧であり、現代の特に若い女性が行う化粧に

ついてである。以下特に断らず化粧と表記した場合「主に女性が日常的に顔を整えるために行う

もの」と定義したい。なお、これには舞妓が行うような余り一般的でないものについては対象と

しない。 

 

２、現代の化粧に関する調査結果 

 

はじめに 5 種類の雑誌を比較し、現代の女性の化粧の仕方は概ねどのようになっているか検証

した。いずれも 20 代を対象としていると思われる雑誌を選んだ。また次に現代の化粧で、20

代、30 代、40 代ではどのような差が見受けられるのか検証するために、30 代を対象とした雑

誌、40 代を対象とした雑誌を検証し比較した。ちなみに、20 代、30 代の女性を対象とする雑

誌は非常に多く、内容もファッションや化粧法などが充実していたが、40 代以上の女性を対象

とした雑誌はあまり見られず、見られても料理や趣味を中心とした雑誌であり、ファッション誌

とは言いづらいものが多かった。 

 

（Ⅰ）20代対象の雑誌 

▼egg 

ギャル系雑誌、対象年齢層はやや低めに感じられた。とにかく派手なアイメイクが目立つ。髪は

金や明るい茶髪が多い。 

・ベース（時折焼けた肌を評価する場合も） 

・アイメイク（二重メイク、シャドウ、アイライン、つけまつげ上下） 

・眉毛（脱色、アイブロウ） 

・リップ（ヌーディ系グロス推奨） 

・その他（カラーコンタクト、シェーディング、チーク、ノーズシャドウ） 

▼Zipper 

裏原系雑誌、対象年齢層は 20前後。奇抜な化粧、髪型、ファッションが特徴。眉尻を下げたり、
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麻呂眉毛にしたり、原色系の口紅を推奨したりと、他の雑誌では見受けられない特徴のある化粧

法。 

・ベース 

・眉毛（整え方、アイブロウ、眉マスカラ） 

・アイメイク（二重メイク、シャドウ、アイライン、つけまつげ上下） 

・リップ（原色系推奨、口紅、グロス） 

・その他（カラーコンタクト、チーク） 

▼with 

OL 系雑誌、対象年齢層はやや高め。化粧、ファッションも落ち着いている。仕事場でも受け入

れられる化粧法も紹介する。 

・ベース 

・アイメイク（シャドウ、アイライン、マスカラ） 

・リップ 

・その他（チーク、シェーディング） 

▼non-no 

カジュアル系、最もメジャーなファッション誌か？女子大生を特に対象としている。元気で華や

かな印象。 

・ベース 

・アイメイク（シャドウ、アイライン、マスカラときどきつけまつげ上のみ） 

・眉毛（アイブロウ、眉マスカラ） 

・リップ（ヌーディ系色グロス） 

・その他（チーク、シェーディング、カラーコンタクト） 

▼GLITTER 

セレブ系雑誌。外国の化粧品の紹介や外国人モデルのスナップが雑誌のほとんどを占めている。 

・ベース 

・アイメイク（シャドウ、アイライン、マスカラ orつけまつげ） 

・眉毛（アイブロウ、眉マスカラ） 

・リップ（ヌーディ系色グロス） 

・その他（カラーコンタクト、チーク、シェーディング） 

 

▼総合（大まかな傾向） 

・ベース・・特に肌色を変える要素は見いだせない、肌をきれいに見せる程度のナチュラル傾向

あり。egg でのみ焼けた肌を推奨することもあった。 

・アイメイク・・一番手をかけていた。二重メイク、つけまつげ、アイラインなど目を大きく見

せる要素が多く見受けられた。シャドウは立体感を見せる効果がある。 

・眉毛・・アイブロウをひくにしても茶色が多かった。眉は目立たないように、色を変えるか、
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薄くする傾向がある。 

・リップ・・裏原系を除き、色をつける傾向がなく、適度に艶を持たせる程度 

・その他・・シェーディング･･小顔に見せる効果 

      チーク･･ピンク系、オレンジ系に大別、小顔に見せる効果も 

      カラーコンタクト･･黒目を際立たせる効果 

              egg、zipper でのみ外国人のような派手な色のものも使用 

      ノーズシャドウ･･鼻筋を通らせてみせる効果 特に eggで使用 

 

この化粧から完成される顔は、カラーコンタクトの使用、顔を立体的に見ていること、目を大き

く見せていることなどから欧米系の白人の顔に近いように感じられた。また今回は化粧のみを検

証の対象としたが、髪のカラーリング、ヒール、ピアスなど、更に欧米系の白人をイメージさせ

る要素が他にも多々あった。 

 

(Ⅱ) 30代、40代対象の雑誌 

▼BAILA  

30 代女性を中心に読者層に持つ。OL 対象。働いている人を対象としているからか、化粧もフ

ァッションも一気にナチュラル傾向に落ち着く。外国人のモデルも多く登場する。カラーコンタ

クトは見られなかった。つけまつげは使うものの落ち着いたものを使う。 

・ ベース 

・ アイメイク( シャドウ・アイライン・マスカラ・つけまつげ上)  

・ 眉毛(眉マスカラ・アイブロウ)  

・ リップ( ナチュラル系グロス)  

・ その他(チーク・シェーディングなど) 

 

▼ 美ストーリィ 

40 代を対象とした女性誌。主婦対象か？化粧の出来上がりは落ち着いていくが、ベースメイク

は非常に手をかけている。また美容にも 20代、30代と比べ特集が組まれるなど読者の興味も向

いているのだと思われる。つけまつげ、カラーコンタクトは見られなかった。チークも 20代 30

代と違い落ち着いた色のものを使う。 

・ ベース 

・ アイメイク（シャドウ・アイライン・マスカラ） 

・ 眉毛(眉マスカラ・アイブロウ)  

・ リップ( ナチュラル系グロス)  

・ その他（チーク・シェーディング）  

 

30代、40代では化粧の特集が少なかった。どちらの雑誌にも 20代の化粧をそのまま 30代、40
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代になっても行うことは NG とされるような表記が見られた。確かに、20 代の化粧と、それ以

降の化粧では違いが見られた。具体的には、ベースメイクにより手をかけるようになったこと、

アイメイクにそこまで力を入れなくなったこと、多様性があまり見られなくなったことなどが挙

げられる。20 代では自分を大人っぽく見せるのに対し、30 代、40 代では自分を若く見せよう

とする。それが、違いが生まれる理由のひとつかもしれない。印象としては 20代の雑誌では「ど

れだけ美しくなれるか」という狙いが根本的に見て取れる化粧法だが、30代、40代の雑誌にな

ると「ありのままの自分を美しく見せる」という狙いがあるように思えた。 

 

(Ⅲ)調査まとめ 

かつて日本で目が細く下膨れの顔が好まれたことを考えると、現代の日本人が美しいと感じる顔

は欧米系の白人の顔に近くなっていることがうかがえる。欧米に追いつけ追い越せの時代に欧米

の文化を進んだものとして捉え、欧米の白人の顔を美しいと感じるようになったのかもしれない

が、それは大まかな流れを考えた場合のみである。5種の雑誌を検証しただけでも美しいとされ

るイメージ像に多様性が感じられる。例を挙げれば、森ガールに代表されるような黒髪や眼の細

いモデルもいる。したがって、一概に欧米系の白人の顔を目指した化粧をしているとは言えない。

むしろ注目すべきはその多様性ではないかと思われる。恐らく、30代、40代になると化粧にあ

まり多様性がみられなくなったのではなく、20 代の化粧が著しく多様化しているのだと思われ

る。 

30 代、40 代のファッション誌があまりみられなかった件について、はじめは、30 代、40 代に

なると、化粧などに興味がなくなるため、雑誌も特に化粧の特集を組まず、料理や旅行、趣味の

特集を組むのか、と予想した。しかし、年齢を重ねれば化粧しなくなる事実は確認できない。恐

らく、30代、40代以降になると自分の化粧法が確立され他人からレクチャーされる必要がなく

なるのだろうと考えた。 

 

 

３、化粧する意味についての考察 

 

化粧がもたらす効果として一番初めに挙げられるものは、「自分を美しく見せること」だと考え

られる。それには他者の存在が必要になる。もちろん、他者からの評価を上げるために自分を美

しく見せるという意味合いで、他者は化粧をする上でかけがえのないものだと考えられる。しか

しそれだけではない。もっと根本的に言えば「自分」と「化粧を用いてより美しくなる自分」が

存在するときに「美しい」という方向を位置づける比較対象として、他者の存在が絶対不可欠に

なるのである。「美」という概念は既に他者の存在があって作られるものなのかもしれない。い

ずれにせよ、化粧行為の意味を考えるときに他者の存在は切っても切り離せない。 

それでは、他者の存在を踏まえて、化粧の意味を考えたとき、ひとつ「自己表現」が挙げられる。

化粧を用いて、自分の顔で自分がどのような人間か表現するのである。顔は一番に他者の目に入
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る部分であり、自分を表現するのに一番適当だと考えられる。例えば、他者の評価を上げたいと

考えて化粧する場合、その化粧には「他者の評価を上げる」という効果と「他者の評価を上げた

いと考える自分を表現する」ことが出来るのである。 

化粧は特に内面の中でも「なりたい自分」を表現することが多いのではないかと思われた。もち

ろん顔で、性格を判断することは通常、軽率な行動であるといわれるが、化粧の場合、偶発的に

本人が生まれ持ったものではなく、本人が自分の意思で「このような顔を作りたい」という考え

のもと、行ったものであるから、より本人の希望が映し出されるのではないだろうか。つまり化

粧は自己表現の手段の一つであるが、それも特になりたい自分を映し出すものではないだろうか。 

また、近年では特に、化粧が社会的な常識という意味を持つことが多い。これがいいことか、悪

いことなのかは判断しにくいが、改まった場面で、男性が必ずスーツにネクタイを締めるように、

女性は化粧することが社会通念として求められているのである。アルバイトであっても接客業で

は会社から化粧を強要されるという事例もよく耳にする。化粧をすることによって、「相手に評

価を得られたいと考えています」という表現、つまり化粧をして会う相手に「あなたに評価され

たいと考えるほどこちらはあなたを尊重している」という表現を行える。逆に言えば、化粧をし

ていないということは、「私はあなたの評価など気にしていない」という表現になるのであり、

失礼にあたる。ゆえに、公的な場面で化粧をしないのは社会の常識をわきまえられていない、と

いうメカニズムが考えられる。本当に本人がそう感じているかどうかに関わらず、以上のような

メカニズムにより、最終的に化粧は社会的な常識、礼儀をわきまえた自分をも表現することが出

来る。 

ちなみに、化粧を顔の特に目、口、耳(ピアス)に重点的に行うのは、他者とコミュニケーション

をとる部分であるから、という説もある。 

したがって人間がこれまで、時に、命を削ってまで化粧を行ったのには、自己表現としての側面

も大きいのではないかと考えられる。人類の歴史に常に絵画や歌や像などの芸術が寄り添ったよ

うに、一種の芸術とも呼べる自己表現としての化粧が同じように存在したのだと思われる。 

 

４、ガングロについて 

 

（Ⅰ）ガングロについて（※１） 

もしくはギャル、コギャルとも呼ばれる。ギャルは 1990年代後半に現れはじめた高校生を中心

とする世代の奇抜な化粧をする者。かなり短くされたスカート、ルーズソックスなども特徴。そ

の中でも特に顔を黒くやき、極度に細く整えた眉毛と過剰なまでに強調されたまつ毛、白い口紅

や茶髪、白髪が特徴であるものをガングロと呼ぶ。語源はガンガン黒いとも顔黒とも言われる。

「egg」「cawaii」などで特にそのような化粧をしたモデルが多かったようである。現在の「egg」

のメイクにも流れを汲んでいるように思える。更に奇抜なファッションをしたものをゴングロ、

ヤマンバと呼ぶ場合もある。当時から評判は悪かった。仲間うちの評価をなによりも優先すると

される。ガングロの流行はすぐに廃れたが、ガングロ登場以降高校生の化粧はごく一般的なもの
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となった。また、メイクだけでなく『消費社会的なギャルたちの行動様式(性行動を含む)が低年

齢化した現象を指す』としている場合もある。ギャルの行動様式とは、援助交際、ブルセラなど

が挙げられる。（全てのギャルが必ずしもそのような行動をしていたわけではない）『高度経済成

長も終わり、バブルもはじけた時代、将来は頼りにならないとして、刹那的に生きる。待たない

存在である。』『今を生きる存在』と米澤氏（※１）は述べている。 

 

（Ⅱ）ガングロについての考察 

以上に記したとおり、ガングロの発生は近代の化粧史を考えるときに、非常に注目すべき点であ

ると思う。ゆえにガングロについての項目を作り、考察するに至った。ガングロの発生は化粧史

上初、男性受けや周りの好感度をまるで無視した化粧といえる。高校生らしさや女らしさ、従来

の美意識をまるで無視したガングロメイクは、非常に評判が悪かった。しかし、好感度を無視し

たからといって、周りの他者の存在をガングロたちが全く気にしなかったわけではないと思う。

それは（３）に記したとおり、ガングロはガングロメイクを通じて、自己表現を行っていたのだ

と思われる。ガングロが奇抜な化粧を行ったのは「自分に注目してほしい」という気持ちの表れ

であるように思う。また奇抜なだけで、好感度を無視した化粧は「自分に注目してほしい、けれ

ども私はあなたからの評価を受け付けません」といった表現、つまり、「他者の目など気にせず、

私は自分の好きなことをできる強さを持っています」という表現ではないだろうか。「注目して

ほしい」という表現と矛盾するようにも思えるが、ガングロはそういった矛盾をはらんだ存在だ

ったのだと推測する。またガングロには「個別性の抹消」という特徴も挙げられる。ガングロは

同じような濃い化粧をするために、周りから見れば区別がつかないのである。「個別性の抹消」

には２つの意味が推測される。１つは濃い化粧により、自分が誰かわからなくする、それによっ

て本当の自分を隠し他者に自分の内面（弱い部分）に踏み込ませない、という気持ちの表れであ

る。ガングロといっても本当に精神的な強さを有していたかどうかは定かではなく、むしろ高校

生などという年代の少女が精神的な強さを持っているはずがないと予想される。その内面的な弱

さを隠すための奇抜なメイクであったのではないかと思われる。あまりに奇抜で濃いので表情す

らつかみにくく、これも自分の内面を隠す行為につながるのではないかと思われる。もう１つは、

擬態である。化粧によって強さを周りにアピールするガングロと同じ化粧を施し、他のガングロ

とまぎれることによって自分も強い存在になれるのである。つまり、ガングロは「強さ」を求め

る存在であると私は考察した。 

「強さ」を求める存在とは、一体ガングロはどういった立場なのだろうか。1990 年以前も染髪

や化粧を行う高校生は存在することはしたが、彼女らは少数派であり、大人の領域へ踏み込むと

同時に「不良」のレッテルをはられることになる。それまでは少数派であった存在が社会現象と

もとれるほどに大量に発生するのである。一体これは何故なのだろうか。高校生くらいの年代の

少女が精神的に不安定なのは至極当然であり、多かれ少なかれ強さというものを求めるだろう。

しかし、ガングロという一種の社会現象を起こしてまで、何故彼女たちはそれほどまでに強さを

求めたのだろうか。これは「少女」という概念がなくなったことに由来する。ガングロが現れる
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前、高校生の少女たちは「オリーブ少女」と呼ばれるファッションを行うものが多くいた。オリ

ーブ少女は独自の文化やファッション（現在の森ガールに近いファッション）を持っていたが、

化粧はあまりしなかった。オリーブ少女は子供でもなく大人でもない「少女」という存在であり、

大人ではないので化粧はしなかったのである。しかし、子供でもないので好きな洋服を着てファ

ッションを楽しみ、少女だけに許される独自の文化を形成していた。オリーブ少女を例に挙げた

が、オリーブ少女が多く現れる前もおそらく「少女」の概念は存在し、化粧やブランド品は大人

になってから、それまでは少女の時間を楽しむという気持ちが当時の少女にはあったのだろう。

しかし（４）の（Ⅰ）で述べたとおり、バブルがはじけ社会が不安定になり、将来が頼りないも

のになると、少女は大人になるのを待てなくなった。そしてガングロが登場した。つまりガング

ロは子供から少女の時代を経ず、化粧も染髪も行う大人になろうとするのだが、内面は少女のま

まであり、その「ずれ」を隠すために強さを求める化粧法になったのではないかと思われる。も

しくは、より大人に近い存在である少女としての存在を確立したのかもしれない。 

 

註（※ⅰ）（Ⅰ）においての『』による引用は全て「コスメの時代私遊びの現代文化論」勁草書

房 08年ｐ36～40による。米澤氏とはその著者の米澤泉氏。 

 

（５）現代の化粧が意味することについての考察 

 

（Ⅰ）自己表現としての化粧 

以上をふまえて、では現代の化粧についてどんなことが考察できるだろうか。現代の化粧を検証

してみて、その多様性が最も注目すべき点であると感じた。私が感じたのは、化粧は以前よりは

るかに雄弁にその人の内面を語っている、という印象である。化粧法に多様性が生まれたことは、

より細かくその人の内面を語っていることを意味しているのではないかと思うのである。近年、

社会的に個性の尊重が強調されるようになったのが一つの要因だと思われる。例えば egg のモ

デルのような派手な化粧を行っているのと、non-no のモデルのようなごく一般的な女子大生の

ような化粧を行っているのでは周りの人が受け取る印象はかなり違う。もちろん、多様化された

とはいえ、各系統のファッションが確立されたということは、それぞれの系統に「どういった化

粧が美しいのか」という美意識も確立されているのであり、自分がどの系統を美しく思うか、と

いう判断基準も化粧法を選ぶ要因のなかでは最も大きいものの一つであろう。しかし、相手がど

のような印象を受けるだろうか、という問題はあらかじめ本人の中でも予測がつくのであり、し

たがって相手にこのような印象を持ってほしい、という要因も化粧法を選ぶ際にあると思う。雑

誌の検証を行った際に気付いたことがある。当然ファッション誌であるから、各系統の服や化粧

を紹介しているのだが、おまけページや特集にもそれぞれのキャラクターが見て取れたというこ

とである。例えば GLITTER ではそのようなページがほとんど見られなかったのに対して egg

では読者モデルや投稿欄やファッションと関係のない企画などが充実している。個人的な感想に

はなるが egg は読者が主役で、「今、楽しむ」ことを重視しているような印象を受けた。モデル
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も親近感の沸くキャラクターの方が多い。With では実生活に役立つ特集がよく組まれ、実際的

な性格を持っていることに気付く。GLITTERでは外国人という少し離れた存在のモデルを起用

していることからも、読者が目標としているのは、雑誌の中のモデルでしかなく、モデルの人間

性や雑誌の性格は重視されないように思えた。つまり、確立されているのは、美意識だけでなく、

文化や価値観までも各系統で形成されていることがわかる。また、今日と明日では全く違ったフ

ァッションを行う者や、雑誌でもよく紹介されるが TPO にあわせた化粧が存在する。遊びにい

く時の化粧と仕事に行く化粧はもちろん違うが、最近では、恋人や友達、親戚など会う人によっ

て化粧を変える場合もあるのである。それには化粧が多様化しただけでなく、自己の多様性を化

粧が表現するようになった、という一面もあるかもしれない。 

ちなみに、20 代の化粧においてのみ多様性が見られたのは、就職してしまうと、自分の内面を

出すことよりも、自分が常識的な人間であることを表現する方が優先されるためだと思われる。

高校生などでは校則や親の目があり、環境的にあまり奇抜な化粧を行ったりできないことがある

が、大学に入ると比較的自由になるため 20代になると化粧が多様化するのではないかと思う。 

 

（Ⅱ）自己目的化した化粧 

最近、コスメフリークという存在が現れた。コスメフリークとは端的に言えば化粧オタクである。

コスメフリークの化粧は３つの化粧行為からなりたつとされている。化粧を読む、化粧を書く、

化粧を語る、である。「読む」とは数多くの化粧品から自分にあった化粧品を選ぶ行為、「書く」

とは実際に化粧品を使用すること、「語る」とはその使用感や評価などを、ブログなどを通じて

語る行為である。コスメフリークにとってこれら全ての行為が化粧行為なのであり、この化粧行

為は他者からの評価を気にするものだけでなく、化粧行為そのものが自己目的化した「楽しみと

しての化粧」だと言える。特にコスメフリークにとって重要でかつ特徴的なのは、化粧を「語る」

行為であり、自己目的化した形の化粧はコミュニケーションを取り合える点での楽しみが隠され

ている。化粧はどんな形であっても他者を必要とすることを裏付けているように思える。それに

してもやはり、化粧自体が自己目的化するという事実は化粧史上新しい概念ではないかと思われ

る。化粧行為を行い、より美しい自分に出会えたときに喜びを感じることはこれまでもあったと

思う。それは自分に対する自己表現という形で喜びをもたらしたのだと思う。しかし、コスメフ

リークにとって化粧を選ぶこと、化粧品の感想を述べること、これらも化粧行為に含まれるので

ある。それらには自己表現とはまた違った意味があるように思う。また、最近では、化粧のプロ

の存在が世間をにぎわしている。彼らは化粧の技術ゆえに評価される人物である。今までも高度

な化粧の技術をもった人は評価されたが、それでも彼らの人気は、かつてないほどである。「彼

らがより高度な化粧法を人々に伝授してくれる」という理由ももちろんあるが「すごい特技を持

った人」というタレント的な一面も大きい。化粧の技術だけで１つの評価されるべき事柄になっ

ているのである。つまり、化粧は自己表現や他者からの評価を得るといった結果を求める手段で

しかなかったが、今やそれ自体が「楽しみ」や「技術」といった目的と化した新しい側面がある

ことがうかがえる。 
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６、 最後に 

今回研究を始めるにあたって、現代の化粧は日本人の顔を欧米系の白人の顔に近づけているので

はないか、という仮説があった。しかし、検証を進めたところ、大まかな流れとしてそういった

要素は全く否定できないが、必ずしもそうとばかり言えない事実に気付いた。むしろ近年では違

った動きを見せていることがわかり、そちらの考察を進めていくと、当初考えていた構成とかな

り違うレポートになった。加えて、調べるにあたって文献を探したところ、化粧の先行研究はあ

まりされていないことが発覚した。身体的外見が人に与える影響について、あまり認めたくない

という社会的通念が研究に影響を及ぼすためであるらしい。そのため完全に手探りの状態となり、

至らない考察なども多い結果になってしまった。しかし、より化粧の現状に近づけた部分もあり、

興味深かった。 
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