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1.はじめに
新型コロナウイルス COVID-19 の世界的流行によっ

て，国内外の産業に大きな変動が生じただけでなく，
われわれの日常行動や価値観も変化した．具体的には，
手指の洗浄や消毒をこまめに行い，他者との空間的距
離を空けて生活するようになった 1）．また，衛生マスク

（以下，マスク）の着用も常識になった．流行以前の日
本国内でのマスク着用率は 3.1% であった 2） のに対し，
現在は 95％以上となっている．

マスクの着用は対人認知に極めて重要な情報源であ
る顔を覆う．顔の下半分の遮蔽は表情認知を困難にす
ることが知られており 3），マスクによる遮蔽も表情認
知だけでなく，印象形成にも影響を生じると考えられ
る．われわれは COVID-19 流行前からマスク着用の効
果を検証してきた．本稿ではそれらの研究成果の概要
を紹介する．

2.マスク着用に対する信念
COVID-19 の流行前に，マスクの着用に関する信念

を調査したところ，マスクの着用は不健康であるとい
う印象を持つものが半数いた．この傾向は黒マスクで
特に強く見られ，不健康だという印象を持つ回答者が
70％近くに達した．これらの結果から，流行前はマス
ク着用と不健康さの概念との結びつきが特に黒マスク
で強く見られていたことがわかる．

一方，マスク着用と魅力に関する信念は，白マスク
では半数弱の回答者が魅力が上昇すると答えたのに
対し，黒マスクでは半数よりも多くが下降すると答え
ていた．この黒マスクに対する信念は不健康さとの結
びつきの強さと一致する．しかし，白マスクにはそう
した一貫性が見られなかった．そこで，Miyazaki & 
Kawahara （2016）は次に示すように，実際にマスクを
着用した画像で魅力評定を行った．
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図1	マスク着用に対する信念，マスク色とCOVID-19流行の影響
	 Miyazaki	＆	Kawahara	(2016)，伊藤・河原(	2019)，鎌谷ら(2020)
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3.マスクが魅力に及ぼす効果
まず，われわれはデータベースから，もともとの顔

の魅力が異なる 3 群の画像を 22 枚ずつ用意した．事前
に魅力の評定実験を行い，この 3 群の顔画像はそれぞ
れ，魅力が高い，中程度，低いことを確認してある．こ
れらの画像に，別撮りした白いマスクの画像をレタッ
チソフトウエアによって重ねて，その人物がマスクを
着用している顔画像も用意した．約 30 名の被験者は合
計 66 枚の顔画像を 1 枚ずつ見て，それぞれの人物の見
た目の魅力を 1（非常に低い）から 100（非常に高い）で
評定した．このとき，無作為に選んだ半数は白いマス
クを着用した顔であり，残りの半数はマスクを着用し
ていない顔であった．言い換えると，それぞれの被験
者はすべての顔を一度しかみておらず，被験者全体と
してマスク着用顔と非着用顔を同じ回数見る実験デザ
インであった．

実験の結果，マスクを着用することの効果はもとも
との顔の魅力によって異なっていたことがわかった

（図 2 左）．魅力がもともと高い顔はマスク着用によっ
て魅力は大きく低下した．平均的な魅力をもつ顔も，
マスク着用によって魅力は低下した．一方，魅力が低
い顔はマスク着用の影響はほとんどみられなかった．
すなわち，白いマスクをしても魅力は上がらなかった．

われわれはこのマスク効果は 2 つの要因から起こっ
ていると考えている．1 つめの要因は遮蔽による平均
化である．魅力の高い顔はマスクによって左右対称性
や肌のきめ細かさなどのよい特徴が遮蔽されて失われ
る．一方，魅力の低い顔は欠点が隠れる．そのため，魅
力の違いを生む特徴が減り，結果として平均に近づく

（図 3 左上）．もう 1 つは不健康さである．先述の信念
の調査からわかるように，COVID-19 流行前において，
マスクは不健康のサインであり，全体的に魅力を下げ
ていたと考えられる（図 3 右上）．この 2 要因が足し合
わさって、魅力の高い人ほどマスク着用が魅力を下げ
てしまうことを説明できる（図 3 下）．

このモデルを検証するために，不健康さとは無関係
のノートによって顔を遮蔽した画像で実験を行った．
その結果，もともとの魅力が高い顔画像では魅力の低
下が，もともとの魅力が低い顔画像では魅力の上昇が
見られた．この結果は，2 要因モデルは不健康さの要因
がなければ遮蔽による平均化のみが起こるという予測

（図 3 左上）を支持していた．

4.マスクの色の影響
心理学の研究では，赤色を服装や写真背景に用いる

と，血色のよさを連想させるため，他の色に比べて女
性の見た目の魅力が上がることが知られていた．その
ため，ピンクをマスクの色として用いることで不健康
さが払拭され，魅力の向上効果が得られると考えた．
そこでわれわれは，白色マスクまたはピンク色マスク
を装着した画像を先述の実験と同様の手続きで比較し
たところ，ピンク色のマスクは白色のマスクに比べて，
女性の顔の見た目の魅力を上げることがわかった 5）．

一方，黒色のマスクは先述の調査に示したとおり，
COVID-19 流行前は不健康さと強く結びついていた．
これは，従来から示されているように，黒（暗さ）とネ
ガティブさとの間の強い意味的な結びつきを反映して
いると考えられる．われわれは潜在的な態度を測定す
る手法のひとつである潜在連合検査を用いて，35 名の
大学生被験者を対象に，黒色マスクと白色マスクに対
する潜在的な態度を比較した 6）．その結果，黒色マスク
に対するネガティブな潜在的態度があることがわかった．

5.マスクが顔の大きさ知覚に及ぼす影響
多くの日本人が顔を小さく見せたいという願望を持

つ．顔のむくみ・たるみを改善するためのマッサージ
を行ったり，髪型やメイクを工夫して錯視を誘発した
り，顔を小さくする / 小さく見せるための方法は様々
である．その他に，少なくない数の日本人女性が，マス
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図3	マスク効果の2要因モデル
	 Miyazaki	＆	Kawahara	(2016)

図2	マスクを着用することが顔の魅力評定に及ぼす効果
	 Miyazaki	＆	Kawahara	(2016)
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クを着用することが顔を小さく見せるために有効であ
ると考え，日常で実践している 7）．

われわれの実験結果によると，この日本人女性の素
朴理論は正しいようである 8）．「3」で紹介した研究 4） と
同じ要領の実験をわれわれは実施した．刺激として，
もともとの見た目の顔の大きさが異なる 3 群の顔画像
を 22 枚ずつ用いた．被験者は，これらの顔画像のマス
ク着用顔，または非着用顔を 1 枚ずつ見て，その見た
目の顔の大きさを評定した．実験の結果，素顔に比べ
てマスクを着用した顔は，顔が小さく知覚された．た
だし，このマスク着用による小顔効果は，もともと大
きく見える顔の方が効果量は大きかった．

この結果は，マスクによる遮蔽によって，平均化お
よび錯視が生じたことで観測されたと考えられる．マ
スクで顔の下部を隠すと，スリムな顎や二重顎といっ
た顔の大きさを判断するための手がかりが利用できな
くなる．その結果，もともと大きな顔は小さく / もと
もと小さな顔は大きく，平均化されて知覚される．ま
た，ある物体の一部を別の物体で遮蔽したときに遮蔽
された側の物体は縮小して知覚される（アモーダル縮
小 9））．マスクで顔を隠すと，この錯視が起きることで，
もともとの大きさに関係なく顔が小さく知覚される．
これら 2 つの足し合わせによって，この実験において，
マスク非着用顔にくらべて着用顔は総じて顔が小さく
知覚されたこと，もともと顔が大きい方がその小顔効
果の大きくなったことが説明可能である．

6.COVID-19流行の影響と今後の展開
個人の生活から社会の隅々まで，短時間で大きなイ

ンパクトを与えた COVID-19 の流行は，マスク着用の
対人認知にも影響を与えたはずである．幸い，われわ
れは流行前のデータを持っていたため，流行の影響を
直接比較できた．2020 年 5 月から遠隔調査・実験を実
施し，マスク着用に対する信念を測定したところ，白
色・黒色にかかわらず，マスクを着用することに対
する不健康さの知覚が大幅に減少していたことがわ
かった（図 1，中央の線の左右を比較）．この結果に従
えば，2 要因モデルでも流行後はマスク着用による不
健康さの成分が弱まっていると予測される．そのため，
図 2 左のような魅力測定を行うと，平均化の成分のみ
が残るはずである．実際に，われわれの測定ではこれ
を支持するデータを得ている．それでも，黒色マスク
は健康さという観点では白色マスクに比べてネガティ
ブに知覚されているように思われる．この黒色マスク
に対するネガティブな態度を潜在連合検査で測定し，
COVID-19 の流行前後で比較したところ，改善は見ら

れていなかった 10）．この他に，われわれの研究グルー
プでは，マスクの着用効果の地域差や年齢差，流行沈
静化の過程での魅力認知の時間経過など，さまざまな
取り組みを続けている．
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