2014年4月11日

「顔のテカリに関する意識調査」

春、出会いの季節！あなたの顔のテカリは見られている！
初対面の異性に対して
『顔のテカリ』 は マイナス印象 63.3%
「若年層」
「テカリ女子」を見る目が厳しい「30代女性」

初対面の「顔のテカリ」を最も意識する

株式会社イプサ（本社:東京都港区赤坂／代表取締役社長:鈴木ゆかり）は、東京、大阪の20～40代の男女
624人を対象に、暖かくなるにつれて気になる「顔のテカリ」に関する意識調査を実施しました。
春といえば新生活がはじまり、ビジネスでもプライベートでも新たな出会いへの期待が高まる季節です。今回、
初対面の第一印象で、「顔のテカリ」が重要ポイントであることが浮き彫りになりました。

「顔のテカリ」に関する調査結果 まとめ

① 初対面の第一印象に、「顔のテカリ」はマイナスイメージ

【全体集計】 初対面の異性に対して「顔のテカリ」は 63.3％がマイナス印象
【年代差】

初対面で「顔のテカリ」を最も意識するのは「若年層」の20代

【全体集計】 第一印象を左右する要素は、「顔」78.7％、「体型」48.2％、「話し方」42.5％

② 自分の「顔のテカリ」を気にする視線の先は、「男性は女性」、「女性は女性」
【全体集計】 自分の「顔のテカリ」が気になる人は 80.8％

特に「30代女性」の約9割（90.4％）が自分の「顔のテカリ」を気にしている

【男性・女性】 男性は「女性(異性)」の目（52.9%）を意識しているのに対し、

女性は「女性(同性)」の目（67.3%）を意識している

③ 「テカリ女子」を見る目が厳しい「30代女性」

【男性・女性】 同性の「顔のテカリ」が気になる女性 72.5％ 男性50.3％

「30代女性」の4人中3人は同性の「顔のテカリ」が気になるのに、
その対応は「見て見ぬふり」

④ 顔のテカリを拭いてあげたい芸能人・著名人、拭きたくない芸能人・著名人
顔のテカリを拭いてあげたい 男性1位：福山雅治／女性1位：綾瀬はるか
顔のテカリを拭きたくない

男性1位：出川哲郎／女性1位：和田アキ子、森三中
【本件に関するお問い合わせ先】

「テカリに関する意識調査」 事務局 （オズマピーアール内） 担当：丸地（まるち）、鳥生（とりう）
TEL:03-4531-0210 ／ FAX：03-3265-5135
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調査概要
◆調査実施日： 2014年3月20日（木）～23日（日）
◆調査対象者： 20～40代の社会人（フルタイム）の男性と女性 合計624人
【内訳】

20代 ：208人

女性104人（東京52人、大阪52人）
男性104人（東京52人、大阪52人）
女性104人（東京52人、大阪52人）
男性104人（東京52人、大阪52人）
女性104人（東京52人、大阪52人）
男性104人（東京52人、大阪52人）

30代 ：208人
40代 ：208人

◆調査手法：

インターネットによるアンケート調査

※調査結果の数値は、小数点第二位を四捨五入

調査結果
①初対面の第一印象に、「顔のテカリ」はマイナスイメージ
【全体集計】 初対面の異性に対して「顔のテカリ」は、63.3％がマイナス印象
【年代差】
初対面で「顔のテカリ」を最も意識するのは「若年層」の20代
【全体集計】 第一印象を左右する要素は、「顔」78.7％、「体型」48.2％、「話し方」42.5％
あなたは、合コンなど初めて会った異性の顔（額や鼻
など）がテカっていた場合、どのような印象を持ちますか？
と尋ねたところ、全体で63.3％の人が初対面で「顔の
テカリ」にマイナス印象（※1）を持つと回答しました。

【図表①-1】
あなたは、合コンなど初めて会った異性の顔（額や鼻など）が
テカっていた場合、どのような印象を持ちますか？（n=624/SA）

また、年代で比較してみると、男性、女性ともに20代の
若年層がそれぞれが69.2％と76.0％と高く、若年層ほど
初対面の第一印象で顔のテカリを意識するようです
【図表①-1】。

マイナス印象
合計 63.3%

マイナス印象
合計 69.2%

「顔のテカリ」に対する具体的なマイナスイメージとして、
「清潔感がない、不潔」「加齢臭がしそう」などの意見が、
プラスイメージとしては、「若い」、「元気でいい」などの
意見がありました。【図表①-2】。
マイナス印象
合計76.0%

また、第一印象を左右する要素を尋ねたところ、「顔」
が圧倒的多数で78.7％。続いて「体型」（48.2％）、
「話し方」（42.5％）となりました。【図表①-3】
（※1）マイナス印象とは、「かなりマイナス印象」「少しマイナス印象」「どちらかと
いえばマイナス印象」の合計値

【図表①-3】
第一印象に関する質問です。見た目の印象を左右する要素を、
下記の項目から3つまでお選びください。（n=624）

【図表①-2】
顔のテカリの印象（マイナス面、プラス面）で具体的には
どのようなことを思うかご記入ください。（n=624/FA）

（％）

「顔のテカリ」のマイナス イメージ
・清潔感がないと思う、不潔（28才・女性／25才・男性）
・加齢臭がしそう（36才・女性／26才・男性／45才・男性）
・不健康そうに感じる（49才・男性／27才・女性）
・老けて見える（29才・女性）
「顔のテカリ」のプラス イメージ
・若い（38才・男性／28才・女性）
・元気でいい（27才・男性）
・エネルギッシュ（42才・女性）
・頑張っている感がある（43才・女性）
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②自分の「顔のテカリ」を気にする視線の先は、「男性は女性」、「女性は女性」
【全体集計】 自分の「顔のテカリ」が気になる人は 80.8％
特に30代女性の約9割（90.4％）が自分の「顔のテカリ」を気にしている
【男性・女性】 男性は「女性(異性)」の目（52.9%）を意識しているのに対し、
女性は「女性(同性)」の目（67.3%）を意識している
あなたは、自分の顔（額や鼻など）がテカっていた場合に気になるかを尋ねたところ、全体で80.8％の人が
「気になる」 （※2）と回答しました。年代別で比較してみると、特に自分のテカリを気にしている年代は、「30代女性」
で約9割（90.4%）が気になると回答しました【図表②-1】。
また、日常的なテカリ予防・対策について尋ねたところ、およそ半数の50.6％の人は「何もしていない」と回答。顔の
テカリが気になる反面、予防や対策は行っていないことがわかりました【図表②-2】。
さらに、自分の顔がテカっていた場合、気にする相手は誰の前なのかの問いに対して、男女差で比較したところ、最も
多く回答したのは、男女とも「恋人・配偶者の前」（男性58.0％、女性68.9％）でした。次に男性は「異性の知人」
（52.9％）、「異性の他人」（34.6％）と続くにの対し、 女性は「同性の知人」（67.3%）でした【図表②-3】 。
男性は「異性＝女性」の目を、女性は「同性＝女性」の目を意識しているようです。
（※2）「気になる」とは、「かなり気になる」「少し気になる」「どちらかといえば気になる」の合計値

【図表②-1】
あなたは、自分自身の顔（額や鼻など）がテカっていた場合、どのぐらい気になりますか？（n=624/SA ）

「気になる」

「気になる」

合計80.8％

合計90.4％

（n=624/SA ）

【図表②-2】
あなたは、自分自身の顔（額や鼻など）の日常的なテカリ予防の
ために、どんな対策をおこなっていますか？（n=624/MA）

（n=104/SA）

【図表②-3】
自分自身の顔（額や鼻など）がテカっていた場合、気にする
（まずいな・恥ずかしいと思う）相手は誰の前ですか？
（n=624/MA）

（％）
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１位

２位

３位

男性

恋人・配偶者の前
（58.0％）

異性の知人

異性の他人

女性

恋人・配偶者の前
（68.9％）

同性の知人

異性の知人

（52.9％）
（67.3％）

（34.6％）

（65.4％）

③「テカリ女子」を見る目が厳しい「30代女性」
【男性・女性】 同性の「顔のテカリ」が気になる女性 72.5％ 男性50.3％
「30代女性」の4人中3人は同性の「顔のテカリ」が気になるのに、
その対応は「見て見ぬふり」
あなたは、「恋人や配偶者」、「異性の知人（友人・同僚）」、「同性の知人（友人・同僚）」の顔（額や鼻など）
がテカっていた場合、どのぐらい気になるか尋ねたところ、最もテカリが気になる相手は、「恋人や配偶者」で70.6％、
続いて「異性の知人」65.5％、「同性の知人」61.3％でした【図表③-1】。
「同性の知人」の顔のテカリに対して気になる程度を男性と女性で比較したところ、男性は50.3％に対して女性は
72.5％と、女性は「同性の知人」の顔のテカリを意識していることがわかりました【図表③-2】。特に、「同性の知人」
のテカリを意識している年代は「30代女性」で、4人中に3人（76.9％）が同性のテカリが気になると回答しました
【図表③-2´】 。
また、「恋人や配偶者」、「異性の知人」、「同性の知人」のテカリが気になる場合、どのような対応するか尋ねたところ、
どの相手に対しても「気になるが見て見ぬふり」がダントツで多い回答でした。中でも注目すべきは「30代女性」の
「同性の知人」への対応で、「見て見ぬふりをする」が女性の各年代で最も多く、71.3％でした【図表③-3】。
「30代女性」は、同性のテカリが気になりながらも「見て見ぬふり」をしていることから、「テカリ女子」を見る目が厳しい
ことが浮き彫りになりました。
【図表③-2】
あなたは、「同性の知人」がテカっていた場合、どのぐらい
気になりますか？

【図表③-1】
あなたは、「恋人や配偶者」、「異性の知人」、「同性の知人」の顔
（額や鼻など）がテカっていた場合、どのぐらい気になりますか？
（n=624/SA）

◆男性・女性比較（n=624/SA）

「気になる」合計70.6%

「気になる」合計65.5%

「気になる」合計61.3%

「気になる」
合計50.3%

【図表③-3】
あなたは、同性の知人の顔（額や鼻など）のテカリが気になる
場合、主にどのような対応をしますか？

「気になる」
合計72.5%

【図表③-2´】
◆女性：年代比較（n=312/SA）

◆女性：年代比較（n=226/SA）
「同性」の顔のテカリは、「気になるが見て見ぬふり」をする
と回答者した女性

「気になる」合計76.9％

（％）
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④顔のテカリを拭いてあげたい芸能人・著名人、拭きたくない芸能人・著名人
顔のテカリを拭いてあげたい
男性1位：福山雅治／女性1位：綾瀬はるか
顔のテカリを拭きたくない
男性1位：出川哲郎／女性1位：和田アキ子、森三中
あなたが、顔（額や鼻など）のテカリを、「ぜひ拭いてあげたいと思う」芸能人・著名人【図表④-1】、「絶対に拭きたく
ない」芸能人・著名人【図表④-2】を尋ねたところ、以下のような結果になりました。
【図表④-1】
あなたが、顔（額や鼻など）のテカリを、「ぜひ拭いてあげたいと思う」芸能人・著名人は？（n=624/FA）
※男性は女性芸能人・著名人を、女性は男性芸能人・著名人のお名前をお答えください
順位

拭いてあげたい 【 男性タレント 】

人数

順位

1

1

福山 雅治

18

2

福田 充徳（チュートリアル)

14

3

木村 拓哉

9

4

櫻井 翔

7

5

松坂 桃李

7

拭いてあげたい 【 女性タレント 】

人数

綾瀬 はるか

9

石原 さとみ

8

北川 景子

8

4

新垣 結衣

7

5

堀北 真希

6
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＜理由＞

＜理由＞

◆福山雅治
・ 汗も油もさわやかそう（48才）
・ パーフェクトな人なので顔がテカっていることは
許せない。（45才）

◆綾瀬はるか
・艶っぽさが魅力なので（34才）
・テカっててもかわいいから（39才）

◆福田 充徳 (チュートリアル)
・ 他の方々と並んだ時に一際テカリが気になる
（26才）
・ テカリキャラだから（26才）

【図表④-2】
あなたが、顔（額や鼻など）のテカリを、「絶対に拭きたくないと思う」芸能人・著名人は？（n=624/FA）
※男性は女性芸能人・著名人を、女性は男性芸能人・著名人のお名前をお答えください
拭きたくない 【 男性タレント 】

順位

人数

1

出川 哲朗

57

2

江頭2:50

26

3

日村 勇紀（バナナマン）

15

4

吉田 敬（ブラックマヨネーズ）

10

5

山里 亮太（南海キャンディーズ）

11

拭きたくない 【 女性タレント 】

順位

1

3

和田 アキ子

10

森三中

10

久本 雅美

5

大久保 佳代子

5

西川 史子

5

＜理由＞

＜理由＞

◆出川哲郎
・拭いても拭いても出てきそう（29才）
・不潔なイメージがあるため（34才）

◆和田アキ子
・ぶっ飛ばされそう（27才）
・怖いので（48才）

◆江頭2:50
・気持ち悪い（28才）
・何されるかわからない（36才）

◆森三中
・拭いたら手を食べられそう（40才）
・あつくるしい（40才）
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人数

