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共 通 論 題

日 時

タ イ ム テ ー ブ

場 所

美容教育の国際化とアジアのビューティビジネス

2013年7月13日（土）　9：30 ～ 20：30

9：00 ～ 9：30 受付
9：30 ～ 12：00 自由論題
12：00 ～ 13：50 理事会、会員総会
14：00 ～ 15：00 ワークショップ
15：10 ～ 16：10 基調講演①
16：20 ～ 18：20 基調講演②
18：30 ～ 20：30 懇親会

ハリウッド大学院大学（六本木ヒルズ　ハリウッドプラザ）
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昼食

理事会（11F）

会員総会

ワークショップ

基調講演①

基調講演②

懇親会

会員総会会場

ハリウッド大学院大学　山中　祥弘 /川島　
鋼太郎

美容教育の国際化

独立行政法人大学評価・学位授与機構　特
任教授・一般社団法人ビューティビジネス評
価機構　代表理事　川口　昭彦

司 会：
ハリウッド大学院大学　山中　祥弘

美容教育の国際化と質保証

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス代表
取締役　北島　敬之

司 会：
ハリウッド大学院大学　江夏　健一

ビューティービジネスと企業法務―リーガ
ル・リスクマネジメントは武器になる―

懇親会会場

株式会社リクルートライフスタイル ビューテ
ィ総研　田中　公子

ミドル男性の美容 綺麗オジに注目！

司会・コメンテーター：
淑徳大学　葉山　彩蘭

編集者・ライター　増田　ゆみ

フォトシュート研究から見る成功サロンの個
性化

司 会・コメンテーター：
株式会社リクルートライフスタイル ビューテ
ィ総研　野嶋　朗

株式会社リクルートライフスタイル ビューテ
ィ総研　野嶋　朗、株式会社 リクルートライ
フスタイル 企画統括室　阿部 由紀

美容サービス業 従事者に向けた顧客対応力
育成プログラムの開発と実践

司 会・コメンテーター：
神奈川大学　山本　崇雄

昼食会会場

スケジュール 5F　A ホール 5F　Bホール 10F　A会場

ビューティビジネス学会　第2回全国大会プログラム
日　時 2013年7月13日（土）

場　所 ハリウッド大学院大学（六本木ヒルズ　ハリウッドプラザ） 

 共通論題：美容教育の国際化とアジアのビューティビジネス
 （Internationalization of Beauty Education and Asian Beauty Business）
9:00 受付開始

株式会社リクルートライフスタイル ビューテ
ィ総研　金田　裕子

OVER 40 が熱い！美容業界における 40 代
女性市場の可能性について

司 会・コメンテーター：
千葉商科大学　藤原　七重

株式会社リクルートライフスタイル　ビュー
ティ総研　錦織　信子

ヘアサロン経営における女性活用の有用性

司 会・コメンテーター：
ハリウッド大学院大学　藤原　美子

Beaut y Indus t r y Ins t i tu te Ph . D .  
Yeong Woo, Song

韓国の美容事情について―日本との比較にお
いて―

司 会・コメンテーター：
ハリウッド大学院大学　山中　祥弘

昼食会会場

国際ビジネス研究センター　金崎　賢希

国際サービス市場におけるリスクと参入戦略

司 会・コメンテーター：
専修大学　笠原　伸一郎

山梨大学　竹之内　玲子

新興国企業の国際化戦略―ブラジル化粧品
メーカー NaturaとO Boticário の事例研
究―

司 会・コメンテーター：
青巖大学　尹　五仙

早稲田大学大学院　里見　泰啓、高崎経済
大学　清水　さゆり

家業発展への意思の形成プロセス

司 会・コメンテーター：
ハリウッド大学院大学　山口　一臣

株式会社グレース　石川　雅一

国内企業が世界的巨人企業にどのようにして
打ち勝てるか―サロン市場リーダー：ミルボ
ンの事例などを中心に―

司 会・コメンテーター：
日本大学　米澤　聡士

長崎短期大学　朴　煕成

韓国化粧品産業における競争優位性の特異
性―アモーレパシフィックの海外進出戦略を
中心に―

司 会・コメンテーター：
上智大学　竹之内　秀行

富山大学　岸本　寿生

和風旅館の海外進出に関する事例研究
―加賀屋の海外進出と現地適応―

司 会・コメンテーター：
桜美林大学　宮下 　幸一

ハリウッド大学院大学　今井　利絵

ヘアサロンのナレッジマネジメントに関する
現状分析

司 会・コメンテーター：
株式会社ガモウ　蒲生　典子

日本大学　井上　葉子

資生堂によるベアエッセンシャル社の買収戦
略についての研究

司 会・コメンテーター：
東京国際大学　斎藤　泰浩

甲南大学大学院　西五辻　香奈

ビューティビジネスの特性としての民主的な
変革性の戦略化― 同ビジネスの基軸三要素
の視点から―

司 会・コメンテーター：
ハリウッド大学院大学　柳田　志学

10F　B会場 10F　C 会場 10F　D 会場 10F　E会場

※プログラムおよび報告者には変更が入る可能性がございますのでご了承ください。
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OVER	40 が熱い！美容業界における 40 代女性市場の可能性について	 16

錦織　信子（株式会社リクルートライフスタイル ビューティ総研）

ヘアサロン経営における女性活用の有用性	 19

金崎　賢希（国際ビジネス研究センター）

国際サービス市場におけるリスクと参入戦略	 21

竹之内　玲子（山梨大学）

新興国企業の国際化戦略
―	ブラジル化粧品メーカーNaturaとO	Boticário	の事例研究	―	 23

里見　泰啓（早稲田大学大学院）
清水　さゆり（高崎経済大学）

家業発展への意思の形成プロセス	 27



石川　雅一（株式会社グレース）

国内企業が世界的巨人企業にどのようにして打ち勝てるか
―	サロン市場リーダー：ミルボンの事例などを中心に	―	 29

朴　煕成（長崎短期大学）

韓国化粧品産業における競争優位性の特異性
―	アモーレパシフィックの海外進出戦略を中心に	―	 32

岸本　寿生（富山大学）

和風旅館の海外進出に関する事例研究
―	加賀屋の海外進出と現地適応	―	 33

今井　利絵（ハリウッド大学院大学）

ヘアサロンのナレッジマネジメントに関する現状分析	 36

井上　葉子（日本大学）

資生堂によるベアエッセンシャル社の買収戦略についての研究	 40

西五辻　香奈（甲南大学大学院）

ビューティビジネスの特性としての民主的な変革性の戦略化
―	同ビジネスの基軸三要素の視点から	―	 41
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美容教育の国際化と質保証

一般社団法人ビューティビジネス評価機構　代表幹事
独立行政法人大学評価・学位授与機構　特任教授

川口　昭彦

人や情報が自由に国境を越えてしまう現在では、多種多様な情報をいかに活用できるかが、国や地域のみならず組
織や個人の国際競争力を規定してしまう。このような情勢のなかで、教育によって高度な知識や技能を身につけた
人材を養成することの重要性が強く認識されている。多くの国では、このような認識にもとづいて、それぞれの立地、
人口、歴史、言語などの条件に応じた国際化の取組を強力に推進している。わが国にとっては、特にアジア地域にお
ける質の保証をともなった高等教育の推進が重要であろう。

国際的な人の移動と、高等教育機関における教育の質に関する問題は、切り離して考えることはできない。国によっ
て異なる教育制度の間を移動する学生にとって、それぞれの国で受ける教育サービスの質に極端な格差が生じないよ
うにすることが肝要である。すなわち、いかなる国の高等教育を受けても、そこで得られる成果は国際的に交換可能
な質を維持していることが望まれるわけである。したがって、このような質の保証は、国際的に合意された基準に基
づいて評価が行われることになる。そして、質保証に関する情報開示が積極的に行われ、教育機関が提供しているサー
ビスの質を公平かつ正当に評価することの重要性が意識されている。

世界の教育機関は、先を争うように、グローバル化（国際化）を推進している。これは、たとえば、留学生を迎え
入れること自体が目的ではない。グローバル化によって、自らの教育の質の改善・向上を期待し、その結果としてグ
ローバル社会に貢献する人材を養成しようとしているのである。したがって、グローバル化は、統一的な基準に、す
べてを当てはめようとするものでは決してないのである。それぞれの国・地域や教育機関には、培ってきた固有の伝
統や習慣がある。これらの伝統や習慣は、大切にしながらも異質な要素を導入することによって、お互いに切磋琢磨
しようという発想である。ここに、個性と標準性の両者に視点をおいた質保証（評価）が重要になってくる理由がある。

高等教育の質保証は、今や国際的に重要な問題であり、各国に質保証機関（第三者機関）が設立され、活動してい
る。しかしながら、各質保証機関では、質の定義や質保証をするための方法は異っている。この違いは、それぞれの
国の事情や、保証機関が負託されている任務が異なることに由来している。

第三者による教育の質保証は、国際的に求められているプロセスではあるが、質保証の責任は、第一義的には教育
機関自身にある。質保証の過程は、教育機関全体あるいはプログラムについて、教育研究あるいは管理運営に関して
点検すべき観点を検討し、その観点にしたがって資料・データを収集することである。しかしながら、このようにし
て集められた情報そのものは、なにも語っていない。評価による判断がなされなければならない。収集される資料・
データは、あらかじめ設定された問題を鑑みて判断されなければなりません。評価の枠組みに基づいた資料・データ
の利用によって、重要な判断結果が導き出されることになる。

かつては、教育は「教育を提供する側」の問題として扱われていた。最近の流れは、「教育を受ける側が何を身に
つけるか」という観点に重点が移行した。すなわち、教育パラダイムから学習パラダイムへの転換が起こっている。
求められているのは、成果を重視する教育（outcomes-based education）であり、「学習成果」という用語はこれに
由来する。成果を重視する教育とは、学生が何を学習すべきなのかを明確に定義、測定することを特徴とする教育構
造モデルである。成果を重視する教育システムでは、学生の学習成果が明確かつ詳細に定義され、これに基づいてカ
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リキュラムが編成されなければならない。ここで「定義」とは、学習者が一定の学習期間を終えたときにどのような
知識を獲得し、何ができるようになっていることが期待されているのかを明らかにするものである。

一般社団法人ビューティビジネス評価機構では、平成 24 年度にハリウッド大学院大学ビューティビジネス研究科
ビューティビジネス専攻（専門職大学院）の認証評価を実施し、その評価結果を公表している。本講演では、この認
証評価の基準、基本的な考え方、評価結果などを中心に、美容教育の質保証の必要性、学習成果が求められる理由な
どを解説したい。
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ミドル男性の美容　綺麗オジに注目！

株式会社リクルートライフスタイル　ビューティ総研
田中　公子

１．はじめに：男性美容を取り巻く環境　～高まる若年層の美容意識～
男性向け美容市場が急成長している。昨年から今年にかけても、多くの男性用化粧品、男性用美容家電製品が登場

し、また都内デパートの男性フロアに、男性用化粧品が並ぶのはもはや見慣れた光景となっている。最近では、「身
づくろい」から転じて、「身だしなみ・手入れ・身ぎれいにすること」を意味した男性専用の美容サロン「メンズグ
ルーミングサロン」を都内でも見る機会が増えてきた。なぜ、今、男性が美容市場に走るのだろうか。ビューティ総
研では、昨年弊社でのトレンド発表会にて、美容を生活に取り込む若者を「清潔男子　綺麗男（きれお）」とマーケッ
トセグメントして、20 代男性の高い美容意識を発表した。若い男性が、電話の中の窓ガラスで自身の姿をチェック
したり、油取り紙、リップクリーム、手鏡といった従来女性の美容アイテムと考えられていた美容小物を携帯するの
がもはや当たり前となっている。我々はここに大きなマーケットチャンスがあると考えており、「自分磨き」をした
い若者に対して、実業界としてプロならではのアドバイスやサロンのメニュー展開をすることで、潜在的な要素をさ
らに掘り起こす余地があると考えている。

２．ミドル男性の美容についての仮説～メンズ・ラグジュアリー市場の形成～
我々ビューティ総研は 20 代男性が今後のメンズビューティー市場の大きな牽引力となることは強く感じる一方で、

2000 年初めから市場を賑わせた「バブル世代向け」消費にも注目した。特に近年、都内で見られるようになった男
性向けの高級美容サロン「メンズグルーミングサロン」の顧客の多くは、40 代以上の男性である。彼らもまた、メ
ンズビューティー市場に対して大きな牽引力となるのではないか？

この仮説を立てるにあたって、日本のメンズ・ラグジュアリー市場の形成を振り返ってみたい。2001 年に主婦と
生活社が発売から、男性向けファッション雑誌「LEON」が創刊された。高級かつ高額なブランド品を紹介し、バブ
ル景気時代に青春を過ごした、可処分所得の多い中年男性（いわゆる「オヤジ」）層に購買ターゲットを絞り、「モテ
るオヤジ」、「ちょい不良（ワル）オヤジ」の在り方を読者に提供を始めた。デパートもメンズ・ラグジュアリー市場
への進出を開始する。2003 年に伊勢丹メンズ館がリニューアルしたのを皮切りに男性をターゲットにした「ラグジュ
アリーマーケット」が徐々に浸透。以後、阪急メンズ大阪 (08 年 )、阪急 MEN'S TOKYO（11 年）をオープン。伊勢
丹メンズ館の売上は、一時東京の男性市場の 30% と言われた。

このような 30 代・40 代・50 代のラグジュアリーマーケットの形成を背景に、ファッション・小物への拘りから、
それを身に纏う自分自身に対する「自己磨き＝美容意識」も高まっているのではないだろうか？すなわり、美容マー
ケットの高単価市場への機会が広がりになっているのではないだろうか？

＜仮説の構築＞
ミドル男性（30 代、40 代、50 代）の美容に対して立てた仮説は下記の通りである。
① ミドル男性の美容に対する意識は二極化しており、少数の美容に高い意識を持つ層によって牽引されるマーケッ

トではないか？
② ミドル男性の美容への消費額は若年層に比べて高く、これゆえ少数マーケットでありながらも、メンズビュー

ティー市場へ一定のインパクトがあるのではないか？
③ ミドル男性の美容サロン使いの実態から、これまで以上に高い付加価値がつけられるサロンやメニューがあるの

ではないか？これまでの相場や、市場環境を打破できる要素はないか？
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３．仮説検証　～ミドル男性における美容の実態調査・考察～
■ミドル男性の美容実態調査
調査方法：インターネットによるアンケート調査
調査期間：2013 年 3 月 9 日（土）～ 3 月 11 日（月）
調査対象者：一都三県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）在住の 30 ～ 59 歳男性 、1,000 サンプル。
※年収 3 階級・3 年代別に割付。
※ 年収については国税庁の民間給与実態統計調査を基にウェイトバック値を算出し、集計結果はウェイトバック換算

した数値を使用した。

また上記に補足して、「美容センサス 2013 上期」（株）リクルートライフスタイルビューティ総研の結果も元に仮
説検証した。

①	マーケットセグメント

 美容に対する意識を軸にアンケート調査を実施。身だしなみに無関心が 4 割程度存在する中、3 人に 1 人はグ
ルーミングサロンの利用経験があることが分かった

さらに 4 人に 1 人は 1 年以内にサロンを利用する頻度の高いユーザであることが分かった。また年代が上がる
にしたがって、身だしなみの無関心層が減っていることも明らかとなっている。

②		ミドル男性の美容に対する消費額、マーケットインパクトについて
所得別に上記マーケットをセグメント。美容センサスの結果にあわせて、ミドル男性の美容に対する消費額、

マーケットインパクトを推計する。

③利用サロン、利用メニューについて
グルーミングサロンを 1 年以内に利用したサンプルから、サービスを受けたことのある美容サロン（美容院、

理容院、エステサロン、リラクゼーションサロン、ネイルサロン、他）とメニューの利用実態を明らかにする。
ここから既存のマーケットの伸びしろを推計する。

４．事例　～実業界での成功事例～
都内でメンズグルーミングサロンを展開するサロンへの取材を通して、ターゲット・戦略を紹介する。
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５．今後の課題、継続テーマ
１～４を踏まえて仮説として立証されたこと、事実をまとめ、マーケットに対する提案を挙げる。また今後継続し

て研究テーマとする内容について記載する。

（以上）
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フォトシュート研究から見る成功サロンの個性化

編集者・ライター
増田　ゆみ

株式会社リクルートライフスタイル　ビューティ総研センター長
野嶋　　朗

個性化を進め、独自の経営戦略から高い業績を上げて続けているサロンを全国から１１社選抜し、ファインダーを
通して社会へどのように発信しているのかを分析。

取材を通して得た知見、成功サロンのポイントを増田ゆみが解説する。進行はリクルートライフスタイル　ビュー
ティ総研　センター長　野嶋朗。

増田は 1976 年、北海道知床半島生まれ。お茶の水女子大学国文科卒業後、テレビ制作会社を経て現職。年間約
700 ～ 800 ページのヘアページに関わり、11 年の間に撮影したモデル体数は 3 万スタイルを超える。美容サイトの草
分け的存在「サンドリヨン」の編集長を経て、現在はファッション誌での執筆のみならず、ヘアサロンのブランディ
ング、商品開発アドバイザー、セミナー講師などとしても活動。著書に「PHOTO SHOOT LESSON」（髪書房）、編
集書籍に「心に残るトップ美容師 100 のことば」（主婦の友社）他にもコンシュマー向け商品アドバイス、セミナー
講師／コンテスト審査員実績など多数。

全国のサロン取材、編集業務、審査業務の中から得た成功サロンの情報をもとに経営者への取材を進め、１１のサ
ロンの個性化と差別化のエッセンスを「フォトシュートレッスン２」にまとめた。この本から「就職希望者の増加」「店
頭販売の実績向上」「30 代から 40 代へ　顧客の大人化への対応」「地域の活性」「価格戦略　低価格化への対応」「ブ
ライダル市場への接続」「女性従業員の活用」いったテーマを取り上げ、経営者の意識と経営を解説する講義を行う。

増田の講演を基調に会場からの質疑応答を交えながら進行する予定。副読本としてフォトシュートレッスン２を使

用する（70 部用意）。
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美容サービス業従事者に向けた
顧客対応力育成プログラムの開発と実践

株式会社リクルートライフスタイル　ビューティ総研
野嶋　　朗

株式会社リクルートライフスタイル　企画統括部
阿部　由紀

１．美容業界を取り巻く環境変化
① マーケット ( サロン )
・サロン数のオーバーストア状態
・リピート顧客獲得
・技術以外の価値創出

②マーケット ( カスタマー )
・平均年齢上昇 ( 急速な高齢化 ) とサロン側の提供価値とのミスマッチ

③メディア環境の変化
・ソーシャルメディア発達により、サロン評価の可視化

④ CS( 顧客満足 ) 経営への関心の高まり

⑤レベニューマネジメント

２．MOT サイクルと顧客価値
・MOT(Moment of Truth) の策定と定量分析。
・カスタマー視点でのサービスプロフィットチェーンの構築

3．組織・個の課題の明確化
・財務課題からのアプローチ
例／基本 : 売り上げ = 席数×来店人数×単価×回転率
　　来店人数構成は ?　単価における店販シェアは ?　など　　
・競合サロンとの差異認識からのアプローチ

4．「研修」を通じたソリューション開発
① 対個人 : あらゆるタイプのお客様から信頼され接客満足度を向上させるためのコミュニケーションスキルを学ぶ

=「Star for Beauty」
・ソーシャル・スタイル理論
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② 対組織 : 競合との圧倒的な差別化をはかるため、お客様満足を上げるための考え方を学び、店舗ごとに最適なサー
ビス提供の方法を考える =「Moment of Truth for Beauty」

・サービストライアングルというフレームによる店舗コンセプト、お客の明確化
・MOT を用いて顧客価値に照らしての自社サービス点検

5．実地検証
・導入 2 社における実施状況と効果検証 ( 事例にて解説 )

6．課題と成果
・リピート率、店販における定量効果が見られた。
・ 一方で、実施後の効果持続・定着の問題→組織と個の課題が明確になるも、研修実施後の組織内での仕組み化、

制度化、組織風土醸成など、行動マネジメントを設計・実行・推進する人材が不足している課題が明確になった。
これは業界全体で起こっていることと推測される。

・引き続き、研修実施数を拡大し、効果の現場定着のためのマネジメントフレームの検証・開発につなげたい。

※当日は、上記 2 つの研修商品の案内パンフレット ( 参加見込数分 )、DVD 上映 (5 分程度 ) も予定。

（以上）
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ＯＶＥＲ４０が熱い！
美容業界における 40 代女性市場の可能性

株式会社リクルートライフスタイル　ビューティ総研
金田　裕子

１．はじめに　
アラフォーという言葉が流行語大賞をとったのが 2008 年。その頃から多くのメディアや業界で 40 代前後の女性に

熱い視線が注がれるようになった。あれから 5 年。今市場はまさに 40 代女性層が活況だ。「ＳＴＯＲＹ」に代表され
るような女性誌も競争激しくひしめきあっており、今年 4 月発行のシングルアラフォーを狙った「ＤＲＥＳＳ」に至っ
ては賛否両論白熱議論がネットで展開されたのもこの層への注目の証であろう。

少し前の日本でいうならば子育てに、家庭にと、時間やお金を自分に使うことに対し遠いところにいたはずの 40
代女性達。せいぜいお金を使うのはお茶やランチを奥様同士でといったイメージは、今はもう薄い。代わって市場に
登場したのは、いつまでも若々しく、キレイで、母や妻、ビジネスウーマン、一人の女性として、それぞれのライフ
スタイルに合わせ貪欲なまでに自分や女磨き続ける女性達の姿である。こうした新しい価値観をもった４０代の登場
に美容市場はどう対応していくのか？また彼女達の心をどうつかまえていくべきなのか？

本稿の目的は、そうした４０代女性市場を市場調査による分析やインタビューなどを通じ明らかにし、美容市場に
おける可能性を探ることである。業界活性化の鍵であることは間違いがない。なぜ４０代か？どんな層なのか？どん
な対策ができるのか？この３つをセットに具体的な傾向と対策のヒントになれば幸いである。

２．なぜ今 40 代に注目が集まっているのか？
[2 － 1] 団塊ジュニアが４０代に突入

４０代女性市場を語る上で外せないキーワード。「団塊ジュニア」である。1970 年から 74 年に生まれた団塊世代
の子供たちのことで、毎年 200 万人以上生まれており世代人口で 960 万人に達する。200 万人という数字は、今の 20
代の出生数の倍に匹敵する。この巨大な人口ボリュームの塊がまさに 40 代に突入しはじめたというのが注目の大き
な理由である。

[2 － 2]45.2 歳という日本の平均年齢
この年齢を見ると日本という国で高齢化がどれほど進んでいるかがわかるだろう。2012 年の日本の平均年齢は

45.2 歳ちなみにベトナムは 27.4 歳と格段に若い国である。
20 代が中心の国というのは新興国のイメージに近い。すでに成熟社会を迎えた日本にとっては 40 代こそが日本の

中心世代でもあるのだ。

[2 － 3] 経済的に自由度が高くなった女性達
総務省統計局労働力調査（平成 22 年）によると、40 代女性の就労率は 7 割を超えて全世代の中でももっとも高い。

これは調査時の 10 年前と比較しても４Ｐ近く上昇しており 40 代女性の社会進出の拡大を呈している。金額問わず自
分の稼ぎを伴っている女性が増えているということは、経済的な自由度の可能性も示唆させているということである。

[2 － 4] 多様なライフスタイル‐シングルアラフォーの増加
晩婚、未婚、出産年齢の上昇にも起因する。40 代になっての初めての結婚、出産など女性のライフステージの変
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化が遅くなっている。また 40 代女性の未婚率も東京などの都心部では 20％を突破（資料：総務省統計局「国勢調査」）。
すでに５人に 1 人が結婚をしていない。あえて結婚をしないという選択肢も増えてきており女性のライフスタイルの
多種多様化が進む。それに伴い自分に投資できるお金をもった女性も増えているといえる。

３．40 代女性ってどんな世代？
[3 － 1] バブル前後で２層に分解

４０代前半の団塊ジュニアとハナコ世代と言われる後半の層で大きく価値観や消費行動が異なることにも注目した
い。それは社会人時代のバブル経験有無に起因することはもちろん社会背景の違いにもよる。ハナコ世代は高度経済
成長とともに幼少期を過ごし女子大生ブームの真只中に学生時代を過ごした時代のど真ん中意識が高い。ＤＣブラン
ドの火付け役とも言われ派手で個性的な代表世代である。一方、団塊ジュニアは憧れた女子大生ブームは入学同時に
女子高生ブームに移り、熾烈な受験戦争を経てたどり着いた先は就職氷河期と、見事なまでに時代のスポットライト
から外れ続けた。堅実で慎重。無印やユニクロを支持してきた層でもあった。同じ４０代でも一筋縄ではまとまらな
いこれも大きな４０代の特徴なのである。

[3 － 2]40 代世代を紐解く５つのキーワード
[3 － 2 －① ]「自分モテ世代」

昨年弊社ビューティー総研で行った調査（※ 40 代大人女子意識調査 2013 年 12 月実施　Ｎ＝９４０）の中で、「ファッ
ションやヘアスタイルに関して誰からのモテを意識するか？」という質問に対し異性や同性を含め他人の視線が気に
なる 20 代に対し、他人の視線は気にならなくなりより自分の目が気になると回答する 40 代の数が多いことに注目し
た。その差は 20 代と 40 代で比較すると 10 Ｐ以上差があった。気になるのは他人の目より自分の目。自分に厳しい
世代でもある。

[3 － 2 －② ]「自分ものさし」　
昨年末、40代女性全国940名に「値段はない自分なりのいいもの基準であるか？」と聞いたところ79％もの女性が「あ

る」と答えている。これは値段の高い安いではない、自分にとっての基準であり、それは消費経験も豊かで失敗も多
くしているからこその、厳しい消費者の目でもある。そしてその基準の中で上手に日常品と特別なこだわり品を組み
合わせ生活を彩り楽しむ術を身につけている。これは右肩上がりでない時代の極めて高い生活編集力でもあるといえ
る。

[3 － 2 －③ ]「選択的時短」
家族・仕事・育児など生活基盤が広がる４０代女性。忙しいからこその時短術は欠かせない。時短のついたレシピ、

メイク、ファッションなどが売れる理由もここにある。一方その中でも、ちゃんと時間をかけたい場所やコトがある
というのも彼女達の言い分だ。調査によると「忙しい中にもゆったりする時間をもうけている」と答える４０代が８
割近くにも上る。何に時間をかけたくて、何をそぎ落としたいのかをきちんと見抜くことも大事である。時間のメリ
ハリを意識していると答える人は６９％。彼女達があえて時間をかけたいと思うサービスが提供できれば、もう４０
代女性の心は掴んだも同然である。

[3 － 2 －④ ]「ニモ消費」
夫にも子供にも、カジュアルにもフォーマルにも、オンにもオフにも。この「ニモ」は汎用的なものを好む傾向を

示す。弊社調査によると、多少値段が高くても汎用的であることがお得であると考える人が 58％。髪にもボディに
も使えるオイルだったり、子供にも使える化粧水だったり、はたまたご主人が持ってもおかしくないバッグだったり
と共有派も３人に１人にのぼる。とにかく４０代にとって使いまわせることこそお得という価値観である。
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[3 － 2 －⑤ ]「本質・本来」
年齢とともに美意識がより内面・健康に近づいているということだ。特に 40 代は加齢に加え更年期など健康面で

の不具合も出てくる年代。だからこそ、体の本来の持つ機能を活性化させる理屈や理論に興味も持ったり、素に近い
形で一旦自分を認め、その上でどうやっておしゃれや美容を楽しんでいこうかと考えることでもある。若く見える努
力をすることと、若作りは全く違う。だからこそ本質本来に立ち返り、髪型よりも髪質、メイクよりも肌質を意識し
ていく人が増える。外見アプローチの限界を知っているからこその土台作りに余念がないのだ。ちなみに自身の中で
キレイになる余地を髪に見出す 40 代は 2 人に 1 人。溢れる美容情報の中でも 40 代ヘアに対してはまだまだ業界側も
対応しきれていないことに起因しているのかもしれない。最後の章では 40 代女性市場においての美容サービス先行
事例を紹介する。

４．40 代大人女性向け美容サービス「ＭＩＮＸ」の事例
40 代女性市場の可能性に注目をし、企業戦略としてこのマーケットに対し具体的なサービス展開し成功の兆しを

得ている美容サロンを紹介する。
このサロンの特徴は 40 代女性市場を単なるターゲットに留まらず会社としてのブランディング、スタッフ教育に

まで幅広く活用している点である。

［企業概要］
会社名：株式会社 MINXworld( ミンクスワールド )
設立：1985 年 5 月 1 日
代表者：高橋　マサトモ
スタッフ：200 名（平成 22 年 12 月現在）
事業内容：
美容に関する一般業務、業界誌及び一般誌の撮影
テレビ・ＣＭ・ポスターなどのヘア＆メイク
東京コレクション・全国ヘアショー出演及び全国講習活動

５．終わりに
多くの業界でこの団塊ジュニアや 40 代女性市場を狙ったマーケティングやプロモーションが試みられている。ホ

テル、地方自治体、旅行会社や飲食、ファッション、雑誌など様々な試みをする中で、美容業界とのコラボを切望す
る声も多い。バブル期の美容消費を支えていた、また表参道・青山界隈でカリスマ美容師ブームに沸き立ったあの頃
20 代や 30 代だった女子たちこそが今 40 代なのだ。この 40 代大人女性女子市場をどう盛り上げていくかに美容業界
の次なる発展も秘めているのではなかろうか？

40 代大人女子の心をつかむサービスをこの美容業界と共に探究していきたいと思う。
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ヘアサロン経営における女性活用の有用性

株式会社リクルートライフスタイル　ビューティ総研
錦織　信子

１．仮説 )　
美容業界において、女性活用の必要性がより出てくるのではないか？
■美容業界
・そもそもなり手不足。継続的にキャリアを構築する必要性

→美容専門課程志望者の低下 = 人材不足

 

・専門学校入学男女比３：７
( 出典：学校基本調査報告書　初等中等教育機関、専修学校・各種学校編　文部科学省編 )

→なり手は女性が多いにもかかわらず、女性がキャリアを築きづらい職場環境

・多様な価値意識を持つ顧客への対応性の高さが求められている
→日本の平均年齢がどんどん上がり、「女性× OVER40」が消費の主役に。

( 出典：総務省統計局 )

( 出典：学校基本調査報告書　初等中等教育機関、専修学校・各種学校編　文部科学省編 )
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２．検証）
カスタマ実態から～女性美容師が求められているのか ? ～
●カスタマにとって、美容師の性差はどう受け止められているか ?

→性別を気にするカスタマは約 5 割。そのうちのほとんどが女性美容師を希望
●その理由

→男性美容師に抵抗があるという消極的選択
●お客様の満足度は男性美容師のほうが高い

→男性美容師：女性美容師 =92.6：82.9
●圧倒的に女性美容師不足

→指名希望数が、実際に指名している人を上回っている実態
●女性美容師・男性美容師に期待されていること

→女性にはコミュニケーション能力・男性にはプロならではの提案
( データ出典：ビューティ総研調べ「美容師ジェンダー調査」)

３．事例）女性活躍推進の障害と、有用性
→女性活用に踏み切ったサロンが、克服しなければならなかった障害とは ?
→女性活用に踏み切って、どんなよいことが起きたのか ?

４．まとめ
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国際サービス市場におけるリスクと参入戦略

国際ビジネス研究センター
金﨑　賢希

サービス業のグローバル化が進んでいる。1970 年代初め、世界の直接投資残高に占めるサービス業の割合は約 4
分の 1 程度であったが、1990 年代初めまでに半分を超え、2000 年代初めに 60％を超えた。その間、全体の金額も伸
びていることから、いかにサービス業のグローバル化が急速に進展してきたかが分かる。

この背景には、世界各国におけるサービス需要の増加や規制の緩和もさることながら、運輸・通信技術の発達を背
景として消費者が外国文化に接触する機会が増加したことが挙げられよう。近年では、これらの要素が相俟って、あ
る国の社会文化的要素、価値観や美的センスなどと深いつながりをもつサービスも外国で受容されるようになってき
た。

国際マーケティングは、製品やサービスが外国でどのように受容されうるのか、文化的な影響をどの程度うけるの
かを主に扱う。それは異質なコンテクストにおいて製品・サービスの「価値」を定義・発見する過程でもある。とく
にサービス業、なかでも従業員と顧客が接する（共同生産する）なかで価値が生まれるものについては、提供する側
も体験する側も文化の影響を強く受けるため、それを踏まえた参入戦略の構築が大きな課題となる。

こうした文化的な要素はこれから参入しようとする外国企業にとって「未知」である。本報告では、主にビューティ
ビジネスを取り上げるが、同ビジネスは社会の変化とともに顧客の求めるものも大きく変化するため、ただでさえ「将
来、これが流行る」と軽々に言えない。だからこそ、アンテナを張ることが重要であるとされるが、社会構造や価値
観の異なる外国市場であれば、たとえアンテナを張っていたからと言って本質的な部分を理解できるかどうか怪しい
場合さえある。

報告では、リスクを広義に捉える。「企業もしくは市場や業界の属性に関する知識が十分でなかったり、見通しが
立たなかったり場合、つまり「未知のレベルが高い」場合は、ある属性が将来とり得る値をすべて特定できず、した
がってそれら異なる値の発生確率を特定することができない状態のことを『リスキー』である」としよう。これまで
述べてきたような意味で、外国でのビジネスは元来、非常にリスキーである。

とはいえ、このようなリスクには、時の経過とともに、そして学習するによって、低減するものもある。報告では、
ある時点で情報が手に入り解消する類のリスクを前提に、どのように投資の意思決定を行えばよいのか、参入戦略を
立てていけばよいのかを検討する。具体的には、どのような条件のもとで、どのような参入形態を採用すればよいか
について、リアルオプション理論ⅰと伝統的な国際ビジネス理論（取引コスト理論、資源ベース理論）を統合する形
で検討する。

リアルオプション理論の含意は次の通りである。リスクが存在し、それが時間の経過ともにある意程度解消する場
合、投資家ないしは起業家は期待収益が最大になるよう行動するが、投資したものに内在するオプション価値を含め
て検討すべきである。

受入国で変化する社会文化的なもしくは政治経済的なリスク要因にはどのようなものがあるだろうか。いくつかの
シナリオを描き、それに対応できるよう「柔軟性を確保」しておかなければならない。しかし、オプションを創出し、
それを維持管理するにはコストもかかる。

起業家は、どの事業に、どの国に投資をすべきか、そのオプション価値を考えなければならない。オプションを生
み出す実際の方法として、買収、合弁、資本参加などの選択があるが、どのような条件のもとで、どの戦略がどの程
度オプション価値をもたらすか、維持管理、もしくは放棄のコストも考えて答えを出さなければならない。

報告では、サービス業、とりわけビューティサロンの海外展開に焦点をあて、継続的に事業を展開するうえで、ど
のようなリスクが存在するのか、そしてそれに応じた国際市場参入戦略（とくに、参入方式もしくは統治形態）はど
うあるべきかを理論的に検討することとしたい。
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ⅰ 海外では、1990 年代からリアルオプション理論の国際ビジネス研究への応用が図られたが、日本では、金﨑賢希
（2011）以降、今井利絵（2012）、入山章栄（2012）、山口隆英（2012）、洞口治夫（2013）らが、注目するようになった。
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新興国企業の国際化戦略
― ブラジル化粧品メーカー Natura と O Boticário の事例研究 ―

山梨大学
竹之内　玲子

１．はじめに
新興国においては化粧品市場が急速に拡大している。ブラジル化粧品市場は、2012 年に 480 億ドルで日本を抜き

世界第 2 位の規模となった。2016 年には米国を抜き世界一になることが見込まれている 。このような巨大市場を狙
い欧米系化粧品メーカーや日系メーカー も進出を加速させている。ブラジル国内の化粧品販売店舗数は 2007 年には
24,000 店だったが、2012 年には 143,000 店にまで急増し、2013 年までには 200,000 店にまで拡大すると予測されてい
る 。 

急速に成長するブラジル市場での展開・強化にむけ多くの多国籍企業が投資を拡大している一方、ブラジルの国内
メーカーもその存在感を増している。例えば、Natura や O Boticário といった企業はブラジルの周辺国だけでなく欧
米市場にも販路を広げている。

本研究の目的は、欧米や日本のブランドが高い競争力を持つ化粧品産業において、新興国であるブラジルの企業が
いかにして海外市場に参入することができたのか、その要因を考察することにある。事例としてブラジルの 2 大国内
メーカーである Natura と O Boticário の国際化戦略を取り上げる。

２．新興国の多国籍企業とは
新興国の多国籍企業は国際経済において日々存在感を増している（UNCTAD,2005）。新興国の企業の国際化につ

いての研究は 1970 年代から研究の蓄積があるが新興国の工業化の進展に伴い、彼らの競争優位にも変化が現れ、様々
な進出形態がみられるようになってきた ( 穴沢、2011)。

World Investment Report（2006）では新興国企業が直接投資を行う要因として、市場追求型、効率追求型、資源
追求型、資産創造型の 4 つが挙げられている 。

Luo&Tung(2007) は新興国の多国籍企業を、「新興国出自の企業で、1 カ国以上の国で対外直接投資を行い付加
価値活動を行っている企業」と定義し、4 つのグループに分類している（表参照）。Luo&Tung（2007）によれば、
World-stage aspirant に属する企業としては、中国のハイアール、インドのタタグループ、メキシコのセメックス、
ブラジルのエンブラエルなどが挙げられている。本研究で取り上げる Natura と O Boticário も民間企業であり、様々
な国に進出していることから World-stage aspirant に属すると考えられる。
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表　新興国多国籍企業の分類

３．事例研究
本研究では、新興国の化粧品メーカーでありながら積極的に海外展開を図っている Natura と O Boticário 社を事

例として取り上げる。紙幅の都合上、以下にはブラジルの化粧品産業の概要と、2 社の概要について説明する。同社
の国際化戦略の具体的内容や事例の考察等は大会当日に発表を行う。

（１）ブラジルの化粧品産業
現在では、多くの多国籍企業がブラジル市場に参入しているが、ブラジルの化粧品市場は 1980 年代まで輸入代

替政策により海外から輸入された化粧品に高い関税がかけられていた。そのため国内のメーカーは保護されてきた
と言える。当時からユニリーバやエイボンのようにブラジルで化粧品を製造、販売する一部の欧米系の多国籍企業
もあったが、多くの多国籍企業はハイパーインフレと不安定な政情を懸念し、長らくブラジル市場への参入を差し
控えてきた。いわばブラジルの市場が世界から取り残されたことにより Natura や O Boticário のような国内の化
粧品メーカーの成長が促進された 

（２）Natura 
Natura は 1969 年に Antonio Luiz da Cunha Seabra によってブラジルのサンパウロ市に設立された。サンパウ

ロ市で小さなラボと販売店からスタートした同社は、現在ブラジルの化粧品業界では最大の売上シェアを有する企
業にまで成長した。2011 年の売上は 55 億 9100 レアル（日本円で約 26 億円）であった。同社は 1974 年にダイレ
クトセールを開始し、現在ではコンサルタント（会員）は 140 万人に達する。　

また、2011 年には、the Canadian Research Institute によりサステイナブル・カンパニーとして世界に 2 番目の
企業に選ばれ、2012 年にはブラジルで最も尊敬される企業にも選ばれている。

同社の海外での事業展開をみると、海外での売上は 2007 年には 4.4％であったが、2011 年には 9％にまで増加し
ている。海外進出先としては、特にラテンアメリカに力を入れている。アルゼンチンのブエノスアイレスに地域本
社があり、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルーなどを統括し、ボリビアにも製品を販売している。さらに、同社
は「アドバンス・テクノロジーセンター」をフランスのパリに開設し、新技術の研究開発を行っている。

（出所）Luo&Tung(2007)
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（３）O Boticário  
O Boticário は 1977 年に薬剤師であった Krigs¬ner 氏がブラジルのブラジル南部に位置する都市クリチバで処方

箋を扱う薬局としてスタートした。1979 年にクリチバの空港に化粧品売場を置いてから口コミで人気が広がった。
1980 年には、フランチャイズシステムを構築し、ブラジルの首都であるブラジリアにフランチャイズ 1 号店を開
設した。現在はブラジル国内に 3550 店舗を有する。ABF の調べによれば同社はブラジル国内で最大のフランチャ
イズチェーンであり、化粧品を扱うフランチャイズでは世界一の店舗数を誇る。2012 年の全世界での売上は 66 億
レアル（日本円で 33 億円）であった。同社は、3 つのブランドを有し 480 種類の製品を販売している。同社はブ
ラジル国内で最も浸透しているブランドの一つに選ばれている 

　O BOTICÁRIO の国際戦略をみると、ポルトガル（フランチャイズ店 50）、ボリビア（フランチャイズ店 5）、
パラグアイ（フランチャイズ店 4）、ウルグアイ（フランチャイズ店１）メキシコ（フランチャイズ店 8）、中東（フ
ランチャイズ店 30）、モザンビーク（フランチャイズ店１）、その他、日本、アメリカ、スペイン、などにも代理
店を通じて商品を販売している。日本では、日成コーポレーションが販売代理店となり販路を拡大しており、主に
日系ブラジル人向け小売店や日本人向け雑貨店、セレクトショップなどで販売している。

４．むすび
今日、新興国の多国籍企業数は増加しているが、化粧品産業に関しては世界的に販路を広げる新興国企業はまだ少

ない。Garcia (2005) によれば、化粧品産業は欧米、日本などの先進国のメーカーが強固なブランドを構築し、新興国
企業が国際市場へ参入することは困難であった。しかしながら、ブラジルの Natura と O Boticário 社は、年々海外
売り上げ比率を伸ばし、海外での存在感を増している。化粧品産業における、新興国企業の海外進出に関する研究蓄
積は、エレクトロニクス産業などに比べると多いとはいえない。今後さらなる研究の蓄積が望まれる。

【注】
1 住友商事プレスリリース 2013 年
2 例えば、資生堂はブラジル市場での展開強化にむけ、100％出資の子会社「資生堂ブラジル」を通じて、2012 年 
 5 月より、北米子会社「ベアエッセンシャル」のブランド「ベアミネラル」を販売し、2017 年の取り扱い店舗 
 数は 100 店以上を目指している。
3 ブラジル経済紙『EXAM』2013 年 1 月 23 日号
4 市場追求型は新しい顧客開拓などを含み、一般的には近隣諸国に進出するパターンが多くみられる。効率追求 
 型は低賃金労働力の活用などによるコストの削減を主な目的としている。資源追求型は主に天然資源の入手を 
 目的としたものである。 資産創造型は新しい技術の入手などによる生産性の向上を目的とし先進国向けの投資 
 となる。
5 the Inter-American Development Bank の 2008 年報告書
6 Natura の事例に関する記述は、同社 anural report2011、 McKern (2011) Natura: Exporting Brazilian Beauty,     
 Harvard business scool case,NewYork ,『Estado de Saopaulo』『Exame』2013 年 5 月号などを参照している。 
7 O Boticario の事例に関する記述は、同社ホームページ、Campelo(2008) “Mudanca estrategia”Fundacao   
 getulio vargas ,『Estado de Saopaulo』『Exame』2013 年 1 月号などを参照している。
8 ブラジルの経済雑誌 EXAM の 2012 年調査によれば、ブラジル人に最も親しまれているブランドとして、ビー 
 チサンダルの Havaianas ,2 位はアメリカの化粧品 MAC、3 位が o boticario が選ばれた。

【参考文献】
GARCIA, R.（2005）〝Internacionalização comercial e produtiva na indústria de cosméticos: desafios competitivos 
para empresas brasileiras”. Revista Produção,v.15,n.2,
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UNCTAD (2005) World Investmentreport2006 United Nations，NewYork and Geneva.
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「家業発展への意思の形成プロセス」
ビューティビジネス学会第２回全国大会報告要旨

早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程
里見　泰啓

高崎経済大学経済学部
清水さゆり

はじめに
中小製造業には創業以来の技能や技術の漸進的革新を重ね、創業時とは大きく姿を変える企業がある。漸進的革新

は中小企業が経済情勢や需要の変化に適応した経営基盤を築く基礎なっている。そして経営者の持つ家業の維持と発
展への強い意思が、漸進的革新の原動力になっている場合が多い。

本報告は、中小企業経営者が持つ家業の維持と発展に対する意思の形成プロセスを探るのを目的とする。

分析の視点と方法
里見・清水（2012）1 では会社を所有し個人資産を拠り所にリスクを負って漸進的革新に挑む中小企業経営者を対

象に、家業の社会的意義付けが家業存続の理念的拠り所となったとする米村（1999）2 の示唆を手掛かりとして家業
の維持と発展への意思の背後にあるものを探った。

家業経営を続ける一義的な動機は、経営者およびその家族と従業員の生活を支えることであり、より多くの利得を
求める。これは奢侈を求めるというよりも、むしろ家業存続を担保する家産の蓄積を図るという面が強い。このよう
な動機により、家業を経営し、これを正しい行為とし家業の維持と発展に強い意思を持つ背後には、次のようなもの
がある。家業を支える技能・技術が社会に有用な価値と結び付いた「尊い」ものであり、需要の変化や技術の高度化
とともに変化する社会の要請に応えて付加価値を産むものへと進歩させることは望ましい行為とする家業に対する意
義付けと、生産活動に真摯に取り組むべきとする行動規範があると考えられる 3。

このような意義付けや行動規範に支えられた家業の維持・発展への意思は、家業経営を継続するための必要条件で
ある。そして家業の永続性の視点からは、その意思を後継者にどのように引き継いでいくのか、あるいは後継者がど
のように受け継ぐのかは意味深いものと考えられる。本報告は、後継者が家業の維持と発展への意思を形成した過程
を探る。

家業の維持と発展への意思は、事業を引継ぐこと、あるいは経営者になることへの動機を契機に経営という文脈を
通して経営者がその内面に意味づけした価値観や規範が絡み合って顕れてくると考えられる。そのため、日々の経営
の現場への参与観察と経営者との対話を中心に、経営者の内面を解釈する方法をとった。具体的には、新栄スクリー
ンを中心に川田製作所、タマチ工業を対象に観察と対話によるデータ収集と分析、リサーチクエスションと仮説の設
定、再構築を同時並行的に進める漸次構造化法により検討を進めた 4。

考察
家業に携わろうと思った契機は、家業は生業であるとともに、家の存在意義と感じたことである。先代が家業の経

営を通して、一家を支えてきたこと、従業員の生活を支えてきたことへの尊敬の念もあった。この気持ちは先代の培っ
た意思を受け継ぐ下地になったと考えられる。

家業に就き、取引先や金融機関との折衝、従業員の管理といった業務の経験を通して家業を営むことを実感する。
特に製造に携わるなかで、創業以来の技能・技術が付加価値の源泉であり、家業を支えるものとの理解とともに家業
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の存在意義に対する実感を強めている。家業を支えている技能・技術は、創業から先代に至るまでの経営者が、リス
クを負いながらも創意工夫を重ねて漸進的ではあっても進歩させて付加価値の源泉にとなってきた。このことへの理
解は、先代が持っている家業の維持・発展への意思を知り、その背後にある価値観や行動規範を咀嚼する契機になっ
ている。そして後継者自身の意思を形成し、経営者としての自覚を促したと考えられる。技能・技術は家業の象徴と
もいえ、その継承は後継者の家業の維持・発展への意思の形成プロセスにおいて、また後継者が経営者としての人格
の向上と家業の発展を希求するか否かの重要な分水嶺になっていると考えられる。

　

まとめ
中小製造業における家業の維持と発展への意思の下での漸進的革新は、大衆レベルでの本質的企業者行動の集積と

なり、日本の経済発展の一翼を担ったと考えられる。
企業の経営は営利心に根ざし、競争によって促されるとしても、行き過ぎた利己心や貪欲な拝金主義では企業経営

の持続、ひいては一国経済の長期的成長や繁栄は行詰るのではないか。生業に対する社会的意義づけと秩序ある行動
規範に支えられた意思の下での企業経営が受け継がれていくことで、健全な資本主義経済の発展が臨めるのではない
か。本報告は、限られた事例を分析したものであるが、営々と培った技能・技術の継承を軸とした家業の維持・発展
への意思は日本経済の健全な発展の基盤になるのではないだろうか。

1 里見泰啓・清水さゆり（2012 年）「漸進的イノベーションを続けるファミリービジネス」ビューティビジネス学
会第 1 回全国大会

2 米村千代（1999 年）『「家」の存続戦略―歴史社会学的考察』勁草書房
3 里見泰啓・清水さゆり（2012 年）前掲
4 佐藤郁哉（2002 年）『組織と経営についてしるための実践フィールドワーク入門』有斐閣
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国内企業が世界的巨人企業にどのようにして打ち勝てるか
― サロン市場リーダー：ミルボンの事例などを中心に ―

株式会社グレース
石川　雅一

１．はじめに
厚生労働省が 2012 年 10 月に発表した最新の統計によると日本国内の美容室店舗数は現在 22 万 8429 店、従事美容

師数は 47 万人である。それらの美容室を中心とするいわゆる「サロン」が使用する業務用ヘア化粧品の市場におい
て 1999 年以来市場シェアがトップの位置にいるのが株式会社ミルボンである。戦後美容業界はロレアルやウエラの
ような欧米の外資系巨人メーカーによって市場の主流とトレンドが形成されてきた経緯があった。そうしたなか業界
で 241 番目の国産メーカーとして誕生したのが現ミルボンだった。この後発メーカーがどのように巨人ブランドを追
い抜いて美容室市場でトップシェアを握るにいたったのか、本研究のリサーチ・クエスションはそこにある。

本稿ではコリス ＆ モンゴメリーの RBV（リソース・ベースト・ビュー）による分析を行った。RBV においては、
企業を異なる有形無形の資産とケイパビリティ（強み）の集合体と考える。企業がいかに効率的かつ効果的に機能で
きるかは、企業内部の資産とケイパビリティの活用による。すなわち自社の事業と戦略にとって最良かつ最適な資源
を積み上げた企業こそ成功する確率が最も高いということになる。ミルボンの成功事例分析には RBV による戦略分
析が最も適していると考える次第である。

２．株式会社ミルボンの製品と組織
1　「業界で 241 番目」の後発メーカー　       
美容室などが使用するサロン用（業務用）ヘア化粧品の市場において 1999 年以来トップシェアを保っているメー

カーが株式会社ミルボンである。

ミルボン社の主力製品は主にヘアケア用剤、ヘアカラー剤、パーマ剤の 3 つの分野にわけられる。しかし今ではトッ
プメーカーであるミルボンの創業は意外にも「業界で 241 番目」という実に遅い出発だった。ミルボンは 1960（昭
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和 35）年 7 月、美容室が使用する化粧品（コールドパーマ剤・シャンプー等）の製造販売を目的に大阪市東淀川区
に工場を併設して設立された。1985 年にはフランスのウジェーヌ社と染毛剤に関する技術提携を行ってヘアカラー
分野へも参入しこの事業がその後のミルボンを大きく成長させることとなる。さらにミルボンは 1988 年に「TAC 製
品開発システム」をスタートさせた。この「TAC」とは” Target Authority Customer”の頭字語で、Customer（顧客）
たる美容師が Target（目標）とするような Authority（権威）、または Customer の中で Authority たる達人、すな
わち「カリスマ美容師」的な人が持つ技術を標準化して一般の Customer たる美容師たちが簡単に扱えるようなもの
に技術を落とし込むことである。「落とし込む」という言葉に語弊があるとすれば言い換えれば「解読する (decipher)」
と言ったらよく分かるかと思う。つまり「カリスマ美容師」的な技術を解読してその要素分析を行い、どのようにし
たらそれを簡単に作ることができるかを考えてその技術を地方の新人美容師でも易しく再現できるように当該技術を
再構築するのが「TAC」であり、そのような技術を易しく手助けできる製品開発を行うという仕組みである。たと
えばヘアワックスの開発では「テクスチュアを実現」しながら「決まりすぎないように」という一見矛盾するような
一流美容師のコメントを基に粘性や結着力などを一から技術的に考案していく。これは内面化された暗黙知（野中
郁次郎・竹内弘高 , 1996）を表出化して共同化しそれを形式知に変換するプロセスであると筆者は考える。こうして

「フィールドパーソン」と「TAC 製品開発システム」という二つのシステムがミルボンにとっての成長のための両輪
となる。「TAC 製品開発システム」が始動してから 11 年後の 1999 年にはミルボンは業務用化粧品市場でシェアトッ
プに躍り出ることとなった。

３．社員研修センターで長期美容実習
ミルボンの営業マンが通常のメーカーの営業マンとどこがどう違っているかはこの研修センターでミルボンが新人

を「缶詰め」にして行った研修が決定することとなった。その新人研修はなんと 9 ヶ月間の長きにわたるものだった
のである。勘違いして欲しくないのであえて言うがこれは OJT（On-the-Job Training：職場内教育）が 9 ヶ月間で
あるというのとはまったく違う。そういう企業ならばいくらでもある。ミルボンの場合は自社研修センターに缶詰と
なる Off-JT（off-the-job training：職場外教育）がなんと 9 ヶ月間だったのである。9 ヶ月間もの間業務には一切貢献
すること無しに給料を払い続けながら研修センター内だけでの新人教育を続ける企業がどんな業種であれいったいど
れだけあるであろうか。少なくとも筆者はそんな事例を世界中で他に見たことも聞いたこともない。その後研修セン
ターでの研修期間は 7 ヶ月間に縮められたが、それでもほとんど例を見ないくらいに長い期間であることは言うまで
もない。研修センターでは、シャンプーやワインディングやヘアカラーなど美容師が美容学校で習う主な実技講習と
ミルボンの企業理念や製品群や美容室の接客や経営に関する理論という 2 つの柱から構成される。つまりフィールド
パーソンとは、ミルボンという会社の理念とあらゆる製品のスペックと効能や使用法のみならず美容師の実技技能の
基本的部分についても体得している営業マンということになる。言葉で言うと他社の営業マンとの僅かな差に見える
かもしれないが実際の現場においてのこの差は圧倒的な格差となって顧客である美容師たちに認識されることとなっ
た。

４．美容プロフェッショナル市場の特徴
ヘアケア用剤すなわちシャンプーやヘアトリートメント等と言えば美容や理容などのプロフェッショナル・マー

ケット ( 業務用市場 ) での販売量はさほど多くはないだろうと考える人が一般には多いかもしれない。しかし実際に
各チャネル別の販売金額を見てみると美容室や理容室（理美容の内訳で言えば美容室が圧倒的に多い）でのいわゆる

「業務用市場」の販売量はドラッグストア市場単体の売上をはるかに上回ってチャネル別第 1 位を占めている。
美容室はかつて「パーマ」が売上の一番大きな部分を占めていた時代が長く続いたが、現在ではパーマ以上に「カ

ラー」が売上の一番大きな部分を占めるようになっている。現在美容室の三大収益源とされるカラーとトリートメ
ントとパーマの比率に関しては地域や店舗によって異なるもののだいたい①カラー 4 割、②トリートメント 3 割、③
パーマ 2 割と言われている。（残り 1 割はその他。カットがないのは上記メニューとセットとされることが多いため）
しかしここで今更ながらに驚くのは家庭用ヘアカラー剤が美容業界への脅威として台頭してきていることである。す
なわち美容室などの業務用以上にドラッグストア（チャネル単体）で売られる家庭用ヘアカラー剤の方の販売額が
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より多いということである。新たな剤型の泡タイプ家庭用ヘアカラー剤も出て家庭用メーカー各社はしきりにテレビ
CM 広告を大々的に投入するなど拡販につとめている。美容業界にとっての最大のライバルが今や家庭用カラー剤に
なっているのは疑いようがない。これはマイケル・ポーターの「ファイブフォース」における「代替品の脅威（the 
threat of substitutes）」（Porter, 1985）に相当するであろう。このように安価な家庭用ヘアカラーが美容室にとって
の脅威となってくると、美容師は美容室でしか染められない高度なテクニックのヘアカラーを求めるようになった。
それは家庭用カラー剤よりも髪の毛がダメージしにくく色ムラが無くて仕上がりがつややかなのは当然のこととして、
ウィービングやパネルによる微妙な色の染め分けデザインや、髪の新生部と既染部との微妙な色味の染め分けや頭の
部位ごとの白髪率の違いに応じた塗り色の変化対応といったような高度なニーズだった。ミルボンはこうした美容師
の要求に着実に応えられるように優秀なフィールドパーソンを多く養成すると共に現場のニーズへの正当な答えとな
りうる技術開発を進めていった。

５．資源ベースト・ビューからの戦略分析
ミルボンの事業活動で中心に位置するのはヴィジョンであり目的と目標である。ミルボンの場合は「美容師さんの

ために役立つ企業」というヴィジョンが創業以来確固として存在し、それが市場と顧客心理とニーズにフィットして
企業優位に結びついてきた。

7 ヶ月間（当初は 9 ヶ月間）という研修センター内で「缶詰の」Off-JT 研修も短期的な利益には決して結びつかな
いため多くの企業は真似しようとしても二の足を踏むだろう。しかしそれだからこそそこには稀少性や模倣困難性と
いう事実が存在し、ミルボンをしてトップレベルの牙城鉄壁を築き上げさせている一因とも考えられる。リソース・
ベースト・ビュー（RBV）には「稀少性」や「模倣困難性」を含めていくつかのキーワードがある。他には「需要」、「持
続性」そして「帰属性」などである。顧客ニーズを満たしているか競争相手より優れているかという「需要」に関し
ては、ミルボンの場合はブランド自体のハロー効果よりも美容師が重視する技術に関してのシリアスかつ多分にマニ
アックなテクニカル・サポートという面が強くそれが他社には薄い強みとなってリピート需要を生み続けている。資
源の寿命に関しての「持続性」に関して言うと、優秀な人材を次々と育てる研修システムとその時々のトレンドに適
合した商品を開発する「TAC」というシステムがミルボンにはあって、一発だけのヒットに終わらない持続性がミ
ルボンにはある。また資源がもたらす価値を享受するのは誰かという「帰属性」の問題でミルボンはそれを自社より
も顧客たる美容室の利益を最優先している。こうしたことどもがミルボンという組織内部のケイパビリティ（強み）
を外部環境（市場の需要や競合他社の動向）の中においてきわめて強固なものとしているのである。

＜参考文献＞
Barney, J. B.,(2002) Gaining And Sustaining Competitive Advantage, Pearson Education,Inc., (岡田正大 訳［2003］『企
業戦略論［上・中・下］』 ダイヤモンド社 )
Collis, D. J. & Montgomery, C. A.(1998) Corporate Strategy: A Resource-Based Approach, McGraw Hill （根来龍之・
蛭田啓・久保亮一 訳 ［2004］　『資源ベースの経営戦略論』　東洋経済新報社）
Ghemawat, P. (2001),  Strategy and the Business Landscape: Core Concept,  Prentice Hall.  （大柳正子 訳［2002］『競
争戦略論講義』　東洋経済新報社）
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韓国化粧品産業における競争優位の特異性
― アモーレパシフィックの海外進出戦略を中心に ―

長崎短期大学
朴
パク

　　熙
ヒ

成
ソン

要　旨
本研究の目的は、現時点における韓国大手化粧品企業であるアモーレパシフィック（以降、AP）の持続的な成長

を成し遂げている競争優位の源泉を考察し、その成長戦略の特異性を解明することである。
そのため、第一に韓国国内化粧品産業の動向を考察し、次に AP の強み、グローバル事業の展開状況を説明する。

第三に、グローバルオペレーション戦略を探ることで、競争優位の特異性を提示できる。
AP は、1945 年創業以来、韓国国内化粧品市場における第一位の座に君臨してきており、国内市場シェアの 30％

強を占めている。
1954 年韓国化粧品業界で最初の研究所を開設し、1959 年にはフランスとの技術提携、引き続き 1964 年には日本と

技術提携を行うなど、韓国化粧品の製造技術を高める基盤を固めていた。他方 1955 年には、韓国初のマスメディア
に広告をしており、1964 年からアモーレブランドを立ちあげ、訪問販売の導入、海外市場に輸出開始など、売上拡
大とその維持をしていた。美と健康の追求のため、1954 年 R&D センターの設立後も、不断の R&D の強化、研究分
野の拡張を行っている。さらに、環境に配慮した企業経営から消費者から共感を得ており、常に製品開発のイノベー
ション、販売チャネルの多様化などを通じて、韓国国内の地盤を固めた。

それを背景にグローバル市場でもマーケットシェアを伸ばしてきており、2011 年海外売上高の比率は 13％に達し
ている。2002 年「アモーレパシフィック」ブランドを立ち上げてから、化粧品産業の特質である文化型内需産業と
いう側面から離れ、アジア通貨危機や 2008 年のグローバル金融危機後も、国内・海外市場で売上高・収益率を高め
てきている。

グローバル化に成功している AP は、欧米化粧品企業と異なる特性を持っている。近年において積極的にグローバ
ル展開を加速している AP の海外進出戦略を明確にし、グローバル競争戦略の特異性を究明する。

（詳細資料は発表当日に配布する。）
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和風旅館の海外進出に関する事例研究
― 加賀屋の海外進出と現地適応 ―

富山大学
岸本　寿生

近年、日本のサービス産業の海外進出が注目されている。特に、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなど
の小売業のアジア進出が著しい。これらの海外進出における競争優位性の一つに「日本的なサービス」が挙げられる。
この「日本的なサービス」とは、「おもてなし」とも言い換えられ、きめ細やかで丁寧な接客態度や「心配り」と言
えよう。この「日本的なサービス」に関する研究やその移転についての研究は、緒がついたばかりである。

2010 年 12 月石川県和倉温泉加賀屋は台湾に進出した。これについては、「おもてなし」の海外移転として、いく
つもの事例紹介や研究があるⅰ。本研究は、ヒアリング調査に基づいて、和風旅館が「日本的なサービス」をビジネ
スモデルとして海外展開していくプロセスとメカニズムの解明を目的としているⅱ。

１．加賀屋の海外進出
石川県和倉温泉に創業 1906 年の老舗旅館加賀屋がある。加賀屋は旬刊旅行新聞社が主催する「プロが選ぶ日本の

ホテル・旅館 100 選」ⅲにおいて 33 年連続で総合 1 位である。加賀屋代表取締役会長小田禎彦氏は、「加賀屋の求め
るサービスはと①正確性と②ホスピタリティーであり、施設集約的なホテルに対し、旅館は労働集約的産業である」
と述べている。

日本の旅館は、「失われた 10 年」以降、低価格化や旅行の質的変化から、決して成長産業とは言えなかったが、加
賀屋が台湾進出を果たせたことについて、3 つの特徴が指摘できるであろう。

(1) イベント性
加賀屋は 2004 年に台湾進出を決定したが、当初は決して海外進出に積極的ではなかった。そこには、台湾側パー

トナーの日勝生と台湾観光庁の誘致があり、その一方で加賀屋創業 100 年周年事業の企画という要因の重なりが
あった。

台湾のディベロッパーである日勝生は、台北郊外の北投温泉にマンション用地を確保したが、その場所は、明治
期に日本の温泉旅館がはじめて進出した史跡があった。そのため、日勝生は、史跡の保存の見地からも和風旅館の
進出を計画した。また、台湾観光庁も、日本人旅行客を増やすために加賀屋出店の誘致を行った。

他方、加賀屋は、2006 年に創業 100 周年を迎えるにあたってメインのイベントを模索していた。また、バブル
が崩壊し経営が苦しい時に、日系企業による 200 名規模の台湾人従業員の慰安旅行が 1995 年から毎年あり、それ
を契機に、台湾から多くの観光客が加賀屋に宿泊したので、経営が持ち直した経験があった。このようなことから、
台湾進出の意思決定ができたという。
(2) キーパーソン

加賀屋と日勝生を結びつけたのは金沢出身の徳光重人氏である。この人物は、台湾進出をする日本のスポーツク
ラブの駐在員として派遣された。その後、SARS などがあり、スポーツクラブが撤退する際に独立し、事業で関係
のあった日勝生と加賀屋の仲介を行った。加賀屋のプレゼンにより、日勝生側は加賀屋をそのまま移転することを
望んだ。この事業の達成には仲介人の徳光氏の存在が大きい。和風旅館のこだわりを理解できる人物であり、しか
も中立的であることが肝要であった。
(3) 事業形態

今日の世界的な高級ホテルのチェーン展開は、フランチャイズ方式や管理運営委託方式（マネジメントコントラ
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クト方式）が主流であるといわれるⅳ。加賀屋の進出にあっては、加賀屋はフランチャイズ方式のみを考えていた。
結果的に、日勝生と加賀屋で合弁会社日勝生加賀屋を設立し、日勝生加賀屋と加賀屋の間にフランチャイズ契約が
行われている。なお、加賀屋は、日勝生加賀屋に当初 20％出資していたが、その後 3.8% まで縮小されている。事
業形態の問題には、和風旅館が決して採算性が高い事業ではないことと、パートナー双方の信頼性および収益の分
配などの要素が含まれている。

２．日勝生加賀屋の開業の困難性
日勝生加賀屋は 2006 年開業を計画していたが、実際には準備期間が７年かかり 2010 年 12 月開業となった。そこ

には、和風旅館の海外進出固有の問題があった。
(1) 制度とハードの問題
「加賀屋を台湾に移転する」を実現するためには、和風旅館の建物建設が重要である。和風建築のために設計は

日本の設計事務所へ依頼しなければならなかった。加賀屋の設計士は日本でも著名な設計士であり、そのステータ
スは高い。しかし、台湾のディベロッパーである日勝生はその対応を理解できず、苦労したという。

また、「加賀」という商標はレストランとして既に登録されていたが、旅館業ではなく、伝統もあるので交渉の
末使用することができた。

さらに、軒の長さなど和風建築が現地の建築基準と合わず、現地の法改正をするような調整作業も必要となった。
そのほか、工期に関する認識ギャップや当初の見積もりより大幅に支出が増えたことなど、大きな困難があった。
(2) 部材調達の問題

開業に当たって、次に直面したことは、部材調達である。当初、食器類は現地調達をする予定であったが、結局、
九谷焼のような風合いが出せず、日本から全量入れざるを得なかった。

　食材に関しても、刺身用の魚などは、魚の捌き方が異なるため、空輸で日本から調達している。野菜などは、
現地のものを使うように考えているが、十分だとは言えない状況である。
(3) 人材育成の問題

①人材確保
もっとも重要な人材確保に関して、料理人は、台湾に数多くの日本料理店が出店しているので、基本的な煮方や

焼き方、刺身の切り方などができる人を採用することは難しくなく、料理長を日本から送ることで問題が解決できた。
客室係に関しては、当初の予想と異なる結果になった。台湾で客室係を採用する際の最初の困難は、仲居ともい

われる客室係の認知の問題である。台湾のホテルでは、日本の客室係という職業がなかったので説明に窮したとい
う。そのため、日勝生加賀屋の設立計画のマスコミ発表の際に、客室係についてフライトアテンダントのようなイ
メージをもつように説明をした。そして、着物や日本的な所作を身につけるために、日本を理解し好感を持ってい
る人物を募集し、採用には日本語検定２級以上を条件とした。

日本の客室係は、幅広い年齢層で出身地も多様であり、ベテランを中心に７～８名でチームを組む。台湾では、
日本語能力の高い 20 代、30 代の大卒女性 70 名が採用された。また、比較的就職事情が悪い台湾の中・南部の出
身者が意図的に多く採用された。

②人材育成
人材育成に関しては、先行して加賀屋で将来台湾の中核になるべき６名の台湾人客室係を採用した。新規に採用

した 70 名は１年間日本で研修を行った。日本での研修は、「おもてなし」の理解をはじめ、着付け、正座、茶華道
など大変苦労したというが、ベテランの客室係が徹底して指導した。

これらの研修生は、ほとんど脱落することなく開業をむかえられた。待遇は、台北の OL の平均給与より 10%
程度高い。また、台湾固有の制度として、空いている時間を利用した社内アルバイト制度などがある。

３．日勝生加賀屋の経営
(1) 経営の現況

開業時は予想以上の盛況であった。人気は大変高く、客の国別比率は、台湾７，日本 2、その他１であるという。
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中国からの客は、最初迎え入れたときトラブルがあったので、現在は政府関係者等のみとなっている。また、既に、
50 回以上リピートしている香港の客がいるという。
(2) 加賀屋と日勝生加賀屋の相違点

加賀屋を台湾に移転するというコンセプトであったが、以下の点では , 日本と大きく異なる。
①従業員の評価制度
加賀屋ではアンケートに基づいてサービス向上を図っている。年間７万から８万件程度のアンケートが寄せられ

ており、年３回クレームゼロ大会を開催し、アンケートによる問題点の洗い出しと、クレームの多かった従業員に「逆
表彰」とよばれるような評価をして、従業員の意識向上を図っている。それに対し、中国人は人前で叱責や注意を
することは不名誉であり、離職につながる。したがって、アンケートに基づく分析はするが、日本と同様な取組み
が出来ない。

②女将の存在
日勝生加賀屋では女将が存在しない。女将は、和風旅館の特徴であり、創業者によるサービス経営の根幹をなす

ものである。しかし、日勝生加賀屋で女将をおくと、「雇われ女将」になってしまい、本来の女将とは異なってしまう。
したがって、取締役や支配人がその役を担っている。
(3) 開業後に生じた問題

日本では予期していなかった、新たな問題が生じている。その一つは、組織間の連携不足である。例えば、フロ
ント係は、それまで高級ホテルのフロントを経験している人などがいるが、客室係との連携を経験したことがない
ので、日本的な旅館一体となった「おもてなし」の妨げとなっている。

また、現在は採算が確保できるぎりぎりの線であるという。稼働率向上のためには、平日の宿泊プランにシティ・
ホテルのような利用プランも検討されている。

４．結論－結びにかえて
日本政府がクールジャパンとして日本文化の海外発信をしており、加賀屋の海外進出もその試金石と言えよう。
文化移転の困難さについては数多くの研究がある。文化の再現性を評価することは必ずしも容易ではないが、日本

人が日勝生加賀屋を訪問しても大きな違和感はなく、和風旅館の海外進出モデルになると思われる。
日勝生加賀屋は、和風文化の体験のようなテーマパーク的な存在となっていくのか、それとも、日本文化と現地適

応の相剋を克服し、現地に新しいサービスとして溶け込み、「Taipan」的な台湾オリジナルの存在となるのかを見極
めるには、しばらく時間がかかるであろうⅴ。

 

ⅰ 宮下幸一 (2012)「おもてなし：グローバル化の中の日本型サービスの普遍性」『ビューティービジネスレビュー』 
 pp.46-55. や『通商白書 2012 年版』pp.344-345 等を参照。
ⅱヒアリング調査は、2013 年３月に日勝生加賀屋取締役徳光重人氏、同年６月に加賀屋代表取締役会長小田禎彦 
 氏らに行った。
ⅲ審査項目は「もてなし」、「料理」、「施設」、「企画」部門からなっている。http://www.ryoko-net.co.jp/  
 modules/100sen/index.php/2013/38_hotel_ryokan/38_top10_hotel.html を参照されたい。
ⅳ www.morikan.co.jp/article/13244329.html 参照されたい。
ⅴ http://www.sekaikeizai.or.jp/active/article/1001enatsu.html を参照されたい。
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ヘアサロンのナレッジマネジメントに関する現状分析

ハリウッド大学院大学
今井　利絵

In Japan, in order to be an accomplished and successful beautician, it is needed to take 67 credits education in an 
authorized training institution, and moreover, to pass a national examination after that. Minimum required credit 
hours are over 2000 hours, therefore it takes 2 years at least to hold a license and become a qualified beautician. 
But getting a license is not enough, beauticians have to devote themselves to improving their skills perpetually. 
This fact is one of the reasons why Japanese hair salon businesses have competitive advantages in beautician 
techniques.

Recently, hair salon businesses are becoming to take it for granted that beauticians have to improve their own 
beautician technique level by themselves. Therefore, hair salons have to provide training programs of other skills, 
like managerial and serving customer skills.

To shed light on details of these current conditions in Japan, I analyzed cases of practice introduced in major 
Japanese hair salon management journals. As a result, it is found out that a lot of companies are managing explicit 
knowledge, a part of them are managing tacit knowledge, and only a few of them are implementing knowledge 
conversion in their training programs. Moreover, knowledge which many salons see as important is the one related 
to managing salon and serving customer.

I classified each case into seven knowledge creation modes, which are (1) tacit knowledge creation, (2) explicit 
knowledge creation, (3) organizational knowledge creation, (4) socialization, (5) externalization, (6) combination and 
(7) internalization. The former three modes are knowledge generation processes and the latter four modes are 
knowledge conversion processes and presented in the SECI process (Figure1).

Figure	1	The	SECI	Process

Source: Nonala et al.(2000)
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The results are showed in Table 1 and figure 2. The mode which appears most frequently is explicit knowledge 
creation in the rate of 83.9%. But organizational knowledge creation does not appear so frequently. The ratio is 
only 26.8%. Explicit knowledge can be expressed in formal and systematic way and shared in the form of data, 
scientific formulas, specifications, manuals and so on. It can be processed, transmitted and accumulated relatively 
easily ⅰ . On the other hand, organizational knowledge is the source of value and knowledge creation competence, 
which is not depend on individuals and used repeatedly. So creating organizational knowledge is more difficult and 
takes more time than creating explicit knowledge. That’s why the former is less implemented than the latter. 
Tacit knowledge creation is a little more implemented than organizational knowledge creation. The ratio is 29.8%.

Compare to knowledge generation processes, knowledge conversion processes are implemented only infrequently. 
When we look at combination mode, the ratio is only 0.5%, that is, the case which show implementation of 
combination mode is only one. Even socialization mode, which is most frequent in knowledge conversion processes, 
is shown only by 14.1% (29 cases). Externalization and internalization mode are in-between, and the ratio is 6.8% (14 
cases).

Table	1	Classification	of	cases
Store num
ber *1

Company 
age *2

Number of 
cases

Tacit kno
wledge cr
eation

Explicit kn
owledge 
creation

Organizati
onal knowl
edge creat
ion

Socializati
on

Externaliz
at
ion

Combinati
on

Internaliza
tion

A A 20 20.0% 90.0% 45.0% 25.0% 5.0% 5.0% 10.0%

A B 3 33.3% 100.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

B A 38 39.5% 78.9% 31.6% 18.4% 2.6% 0.0% 18.4%

B B 38 34.2% 78.9% 28.9% 5.3% 5.3% 0.0% 5.3%

B C 34 20.6% 85.3% 32.4% 14.7% 11.8% 0.0% 5.9%

C A 11 18.2% 90.9% 0.0% 9.1% 18.2% 0.0% 0.0%

C B 18 27.8% 94.4% 33.3% 22.2% 5.6% 0.0% 0.0%

C C 43 32.6% 81.4% 11.6% 9.3% 7.0% 0.0% 2.3%

Total 205 61 172 55 29 14 1 14

％ 100.0% 29.8% 83.9% 26.8% 14.1% 6.8% 0.5% 6.8%
*1　A: Over 8 stores, B: 2~7 stores, C: 1 store ／ *2  A: Over 20 years, B: 10~20 years, C: below 9 years

When we look at the tendency of each group (Figure 2), which is categorized by store number and company 
age, organizational knowledge creation is more implemented in bigger and older companies (AA, BA, AB, BB) than 
younger ones(AC, CC). Moreover, tacit knowledge creation is also more implemented in bigger and older companies 
(BA, AB, BB) than smaller or younger ones (CB, AC, BC). Bigger and younger companies (AC) are most infrequent 
in implementing knowledge creation. These companies have grown rapidly, so they might not have enough time to 
create knowledge.
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Figure	2	Classification	of	cases

From what I stated above, it could be said that, in Japanese hair salons, knowledge are frequently created 
through explicit knowledge creation mode. Tacit knowledge and organizational knowledge creation are not so 
frequent, and all of knowledge conversion modes are infrequent. So knowledge creation level of Japanese hair 
salons can be said to be in the initial stage.

Then, what kind of knowledge is created? Of course, beautician techniques are treated in many cases, but 
managerial and serving customer skills are taken up more and more in the knowledge creation processes.

For example, cox in Kanagawa prefecture opened one day salon, which was operated only by younger staffs 
(assistants). They had to yield a profit but couldn’t ask existing clients to come in. During 3 months before 
opening, they had to study management, have meetings every free time and attend both internal and external 
training programs. Moreover, they did every marketing activity, such as setting the price and producing posters 
and flyers. Also Rio Part 2 in Ehime prefecture is introducing “time service salon”, which is operated only by 
younger staffs and only for a few hours during the weekdays evening. 

KINOSHITA in metropolitan Tokyo is introducing monthly presentation session for younger staffs illustrating 
contemporary fashion and beauty trend. Before that presentation, staffs have to analyze about 20 magazines, pick 
up some important points and make handouts in which the essence of each magazines have to be summarized. 
Thereby, they can raise the competencies to catch the trend of fashion and beauty, and explain their own ideas to 
other people. All of these competencies are definitely significant for serving customer.

Uka in metropolitan Tokyo has established the corporate university called “Ukademy”, where many programs 
are provided for all staffs at every stage of their career. In one of the basic programs, there is one year course 
(19 lessons) for freshman and this is for exploiting the skills of problem solving, hypothesis constructing, logical 
thinking and presentation. This program is equivalent to the one for business planning or marketing specialists. 
In the other programs for all staffs, the lesson is conducted in a workshop style. Hair stylist, nail technician, head 
care technician make up a team and try to solve a problem, such as how to get repeat customers of new head spa 
menus. Executive vice-president of the company comes from an advertising company, which is one of the biggest 
two in Japan. That’s why Uka introduced such kind of programs.
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Matsunaga in metropolitan Tokyo is introducing the enlighten programs for managers. Lectures are given by the 
president every time, and he is teaching how to become a person who can earn money by oneself. This doesn’t 
mean to become a rich man, but a competent man who has competences to create values for customers. Picture 1 
shows a word of the president, in which says that a poor person is not interested in enlighten oneself so much, but 
a rich person is always investing by oneself to enlighten him- or herself.

Picture	1	a	lesson	from	the	president Picture	2	the	lecture	for	salon	managers

From analysis of the management journals, it was found that explicit knowledge creation is the main way of 
knowledge management of Japanese hair salons nowadays. Tacit knowledge and organizational knowledge creation 
are not so frequent, and all of knowledge conversion modes are infrequent. So knowledge creation level of Japanese 
hair salons can be said to be in the initial stage. But many salons are introducing the staff programs which are to 
raise their capability managing business, serving customer and thinking and acting by themselves.

In Japan, hair salon businesses are regarding their staffs’ competences to manage business, relationship with 
customers and their own behavior as the core competitive advantages of their companies, and are trying to exploit 
them. This tendency will be strengthen more and more, because competition is already extremely severe in Japan, 
and there is only a little room for differentiation. To find the very little room for success, every staff needs to get 
more competences.

ⅰ Nonaka et al. (2000).
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資生堂によるベアエッセンシャル社の
買収戦略についての研究

日本大学商学部
井上　葉子

本研究は２０１１年に行われた資生堂による米国ベアエッセンシャル社の買収ケースに基づき、国際買収戦略のフ
レームワークを構築し、その有用性と一般性を検証することを目的とする。

したがって、本研究課題は「国際買収によって新たに形成された事業が、戦略意図にそった形で成功をおさめるに
は、どのような要因に影響されるのか？」である。

本研究では、「インテグレーション・フィット・フレームワーク」を提起され、買収主体と被買収主体の経営統合
における適応性（Fitness of Integration）が、新規事業の成功に深く関連していることを見出した。

分析内容は以下のとおりである。

1. 資生堂のグローバル経営のバックブランド
2. ベアエッセンシャルのバックグラウンド
3. 買収戦略の構築と実行および買収後の経営状況
4. グローバル買収戦略に関する文献研究
5. インテグレーション・フィット・フレームワークの提示
6. 本ケースにおける、フレームワークの有用性の検証
7. グローバル買収戦略におけるインテグレーション・フィット・フレームワークの一般性の検証および示唆
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ビューティビジネスの特性としての
民主的な変革性の戦略化

― 同ビジネスの基軸三要素の視点から―

甲南大学大学院
西五辻　香奈

序　

ビューティビジネスの発展は、歴史的に分析すれば、その民主化志向と不可分な関係にあったと解釈できる。突き
詰めれば、「民主的な変革性」が、同ビジネスの産業特性であり、この特性の戦略化によって同ビジネスの発展もあっ
た。この点の経緯、脈絡と現状を明らかにし、その今後についても展望する。

１．「民主的な変革性」とその戦略化の歴史
ビューティの起源から現代まで、下表のごとく、ビューティに関する三要素、つまり、美の Théme と Identity、

そして Legitimacy の一体的な変遷・進化がみられ、その反映・表明・演出によってビューティビジネスの生成・発
展があったと理解できる。そして、この三要素を基軸とする視点から、同ビジネスの過去、現在を踏まえて将来の考
察も可能となる。この三要素の変遷から知れる同ビジネスの本質的な特性は、一貫してその時代やコンテキストに合
致する「民主的な変革性」であったとも言える。

16 世紀頃 18 世紀頃

美のThéme 啓示される美 表現され感じられる美

美の Identity(BI) 知性・絶対美としてのBI 未成熟な相対的、全体に表れるBI

Legitimacy（L） 美と徳性・知性におけるL
感性や感情を表出化させ個人的ニュア
ンスがあるという Lと衛生・健康を中
心とした集団的展望のL
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１９２０年頃 １９７０年代頃

美のThéme
強制的・意思主義的な美、
ハリウッド文化に憧れ同化する美

提案・支援される美、過度な期待や憧
れを喚起しない美

美の Identity（BI）
自己変革を喚起する美の欲求を表す
BI、自己解放・自律性を反映するBI

自尊心・肯定感を高めるBI
政治・社会的変革性の反映として相対
性のあるBI

Legitimacy（L）

自己の感性・感情を人工美として表象
する L、ビューティビジネスとしての
社会的な地位の獲得を表明する L、美
的演出価値としてのL

階層・民族・性別・科学・演出などに
纏わる姿勢に対する相対性、民主性を
表わす L、実質的な顧客主体による選
択可能性を高めそのことを表明するL

２０００年以後～現在

美のThéme 類型化・対立化される美、単数化・個性化される美、幸福感を高める美

美の Identity（BI）
比較や類推を喚起する BI, 個々人にとっての自己コンセプトの主張に繋がる BI、
幸福感を演出するB	I、Me-Centric な BI

「民主的な変革性」とその戦略化
個々人の主体性や自我関与を引き出すL、あらゆる感性や価値観の個々人との共
存を表明するL

動向
及び

「民主的な変革性」とその戦略化

1980 年代以後、本ビジネスの国際化の著しい伸展が見られる。新たな価値観と
してメトロ・セクシャルという概念が登場し、性差の融合化が見られるように
なった。同時期以後、企業としての美の Identity を戦略的に表明する傾向がある。
ビューティ・パーソナルケア製品の売上の上昇には、2008 年の経済危機・マス
ブランドのホームスパ製品の販売などの影響とも相俟ってサロン製品の購買の低
下・サロンサービスの利用離れの傾向が影響している。これらのことによって、
消費者が自宅でのセルフケアを重視した製品の購買意欲が高まった。製品やサー
ビスの多様化によって派生している複雑性を紐解き、個々人の納得を喚起するよ
うな合理的な選択可能性の幅や質が提示されている。一方、産業と顧客との両者
にとっての主体性を民主的・双方向的に主張できるような本ビジネスの在り方・
ビューティの在り方を双方向的に問い始め、その表明や演出性が強調されるよう
になった。過去には見られなかったマスブランドとニッチブランドの併存やコス
メシューテカルの劇的な発展はその特徴を表している。個々人の個性化を喚起す
るイメージ戦略に加え、個性に対する実際的な問いかけも個々人に喚起しながら、
多様化や分散化を双方向的に深化させる、あるいはその結果よりも経緯を重視し
顧客の主体性を一層引き出すような民主的仕組みが作られ始めた。

( 諸文献より作成 )

２．ビューティビジネスにおける基軸三要素に基づくビジネスモデルの展開
美の Théme と美の Identity、そして Legitimacy の変遷に伴い、現在でも新たなビジネスモデルが出現している。

その際、その諸事例の特徴として、「民主的な変革性」とその戦略化、つまり、今日の多様な価値観の個別的な企業
戦略への取り込みと、その広がりが多面的に見られる。この「民主性」は、消費者の購買意思決定の可能性を広げ、
一層の個性化も推進するであろう。こうした現実の具体例は下表のごとくである。
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ロレアル
マスブランドとニッチブラドの併存化の戦略
地域的な嗜好性を目に見える形で開発し、製品に投影化し、地域的に販売後、他国でも販売
する戦略

ロクシタン、コレス
強自社店舗型の販売を活かし、地域特性を表す文化の意味や体感を個別的に楽しむ過程を重
視した戦略

ナチュラ
直販方式による経路依存性や顧客との直接コミュニケーションの活用化と企業としての美の
Identity の表明・演出化を行う戦略、ブラジルだけで 50 万人の雇用を創出する戦略

ラッシュ
マーケティングを用いずフランチャイジーの直接販売を活かし顧客の直接経験に基づく経緯
を基軸とする戦略

プロテクター&
ギャンブル

洗剤と関連するクリーニングに対するイメージの再構築化を目指すイメージ戦略
（クリーニングのパイロット店の開設と組織構造の改革）

ユニリーバ、ロレアル 元来のサロン製品 Suave	Professional その他を一般市場に流通させる戦略

（諸参考文献・資料などより作成）

３．民主的な変革性の戦略化とその諸局面
個性化志向については、「個性化あるいは投資の度合い」そして「個別的な美の欲求と技術的革新の度合い」に関

連して、下表のごとくいくかの局面が理解できる。

Datamonita(2011)Personalization Trends in Personal Care,p35 より作成
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現代におけるグローバルな個性化志向とその選好性の高さは多数の調査資料によっても確認できる。
（下表参照。Datamonita(2011)Personalization Trends in Personal Care,p38）

４．個性化志向の戦略化の分析と課題
個性化志向に基づくビューティの民主的な変革性の戦略化の鍵は、下表の実例によっても窺えるごとく、信頼に基

づく「個々人に響く個性化」のための支援やその可能性の表明・演出であろう。このことは、個々人と企業が、豊か
な生き方を双方向的に問いかける契機にもなる。特に Legitimacy という要素は今後の経営政策の強化すべき点とも
一致している。具体的には、①実質に基づく目に見える演出化、②人工美化の結果よりもビューティそのものの在り
方や関わり方の提案③個人と企業の双方向的な主体性ある関係の構築、以上 3 点が特に重要である。

エリオコスム 消費者自身が選択したナチュラルコスメを創造するプログラムの実施

パルファムジバンシィー ソワン	ノワール	マスク	ダンテル（18ml × 4 枚		￥39,900）の限定販売

リップスマッカー
対象者の関心に基づきコカ・コーラとのコラボレーションによって、コカ・コーラ味付きの
tween ガール向けの製品を販売

P&G オンライン上での消費者との双方向型の共同開発の為のポイント制度開始

ユニリーバ 男性向け香水の消費者との共同開発

リリー オンライン上での口紅のカスタマイゼーションを導入した販売

セサミ 「私は自身の髪が好き」というキャンペーンをユーチューブ上で公開

主流のメディアや
ビューティビジネス

エスニックな消費達に向けて自己表現化のトレンドを一層豊かにする願望としてナ
チュラルなアフリカン・ヘアスタイルを生き生きと描写。エスニックな人々は「私の為」
にというような特別感と自身に対する配慮を兼ね備えた個性化志向の製品を選好

メイベリンニューヨーク
メイベリンの「fit	me」は、ブランド名や製品名として自己中心化を強くアピールし
ている製品の代表例であり「me-centric」の傾向を表記

ロエベ オードトワレ「Me」の販売、個性化の便益と一致する類語表記の製品名

エスティーローダー
理想的なスキンケアの国際的な位置づけの表明、多様な人種による宣伝、オンライン
ショップでの自身の写真を取り込み、ベストなファンデーションやリップなどのよう
なメイクアップをバーチャルで体験できるプログラムの実施



45

メイベリンニューヨーク
ポップアップショップの開催、主にNYのファッションウイークの公式スポンサーと
なりNYモードなイメージの強化

ロレアルパリ 自社の製品のスタンドの中央にセルフ・メイク方法を記載したモデルの写真を付与

ロレアル、P&G等 日本におけるエシカルな消費を喚起する販売

OPI 「アイジング・スパイダーマン」・「ミニーマウス」等のコラボネイルの発売

イブ・ロシェ
徹底したフランス文化・ナチュラル志向・流行を取り入れた多様な製品の迅速な販売・
メンバー制度によってネット販売を支援・強化

アモーレ・パシフィック
個性化志向の支援として日本の顧客向けに日本文化に精通する人材の雇用、同様の多
数の配慮の実施

プラントン百貨店 ブランドを超えた個々人の選好性に対する配慮の強化

グロッシーボックス 実際的な体験により個々人の選好性を確認させるプロモーションの強化

ダブ サイコロジカルアンケートに基づいた啓蒙活動と広告の融合化

マック、ラッシュ等 SNSと連携したインターネット販売の推進・拡充

リアリティーショー
TVのプログラムの中で様々な日常的な個々人を描写し、各人の個別的なあり方を登
場人物へ投影化

（諸参考文献・資料・実地調査などより作成）

個性化志向を示す戦略のための諸要素と諸関連は、下記のごとく図示できる。

結　ビューティビジネスの将来の展望とその課題
歴史的な分析から、ビューティビジネスにとっては、基軸となる三要素の内容とその変遷が重要な意味を持つこと

が明らかとなった。同ビジネスの個性化志向に向けての広がりが今後どう発展するか、また同ビジネスの成否及びそ
の将来像について考察することにも、これら三要素と「民主的な変革性の戦略化」についての考察が決定的な意味を
持つことになると考えられる。つまりは、同産業の一層民主的なあり方と、特に Legitimacy の内実についての研究

Datamonita(2011)Personalization Trends in Personal Care,p200 の図を参考に著者作成
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が一層重要になるであろう。
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