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FASHION ICON 
ココ・シャネル	 Coco Avan Chanel 

 
 	 フランス出身の有名ブランド”CHANEL”創始者、ココ・シャネル。20世紀のモードファッショ

ンの先駆けとして名を馳せ、多くの若いデザイナー達の憧れの的として今なお君臨している。彼

女の編出した名品たちは時代を超えて魅入る者を魅了してやまない。そのデザインの才能も然り、

恋多き女としても名高いシャネル。彼女が虜にした男性は数知れない。恋を色恋沙汰に止めるこ

となく、それをもまたビジネス成功への糧としたシャネル。一見女性が夢に描くような輝かんば

かりの人生に見えるが、その光の裏では想像もし難いような波乱に満ちた境遇にも身を置かねば

ならない時期もあった。しかし彼女はどんな困難も全てチャンスに変えた。屈強に負けず、逞し

くその人生を謳歌したシャネル。時代や世代を超えて愛されるCHANELー人々を惹付けるのは名品

たちだけでなく、光も陰も味わったからこそ生まれたシャネル自身の溢れんばかりの「人間的」

な魅力なのかもしれない。(A. M.)	   
ココ・シャネル  —  生誕〜シャネルの創業まで  

   
1883	 AUG.	 13	 	 	 

フランス南西部オーヴェルニュ地方に生まれる。	 

＜幼少期＞	 

母は12歳の頃に病死。後に父親に捨てられ孤児院や修道院で幼少期を過ごす。	 	 

＜１０代＞	 

当時交際していた将校（エチエンヌ・バルサン）に連れられて訪れたキャバレーで歌う女性に憧

れシャンソン歌手を目指すことに。「ココ」という相性はキャバレー歌手時代に歌った歌の題名

にちなんでつけられたという。	 

＜シャネル創業＞	 

シャンソン歌手を目指すも、中々芽が出ず、芸能界の道を諦めたシャネル。当時交際していた将

校がそんなシャネルを見兼ね、パリ郊外に移り住む。そこで趣味として始めた帽子細工で才能を

開花した。シャネルのデザインがファッション界で認められ、1910年にバルサンの援助により帽

子専門店「シャネル・デ・モード」をオープンする。後にバルサンとは別れ、一生涯愛する人物

となるイギリス人青年実業家アーサー・カペルとの交際を始める。カペルの出資により２号店を

開店。第一次世界大戦中という戦乱の世で開いたコレクションで大成功をおさめる。(A. M.)	 
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成功と沈黙  
 

“人生がわかるのは、逆境のときよ”   by Chanel  
 

	 	 1921年には本店をカンボン通り31番地に拡張するなど、次々と成功を収めるシャネル。調香

師エルネスト・ボーとの出会いにより、香水「CHANEL	 NO.5」「CHANEL	 NO.22」を発表し、ファッ

ション界の風雲児となる。しかし時は戦乱の世。ヨーロッパは次々と戦線を拡大し、多くの国が

その戦火へと身を投じることとなる。もちろんシャネルもその状況に身を任せる他なかった。第

一次大戦下では、一時自身の店を閉め、静寂に身を潜めた。その後一時世の中は休息に入るが、

間もなくして第二次世界大戦開戦の息吹が感じられるようになる。徐々にコレクションの発表等

を控えるようになったシャネルは、1939年から1954年までの15年間は完全にその息を潜めること

となる。	 

	 	 しかしその激動の時代にも、彼女のアイコンとしての魅力や才能を存分に発揮したとされ、未

だに注目されるエピソードがある。	 

	 	 それはフランスがナチスドイツの攻勢に屈し、占領下におかれた1940年から1944年のこと。当

時ナチス幹部と恋仲にあったシャネルは、フランス人でありながら、ナチスドイツに対して積極

的に情報共有したとか。そういった噂が広まり、占領から解放された後も、シャネルは連合国軍

により逮捕されることとなる。しかし、ナチスドイツの幹部との関係の傍ら、シャネルは時のイ

ギリス首相チャーチルとも深い関係にあり、起訴後もその縁故を活かして難を免れている。釈放

された彼女は、数年感の沈黙の後に再びファッション界に華麗にカムバックを成し遂げた。モー

ドスタイルの復活や、女性用のスーツの爆発的な普及等、戦後のファッション界に齎した彼女の

功績は計り知れない。彼女の死後、ことの真相はわからないが、光に照らされるだけでなく、暗

く深い闇の仲でもその圧倒的な存在感を感じさせるシャネルの魅力は昔も今も、そして未来も、

きっと私たちの心を掴んでやまない。(A. M.)	 
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MAKE-UP 

 
	 	 時は流れ、幾多のものが世間を圧巻し、人々を賑わせてきた。音楽や映画、スポーツ選手や

有名人など、様々なアイコンがその時代を彩ってきた。	 

	 	 メイクやファッションもその時代の大きな象徴だ。世界が好景気に沸き、明るい色使いが流

行った８０年代のファッションや、オードリーヘップバーン、マリリンモンローなどの銀幕スタ

ーが軒並み誕生し、彼女達のファッションが一躍世間の憧れとなった５０年代など、時代を象徴

するファッションスタイルはその年代（例えば80sや50sなど）の名前とともに今もまだ多くの人

を魅了している。こういったファッションは数年のサイクルで再び流行を迎えるだけでなく、固

定層のファンは流行廃りに関係なくそのファッションスタイルを楽しんでいる。ファッションス

タイルだけでない。その時代に流行したファッションと同様、その時代を彩るメイクも同様に一

世を風靡した。細眉、太眉、コギャル...etc	 時代を象徴したメイクは、その時代を振り返る人々

の心に深く刻まれ、記憶とともによみがえる。	 

	 	 ファッションやメイクの流行は、ファッションデザイナーの手によって作られるといっても過

言ではない。彼らが流行らせたいスタイルを「今年の流行だ」ともて囃せば、世間は彼らの思う

ままのリアクションをとる。故に、好景気に湧く時代に流行ったファッションは色鮮やかで艶や

かなのに比べ、不景気の時期（今はやっとぶり返してきたが）モノトーンや色使いの控えめなフ

ァッションが流行した。メイクも同様。細い眉に焼けた肌、若々しさを連想させるメイクが日本

で流行ったのはバブル期の前後。今の時代は太眉にナチュラルメイクと呼ばれる「すっぴん・癒

し系」のメイクだ。	 

	 	 鮮やかな色使いで自分を華やかに魅せるメイクが決して廃れたり、人気を無くした訳ではない。

しかし今の時代に多くの人の共感を呼ぶメイクは、人を安心させる、癒しの雰囲気を醸し出すも

のなのだ。調査でメイク売り場を訪れても、その傾向は手に取って分かる。なるほど「森ガール」

が流行するのも納得である。癒し系メイクの手順やポイントを抑えた雑誌などは巷にあふれ、私

たちはそういった情報へのアクセスを容易に手に出来る。しかし、それらに従っても、必ずしも

自分が望む、あるいは自分が一番輝いて見えるメイクにするには、やはりプロのアドバイスが必

要である。	 

	 	 4 章 MAKE	 UP では、プロに聞く「私が輝くナチュラルメイク」のコツを、タイプ別に紹介し

たい。(A. M.)	 
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私が輝くナチュラルメイク
～プロが教える、「ココは抑えたい」タイプ別のコツ～

丸顔ベース型! 卵形 面長

１）あなたの顔のかたちは？

２）好きなリップの色は？

ローズ

ピンク!
オレンジ

深紅

濃い赤!
グロスのみ

２）あなたの憧れの雰囲気は？

可愛い!ほんわか! 都会的 モダン

２）ファンデーションの色は？!

ピンク

ベージュ
ベージュ!

明るめ
（白）

ベージュ

オークル

次のページへ
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タイプ診断

自然の色を取り入れて、
爽やかで癒しの女性に

華やかさを強調し
可愛らしい大人女子を目指して

洗練された都会の女性
クールで色っぽい女性に

健康的でおしゃれ
ありのままを楽しんで

前のページで一番多く当てはまった色は？
＊２色同じ数あてはまった場合や、満遍なく当てはまる場合は、
１の質問の色を重視して
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メイクをのせる前に、まずはじっくり保湿。
素肌の状態を良くすることで、メイクのノリとモチを持続させら
れます。
ベースを肌にのせ、なじませる
保湿後、ベースを肌にのせ、仕上げにスチームやスプレー化粧水
でふたをする。
手で化粧水を肌に閉じ込めるようにするとベースくずれを防げま
す。

はじめに... 
～ベースメイク・ファンデーション～

ファンデーション
素肌に近い色のファンデーション
を選び、薄く肌にのせます。
＊中心から外側に向けて、軽く
マッサージするような感じでの
せると肌馴染みがよくなります。

それではタイプ別にメイクのコツを抑えましょう！
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ザ・ナチュラルビューティー
自然の色を使い長所を活かすことで、
あなたの魅力をどんどん引き出そう

このタイプの人がアイメイクで注意するべきなのは、アイメイク。過剰なメ
イクはあなたの「良い」素材をつぶしてしまう可能性が...
このタイプの女性はアイラインは控えめにし、マスカラを使って目を強調す
ること。極端にいうと、マスカラだけでも十分。特に今年のトレンドとし
て、アイラインを描かないメイクも注目したいところ。魅力の「ナチュラ
ル」さをアピールしながら、今年のトレンドも抑えて。

アイラインを抑えている分、ココで赤みを出しすぎるのは得策ではない。
オレンジ系統のチークは肌にも馴染み易く、健康的に魅せてくれる有能アイテ
ム。
ほお骨の外側から、笑った時に一番高くなる頬の頂点に向けて色を入れること
で、自然な仕上がりに。

チークの色と同系色のリップを選ぶと
より健康的な仕上がりに。色を強調しすぎず、かつ健康的に魅せるにはマストアイテ
ムなオレンジリップ。仕上げにグロスでツヤをだすと、控えめながらも美しい仕上が
りになります。
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愛されキュート
どこか守ってあげたいかわいらしさを持つあなた。
可愛らしさを存分に活かして

円らで潤った瞳はあなたの最大の武器。
アイラインは濃くしすぎないようにしながらも、まつげの際にいれることで
目を強調できる。涙袋や下瞼にラメの入ったアイシャドウを入れると自然に
潤った目を作ることができる。極めつけはマスカラ。上下にしっかりと縫っ
て長さ・太さを作るとあなたの目力を存分に強めることが出来る。つけまつ
げをつける人は、下まつげにもちょっとした施しを忘れないで

ローズ系あるいはピンクのチークを、頬の一番高いところにのせ、周りにぼかし
ながら広げていく。注意するのは、笑顔を作って一番高くなるところに色を挿す
こと。すると普通の状態でも笑ったように見え、幸せオーラを作ることが出来
る。しかし色の出し過ぎには注意。酔っぱらいに見えてしまう可能性も...

ローズピンクやコーラルピンクの明るめの色
がおすすめ。それらの色は頬の明るみを存分に活かしてくれる。しかしあまり明るす
ぎるピンク（マゼンダなど）は避けて。バブルを彷彿とさせる、少し時代遅れな韻書
を持たせてしまうかも。



 11 

 
 

洗練された都会の女
クールでスタイリッシュ、だけどどこか色っぽくもあるあなた。
冷たい印象を控えつつ、暖かみをだして

黒いアイラインを引くのではなく、少し色の入ったアイラインを挿すと、冷
たすぎる印象を和らげることができる。今年のトレンドであるブルーアイラ
インをまつげの際に描くとそれだけで今年風の印象に早変わり。ブルーは黒
同様、引き締め効果があるので、目を強調し、大きくみせることができる。
加えて黒ではなくブルーを用いることできつすぎず、優しい印象を作ろう。

チークにはピンク、オレンジどちらでも構わないが、自分の肌に馴染みやすい色
を選んで。チークの色を抑えることで、アイメイクとリップを強調し、顔全体の
引き締め効果が狙える。

少し深めの赤をリップに用いることで、全体の印象を都会的なものにできる。全体の
色味を抑えているので、赤いリップは最後のさし色として万能。ただ注意は紫色が強
い赤を選ぶと不健康に見える可能性があるので、できれば明るみのある赤を選ぶのが
ポイント。



 12 

 
 

 

おしゃれで健康　まさにLA
LAセレブの代名詞：おしゃれで健康的　
ありのままを活かしてその魅力を高めて

ナチュラルビューティータイプと同様、あまり濃すぎるアイメイクは禁物。
ペンシルでまつげの際を埋めて、アイシャドウでぼかすと、ナチュラルな印
象を作ることができる。アイラインを引いた後に二重の幅にシャンパンゴー
ルドをのせると自然なグラデーションの仕上がり。

オレンジ系の強いチークを選ぶと、一段と健康的に見える。しかしあまり色を強
調するのは得策ではないので、軽く頬全体にのせることを進める。仕上げにパウ
ダーをのせ、キラやかな印象を作ると肌に馴染み易く自然な仕上がりに。

あまり色のついたリップの使用は進めない。むしろリップクリームの上にあまり色味
の強くないグロスをのせ、艶を出すだけで十分。

A.M.
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トレンド 2012 – 2013 
 

 2012 年 11 月 27 日に新宿にあるルミネ１の「Isetan	 Mirror,	 Make	 &	 Cosmetics」と「Jill	 Stuart」、

ルミネ２の「TASHIRO」、伊勢丹の「ANNA	 SUI」で店員に店頭インタビューを行った。取材の目的

は化粧品のトレンド、おすすめ商品、人気商品、それぞれの店のテーマやターゲット層の違いを

調べることだ。	 

	 今回の取材を通して、今のトレンドが「赤リップ」であることがわかった。昨年に比べ需要が

増えているようだ。その他にも、どこか顔の一つの部分を強調するポイントメイクやナチュラル

で落ち着いたベージュ、ピンク、コーラルなどのチークやカーキ、ブラウンの深みのあるアイシ

ャドーが流行っている。調査をしたすべての化粧品店にはクリスマスセットが大々的にディスプ

レーされており、これが今の一押しで、一番売れている商品だと言われた。客層はそれぞれの店

のテーマによって違っていた。Jill	 Stuart は若い 10-30 代の世代が多いのに比べアナスイは 3

世代で買い物に来る客もいる。	 

	 調査を通していくつもの新しい発見があった。中でも一番関心があったものは「赤リップ」だ。

インタビューをしなかった店のポスターなどにも赤リップを使用したモデルを多く見かけた。ど

のようにして流行り始めたのかを深くしりたいと思った。他にはメイクの用語や色の用語などに

関する知識が私自身乏しかったので、専門用語についてもさらに調査をしたいと感じた。	 

	 今後の課題としては、メイクのトレンドがどのように変化しているかを調べ、それらが何に、

または、誰に影響されているのかを明らかにしたい。洋服のトレンドにも影響されるようなので、

それも一緒に分析したいと考えている。( Y.T.) 
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2013年春のファッションウィークから   

選りすぐりのメイクを厳選  
キャリ・モルヴァー  

  メイクにおいてありのままの姿は常に美しいが、少し足された色合いにもまた別の良  

さがある。今回の春のファッションウィークでは幸いに両方を見る事ができた。 

ステラ・マッカートニーとバーサスのメイキャップ・アーティストは絶妙なニュアンスの青と緑

のアイシャドー、ジェイソン・ウーとバーバリーは鮮やかな深紅のリップ、そして極めつけには

ドルチェ&ガッバーナのように健康的な肌に強調されたニュートラル  

のリップを使用した。まつ毛や眉のメイクが際立つ場面もあったが、優しくなじませたアイライ

ナーが上手くバランスを取ってくれた。混在した強弱を強調するためには、その他の部分をシン

プルで健康的にしつつ、強調部分に目を引きつけるような色かラメ(シャネル、グッチを参照)を

置くと良い。2013年春のヘアートレントのチェックもお忘れなく。 （翻訳：Y.T.） 

 

<原文>  Harper’s BAZAAR 

 

      THE BEST MAKEUP LOOKS FROM SPRING 2013 FASHION WEEK 

                              	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 By Kari Molvar 

 When it comes to beauty looks, bare is always beautiful—but so is a bit of color on the face. 

Fortunately the spring shows offered us both options this season. Makeup artists swept brilliant 

shades of blue and green on the eyes at Stella McCartney and Versus, slicked vivid crimson hues 

on lips at Jason Wu and Burberry, then emphasized neutral lips and glowing skin at shows like 

Dolce & Gabbana. There were moments of major lashes and brows but all of that was balanced 

by softly smudged-in eye-liner backstage. To emphasize this mix of strong versus subtle, play up 

the features you want to draw attention to with color—or a touch of sparkle (see Chanel, Guc- 

ci)—while keeping the rest of your look simple and glowing. Plus, check out the most 

anticipated hair trends of Spring 2013.  
 

(参照元:http://www.harpersbazaar.com/beauty/spring-2013-makeup-trends#slide-1)  
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赤の兆し  
 
最初は、今年の春リップのトレンドカラーはべージュ系になると思われた。その中、バーバリー

のモデルか身につけたコーラル系の赤リップが圧倒的な存在感を放ち、赤リッ プの人気に火が

付いた。メイクアップ・アーティストとして名を馳せるマクグラス・パ 

ットかメイクを担当するプラダでは、マットな質感の赤リップを使用し、さらに赤いペンシルて

唇の輪郭をなぞり、ラインを強調することによって、唇をより大きく、そしてぷっくりと魅せる

効果のあるメイクを発表した。今シーズンはミッソーニとオスカーデランタのピンク系の赤から

ジャン・ポール・ガルチエでのクラシックな紅緋色、そしてジョナサン・サンダースのチェリー

ブラック色まで、幅広い赤リップか不動の人気を物語った。 （翻訳：A.K.） 

 
 
 
<原文> Harper’s BAZAAR 

                           RED SIGNALS 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 By Kari Molvar 

 At first, it seemed like spring would be a season of pale lips. Then red colors hit with a bang, 

most noticeably at Burberry where models wore a creamy scarlet hue that generated major buzz. 

At Prada, makeup queen Pat McGrath went for a matte crimson, outlining the outermost part of 

lips in red pencil that accentuated the shape of the mouth (tip: this makes lips look bigger and 

fuller). All told, the season’s rouges ranged from pinky-red at Missoni and Oscar de la Renta to 

the classic power red at Jean Paul Gaultier to the dark and dramatic black cherry at Jonathan 

Saunders, proving the enduring appeal of being in the red.  

 

Featured: Dolce & Gabbana  

  
(参照元:http://www.harpersbazaar.com/beauty/spring-2013-makeup-trends#slide-1)  
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MAKE – UP TREND SOPHIA   
	 上智大学生を対象としたメイクに関する意識調査を行い、男性 7人、女性 21人の計 28人から

調査結果を得ることができた。調査目的は男女間のメイクに対する意識の相違、女子大学生が好

むメイクや使っているブランドの種類などのメイクに関する基本的なデータ収集だ。 

	 今回はデータを集めるためにアンケート調査を実施した。男性用と女性用の質問が異なるアン

ケート用紙を用意し、選択式と自由回答式の問題に答えてもらった。 

	 初めに、男女共通の質問の結果としては、男女ともにナチュラルメイクを好む傾向があること

がわかった。女性は半数以上（21人中 11人）が好きなメイクにナチュラルメイクと答え、男性

も同様に 7人中 5人がナチュラル・薄いメイクと回答した。また、メイク時間に関する質問に対

し、男性が予測した時間の中で最も多い回答（７人中 4人）は 15分だった。女性の回答（メイ

クをしないと答えた人は除く）を平均すると約 20分となり、男性の予想とかけ離れた結果には

ならなかった。「付けまつ毛が好きか／使用するか」という問いに対して、まつ毛を使用してい

る女性は一人もいなかった。使わない理由として最も多い回答は「つける必要がない」と「めん

どくさい」だった。男性の中でも「どちらでもよい」と回答した 2人以外は付けまつ毛を「嫌い」

だと答えた。これらの結果から男女間のメイクの好みに対する大きな相違は見られなかった。 

	 次に男性用のアンケート結果をまとめる。男性に「メイクをしてみたいか」と聞いたところ、

7人中 5人が「いいえ」と答え、理由には「気持ち悪い」や「めんどくさそう」などが上げられ

た。逆に「はい」を選択した人は「女性の気持ちを理解するために」と答えた。また、「メイク

とスッピンとのギャップに驚いた経験があるか」という質問には全員が「はい」と答えた。メイ

クとスッピンをした女性では、「メイク」が好きだと答えた人が 1人、「スッピン」と答えた人が

2 人、それ以外は「どちらでも良い・人による」と答えた。 

	 最後に女性用のアンケート結果をまとめる。女性が最も意識するメイクのポイントで最も多か

った回答は目やアイメイクに関すること（9人）、次に多かった回答は肌に関すること（6人）だ

った。また、メイクのブランドとして「メーベリン」、「マック」、「ボビーブラウン」が最も多く

あげられていた。メイクを購入する場所として「ドラッグストア」と答えた人が 21人中 12人と

過半数だった。メイクを参考にしている雑誌やモデルがいると答えた人は 8 人いた中で 4 人が

「ViVi」と答えた。 

	 今回の調査を通し、男女共にナチュラルメイクを好み、付けまつ毛のような人工的なものを避

ける傾向が明らかになった。男女のメイクに対する意識に大きな相違は見られなかったが、メイ

クを実際にしたいと思う男性は少なかった。調査対象が学生だということもあり、女性の中では

比較的安いメイクのブランドを好み、ドラッグストアで購入する人が多いことがわかった。 

(A. K. & Y.T.) 
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Isetan Mirror	  

—ANNA SUIマニキュアコーナーの紹介—  
 

	 新宿パルコ内の Isetan Mirrorにある ANNA SUIのマニキュアコーナーを紹介したい。店内に

は様々な化粧品がブランドごとに分かれて置いてあり、客が自由に見て選べるようになっている。

ANNA SUIのコーナーは入り口に近い場所にあり、マニキュアとそれ以外の商品に分けられてい

た。マニキュアコーナーは銀縁の約 80cm四方の黒いテーブルに設置されている。テーブルの中

央には黒い光沢のある高さ約 1cm、半径約 60cmの円形の台があり、その上にはマニキュアが台

の形に沿って円形に並べられている。下段には 30個、上段には 15個のマニキュアがある。一色

に対して 2つずつある商品の箱の前にテスターが置かれている。上段のマニキュアの円の中央に

はテスターを使用した際に拭き取るためのコットンが透明なケースに入っている。マニキュアは

全て同じデザインで、上の黒いキャップ部分はトルソー、下のマニキュアが入っている瓶部分は

スカートを象っている。そのため、様々な色のスカートを履いた女性が円を描いているようにも

見える。( Y.T.) 
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成人式  
 

	 

1 月 14 日、日本各地で成人式が行われた。東京では雨のち雪となり、2013 年に入って初雪

を観測した。荒れた天気の中、昭島市の成人式には 700 人を超える新成人が集まり、多くの新成

人が中学、高校時代の同級生と再会し、会場は喜びの声に包まれた。色とりどりの振袖や袴を着

た新成人らで埋め尽くされ、外では白い雪が降り積もる中、式典が行われた。	 

私は普段から化粧をしない。成人式当日は朝 6 時から二時間近くかけてメイク、ヘアセット、

振袖の着付けを市の成人式が行われるホテルでしてもらった。ホテルには朝 3 時から着付けをし

てもらった人もおり、私が朝 6 時に到着した時にはすでに着付けが終わっていた新成人も数人い

た。2 時間近くかかったメイク、ヘアセット、着付けの間私は、朝早くから出勤し、自分も含め

何人もの新成人のメイクや着付けを担当しているスタッフさんに感謝しつつ、鏡の中で徐々に外

見が変わっていく自分の姿を見ていた。化粧をしてもらい、母が成人式で着用した振袖を身に着

けた自分は普段とはまるで別人のような感覚がした。	 

午前行われた市の成人式では広い会場に何百人といる中、8 年ぶりに奇跡的な再会を果たし

話すことが出来た友人もいた。午後には中学の同窓会があり、5 年ぶりに仲間と再会した。中学

生の時は化粧をして登校している同級生はごくわずかだったが、皆振袖姿で、そして大人っぽく、

綺麗になっていたため、誰が誰かを瞬時に認識出来なかった。中学時代を共に過ごした仲間とは

久々の再会で、皆当時とは外見が変わっていたが、まるで中学時代に戻ったような、懐かしい気

がした。二十歳となり、それぞれの道を進む友人との再会は刺激になり、嬉しかった。	 

雨と雪、そして厳しい中迎えた成人式は大変だったが、深く心に残るものとなった。今まで

育ててくれた親や家族、友人や先生に感謝し、これからは社会人として、様々な面で自立出来る

ように人生を歩んでいきたい。( A.K.)	 
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なぜ女性は化粧をするのか  
    
  なぜ、女性は化粧をするのか。女性が化粧をするのはマナー・身だしなみであり化粧をしない

のは服を着ないのと同じ、化粧をすると気持ちが上がる、他の女性から仲間はずれにされないよ

うに、など様々な理由がある。では、なぜ男性は化粧をしないのか。もちろん男性もひげを剃っ

たり、髪を整えたり、身だしなみには男女ともに気を使う。しかし人間界ではなぜ、より着飾る

のは女性なのか。 

  この質問には、「より自分を美しく、魅力的に見せて良い男性を惹きつけ、良い子孫を残すた

め」と答えが返って来るだろう。しかし、男性の方が女性に良い子孫を残してもらうのだから、

男性が着飾って女性を惹きつけるべきでないのか。私は生物学者でもなんでもないため、生物学

の知識はあまり無い。しかし、動物界では多くの動物が、雌より雄の方が、外見が派手だったり、

自己アピールをしたりする印象を受ける。私の知識不足なだけなのかもしれないが、人間だけ子

孫を残す女性が着飾るのは不思議でならない。なぜ人間界では女性が化粧をするのか。 

  女性の化粧する第一の理由としては、女性が化粧をするという行為は人間の社会が生み出した

文化で、社会で女性が化粧をするのが当然とされているためではないか。日本社会ではもはや成

人女性が化粧するのはルールと化しており、化粧をしない女性は常識が無い人として見られる。

もしかすると男性が化粧をし、女性はしない、という文化も現在あるかもしれないし、過去にあ

ったかもしれない。化粧は 4千年前からエジプトで始まったと言われ、人々は虫よけ、魔除け、

祝祭のため、異性を惹きつけるため、などの様々な目的のために化粧をしていた。現在では異性

を惹きつけるため、演劇や舞台のため、などの理由があるが、第一の理由は「社会では女性が化

粧をするのが当たり前」とされているから、だと私は考える。 

  そもそも、このような疑問を持つ私の考えが間違っている、と思う人もいるかもしれない。化

粧をすることで自分をより美しく見せ、自信を持つことが出来るため好き好んで化粧をする女性

も大勢いる。私も、化粧をすると自信がつき、普段とは違う自分になれる気がする。しかし、女

性が毎日 15分、30分、そして中には数時間かけて化粧をしていると思うと、なぜ化粧をするの

は女性なのか、と疑問に思ってしまう。確かに最低限の身だしなみは男女共に整えるべきだ。女

性だけが化粧をすることに疑問に思わない人も多いかもしれない。しかし、私はなぜ人間は女性

だけが化粧をするのだろう、と時々考えてしまうのである。（A.K.） 
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美へのこだわり  
 

	 女性が抱く理想の美しさや美へのこだわりは時代とともに進化してきた。白塗りのおかめ顔が

美しいとされていた平安時代から比べれば一目瞭然だ。化粧品、美顔アイテム、整形技術等によ

り女性は自分の描く理想へと日々磨きをかけている。化粧品１つを取っても、さなぎが蝶へと変

化するように、全く別の自分を作り上げることができる。しかし、時にはこの技術に捕われすぎ

てしまうことがある。 

	 とある知人の話だ。彼女は自分の一重の目を常にコンプレックスに思っていた。そのため、毎

朝アイプチで二重を作り、濃いアイラインやシャドーを乗せ、付けまつ毛の上にマスカラを何層

も重ねた。鼻には高さを出すために陰を入れ、カラーコンタクトで黒目を強調させた。 

	 初めは可愛くなる自分に喜び、変わる楽しさを噛み締めていたが、ある日、本当にこのままで

いいのかと不安に思った。彼女は自分の付き合っている相手に素の姿を見せた事がなかったから

である。もし、メイクで飾っていない本当の自分を見せたら嫌われてしまうのではないか。日が

経つごとに彼女の中でモヤモヤした気持ちが膨らんだ。 

	 このまま自分を偽り続けてはいけないと決心した彼女はメイクをしてない本当の姿を彼氏に

見せることにした。すると、彼はどんな姿の君でも好きだと言ってくれた。その瞬間彼女の心に

かかった霧は晴れ、その日以降自然なメイクを意識するようになったそうだ。 

	 女性に取ってどう見られているかは大切であり、その望みに答えるように様々な化粧品やアイ

テムが揃っている。しかし、あまり依存をしすぎて本当の自分と向き合えなくなってしまっては

元も子もない。何事にもバランスが大切だ。( Y.T.) 
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OPINION 

 
  海外の文化が日本に輸入されるようになって160年近く経つ。街には輸入商品や輸入文化が溢

れ、今や地球のどんな場所にいても、様々な文化に触れることができるようになった。海外のセ

レブや日本の芸能界で流行とされるファッションやメイクに飛びつき、いち早くまねようと、皆

躍起になっているのだ。 

  しかし同時に、私はある傾向に首を傾げている。皆同じ化粧、似たような腹を着ているため、

夫々に個性がなく、皆が同じに見えるのだ。マスプロダクション（資本主義やマーケット）が世

の中を操る今、作り手の意思によって私たちの流行や時代の流れは決められてしまう。誰かが「こ

れは流行る」といえば、皆がよって集ってその「流行」に流されてしまう。 

  そんな状況を見て私が思うのは、なぜ個性を大切にしないのか、ということだ。例えば二重ま

ぶたが絶対とされる日本の社会では、一重まぶたの人が二重まぶたにできるような製品が溢れて

いる。あるいは、長いまつげが美の基準であれば、マスカラよりも長くできる「つけまつげ」や

「まつげエクステーション」などが高い人気を集める。それは「商業用」の美であって、必ずし

もその人を美しくするための基準ではない。押し付けられた美に只々従い、自分の個性を押し殺

すことは、果たして本当の「美」なのであろうか。 

  化粧は確かに女性を美しくする魔法の力を持っている。つけまつげや二重まぶたにするテープ

などを使えば、その魔法はより威力を増す。だが、強すぎる魔法が切れた時に待ち受けている現

実を受け入れられるのだろうか。素顔を受け入れられるのだろうか。 

  過剰な「商業基準の美」に対する憧れは、女性を醜くくしてしまう。キレイになれる魔法が、

女性を壊してしまう武器になってしまっては元も己もない。ありのままの自分を愛し、受け入れ

ること。それができて初めて化粧品は女性を美しくさせる魔法となるのだと信じている。(A. M.) 
 


