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をまとめて表せば、あたりに漂っているものを感じ取っ

「宇 宙」と「美 容」は
もとから 結び ついていた

て、感じたことを自分の身体で衣服や化粧などの手段
で表して、時には特定の対象に向けて強い思いを身体
表現で発すること。要するに、自分の身体表現によっ
©rafaelbenari/123RF.COM

て自分と取り巻くものと双方向の対話をすること、そ
れが日本語の「化粧」の原義だ。
たしかに、
「気配」や「懸想」に結びつけること
は少々強引かもしれないし、こじつけだと言わ
れるかもしれない。悪く取られることは承知
だが、日本語はもともと音声言語で文字
を持たなかったことを考慮すれば、あな
がちただのこじつけとは言い難いので
はないか。

美 容 は コスモロジー

ここまでくればもうお分かりだ

宇宙美容は、ただ単に、宇宙で生活する人類が美

ろう。西洋語の「化粧」の原義

しく素敵にかっこよく見えるための美容技術でもなく、

は宇宙を人体に映す行為、日本

ただ単に宇宙空間で健康で快適に生活するための美

語の化粧の原義は自分を取り巻

容技術に留まらない。長年地上に縛られてきた人類が

なぜ cosmōs から cosmetics

くものと双方向の対話だ。自分

宇宙に飛び出して発見した大宇宙の新たな美を、小宇

宙に行き着く。化粧品を表す英語は cosmetics だが、

ができたのか、それは、古代

を取り巻くものすべてとは、
「万

宙である自分たちの身体で表現する、新しい時代の人

音を聞いても綴り見てもすぐにわかるように、cosmōs

ギリシャに遡るとわかる。古代

有」」
（英語で universe）すな

類のコスモロジーの表現だ。このことを理念に掲げ続

という語が語源だ。近年日本語では cosmetics に由来

ギリシャの文化では、善と美

わち宇宙だ。西洋語も日本語

け、忘れてはならない。忘れたときに、宇宙美容は単

する「コスメ」という略語も定着しているが、
「コスメ」

が一体化した「カロカガティー

も、化 粧の原義は宇宙との対

なる技術問題に堕し、矮小化され、美容の原義を再

と「コスモ」は親戚関係にある。

ア」が全 宇宙の至高の美だっ

話で、共通している。美容の中

び見失ってしまう。
（石田かおり）

た。芸術家もアスリートも学者も

でも重要な部分を占める化粧の

国語の「化粧」の語源を調べたことがある。すぐにぶ

みな「カロカガティーア」を求め

原義が洋の東西を問わず「宇宙

つかった大きな壁は、日本語の「化粧」とまったく同

て、それぞれの道に励んだ。そう

じ意味範囲の語がないということだった。言語は世界

した美にとって欠かせない条件は

をどのように切り分けて認識するか、人間の認識の根

秩序だった。秩序がなければ美しく

幹を成すものだ。日本語を使う人が見ている世界と、

ない、無秩序に美はない、それが古

英語などの西洋各国語を使う人が見ている世界が異な

代ギリシャ文明の考え方だ。天体観測

るのだ。これは、言語人類学の成果を見れば明らか

に基づく天文学も盛んだった古代ギリシャ

だが、そうした議論は脱線するのでさておいて、西洋

では、天体の運行に秩序があることが知ら

各国語に一定のまとまりをもって語源をたどることがで

れていた。それゆえ、秩序を表す「コスモ―ス」

きる語がないか探したところ、
「化粧品」と
「身だしなみ」

という語は「宇宙」という意味を持つようになった。

の 2 つに絞られた。
「化粧品」は冒頭に書いた通りで、

人間から見たら「世界」にも秩序があるので「コスモ

界観」も英語で cosmology だ。この語は cosmōs と

「身だしなみ」は英語のタオル towel の語源である中

―ス」
、バラバラな素材を集めて秩序だって組み合わ

logos から成り立っており、logos とは「論理」
「言語」

世のフランス語 toaille が語源だ。
（正確には複数の綴

せて物を作る「制作」も「コスモ―ス」、社会に秩序を

「真理」という意味だ。つまり。cosmology とは、宇

りがある）

もたらす政治や統治者も「コスモ―ス」、飾って美しく

宙（世界と言い換えても同じ）がどのようなものである

することも「コスモ―ス」というように、もともと「秩序」

かを言語を使って表現することで、
「言語」は文章の

美容の１つである化粧、その原義を探っていくと宇

古代ギリシャ・古代ローマ文化の流れを組む西洋各

との対話」とわかった。
残念ながら私の力では他の種類の
言語圏まで調べることはできなかっ
たが、民族学の研究対象になってい
るような世界の伝統的な化粧のほとん

して、人体を「小

―ス」は、派 生する複数

宇宙」
（microcosmos）

の意味を持つようになる。

話や世界観の表現であることは人類共通では

団法人宇宙美容機構理事。
『化粧せずには生きられない人間の歴

ようないわゆる言語だけでなく、身体言語、音声言語、

と呼んだ。星座の位置で人の運勢

や化粧は身体言語を使った cosmology だ。

し合っているという発想あってのことだ。さて、小宇

それゆえ、8 世紀の奈良時代までしか語源をたどるこ

「宇宙美容」ということばを初めて聴いたとき、私は

宙である人体が美しさを獲得するには、大宇宙の秩序

とができない。紀元前の古代ギリシャ語に比べたら、

まったく違和感を抱かなかった。世間では、
「『宇宙』

大分新しい時代が限界ということだ。

と『美容』が結びつくのか」とか、
「宇宙に行ってまで

このように、西洋文化
では、
「秩序」を結び目に

（＝美）を映すほかない。なぜなら、古代ギリシャで

て記載する「万葉仮名」が、最も古い表記になる。

は宇宙（大宇宙）は完全なる秩序体と考えられていた

奈良時代に「よそほい」という語がある。現代の表

美容なんて」、と懐疑的あるいは否定的な反応が多い

からだ。大宇宙（＝美）を小宇宙に映して美しくなる

記で漢字を使って書けば「装い」と「粧い」だから、
「化

ようだが、私が違和感を持たなかったのは、単に長

して「宇宙」と「美容」は

行為、それが化粧であり美容である。こうしたことか

粧」の最古の形かもしれないが、旅に出る支度をする

年化粧文化の研究をしているからでなく、化粧の原義

直結している。

ら、宇宙を人体に映すことが、西洋各国語の化粧の

ことや、戦に出る支度をすることで、化粧に相当する

を知っていたからだろう。化粧の原義からすれば、
「宇

原義だと言える。

用方が見つからなかった。平安時代になると、
「よそ

宙」と「美容」はそもそも一体だった。古代の人類の

ほい」のほかに「けはひ」と「けそう」が化粧の意味

方が私たち現代人よりずっと宇宙が身近で、宇宙とと

で使われる。この 3 語が最も古い日本語の「化粧」と

もに生活していたのだろう。それから何千年、宇宙開

言えるだろう。

発が進み 21 世紀になってようやく、古代の人類が共

すものだが、その人体が
宇宙と呼応しているという

翻って、日本語の「化粧」の語源は何だろう。
「化

考え方も古代ギリシャに

粧品」は「化粧をするための品」という意味だから、

あった。その証拠に、地

cosmetics に対応した語源を探るのは「化粧品」でな

ここで、この 3 語から化粧の語源、でなく、原義

通に持っていた美容の原義に科学技術や社会の方が

球や太陽系やその他たく

く「化粧」がふさわしい。日本語は長い間音声だけの

が明らかになるよう、拡大解釈を試みよう。
「けはひ」

到達しかけたところだ。すでに滅んで久しい高度な技

さんの星が運行する
「大宇

言語で、文字は中国起源の漢字が奈良時代に輸入さ

を現代の漢字を使った表記にすれば「気配」、
「よそほ

術があった古代文明に、現代の科学技術でもまだ歯

宙」
（macrocosmos）に対

れた後しか存在しない。当時日本で使われていた音声

ひ」は「装い」と「粧い」
、
「けそう」は「懸想」とする

が立たない謎がたくさんあるように、現代人がようやく

ことができる。気配とは、はっきりと見えたり聞こえた

宇宙と美容の結びつきに気付いたかと、人類の大祖先

りせず五官でとらえることができないが、周囲に漂っ

が天国で苦笑しているかもしれない。

の由来は

cosmōs

史』
（講談社現代新書）など著書多数。毎日新聞、
「美的」
（小学館）、
「クレアボー」
（フレグランスジャーナル社）等に過去連載のほか、
マスコミ（インターネットを含む）出演・掲載多数。2016 年頃から
は、人工知能と脳の一体化、機械と身体の一体化、という未来
の人類のおもに認識の研究を開始、論文 3 本発表、これを機に、
宇宙美容の専門家にもなることを決意し、哲学を使って、宇宙美
容の基本的枠組み作り、宇宙美容理念作り、宇宙美容研究構想
のグランドデザイン作りを開始。

その他各種の言語形態があることを考えれば、美容
言語に近い音の漢字を当てはめ

秩序をつける美容の際に、

美容や化粧は人体に施

cosmetic

類）。元資生堂客員研究員。専門は哲学
（化粧文化論・現象学・AI の哲学）。一般社

を占う占星術がうまれたのも、大宇宙と小宇宙が呼応

る化粧品の語源になった。

博士（被 服環 境学）。駒沢女子大
学 教 授（人間総合 学群人間文化学

ことから、おそらく化粧の原義が宇宙との対

こうして、人体を装飾して
もっとも活躍する道具であ

日本（世界）唯一の化 粧哲学者、

どは、宇宙観・世界観を人体で表している

ないかと推察される。ちなみに、
「宇宙観」も「世

という意味だった「コスモ

石田 かおり

から

ていて感じることができるものだ。
「装い」は衣服や
装身具で表すことで、
「粧い」は化粧で表すこと、
「懸想」
は特定の相手に強く想いを懸けることだ。これらの語

最後に１つ、宇宙美容にとってきわめて重要なこと
を強調しておきたい。

余計な話だが、
背景にある考え方

DEATH OR SURVIVE
人類が地球とうまく共存し、価値観や国や文
化が異なる人と共生し、その上で宇宙とも仲
良く生きていくためには、宇宙観の表現を忘
れないことだ。私たち人類は宇宙開発にかま
けて単なる技術問題の枠の中に終始してしま
いがちだが、それだけでは、競争意識や勝
ち負け、マウントといった争いと、制限のな
い欲望に負けてしまう。宇宙時代にそんなこ
とをしていたら、
あっという間に
「地球人はしょ
うもない生物」
「有害な生物」とされて、異星
人に滅ぼされるか、地球人同士のつまらぬ争
いがエスカレートするかで、いずれにしても、
生き残れないだろう。宇宙美容もそうだが、
宇宙開発にはそれ相応の理念が必要だ。

