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大会に寄せて
2011 年 11 月に設立されたビューティビジネス学会は、ビューティビジネス業界の諸問題
を学際的な視点から総合的に研究し、併せてビューティビジネス学および産業とそれにかか
わる企業および個人、団体の発展に寄与することを目的としております（会則第 2 条）。
学会は、機関誌『ビューティビジネスレビュー』の発刊や様々なイベントの開催協賛など
を通して、社会発信を重ねてまいりました。ここにようやく第 4 回全国大会を開催する運び
となりました。この機会に会員の皆様とこの日の到来を喜ぶとともに、日ごろより何かとご
支援頂いている各界の皆様に心よりの感謝の意を表します。
さて、今回は「ビューティビジネス経営の課題と将来展望」を共通論題に選び、業界を代
表する経営者の方々や教育者に基調講演とパネルディスカッションをお願いしました。また、
7 名の気鋭の研究者や院生が自由論題にエントリーしてくださいました。実りある議論と示
唆に富んだ提言の発表が期待できるものと確信いたしております。
私は任期満了によりこの大会を機に会長を退任しますが、これまでのご厚情に対して、こ
こより御礼を申し上げます。
2015 年 10 月 3 日
ビューティビジネス学会会長
江夏 健一
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大会プログラム
共通論題： ビューティビジネス経営の課題と将来展望
日時： 2015 年 10 月 3 日(土) 10:00～18:00 (受付 9:30～)
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)
受付： 9:30～ハリウッドプラザ 10F (14:00～ハリウッドプラザ 5F)
時間

内容

テーマ・ご登壇者

9:30

10F

受付開始

(14:00 以降 5F)

10:00

株式会社リクルートライフスタイル

～

ホットペッパービューティーアカデミー

自由論題 1

主席研究員

齋藤陽子

10:30

司会

美容サロンにおける女性活躍の可能性

10:30

中川登紀子

株式会社リクルートライフスタイル

～

(ハリウッド

ホットペッパービューティーアカデミー
アカデミー長

大学院大学)

会場

千葉智之

ヘアサロンにおける「メンズ美容マーケット創出」

11:00

の可能性

～メンズの美容サロン利用動向～

11:00

株式会社リクルートライフスタイル

～

ホットペッパービューティーアカデミー

自由論題 2

研究員

10F
105 教室

田中公子

司会

2020 年に向けた美容の兆し「インバウンド美容」

11:30

今井利絵

～美容サロン消費の可能性～

11:30

(ハリウッド

桜美林大学大学院 博士課程 蓑地章子

～

大学院大学)

日本中国韓国台湾における
美容教育の可能性と課題

12:00
12:00
12:05

～
12:35

～ヘアメイクの実証講座を通じて～

休憩 (5 分)
お弁当お引き渡し

昼食
(理事会)
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10F
エレベーター
ホール

10F
105 教室
(理事会 11F)

時間

内容

12:35

自由論題 3

13:05

司会

～

横澤利昌

13:35

会場

九州産業大学 専任講師 柳田志学
アジア「新・新興国」における

～
13:05

テーマ・ご登壇者

(ハリウッド
大学院大学)

13:35

サービス企業の国際化
～ミャンマーのビューティビジネスを事例として～

公立大学法人滋賀県立大学
全学共通教育推進機構
特任准教授 清水利宏
国際共通言語としての美容英語(BELF)教育
パク ヒ ソン

福岡女学院大学 准教授 朴熙成
韓国化粧品原料企業の
競争優位性に関する一考察

～
14:05
14:05

休憩 (10 分)

14:15

～
14:50

総会

14:50

休憩 (10 分)

15:00

～
16:00
16:00

基調講演 2

17:00
17:00

～

パネル
ディスカッ
ション

18:00

～美容業は教育産業である～
株式会社田谷
代表取締役会長 田谷哲哉氏
ロレアル流 付加価値戦略とは
日本ロレアル株式会社
プロフェッショナルコスメティクス事業部
事業部長 田村亜弥氏

5F
ハリウッド
ホール

ビューティビジネス経営の課題と将来展望
蒲生茂氏 (株式会社ガモウ代表取締役会長)
田村亜弥氏 (日本ロレアル株式会社)
山中祥弘氏 (ハリウッド大学院大学学長)
司会：野嶋朗氏 (ハリウッド大学院大学客員教授)

18:00

～
20:00

5F
ハリウッド
ホール

優れた技術者は優れた経営者になれる
基調講演 1

～

10F
105 教室

懇親会

5F
ハリウッド
ホール(予定)
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「美容サロンにおける女性活躍の可能性」
株式会社リクルートライフスタイル
ホットペッパービューティーアカデミー
主席研究員 齋藤陽子
１．女性活躍に関する日本の現状
日本の成長戦略の中に女性活躍推進が組み込まれ、ここ数年日本の企業における女性活躍が加速
度的に推進されている。
育休産休制度は 30 人以下の企業を除き８割強設置され、かつ取得率も８割以上が実現。長く課題
とされていた M 字曲線（結婚・出産を機に 30 代の女性の労働力が低下する傾向）も解消されつつ
ある。最近では、女性に長く働いてもらうことに加え、管理職としての登用に動きが移行しつつあ
り、役職別の管理職に占める女性割合の推移を 1990 年と 2011 年で比較すると、部長相当で 4.6％
→15.3％、課長相当で 2.0％→8.1％、係長相当で 1.3％→5.1％と 4 倍近くの伸びを見せている（出
典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」）
。

２．

美容業界における女性活躍の現状

美容業界における女性活躍の現状を見てみると、リクルートライフスタイルで実施した１都３
県・大阪・愛知・福岡のサロンに聞いた「美容サロン経営実態調査」
（2014 年 1 月、N=328）によ
ると、育休産休制度の設置率は 3 割弱にとどまっている。サロンは 5 人以下の小規模な経営も多い
ことから一概に制度設置率が活躍を阻害しているとは言えないが、一般企業と比較するとまだまだ
途上だと言える。
■図１：美容サロンにおける産休・育休制度の有無

出典：ホットペッパービューティーアカデミー「美容サロン経営実態調査」
（2014 年 1 月、N=328）

３．

女性活躍の４つのメリット

美容サロン業界における女性活躍推進には大きく４つのメリットがある。
6

１つ目は「労働力としての女性の力」
。少子高齢化により日本の若年層の労働力は減少しているが、
加えて理美容師を希望する若手が減っているということも深刻な課題として挙げられる（下記図２
参照）。
女性に長く働いてもらうことは労働力確保の観点でも必要となる。
■図２：美容専門学校の入学定員と入学志願者数

出典：文部科学省「学校基本調査」学科入学状況

２つ目は「顧客満足度の向上」
。希望する美容師の性別を聞いた調査では、女性の美容師を希望す
る人は 32.4％、男性美容師を希望する人は 10.9％と、男性より女性が３倍ほど上回るという結果に
なっている。
■図３：希望する美容師の性別

出典：ホットペッパービューティーアカデミー「インターネット調査」
（2012 年）

一方で、女性美容師を希望する人数と担当されている人数を比較すると、全ての年代において、
希望する人数に対して、指名ができている人数が下回っている。多くの顧客は女性美容師を希望し
ているにも関わらず、それが叶っていないという現状が分かる。
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■図４：女性美容師を希望する人数と担当されている人数

出典：ホットペッパービューティーアカデミー「インターネット調査」
（2012 年）

女性美容師を希望する顧客に対して、何がポイントか聞いてみたところ、男性美容師派に比べて
「気を使わずにすむ」
「しっかり希望を聞いてくれる」「緊張せずに話ができる」といった項目が上
回っている。
図５：女性美容師派と男性美容師派のそれぞれのポイント

出典：ホットペッパービューティーアカデミー「インターネット調査」
（2012 年）

３つ目は「サロンの採用力向上」
。若手が就職先のサロンを考える時の条件の一つが「長く働ける
環境」であり、採用難が続くサロン業界においては採用力向上のためにも女性活躍はブランディン
グ上必要になる。
４つ目は「女性マネジメントによる組織力強化」。女性ならではのコミュニケーション力によりサ
8

ロンの組織力を高めたり、女性ならでの感性で経営の意思決定に関与することで全体的な組織力を
高めるメリットがある。

４．

リクルートの取り組みとサロン事例

ホットペッパービューティーアカデミーでは、過去に女性美容師を対象にしたイベントを開催。そ
の声を見ると、「長く働き続けたい」という切実な声とともに、「長く働くための環境整備」や「周
囲の理解」を求める声が多く聞かれた。一部の先進的なサロンでは、育児と仕事を両立しやすい環
境づくりや徹底した対話、女性目線での新しい企画の推進など取り組みも始まっているが、まだま
だ少ない。今後必要となってくるのは、サロンオーナーの意識改革や取り組み支援となるような情
報提供と考えられる。
（以上）

＜注＞
図１：ホットペッパービューティーアカデミー「美容サロン経営実態調査」（2014 年 1 月、N=328）
図２：文部科学省「学校基本調査」学科入学状況
図３：ホットペッパービューティーアカデミー「インターネット調査」（2012 年）
図４：ホットペッパービューティーアカデミー「インターネット調査」（2012 年）
図５：ホットペッパービューティーアカデミー「インターネット調査」（2012 年）
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ヘアサロンにおける「メンズ美容マーケット創出」の可能性
～メンズの美容サロン利用動向～
（株）リクルートライフスタイル
ホットペッパービューティーアカデミー 千葉智之

１．「メンズ美容マーケット」、注目の背景
日本国内での少子高齢化はますます進み、人口も減少に転じている。国立社会保障・人口問題研究所による
と、日本の平均年齢は 2013 年時点で 45.9 歳と予測されており、国内の消費マーケット全体が成熟期を迎えてい
る。美容のマーケットにおいても、2012 年では世界 2 位（柳田 2013）※1 の規模を誇るが、成長率は緩やかに推移
しており成熟期を迎えている。
－成熟化する女性美容マーケット
美容マーケットのメインセグメントである女性市場は成熟化が進行しており、多少の変動はあるもののヘアサロン
の単価及び利用頻度が緩やかに減少し続けている。「NBBA（全国理美容製造者協会）実施アンケート」※2 による
と、一人あたりの年間サロン消費額は 2004 年の 46,012 円から 2014 年の 39,861 円へと 10 年間で 13%（約 6 千
円）減少した。ヘアサロンの利用頻度は、2004 年の 6.1 回から 2014 年の 5.6 回へと 10 年間で 8%（0.5 回）減少し
た。また「ホットペッパービューティーアカデミー 美容センサス 2014 年下期（2014 年 12 月）」*3 によると、利用頻
度の内訳は女性の 6 割が 4 カ月に 1 回以下の来店となっている。
－成長するメンズ美容マーケット
一方でメンズ美容マーケットは堅調に成長を続けている。「経済産業省 生産動態統計調査（男性皮膚用化粧
品・出荷額）」*4 によると、メンズコスメ・スキンケア市場の推移は、2003 年 111 億から 2013 年 220 億へと 10 年で
約 2 倍に成長している。コスメ、スキンケア、デオドラント商品、美容家電など、成熟化する女性マーケットを補完
するメンズマーケットを取り込みたいメーカーから、様々な価格帯やラインナップのメンズ専用商品が続々と投入
されている。同時に新しい業態のサロンも登場し始めている。短時間・低価格・都度払いなど通いやすいシステム
を取り入れたグルーミング専門店や、室内空間やデザインなどに海外の流行を取り入れた新感覚の理容室「バー
バー」など、理美容資格制度に関する規制緩和も追い風となり今後も盛り上がりが期待される。
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図１ メンズコスメ・スキンケア市場推移

－ロイヤルカスタマー化しやすい男性特性
少子高齢化、人口減少が進む中、新規顧客の獲得に加えて、顧客のロイヤルカスタマー化の重要性がますま
す高まっていく。「ホットペッパービューティーアカデミー ヘアサロン品質ニーズ調査（2015/1）」*5 によると、「基
本的に一つのお店を使い続けている人」が 64.6％、「ある程度決まったお店はあるが、ときどき新しいお店も使っ
ている人」が 26.8％、「リピート利用のサロンあり」の合計は 95.4％にも上る。サロンを頻繁に変えるサロンホッピン
グの割合は女性と比較して少ない傾向にある。行きつけの飲食店を持ち長期にわたって通いつめたり、趣味も若
年期から長期間嗜む人が多い。男性は定着を好む志向性が高く、ロイヤルカスタマーになり易い特性があると考
えられる。
－年齢に比例した髪に対する悩みの増加
男性は年齢があがるごとに髪に関する悩みが増加する。「ホットペッパービューティーアカデミー 薄毛に関する
意識調査（2014/1）」*6 では、20 代、30 代、40 代と年齢が上がるにしたがって「白髪」「薄毛」に関する悩みが増加
している。40 代では悩み項目の「白髪が目立つ」26.6％と悩みのトップ。「薄毛」に関する悩みも 40 代ではランキ
ング 2～9 位を独占。悩みの増加に対して、サロンの提案の余地が広がると考える。
－男性美容マーケットの課題
成長が見込まれるメンズ美容マーケットだが、一方で課題も存在する。「ホットペッパービューティーアカデミー
美容センサス 2014 上期（2014/5）」*7 によると年間利用回数は 5.92 回と女性の 4.93 回を上回るものの、１回当た
り単価は 3,957 円で女性 6,347 円の 6 割程度に留まる。現状、男性の年間消費金額は女性の 75％程度だが、「ホ
ットペッパービューティーアカデミー メンズ美容に関する調査（2015/2）」*8 によると、現状の利用額と支払っても
よい許容額との差は 20 代から 40 代まで 700～1,200 円あり、今後の単価アップの可能性は十分に見込まれる。

２．メンズの価値観、サロン使いの特徴
男性特有の価値観やサロン使いの特徴を捉えることによって、サロンのメンズ取り込みの糸口とする。
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－女性の職場進出による環境変化
「総務省 平成 24 年就業構造基本調査」*9 によると、雇用者総数に占める女性比率は年々増加し、2012 年には
43.9％と今は半数近くに上る。「ホットペッパービューティーアカデミー 男性美容に関する調査（2014/10）」*10 に
よると、「ケアの関心度」は女性比率が高い職場は低い職場の 1.3 倍、「ケアの実施度」は 1.2 倍となった。女性比
率が高い職場は男性の「身だしなみ・ケア」意識が高くなり、今後もこの傾向は進んでいくと予測される。
－世代別の価値意識、美容意識
育ってきた環境の違いにより、価値観は大きく変わる。20 代から 50 代は、「ゆとり」「プレッシャー」「団塊ジュニア」
「バブル」の 4 つの世代に大別される。生まれてからずっと不景気しか経験していない「ゆとり」世代は、所有欲が
少なく、一方で 20 代が好景気に沸いた「バブル」世代は高級・ブランド志向で旺盛な消費欲がある。間に挟まれ
た「プレッシャー」「団塊ジュニア」世代は好景気、不景気両方を経験しており、いいものを手頃な価格で手に入れ
るために慎重に品物を見極めるような堅実な消費行動が特徴。各々の時代背景により消費意欲、美容意識に大
きな違いがある。
世代別の美容意識は、それぞれの世代の特徴を表すキーワードとして、「20 代 綺麗男」、「30－40 代 サバ美
ーマン」、「50 代 綺麗オジ」と名付けた。「20 代 綺麗男」とは、美意識が高いのが「当たり前」の「清潔男子」化が
進んでいる世代。一部の男性は美容知識が非常に高く、中には化粧ポーチを持つ者も。「30－40 代 サバ美ー
マン」は、職場への女性進出の増加に伴って、円滑に会社生活を送るために身だしなみが必須となった世代。本
人の意思に関わらず、周囲の要請によって最低限のケアを実施する必要がある。「50 代 綺麗オジ」は、エグゼク
ティブの比率も高くバブルという時代背景も相まって、非常に高い美容意識を持つ一部の層が存在。グルーミン
グの経験者比率も最も高い。
－メンズのサロン使い
年齢とともにサロ ンの使い方が変化。「ホットペッパービューティーアカデミー 男性美容に関する調査
（2014/10）」*10 によると、35 歳を境に「理容院・理髪店」の利用者の割合が「美容院・美容室・ヘアサロン」を上回
るという結果が出ている。女性ターゲットにデザインされている美容室に対して「美容室疲れ」が出て、理容院に乗
り換えている可能性もある。理美容資格制度に関する規制緩和の先行きも踏まえ、男性客に対する美容室のコン
セプトを再考する時期なのかもしれない。一方で、「美容室／理容室で、今後やってみたいものを教えてください」
という質問に対して、ヘッドスパやスカルプケアなど 5 項目で高い利用意向が出ている。
３．サロンワークでの取り込み方
「ホットペッパービューティーアカデミー ヘアサロン品質ニーズ調査（2015/1)）*11 によると、男性のサロンリピ
ートと離脱のポイントは、施術を中心としたコアサービスに加えて、その前後の様々な顧客接点におけるフリンジ
（付帯）サービスにあることが分かる。また初回とリピートではサロン選びの重視ポイントが大きく変わってくる。初回
は「立地」（33.2％）や「交通の便」（14.8％）など通いやすさが重視されるが、2 回目以降は「スタッフの接客態度」
（41.6％）が圧倒的に重要視されている。サロンワークでの顧客接点において、いかに男性ならではのこだわりポ
イントに応えることが出来るかがメンズ取り込みのカギを握ると思われる。
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図 2 サロンリピートと離脱のポイント

出典：ホットペッパービューティーアカデミー「ヘアサロン品質ニーズ調査」（2015/1) *11
－男性ならではのこだわりポイント
「ホットペッパービューティーアカデミー 男性の美容室利用に関する調査（2015/2）」*12 によると、男性ならでは
のこだわりポイントは、「納得感」「プロとしての提案」「「社会人」としての当たり前の振る舞い」といったキーワード
にまとめられる。提供されるサービスに対して、効果が出る根拠とそれに見合った価格であることの納得感のある
説明を好む。またプロならではの知識や情報に基づいたその人に合わせた提案を求めている。「薄毛」や「脱毛」
などコンプレックスに対する有効な提案は重要度を増す。そしてビジネスに接している人が多いため、言葉遣い
や清潔感、時間への感度など社会人としての真っ当な感覚がスタッフの接客やサービスに求められる。
－メンズ取り込みに成功しているサロン事例
男性ならではのこだわりポイントを上手くサロン運営に取り入れて、メンズ顧客取り込みに成功しているサロンを
紹介する。男性に配慮した「空間」「時間」の工夫より成果が上がっている事例や、口数の少ない男性客に対し、
iPAD やパーツカタログを利用したイメージ共有やカウンセリングに工夫をして成果が出ている事例など。具体的
なノウハウを共有することにより、今後のメンズ取り込みの参考としていただきたい。
（以上）
＜注＞
※1 柳田志学（2013）「東南アジアのビューティビジネス－企業の国際化と「距離」に関する一考察－」『ビューティビジ
ネスレビュー』vol.2, No.1, p.46-63
※2 「NBBA（全国理美容製造者協会）実施アンケート」
※3 ホットペッパービューティーアカデミー美容センサス 2014 年下期（2014 年 12 月）
※4 経済産業省 生産動態統計調査（男性皮膚用化粧品・出荷額）
※5 ホットペッパービューティーアカデミー ヘアサロン品質ニーズ調査（2015/1）
※6 ホットペッパービューティーアカデミー 薄毛に関する意識調査（2014/1）
※7 ホットペッパービューティーアカデミー 美容センサス 2014 上期（2014/5）
※8 ホットペッパービューティーアカデミー メンズ美容に関する調査（2015/2）
※9 総務省 平成 24 年就業構造基本調査
※10 ホットペッパービューティーアカデミー 男性美容に関する調査（2014/10）
※11 ホットペッパービューティーアカデミー ヘアサロン品質ニーズ調査（2015/1)
※12 ホットペッパービューティーアカデミー 男性の美容室利用に関する調査（2015/2）
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2020 年に向けた美容の兆し「インバウンド美容」
～美容サロン消費の可能性～
（株）リクルートライフスタイル
ホットペッパービューティーアカデミー
田中公子
１．はじめに
日本国内での少子高齢化はますます進み、人口も減少に転じている。国立社会保障・人口問題研究所による
と、日本の平均年齢は 2013 年時点で 45.9 歳と予測されており、国内の消費マーケット全体が成熟期を迎えてい
る。美容のマーケットにおいても、2012 年では世界 2 位（柳田 2013）※1 の規模を誇るものの成長の速度は緩やか
となり、成熟期を迎えている。
一方、依然景気が低迷する日本経済において、訪日外国人観光客による「インバウンド消費」に注目が集まっ
ている。2014 年の訪外国人旅行者数は 1,341 万に達し、年間の過去最高記録を更新した※2。「訪日外国人消費
動向調査」※3 によると、消費総額も、前年比 43.3％増の過去最高の 2 兆 305 億円に上る。彼らの消費額は今や
日本全体の経済をも牽引する大きな力となっている。特に中国人の「爆買い」と言われる消費は今や社会現象に
なっている。円安進行で日本への旅行の敷居が下がるなか、2014 年 10 月から免税制度の範囲が消耗品全般に
広がったことも追い風となり、特に観光客による化粧品の購入が加速度的に進んでいる。百貨店の銀座三越、ま
た量販店のドン・キホーテやドラッグストアのマツモトキヨシでは中国語対応できる店員が常駐するなど、観光客の
争奪戦も加熱している。
現状、訪日外国人の日本での消費のメインは、「家電」「カメラ」「化粧品」を中心とした買い物代であるが、イン
バウンドはモノ消費からコト消費へも広がっていくのではないだろうか。美容においても、現状の化粧品購入から、
サービス消費・サロン利用にも広がる可能性は高いのではないだろうか？今回、ホットペッパービューティーアカ
デミーにて中国・台湾・韓国・香港在住の 20 歳～49 歳で日本への旅行経験のある女性を対象に、日本の美容サ
ロンに対する意識調査を実施した※4。
２．美容サービスのインバウンドの可能性
調査対象者に「日本で体験したいもの」を聞いてみたところ、
「美容サロンへ行きたい」と答えた人は
26.5%で全体では 7 位。
「世界遺産、名所旧跡の観光をしたい」
「街歩き、散策をしたい」よりも高いニー
ズがあった。日本の美容サロンもアジア人女性に注目されていると言える。化粧品購入などのモノ買い
の延長線上に、サロンでの施術は期待できるだろう。
また「美容クリニック（美容医療）に行きたい」と答える女性も 1 割近く存在。長崎のテーマパーク
施設ハウステンボスでは、既に美容と医療の融合による滞在型の美容医療施設ができて、外国人の観光
客誘致にも取り組んでおり、今後注目の高い領域である。
国別に見てみると、中国が特に美容サロンへの関心が高いことが分かる。2 人に 1 人が「美容サロンへ
行きたい」と回答しており、他の国の 3 倍近くの数値に。中国は化粧品や美容医療に関しても他の国よ
りもスコアが群を抜いて高く、日本の美容に対しては非常に期待が高いと考える。
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図 1 あなたが、今後、日本に行って体験してみたいものを最大５つまでお答えください。
（%）
全体
中国
香港
韓国
台湾
（n=800） （n=196） （n=82） （n=276） (n=247)
58.6
65.5
68.5
59.0
49.5

1 美味しいものを食べたい
2 ショッピングをしたい

55.3

64.0

58.0

50.0

53.5

3 温泉や露天風呂を楽しみたい

49.1

39.5

52.0

57.5

46.5

4 化粧品ショップで買い物をしたい

36.2

60.0

36.0

25.0

30.0

5 テーマパーク（遊園地、動物園、博物館など）へ行きたい
6 花見や紅葉などの自然観賞をしたい
美容サロン（美容室／美容院／ヘアサロン／エステティック
7 サロン／ネイルサロン／アイビューティサロンなど）へ行き
たい
8 世界遺産、名所旧跡の観光をしたい

30.0
29.3

22.0
18.0

28.5
34.5

32.5
24.0

34.0
42.5

26.5

51.5

18.0

19.0

18.0

25.1

21.5

21.5

23.0

31.5

9 街歩き、散策をしたい

24.2

28.5

24.0

21.0

24.5

22.9

7.0

13.5

40.0

19.5

8.0

14.0

2.5

7.5

5.5

10 お祭りやイベントの見物または参加したい
15 美容クリニック（美容医療）に行きたい

出典）ホットペッパービューティーアカデミー（2015/2）

実際のサロンの利用では、もっとも利用されているのがリラクゼーション施設（37.2%）、次いでエステ
ティックサロン（26.2%）
、ヘアサロン利用（15.3%）と続く。リラクゼーション施設、エステティック
サロンでは、それぞれ「街中・空港にある個店」よりも「宿泊・温浴施設に併設」や「ホテルスパ」の
方が、利用率が高くなる。移動や店内に入ることへの敷居の低さが影響しているようだ。ここでも中国
人の美容サロン利用は高く、リラクゼーション施設やエステティックサロンでは約半分の女性が経験。
他のサロンの利用も中国は一様に高いのが特徴だった。では、何が日本の美容の強みとなるのだろうか？
３．海外から見た日本美容の強みとは
それぞれのサロンの利用者に 5 段階評価で、満足度を聞いたところ、いずれのサロンでも 9 割近くが
「とても満足した」
「やや満足した」と答える結果となった。日本の美容サロンが非常に高い価値がある
ことが分かる。ヘアサロン・ネイルサロン・エステティックサロン（ホテルスパ）で満足した理由を複
数回答で挙げると、どのサロンでも「
（サロンが）清潔で衛生的」の選択者がいちばん多かった。次いで
「
（スタッフの」施術が上手」も共通して挙げられた。以下も「仕上がりがイメージ通り」「効果が持続
する」
「1 回で効果を実感」など技術力に関する項目が続き、
「丁寧なカウンセリング」が続く。①「衛生
管理力」②「技術力」③「コミュニケーション力」という言葉がインバウンド美容を考える上でのキー
ワードになりそうだ。
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図 2）あなたが、日本で利用した美容関連のお店・サービスについて、それぞれ満足した点をお答えください（複数回答）

美容サロンを利用して満足したポイント
ヘアサロン

ネイルサロン

エステティックサロン
（ホテルスパ）

1位

清潔で衛生的
（48.5％）

清潔で衛生的
（46.6％）

清潔で衛生的
（50.6％）

2位

施術が上手
（48.0％）

施術が上手
（45.2％）

施術が上手
（45.2％）

3位

仕上がりがイメージ通り
（39.0％）

効果が持続する
（39.2％）

1回で効果を実感
（36.5％）

4位

効果が持続する
（35.7％）

丁寧なカウンセリング
（37.0％）

丁寧なカウンセリング
（36.3％）

5位

丁寧なカウンセリング
（35.4％）

仕上がりがイメージ通り
（36.6％）

仕上がりがイメージ通り
（36.2％）

6位

1回で効果を実感
（22.5％）

1回で効果を実感
（27.5％）

効果が持続する
（30.7％）

ロン（ホテルスパ）

出典）ホットペッパービューティーアカデミー（2015/2）

４．これから美容サロンで取り組むために
調査で今後の利用意向を聞いたところ、未経験者も約半数が利用を希望しており、美容サロンで
のインバウンドはまだまだ白地の大きいマーケットであることが分かる。未経験者に対しては、来
店しやすい店づくりを意識することが必要になってくるであろう。これからインバウンドに取り組
もうとするサロンにとって何が必要になってくるのは、外国語が分かるスタッフの対応が望まれて
いることはもちろんだが、それ以外にも、「料金の分かりやすさ」「メニューの分かりやすさ」が望
まれているのも注目したい。特に多くのメニューを持つエステティックサロンでは、日本人の利用
者にとってもメニューを理解するのは難解と言われる。言葉の壁がある外国人旅行者の場合、より
分かりやすい「メニュー」や「お会計」が求められることになるだろう。
また「旅行者」という時間の制約があるため、気軽に利用できる施術もポイントになるだろう。
メニューを切出す、店販だけでも購入できるようにするなどの工夫もできそうだ。
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図 3）あなたが、日本で利用したいと思う美容関連のお店・サービスの特徴として、あてはまるものを全てお答えくださ
い（複数回答）
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出典）ホットペッパービューティーアカデミー（2015/2）

2020 年に向けて訪日外国人旅行者は増える見通しの中、インバウンド消費をうまく活用できることは、
日本のサービス業にとって鍵となるだろう。美容サロンにおいても「これからのお客様」として、大き
な可能性をもつマーケットと言えるのではないだろうか。
（以上）

＜注＞
※1 柳田志学（2013）「東南アジアのビューティビジネス－企業の国際化と「距離」に関
する一考察－」『ビューティビジネスレビュー』vol.2, No.1, p.46-63
※2 日本政府観光局(JNTO） (2015 年 1 月)
※3 観光庁「訪日外国人消費動向調査 2014 年 年間値（速報）」(2015 年 1 月)
※4 ホットペッパービューティーアカデミー「アジア 4 ヶ国（中国・台湾・韓国・香港）訪日外国人旅行
者の美容意識」 20～49 歳、N=800（2015 年 2 月）
＜参考文献＞
ダイヤモンドオンライン＜http://diamond.jp/articles/-/65852＞（2015/8/12 アクセス）
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日本中国韓国台湾における美容教育の可能性と課題
―

ヘアメイクの実証講座を通じて

―

桜美林大学大学院

博士課程

蓑地章子

１．背景と問題意識
国際化とともにアジアでの国際人材の交流が活発化し、美容業界でも人材の国際化が進んでいる。そ
して、アジア各国それぞれの独自性と優位性を持ったアジア美容が国際的にも注目を浴びている。これ
から更にアジアの美容業界を発展させていくにはアジア各国が協力して美容業界を盛り上げていく必要
がある。
また、日本おける美容業界の視点からも、日本の美容と美容教育の海外展開が時代の流れとともに重
要視されている。
1－1

美容業界の国際的な課題

美容分野では国際的な枠組みづくり等を通じた連携・協力が必要であり、そのためには美容人材のキ
ャリアを可視化する仕組みが不可欠である。美容のスキルや知識を体系化して可視化し、アジア標準を
構築しなければならない。
また、ヘア、メイク、ネイルといった分野では、国際的に通用する資格や試験制度がない。例えば、
エステ分野では、CIDESCO や INFA などによる研修システムが国際的ライセンスの普及に貢献している。
美容師制度としても、日本では学校教育と密接にリンクした免許制度（業務独占資格）であるのに対し、
中国や韓国などアジア諸国においては単なる資格制度（名称独占資格）に過ぎない。このような教育シ
ステムの違いが、教育システムのグローバル化の障害となっている。
1－2

日本の美容人材教育

日本の職業教育の国際競争力は大学等に比べて高いが、国際的な活躍は乏しい。日本では美容師国家
試験が存在し、技術の質保証となっている。しかし、日本の職業教育としての国際通用性を講座単位で
もきちんと実証していくべきであり、日本の美容業界や美容教育業界が、世界標準ともいえるキャリア・
フレームワークを構築することは、業界のグローバル化だけでなく、人材のグローバル化を後押しする。
２．実証講座について
美容師のキャリア・フレームワーク、及び、その詳細である「スキル体系」
「知識体系」を構築し、こ
れらを基にして、アジア標準となる「学習ユニット」及び「キャリア・アセスメントの仕組み」を導き
出す。実証講座は、
「学習ユニット」及び「キャリア・アセスメントの仕組み」から中核的な部分を取り
出して実施するものである。
2－1 実証講座の実施
今回行った実証講座の概要は次の通りである。
(1)目的：構築したグローバルキャリアフレームワークと、そこから導き出された学習ユニットやキャリ
アアセスメントの仕組みが、諸外国においても有効に機能するかについて検証するため、実証講座を実
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施する。
(2)対象：美容学校を卒業する前後、すなわち、実質的にレベル 1 に相当する者を対象とする。レベル設
定は、これもニーズが大きいと考えられる、
「キャリア・フレームワークのレベル 0 または 1 に相当する
技術をもった者が、レベル 2 を目指せる」内容とした。
(3)規模：1 講座あたり 50 名程度までとし、日本、中国、韓国、台湾にて実施。
(4)内容：
「顔型に合わせたヘア・メイク技術の育成」とし、いずれも、1 講座は 2 日間で実施。最も人材
育成ニーズが大きいと考えられる「ヘア」領域の学習ユニットの一部、及び、
「メイク」領域の学習ユニ
ットの一部を組み合せて、
「顔型に応じたヘアスタイル・メイクの実現に役立つ知識を身につける」内容
とする。
(5)時期：中国/平成 25 年 11 月 11 日 12 日

日本/平成 25 年 11 月 28 日、29 日

台湾/平成 26 年 9 月 23 日、24 日 韓国/平成 26 年 10 月 21 日、22 日
(6)手法：構築したキャリアアセスメントの仕組みを適用し、受講者、アセッサー、講師等による評価を
総合して、実証講座の効果や意義を検証する。
(7)実施方法：1 日目は講義及び実演、2 日目は実習を主体とする。講座の前後でキャリアアセスメント
を実施する。
2－2

実証講座の結果

(1) 中国
知識アセスメント：各項目について大きな伸びを観察できた。ヘアよりメイクの方が事前アセスメント
のレベル高かったが、事後ではほぼ同水準である。
スキルアセスメント：すべての項目について大きな伸びを観察できた。全項目とも、事前アセスメント
スコアが2点未満であったのが、事後においては2点以上となった。
アセッサーによる講座評価：顔型について、各国(中・日でも可)において一番多い顔型など、統計的な
ことを入れた方が、知識力が深まり、比較にもなるのではないか。講座内容と受講者のレベルに関して
は大変よくマッチングしている。顔型に合わせたヘアスタイル、メイクの観点からということで、単な
る技術説明書にとどまらず、実践授業において有効である。テキストはとても優れていて、今後美容を
目指す人にとってテキストはふさわしい内容であり、お客様を考えた特に一番身につけるべき知識とス
キルのテキストである。
(2) 日本
知識アセスメント：全体的に大きな伸びを観察できた。ビューティアドバイザーコースの学生が多いこ
ともあり、特に、ヘアのBefore自己評価は低いが、Afterは全般に均一的である。
スキルアセスメント：全体に伸びを観察できた。特にこの項目というものはなく、Afterの自己評

価の平均スコアが1.7～1.9の範囲におさまる均一性を観察。全体に控え目な自己評価であった。
(3)台湾
知識アセスメント：各項目について大きな伸びを観察できた。ヘアよりメイクの方が事前アセスメント
のレベルが高かったが、事後ではほぼ同水準である。
スキルアセスメント：全体に伸びを観察できた。Afterの自己評価の平均スコアが1.8～2.3の範囲

におさまる均一性を観察できた。
アセッサーによる講座評価：顔型に合わせたヘアスタイル・メイクの観点からは、顔型に合うヘアース
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タイルについては良いが、メイクに関してはほとんど入っていないため、メイクテクニックによる顔の
印象を変える方法を少し加えても良い。 “前髪による印象の変化”はイラストが充実し解りやすいが、
ヘアースタイルの部分では写真などで例があるとよいのではないか。美容を学ぶ学生にとっては、ヘア
ースタイルを考え、デザインにする上で必要な基礎であるため、講座内容と受講者のレベルとしては光
復高級中学の学生にはマッチしている。テキストの内容は興味深く、解りやすい。接客、カウンセリン
グをする上で、理論立てて説明するために必要なスキルである。
(4)韓国
知識アセスメント：各項目について大きな伸びを観察できた。
スキルアセスメント：すべての項目について大きな伸びを観察できた。全項目とも、事前アセス

メントスコアが2点未満であったのが、事後においては2点以上になった。
アセッサーによる講座評価：顔型といっても正面から見た形、横から見た形がある。また、形として欠
点が目立つ場合の例もあっても良いのではないか。韓国では特に個人の好みが強く、他を受け入れたく
ない雰囲気があった。講師･アシスタントの適切性としては、韓国の学校で、中国人の講師という難しい
シチュエーションであったと思うが、講師、通訳は、良い授業をしたと思う。テキストについて、イラ
ストや写真から受けるイメージが、韓国の学生には感性の違いから受け入れにくい所があったようだ。
３．美容教育の可能性と課題
3－1 各国結果における国際比較と課題
(1)4 カ国全体に言えること
4 カ国において総括的な知識アセスメント、スキルアセスメント、講座の評価いずれも同様の結果が得
られ、講座の効果の再現性は極めて高い。4 カ国間で、年齢層が多少異なり、厳密に言うと専攻や既履修
科目も異なるが、美容に関する専門的教育を 2 年程度受けたという共通の背景を持った学生が、2 日間の
実践的な講座を行うことで大いに効果を上げられた。
(2)国民性の違いが感じられる点
4 カ国の結果を比べると日本の受講者だけが控えめな評価をしていた点がみてとれる。自己評価に対す
る国民性の違いが浮き彫りになっている。
(3) 台湾について
「高級中学」は日本で言う高校に相当する。つまり他の 4 カ国の受講者と比べると年齢が低いのであ
る。しかし、Before の評価は決して低くなく、専門教育を受けてきたことに対する自信が感じられる。
一方で、知識やスキルの伸びは大きくなかった。講座内容のレベルが若干高かったために、after の段階
で自分の未熟さを把握し、after を低く評価したケースが多かった。いずれにしても、before の評価だけ
をみると、日本だけが他国と比べて自己評価が低く、韓国にも若干その傾向がある。
(4)他分野への拡張
今回の実証講座ではヘアとメイクのみで行ったが、美容分野としてはエステやネイル分野のキャリア
フレームワークの構築とその実証を行っていきたい。
(5)方法の多様性の検討
実証講座としてはスキルと知識において講義とデモンストレーション、実習という形で行われたが、
インターネットを活用した学習も海外の普及を加速する上で欠かせない要素であり今後検討すべきであ
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る。
3－2 日本の美容教育の国際通用性
(1) 「学習ユニット」及び「キャリア・アセスメントの仕組み」の有効性の実証
2－2 で示した結果の通り、4 カ国すべてにおいて各項目について大きな伸びを観察できた。3－1 やア
セッサーが指摘したいくつかの課題点はあるものの、日本の美容教育をベースとして構築された「学習
ユニット」及び「キャリア・アセスメントの仕組み」の国際的有用性は実証された。これをさらにアジ
ア標準へと導くためにはこれまでの指摘の改善と更なる多様性の検討を要する。
(2)日本の美容人材教育の有効性が実証された要因
日本の消費者の期待水準・満足水準の高さ、理美容業界の教育力と競争力、理美容教育の質保証・国
家試験、技術の経営を支援するディーラー、メーカーの開発力と品質、新しい技術者とサロンを取り上
げる美容ジャーナルなど、業界をあげての強力な連携によるバックグラウンドが日本の美容業界の人材
教育を支えていることが大きな要因の一つである。
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アジア「新・新興国」におけるサービス企業の国際化
－ミャンマーのビューティビジネスを事例として
九州産業大学

柳田志学

１．研究目的
本報告の目的は「新・新興国（CLM）
」1のビューティ市場を事例研究の対象としながら、国際ビジネ
ス理論の適用可能性について考察を試みることにある。また、分析対象国をミャンマーに設定し、ASEAN
諸国の中でも注目を集めているミャンマーにおいて、日本の美容サービス企業が現地適応を図る際に生
じる問題点と今後の課題を検討する。
近年、東南アジア（ASEAN）諸国は目覚ましい経済発展を遂げている。たとえば 2000 年代以降、タ
イを中心として、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーの内陸部は巨大な物流拠点が形成されつ
つあり、「メコン経済圏（GMS）
」として注目を集めている。また、ASEAN 諸国の中でもカンボジア、
ラオス、ミャンマーは現在でも後発開発途上国（LDC：Least Developed Country）に位置づけられてい
るが2、近年では「新・新興国（CLM）
」として経済成長が期待されている。それに伴い、欧米や韓国を
はじめとする美容サービス企業もこれらの国々へ事業展開を模索しており、今後の市場拡大が期待され
ている。
ところが日本のサービス企業が CLM へ事業展開を行うことは容易ではない。たとえばミャンマーは高
い潜在性と成長が期待されているが、他の ASEAN 諸国と比較してインフラをはじめとする事業環境が
整備されておらず、日本企業が進出する際の大きな障壁となっている3。これ以外にも、文化・宗教・政
治・民族・気候など多様な条件を包有する CLM に日本のサービス企業が事業展開を行う場合、様々な背
景を踏まえた現地適応の方策が求められる。
２．先行研究のレビュー
新興国のサービス企業を対象とした研究は複数見られる。たとえば Dirk (2011)は、Liability of
foreignness（LOF）の概念を元に多国籍企業が新興国へ参入する際に生じる困難性について３点を指摘
している。１点目は、新興国に関する様々な知識や経験が欠如しており、参入の際に不測の事態に見舞
われることがある。２点目は、民族・政治といった制度上の理由から、投資受入国の地場企業とは異な
る扱い（すなわち差別的待遇）を受けることがある。３点目は、企業の内部（従業員）と外部（サプラ
イヤーとバイヤー）との関係性を構築するプロセスで予測不能な事態に見舞われることがある。Dirk は
この中で新興国の事例としてラテンアメリカのサービス金融を取り上げており、アジア「新・新興国
（CLM）
」について言及していない。しかしサービス多国籍企業が新興国へ進出する際の困難性について
論じたという点で示唆に富む研究である。
2010 年代から呼称されているが、近年では「新興メコン（CLM）
」という呼称として広く知れ渡っている。具体的な
国はカンボジア・ラオス・ミャンマーを指しており、かつてはベトナムを含む CLMV という呼称が用いられていたが、近年はベトナ
ムを除く 3 カ国を指すことが多い。
UNITED NATIONS（2015）「国際連合 貿易統計年鑑 2013」原書房, pp.274-275
牛山隆一（2014）『アジア新・新興国の経済と日本企業の動向』（ECO レポート / 内外経済動向研究会編, No. 77）統計研究会, p19

1「新・新興国」は

2
3
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また、CLM へ多国籍企業が進出する際の優位性について言及した研究として Aivaro Cuervo-Cazurra
and Mehmet Genc (2008)がある。彼らは日本や欧米を投資本国とする多国籍企業は必ずしも CLM のよ
うな国において優位性を保有できるとは限らないと指摘している。その理由として、政府の介入がある
点、企業契約の法制度が曖昧である点、市場メカニズムが未整備である点、政情が不安定である点があ
る場合は、日本や欧米の多国籍企業が保有する優位性がむしろ劣位になり得る、というものである4。同
研究では CLM に多国籍企業が進出する際の困難性ついて言及がなされているものの、サービス多国籍企
業の進出については言及がなされていない。
３．ミャンマーにおけるビューティビジネスの現状
上記のように「新・新興国（CLM）
」は潜在性のある市場であるにもかかわらず、サービス多国籍企業
の CLM 進出における現地適応というアプローチから行った調査・研究は極めて少ない。そこで本報告で
は、とりわけ経済成長の著しいミャンマーにフォーカスして調査を実施した5。具体的には現地で事業展
開を行う美容サービス企業をリストアップし（表１を参照）、主要な企業へインタビュー調査を行った。
ミャンマーに進出する日本のサービス企業は後を絶たないが、１０社のうち８社は撤退を余儀なくされ
ているのが現状である。その中で成功を収めている日系企業に共通する点は「現地適応」のアプローチ
である。ミャンマーではどの現地企業と提携するのかが事業展開を行う際に極めて重要だとされている。
また、日本とは異なりミャンマーではインターネットのインフラが未だに整備されていない。そのため
ヤンゴン市内における多くの消費者は、日本とは異なるチャネルで美容サービスや美容関連製品を購入
するケースが多い。すなわち日本のサービス企業が想定する現地適応のアプローチは、ミャンマーにお
いて困難を伴う可能性が高いという現状がある。
また、本報告ではミャンマーにおいて事業展開を行うサービス企業の事例として、日本の美容サービ
ス企業『MADOCA』を紹介する。さらに同社がなぜミャンマーにおいて成功を収めているのか、さらに
CLM において日本企業が優位性を保持しながら事業展開を行うためには、どのようなアプローチが求め
られるのか、という視点からも考察を試みる。

4

5

ただし同研究については CLM を「後発開発途上国（the least developed-country）」の一つとして議論を行っている点に注意が必要で
ある。
ミャンマーは 2011 年の経済開放以降、飛躍的に経済成長を遂げており、報告者は 2013 年 12 月に予備的探索としてヤンゴンのビュー
ティ市場について現地調査を行った。また、本報告に先立ち、2015 年 8 月 27 日から 8 月 30 日に追跡調査（現地企業訪問とフィール
ドリサーチ）を実施した。
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表１．ヤンゴン市内における主な美容サービス企業リスト
Target Segment
No

Category

Name of Salon

Lower
Middle

Service Type/Price Range

Middle

Upper
Middle

Rich

No of
outlet

Remarks

1

Hair

Tony Tun Tun

〇

〇

〇

Facial washing 6,000 kyats, Cosmetics sales

23

200 staff in total,selling some cosmetics,
training programs

2

Hair

T8

〇

〇

〇

8,000 Kyats to 20,000 Kyats for hair cutting

6

numerous number of staff,chinese hair
designers in every of its outlets and also
has burmese hair designers,selling
some cosmetics,has one training centre
limited for its fellows (internal training )

3

Hair,Body,Foot &
Fujiko Beauty Center
Hand

〇

〇

〇

4

Hair,Body,Foot &
MIU
Hand

N.A

N.A

N.A

N.A

beauty saloon business activities,3000kyats for
hair cutting,

1

5

Hair,Body,Foot &
MOMO
Hand

〇

〇

〇

〇

beauty saloon business activities,3000kyats for
hair cutting,

1

operated with mostly Myanmar hair
designers who are trained by Japanese
professional hair trainer .

6

Hair

Origo Hair

〇

beauty saloon business activities..(such as hair
cutting,hair coloring,beauty make up services)

1

Japanese hair dresser called
"SHIGE"who shares training program
of Japenese hair dressing styles ,and
customers need to take booking for hair
dressings

7

Nail

Organic

〇

several types of nail art, up to 3500 Kyats

2

Myanmar Professional nail designers

8

Asthetic

Madoca

〇

Hair Removal, asthetic 10,000 kyats/10minutes,
Facial Treatment, Cosmetics sales

1

Japanese female beauty advisor called
"MADOCA" who imports japanese
branded cosmetics"MADOCA"series to
Myanmar

〇

Beauty professional,make customers to beautify
(serve from Hair,body, foot & hand),up to 5,000
Kyats for hair cutting including
shampooing..price differs according to use of
shampoo type and beauty make up
services),and also selling of some
cosmetics.~5000kyats for hair cutting including
shampooing.

2

well_organized by Myanmar
professional hair dressers.

〇

Beauty professional,beauty products business
activities..(serving from Hair,body, foot &
hand),up to 8,000 Kyats for hair cutting
including shampooing..price differs accordingly
use of shampoo type and selling of some
cosmetic products and beauty make-up.

2

Myanmar Professional hair
designers,and also has training
courses.

〇

Beauty professional,beauty products business
activities(…such as...Shampooing, Hair
cutting,Hair Treatment, Hair Colouring, Facial
Treatment, Facial Cleansing, Facial Wash, Body
Spa, Foot Spa, Manicure, Nail Art, Nail ex: , Foot
Message, Waxing,etc)

1

Myanmar Professional hair designers,

9

Hair,Body,Foot &
Hello
Hand

10

Hair,Body,Foot &
Fancy House
Hand

11

Hair,Body,Foot &
La Belle
Hand

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

Beauty professionals,beauty saloon business

activities

1

出所：現地聞き取り調査により作成。リスト掲載企業は YANGON DIRECTORY 2015 を元に抽出した。
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国際共通言語としての美容英語(BELF)教育
Teaching BELF: Beauty English as a Lingua Franca

公立大学法人 滋賀県立大学 全学共通教育推進機構
Institute for Promotion of General Education, The University of Shiga Prefecture

清水 利宏1)
SHIMIZU, Toshihiro

発表要旨
本発表は、理容師美容師養成施設における実務英語教育を考察し、今後の展開について論じるものであ
る。我が国の理容師美容師養成施設における教育課程は、1998 年 4 月の法改正に伴って 2 年制教育を敷
いた。その新制度の導入に伴い、新たに設置されたのが「外国語（英語）」課目である。いわゆる「サロ
ン英語教育」の導入から、今年で 18 年目を迎える今、導入当初に厚生労働省（当時 厚生省）から示さ
れた目標と、実際の教育現場における実践経過を振り返り、今後の国際的なビューティビジネスの発展
を支える、新たな実務英語教育のありかたを議論する。

内容抄録
日本の理容師美容師養成施設（以下「養成施設」）において、1998 年 4 月は、2 年制教育の導入という
大きな変革の時であった。その教育制度改革に伴い、新たに選択必修課目として「学国語（英語）」が導
入された当初から 13 年間、発表者は養成施設2)における実務英語教育に携わってきた。サロン技術者向
けの実務英語教育は、ESP (English for Specific Purposes) 教育であり、学習者の「道具的ニーズ
(instrumental needs)」(Ellis, 1985, p. 11)の分析と活用は、その教育効果を高める上で欠かせない要素
となる。本研究発表では、まず前半で、養成施設での英語教育における学習者特性や教育上の諸問題を
概観し、「道具的ニーズ」を活かして学習者の動機づけを高める教育方略を検討する。そして後半では、
今後の教育展開を支える教育教材の改善策に関する提言を述べる。
発表の前半で検討するのが、養成施設における「道具的ニーズ」の重要性である。道具的ニーズによ
る動機づけとは、英語という言語を、別の目標を達成するための「道具」として意識することで、言語

1)

公立大学法人滋賀県立大学 全学共通教育推進機構 特任准教授、博士（英語学）。
管理理容師、ヘアサロン「Shimizu Hairdressing Specialists」
（三重県鈴鹿市）オーナー。
清水利宏 英語スピーチ研究室： http://www.english.gr.jp/office

2)

学校法人長谷川学園 旭美容専門学校（三重県津市）
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学習の意欲を高めることである3)。一般に、養成施設における学習者の英語能力は高くはない（大谷, 2001,
p. 48; 清水, 2008, p. 3）
。さらに、外国語課目は国家試験の筆記試験課目（理容師美容師試験研修センタ
ー, 2015, p. 1）に指定されていないこともあり、本来貴重であるはずの英語学習の機会が、学生にとっ
ては受動的な学習意識に支配されがちな傾向にある。ゆえに、養成施設における英語教育では、特にサ
ロンの実務に即した英語学習のニーズ(Otani, 2003, p. 11)を意識させ、本来の「道具的ニーズ」への気づ
きを喚起することが、結果的に学習者の英語学習意欲を高める近道となる（清水, 2006）。幸い、発表者
のケースでは、発表者自身が「ヘア技術」と「英語教育」の両方の専門的知識と現場経験を併せ持つこ
とから、
「実務英語(ESP)教育」と「理容美容の技術教育」を融合させた実践型の美容英語教育（清水, 2007）
を展開することが可能となった。本発表では、養成施設の実務英語教育において、
「美容を用いた英語教
育」と「英語を用いた技術教育」が融合する英語授業の展開例を紹介し、その取り組みによって改善さ
れた点や、その授業実践から得られた教育上の留意点（清水, 2010, p. 60）などを紹介しながら、「理想
的な美容英語教育」のあるべき姿を検討する。
研究発表の後半では、前半の美容英語教育に関する省察に基づき、今後の教育実践を支える教育教材
（授業用テキスト）に関する発表者の提言を整理する。日本理容美容教育センターが発行する現行教材
『外国語（英語）
』
（日本理容美容教育センター, 2015）は、技術者に有用な英語の会話例が掲載されては
いるものの、「現実的かつ国際的なサロンワーク」という観点から考察した場合に、お客様との誤解や、
実務上の支障を生みかねない問題点がいくらか散見される。そこで本発表では、美容英語教育と美容技
術教育を統合的にとらえることで、国際スタンダードを意識した美容実務英語の理想像を議論する。
「英
国職業能力評価制度 (NVQ: National Vocational Qualifications)」や「欧州言語共通参照枠 (CEFR:
Common European Framework of Reference for Languages)」といった国際スタンダードを関連させな
がら、養成施設での英語学習者に特化した実務英語教育教材のあり方を提言する。
現在、国際的なビジネスシーンでは、
「国際英語 (World Englishes)」を受容する流れにあり、
「国際共
通言語としての実務英語 (BELF: Business English as a Lingua Franca)」がビジネスコミュニケーショ
ン分野でも盛んに研究されている。そのような背景をうけて、本研究発表では、
「国際共通言語としての
美容英語」を意味する新たな BELF、すなわち“Beauty English as a Lingua Franca”の試案を示したい。

参照文献
Ellis, R. (1985). Understanding second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Gardner, R., & Lambert, W. (1972). Attitudes and motivation in second-language learning, New York: Newbury House
Publishers.
Otani, K. (2003). Designing an English course for prospective hairstylists. Yamano Aesthetic Archives, 11, pp. 43-47.

3)

道具的ニーズに基づく「道具的動機づけ(instrumental motivation)」のほかに、居住地域への帰属
という意味での「統合的動機づけ(integrative motivation)」がある(Gardner & Lambert, 1972)。
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韓国化粧品原料企業の競争優位性に関する一考察
朴 煕成
福岡女学院大学
世界の化粧品産業は米国、ヨーロッパ、日本のような先進成熟市場と中国、インド、南米、他のアジ
ア太平洋地域のような急発展している市場が共存している。
化粧品原料企業（サプライヤー）は発展途上国の市場においては原料サプライヤーとして、原料の販
売、製法紹介を行っており、先進市場においては、原料紹介、それぞれの地域の特殊な市場ニーズに適
合するマーケティング戦略をとっている。化粧品原料企業の中で市場占有率が高い企業はなく、上位 5 大原
料企業が 4～13％の市場を占めて、その他の企業の多くが 5％未満の市場を占めている。
アジア地域における大多数の原料企業は 1％未満の市場占有率で、ほとんどの企業は取り扱っている製品の
範囲が広くないが、相対的に規模が大きい企業は他の産業領域やパーソナルケア産業で強みを持っており、技
術的に優れている。欧米の原料サプライヤーは活性成分の製品に特化したり、小規模のサプライヤー企業は狭
い地域のマーケットに特化したりしている。アジア太平洋地域の市場規模を原料に特化してみれば、ヨーロッ
パ、米国地域のそれよりより小さい。しかし、アジア太平洋地域で、人口増加、経済の発展、化粧文化の普及・
発展などによって、今後化粧品市場は拡大していくので、アジア地域の原料サプライヤーはアジア圏とそれ以
外の地域にも流通ネットワークを広げている。グローバル化粧品市場では、米・欧・日本の大手多国籍化粧品
企業は最終製品を現地で生産・供給しているが、大手多国籍企業はコスト削減のため、生産設備をある国から
撤退し、他の国へ移転したり、現地のネットワーク構築を目指した M&A、化粧品原料企業の M&A などを行った
り、規模を拡大したりしている。
韓国の場合、機能性化粧品は基礎化粧品製品類に次ぐ大きい生産規模を示している化粧品市場を主導するメ
イン類型である。ヨーロッパでは機能性化粧品という区分がなく、米国、日本でも同様な状況で、医薬品の一
部として考えている。しかし、韓国では機能性化粧品は医薬品ではないが、他の類型の化粧品と異なり、機能
的な効能・効果を持っており、韓国の食品医薬品安全庁の審査を受けた製品だけがマーケットで「機能性化粧
品」として表示ができ、流通できることから、消費者の需要が増大している製品で、生産量、売上高が伸びて
いる製品である。したがって、化粧品産業で機能性化粧品の重要性が浮かび上がっており、今後もその成長可
能性は高まると予想される。

韓国の機能性化粧品
「機能性化粧品」は化粧品法第2条第2号によると、化粧品の中で次の各項の1つに該当するもので、保健福
祉部令が定める化粧品を称する。
1.皮膚の美白を補助する製品（美白製品）
2.皮膚のしわ改善を補助する製品（しわ改善製品）
3.皮膚を健康的に美しく日焼け（Suntanning）したり、紫外線から皮膚を保護するに役立つ製品（紫外線遮断
製品）
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韓国機能性化粧品市場
韓国化粧品市場における機能性化粧品の市場占有率は年々高くなっている。機能性化粧品を細部類型別にみ
てみると、紫外線遮断、複合類型、しわ改善、美白の順になっており、2005 年は漢方機能化粧品が、また 2007
年以降は複合類型の生産額が増加している。
韓国化粧品原料市場は化粧品最終製品市場の成長とともに成長している。化粧品産業市場で原料市場が占め
る規模は小さいが、川下企業の好業績で川上の原料市場も成長している。
化粧品原料企業は 2000 年はじめまで輸入に頼っており、輸出実績がなかった。また、欧米、日本のような
先進的な技術を持っている国より技術力や R&D 力が低かったため、川下企業の輸出が増加するにつれ、原料の
輸入が急増したが、近年の韓流ブームで韓国化粧品に関心が高まり、アジア地域で需要が伸びた。また化粧品
企業は海外進出に力を注ぎ、産業全体の規模が拡大している。中国観光客の韓国化粧品の購入で中低価化粧品
の成長が著しい。また、化粧品カテゴリーを健康機能食品に広げ、化粧品原料企業にとってはプラス要因にな
っている。このような状況で化粧品原料企業は技術力を高めており、今後も成長する可能性を秘めている。特
に、機能性化粧品市場が拡大しており、既存の合成化学原料より天然・機能性素材に関心が集まっている。グ
ローバルに化粧品の安全性に対するニーズが高まっており、天然・オーガニック化粧品素材の開発が求められ
ている。今まで天然・オーガニック化粧品はニーチマーケットであったが、高付加価値製品として注目を浴び
ている。市場形成期では百貨店などのプレミアム・チャンネルで販売されていたが、最近はワンブランドショ
ップなどのマス・チャンネルでも中低価の製品が大量に市場に出回っている。
消費者の生活水準の向上、高齢化社会の加速化、消費力があるベビーブーマ層の拡大で、機能性化粧品に関
心が高まっており、今後も市場成長は持続できると推察される。また、天然素材市場拡大はバイオ技術の進歩
によって、機能性化粧品カテゴリーが拡大している。消費者の環境への関心、自然環境の悪化と外部有害物質
から皮膚の保護機能と恒常性の維持などの側面から天然機能性化粧品素材は脚光を浴びており、エコフレンド
リーな原料開発に力を注ぎ、化粧品に適用する技術が必要である。
機能性化粧品は美容の概念を超え、老化の予防と軽い皮膚治療の概念も含んでおり、高機能性、多機能性を
取り入れた美白、しわ改善、紫外線遮断などの機能性化粧品の新素材開発力が求められている。購買力を持っ
ている中長年年齢層が外見に対する支出を高めているので、機能性化粧品の需要の今後も伸びていくと考えら
れる。

化粧品原料企業におけるオープン・イノベーション
IT 発達、技術の融合が普遍化している中、単一企業の技術と能力でスピーディに変化する事業環境に対応
し難い側面がある。また、消費者のニーズの変化は激しい。この変化に対応していくために必要な要素技術は
多様化、複雑化している。したがって、企業に必要な技術をアウトソーシングする一方、企業内部の技術と企
業外部と共有しながら新たなサービスや製品開発する動きが活発である。ベンチャー企業、中小企業、研究機
関、大学など技術開発の源泉が多様化しており、このような変化で活用できる潜在的な技術の幅は拡大してい
る。この流れがオープン・イノベーションの主要な条件として作用している。
化粧品原料産業は、化粧品のライフサイクルが短くなっており、新しい機能の化粧品をいち早く市場に出し
た川下企業が先発者の利益を享受できる。その中で原料企業は最先端技術やノウハウを活用し、新たな素材を
探知、開発し、その製品をいち早く市場で流動化させる能力は競争優位の源泉になる。
川上の原料企業は化粧品・漢方化粧品の原料の実用化に向けた R&D の推進で高付加価値創出ができる化粧品

31

開発が IT、BT、NT の融合技術で可能であり、高い技術力が求められる。機能性化粧品原料産業では、抗酸化・
デトックス化粧品など抗老化産業育成に必要な抗老化製品開発を通じて、漢方素材の製品化を行い、ナノ技術
とバイオ技術を融合した機能性素材も出てきている。
機能性化粧品の市場拡大は、消費者の化粧品効果・効能に期待をもたらしている。消費者の化粧品効能・効
果に対するニーズの増大、製品に対する知識の向上、製品選択時分別力ある消費行動は認識の変化をもたらし、
安全性が高く、高効能の製品購入に影響を与えている。

機能性化粧品原料の R&D 特徴
化粧品原料企業は個別に開発した素材を利用する。各企業が独自仕様の特許権を持っており、競争他社の使
用が困難であるため、新素材の開発期間が長く、多大な労力と投資が必要（例：メディミン A など）である。
一方、新素材開発能力が不足しているため、機能が知られている素材を適用して、短期間で素早く機能性を開
発するために、選好されている場合もある。時間とコストは少なくかかるが、独自使用の特許権確保が困難
（例：アデノシン、コジック酸、コーエンザイム Q-10 など）である。最後に、公示原料を基準濃度で添加す
る場合がある。機能性素材開発による困難さが少ないので好まれているが、競合他社と製品の差別化が困難で
ある（例：アルブティン、ビタミン C、レチノール、紫外線遮断剤など ）
。さらに、新素材開発には 1. 新素
材の効能測定技術、2. 新素材の生産技術、3. 剤形化技術が必要である。このような困難さがある上に、機能
性化粧品は医薬品と区別する化粧品であるため、効能付与には限界がある。
化粧品原料市場は二極化している。技術蓄積ならびに R&D 能力がある大手多国籍製造企業は市場の支配力を
強めているが、技術力、資金力が不足している中小零細企業の市場占有率の減少している。欧米、日本のよう
に先進市場においても機能性化粧品に対する認証、審査基準を設けていない場合もあるので、客観性、信頼性
確報をどのように確保するかが課題である。

バイオランドの競争優位
バイオランド（Bioland）は花や微生物から抽出した天然抽出物を合成して化粧品原料を生産する川上企業
である。化粧品原料を川下企業に供給する一方、人工皮膚、人工角膜など組織工学分野にも裾を広げるバイオ
企業である。
機能性化粧品原料産業（川上産業）は他の産業に比べ川下産業に比較的に高い競争優位性を持っている分野
である。機能性化粧品原料製造が高付加価値産業であるため、特許分析、研究開発、生産工程の最適化などの
プロセスを経て、製品を出荷しているため、市場参入者が少ない。一方機能性化粧品原料の多くは輸入に頼っ
ており、国産化率は低い。また、最終製品を市場に出す川下産業である化粧品企業が研究開発を兼ねており、
原料生産に特化している企業の手に数えるほどである。このような状況から原料企業は原料ごとに独寡占が形
成されており、原料企業で生産される製品は輸入品に比べて、価格面に優位性を持っている。信頼性、安心性、
安全性が求められている川下産業は簡単に取引先を変えることはできない。このような理由でバイオランドは
韓国大手化粧品企業と契約を結んでおり、クラランス、ジョンソンアンドジョンソン、シャネル、イブセンロ
ーラン、エイボン、ローレアル、エステローデ、クリスチャンディオール、バスアンドボディワックス、ピエ
ールパーブレなどグローバル化粧品企業とも契約を交わしている。他方、大手化粧品企業に納品するためには、
1 年から 2 年間のサンプルテスト期間を経る必要もあるので、大手化粧品企業と契約数が増えているのはこの
企業の技術力が検証できることを示唆している。
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機能性化粧品開発の今後の展望ならびに課題
今後も機能性化粧品の市場は着実に拡大していくと予想できるため、新素材の開発、有効性・安全性の確保
に必要な基盤技術に対する投資拡大が必要である。
オープン・イノベーションを通して、共同研究の拡大するのも一つの方法である。より優れた、差別化され
た機能性化粧品を開発するため、化粧品関連機関ならびに関係者間の緊密な相互共同研究、産学官連携、アウ
トソーシングなどで R&D を活性化させ、グローバルな競争力を高める。このような取り組みでグローバルな品
質の競争力も高められる。さらに他産業分野（精密化学、IT、BT、NT）への拡散できる産業発展、高付加価値
の創出に向けた努力が必要である。すでに海外の大手多国籍企業はそのような動きになっている。
韓国の化粧品原料開発は 1980 年代からはじまっており、1990 年代に入ってから高機能性製品に対する消費
者の関心が高まり、新素材への研究開発と製品の発売がはじまった。化粧品原料は医薬品開発より相対的に市
場参入が容易で、ある程度の市場規模も予想される。機能性化粧品産業はナノテクノロジー（NT）
、バイオテ
クノロジー（BT）
、IT などと連携しやすい分野で、適期に技術・資金投資が行われれば、日欧米の先進化粧品
企業と競争できる躍進のチャンスであるため、原料の研究に拍車をかけている。韓国化粧品企業が海外大手化
粧品企業と技術的な格差を縮めるためには化粧品原料開発に取り組み、競争力を高めていくことが焦眉の課題
である。
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