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1．はじめに
　2009年に公開された映画『サロゲート』（図 1）では，

人間は自宅に滞在したまま，身代わりとなるロボットを

遠隔で操作しながら社会活動を行う．個人が選んだロボッ

トが町中を歩き回り，他のロボットと接触し，生活やコ

ミュニケーションを行う．自分の好みで装飾したロボッ

トに外での社会生活を任せて，人間はロボットの感覚と

体験を自宅で感じる． 映画の中に描かれている「他人と

接する自分（のロボット）の容姿を自由に好きな顔・体

に取り替えることができる」世界は到来するのだろうか．

　社会での他人との関わり方において顔立ち・からだつ

き・表情・仕草といった外見が生み出す雰囲気はその人

の印象を決める重要な要素である．そのために，化粧，

髪型，服装などによって容貌をより美しく見せる形にす

ることを「美容」という．美容は，大昔から人間が取り

組んできた大きな課題の一つであり，化学・工学・医学

の発展に伴い，新たな素材や方法の変化が見られる．こ

の映画では，ロボットが人間の社会活動を代弁し，容姿

も自由に部品として組み合わせ・取り替えることができ

る未来を描いている．美容の自由度はどこまで広がり，

人々はどこまで美を追い続けるのか．

　美容を目的とした代表的な従来方法として化粧が挙げ

られる．個人の顔立ちをベースに，身体の上に個人に合っ

た化粧方法で美しく見せられるように飾るという意味で

は，美を拡張させる AR（Augmented Reality）として捉え

ることもできるであろう．さらに，容姿が持つ社会的影

響力を機能として捉えるなら，健全な身体自体を美しく

変容させるための美容整形は AH（Augmented Human）

とも言える．美しくなれるための方法は日々発展し続け，

それに対する人々の意識も少しずつ変わりつつある．本

稿では，美容に関する意識が高い「韓国」を舞台に，美

容整形及び美容整形に応用される工学技術を紹介すると

共に，その背景にある人々の美容哲学についても少し触

れていく．

2．美容整形の大衆化と意識の変化
　美容整形は，容姿を美しくするために外部から人為的

刺激や形成外科的手技を用いるものである．元々形成外

科（Plastic and Reconstructive Surgery）は先天性・後天性

の形態的・機能的異常を修復するための医療領域である

が，形態的にも機能的にも特別な問題がない人がより美

しく見えるように「美」を追求するための医療領域は美

容外科（Aesthetic Plastic Surgery または  Cosmetic Plastic 

Surgery）として形成外科とは区別されている．

　国際美容外科学会（ISAPS）は，外科手術的・非外科

手術的美容処置について国別・手術処置別統計を発表

している（非外科手術的美容処置とは，手術・検査など

に伴う痛み・発熱・出血などをできるだけ少なくするた

めの方法．メスを使わないプチ整形とも言われる）[1]．
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図 1　ジョナサン ・ モストウ監督 『サロゲート』 （2009） より引用
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法であり，切開法より傷跡が目立たず，元に戻すことや

ラインの変更が可能な特徴がある．部分切開法はメスで

3～ 4mmの小さい切開窓を作り，脂肪を取り除いてか

ら縫合する方法であり，脂肪が多いが，傷跡が気になる

患者に適切である．一般には傷跡が目立たない埋没法に

対するニーズが多いが，患者の状況に基づいて適切な方

法が行われる．

　鼻を高くし，綺麗な鼻筋を作る手術にはシリコン製の

人工補形物を挿入するプロテーゼ隆鼻術，自分の耳の後

ろの軟骨を切り出し鼻に移植する耳軟骨移植隆鼻術，肌

の構成成分をバイオ合成した物質を必要な部位に注入す

るフィラー注入，ヒアルロン酸注入などがある．ヒアル

ロン酸は注入量と注入場所によって数ヶ月～数年ほどで

体内に吸収されてしまうため，再度施術する必要がある

が，手術に対する身体的・精神的・時間的負担が少ない

ため，ニーズが増えつつある．以上のように，二重まぶ

たの手術においても，鼻整形の手術においても，施術後

の効果が永久的でなくても患者の負担が少ないより手軽

な方向へとかわりつつある．

　美容外科手術は， 身体全体のバランスを考える運動や

ファッションとは異なり，顔や体のパーツを個々に改造

していく．そのため，施術前に顔全体における施術後の

イメージ作りが難しく，施術の方向性を医者の主観的観

点や能力に依存することが多かった．この問題を解決す

る方法として，個人の写真を用いて美容整形後のイメー

ジを生成してくれるウェブサイトや簡単なアプリなどが

登場している（図 2）．その多くは特定の整形外科から

2010年の調査結果によると，外科手術では，脂肪吸引・

豊胸・眼瞼形成（上下瞼のたるみ，しわを取る）・鼻整形・

腹部整形の順に多くの手術が行われていることが示され

た．非外科手術処置においては，トキシンや神経調節物

質の注射 (ボトックス，ディスポート )，ヒアルロン酸注

射，自己脂肪注射（患者の脂肪を取って同じ患者の別の

部分に移す )，レーザー脱毛，IPレーザー治療の順であっ

た．麻酔や手術を行うことなく，特定物質を注射するこ

とで効果が得られるため，日常生活に支障なく施術を受

けることができる．レーザーを使った脱毛・スキンケアー

も年々一般的に普及しつつある．

　それでは，美容整形が社会的現象になっている韓国に

目を向けてみる．容姿は社会生活において磨いていく必

要はあるが，韓国では「就活整形」という言葉があるほ

ど容姿は一つの能力または資本として認識されている．

2007年に行われた韓国国内の調査結果では，15才以上

のソウル市民の 45.8%は容姿を美しくするために美容

整形をしても良いと答えている（2007年ソウルサーベ

イ，ソウル特別市が調査）．これは，美容整形が社会の

中に広く受け入れられていることを示唆する．このよう

な整形ブームの原因を社会学的観点から分析した研究で

は，画一化されている価値基準やメディアルキズムの影

響などが原因として挙げられている． テレビドラマの綺

麗な主人公と自分を比較，綺麗な主人公に自分を投影す

ることで，自分の社会的資本価値を上げる方法として美

容整形を考える [2]．また，美人と思われる顔と現実との

差異があることも原因になりうる．生態学的・統計的分

析による韓国女性は目が細長く，顔が長方形で，あごが

大きいという特徴がある反面 [3]，一般人の顔と美人の顔

（韓国の美人大会で入賞した人を標本として使用）の平

均を計測した結果，美人顔は一般人よりあごが短く，両

眼の間が短く，目が大きいという特徴が見られた [4]．

3．美容外科手術の動向と工学技術
　それでは，まず実際行われている外科手術的処置の中

でも代表的な目・鼻・あごの手術方法を紹介すると共に，

このような医療分野への工学技術の取り組み方について

述べる．

　代表的な整形手術として挙げられる二重まぶたの場

合，切開法，部分切開法，埋没法がある．切開法は作り

たい二重のラインに添ってメスで切開し，余分な脂肪や

たるみを取り除く方法であり，脂肪が多い患者や年配の

人を対象とする．埋没法はメスで切開せず，ナイロン糸

で 3～ 4箇所ほど固定することで二重のくせを付ける方
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図 2　3D 仮想整形アプリの一例　＊口絵にカラー版掲載

（2010 年配信開始， 現在アプリは配信中止， www.banobagi.co.kr）
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提供されているものであるが，学術的にも研究報告がな

されている．手持ちのカメラなどで撮影した 2Dの写真

から顔の 3Dモデルを効果的に生成するために，韓国人

の標準顔モデルを大量学習させ，2Dの写真から特徴点

を抽出し，標準顔モデルを反映した 3Dモデル生成・整

形施術後のモデル生成を行う研究などが挙げられる [5]．

　このような手軽で負担が少ない方向へと整形トレン

ドが変わって行く一方，最近韓国では，医療技術の発

展に伴い，顔の骨格を変形させる上顎手術・下顎手術・

その両方を行う両顎手術も少数ながら行われている．

下顎が上顎より長くて突き出している人，顔面が非対

称な人，歯茎を中心に口周りが非常に突き出している

人，顔が非正常的に長い人が対象となり，一般的な美

容整形よりは機能の回復を重視した手術である．これ

らの手術は，骨を分解・削り出し，ピンや針金などで

固定するといった手順を取るため， 手術の危険度と難

易度が非常に高く，施術前の徹底した検討が大事であ

る．X-rayを使った骨及び歯並びの確認，3D-CT撮影に

基づく手術方向性の検討及びシミュレーション，神経

分布の確認など，慎重に施術計画をたてる必要がある．

その背景にあるのが，3Dモデルを用いたシミュレー

ション技術である．図 3に示す 3Dモデルは，上顎の突

き出しを直す手術において正確な角度で接骨させるた

めに，施術の際にどの点を基準に骨の分解・接続を行

うべきであるかを事前にシミュレーションで検討する

ものである [6]．医者が接骨の角度を調整するためには，

顔表面（鼻先など）に目印を付ける方法と，口内に特

定の目印を付ける方法が使われているが，角度の精度

を上げるための理想的な基準点がシミュレーションか

ら導出できる．以上のように，医療分野を手助けする

ための工学的取り組みは事前のイメージ生成や施術精

度を上げるためのシミュレーションが多く見られる．

4．美容整形における新たな潮流
　医療技術が発展し続けていても，外科手術処置は患

者において身体的・精神的負担が大きい．外科・非外

科手術処置の絶対的施術数が最も多いアメリカの形成

外科学会では，過去10年間の統計を基に美容整形におけ

るトレンドの変化について報告している [7]．報告によ

ると，美容整形を受ける絶対的人数は年々増加してい

るが，美容整形のトレンドにおいては，時代に伴った

変化が明らかに見られる．2000年と 2010年の統計を比

較した結果，脂肪吸引，鼻形成， 眼瞼形成の手術回数

は減少傾向にある反面，ボトックス注射，リンクルフィ

ラー，レーザー脱毛などは増加傾向である．すなわち，

ここ 10年間，外科手術処置が 18%減少したのに対し，

非外科手術処置は 110%増加している．このような変化

は，手術への負担が少なく，手軽にできるのが主な理

由として考えられる．

　一方で，韓国では少し変わった施術がある．漢方医

療を基盤にした針を使った施術である．針を使った施

術は，体内の局所的な場所に傷を生成させることで，

成長因子や DNA合成を誘導し，細胞増殖・タンパク

質生成を刺激する効果がある．体格や姿勢を決める筋

肉・筋膜の狙った箇所に針を刺す事で体型の変化を作

る事ができる．ただし，刺した瞬間はその効能がある

が，抜いてからは効能が消えていくため，持続的に刺

激を与える方法として考案されたのが「埋線療法」（穴

位埋藏療法とも呼ぶ）である．埋線療法は，特殊に設

計された針（埋線，図 4）を用いて穴位内に異物（糸）

を埋没させておくことで，穴位に持続的な刺激を与え，

施術の効果を長持ちさせる方法である．埋線用の糸は

手術の縫合に使われる POD（Polydioxanone）が使われ，

最大6ヶ月で体内に吸収され，美容的施術効果は平均3ヶ

月ほど持続され，目的と効能によって数～数十回の施

術が行われる．図 4に示されている針が埋線の一例で

ある．埋線は，体内に糸を挿入するための針（①）と，

施術のための手持ち部分（②），吸収性縫合糸（③），

保護用のカバー（④），針と糸を固定するためのスポン

ジ（⑤）で構成される [8]．怪我や病気の治療目的など，
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　　　　　　　　  図 3　CBCT データから得られる 3D モデルを用いた

                          シミュレーション [6] より引用　
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多方面で使われているが，最近では小顔など顔面整形・

豊胸など人体整形・しわ除去・脱毛の分野で活発に研

究が行われている．漢方医の針を用いた整形は，施術

自体への負担及び施術後に傷や副作用の心配が少なく，

その需要が増加している．

　埋線を使った施術は，前章に述べた外科手術とは異な

り，個人別の体格・体質により個人差が生じる．豊胸施

術の場合，体格と健康状況に基づいて概略的に判断する

こともできるが，最小限の成長保証制度などを取り入れ，

施術する度にサイズ測定と写真記録を行うことで患者の

変化状況を把握していく方法を用いる [9]．

5．VRと人間と美容
　本稿では，美容に関する意識が高い韓国の美容整形術

を中心に，美容整形の現状と工学技術の関わりについて

述べた．美容整形の自由度は年々増え続け，方法におい

てもより手軽なものになりつつある．技術が身近なもの

になってくることで人間の生活や行為に対する意識は変

わってくる．美容整形がより手軽なものになってくると，

美容整形に対する意識も身体のケア，化粧に近い概念に

なるのではないか．化粧するときにビューラーでまつげ

を上向きにするような感覚で自由に自分の体を作れるよ

うにかもしれない．
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図 4　埋線 （Embedding needle） [9]


