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日本輸入化粧品協会の始まり
私ども日本輸入化粧品協会は、1971年、

当時の輸入割当制度化において円滑公正な
割当を獲得する目的のため、当時の通商
産業省から輸出入取引法に基づく認可団体

「日本化粧品輸入組合」として誕生したのが
始まりです。その後、1999年4月には、輸出
優先から輸入促進への日本の政策変換と
経 済環境の激変、また国内外への大きな
変化に対応すべく、より広範な事業展開を
行えるように、任意団体「日本輸入化粧品
協会」と名称を改め、現在に至っており
ます。

現在（2014年8月）の会員数は、131社で、
輸入化粧品の健全な発展に寄与するとと
もに、会員相互の交流と啓発を図ることを
目的として運営を行っております。具体的
には、会員向けの講習会や講演会の開催、
また大使館での日本の化粧品市場・法規制
のセミナー開催、また国際美容見本市への
参加などを行っており、会員企業や新規参
入企業に向けて役立つ活動を推進しており
ます。

輸入化粧品の現状と移り変わり
化粧品輸入実績をご紹介しますと、2013年

（1－12月）の化粧品年間輸入実績（財務省
発表による。歯磨き、せっけん等は除く）は、
2,148.9億円（前年同期1,918.8億円、前年同期
比112.0％、CIF値）であり、2012年の実績

を大きく上回りました。
類別ごとに見ますと、「香水・オーデコ

ロン類」204.9億円（前年同期187.1億円、
前年同期比109.5％）、「メーキャップ化粧
品 類 」269.9億 円（ 同 上227.7億 円、 同 上
118.6％）、「皮膚用化粧品類」810.4億円（同
上715.9億 円、 同 上113.2 ％）、「 頭 髪 用 化
粧品類」594.0億円（同上554.8億円、同上
107.1％）と、全ての類別で前年を上回って
おります。

国別で見ますと、「香水・オーデコロン」、
「メーキャップ化粧品」および「頭髪用化粧
品」では米国の躍進が目立ち、アジア勢では、
韓国が「メーキャップ化粧品」、「頭髪用化
粧品」で好調を維持しております。輸入化
粧品全体としては、やはり大国のフランス
が圧倒的シェアを占めており、続いて米国、
中国と続きます。中国は中国ブランドとい
うよりも製造地としての実績ですが、フラ
ンスと米国は、現地ブランドの製品が現地
生産されて、日本に輸入されています。

私は化粧品業界に長年携わってまいりまし
たので、日本における国産化粧品と輸入化粧
品の両方の歴史を見ておりますが、近年の輸
入化粧品は2桁の伸び率が続いており、これ
は特筆すべきことと思います。国産メーカー
はほぼ横ばいですが、輸入化粧品は上昇を続
けており、輸入実績は2013年に2,000億円を
突破、日本市場の中で確実に定着、成長して
います。
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歴史的なお話になりますが、昔、日本の
女性には、「肌につける化粧品は国産品で
あるほうが良いのでは？」という概念があ
りました。しかし、時代を経て、消費者
による輸入化粧品に対する受け止め方も、
徐々に変化が見られるようになりました。
それは、海外メーカーが日本に次々と進出
し、百貨店では世界的に著名な化粧品ブラ
ンドが、また、その他の小売店ではそれぞ
れ個性のある輸入化粧品が多く見られるよ
うになったことも寄与しているとみていま
す。バラエティーに富んだ多種類の海外化
粧品が日本に進出したことで、消費者に
とって化粧品の選択肢が広がってきたとい
うことも、三、四十年前とは異なった需要
を生み出す要因になっていると思います。

また、フランスと米国からの輸入が伸び
ているということは、消費者の間でこうし
た海外化粧品メーカーがすっかり認知され、
定着していること、また、少し価格が高く
ても世界で通用するブランドの価値に引か
れる心理も寄与しているとみています。一
方で、最近の特徴としては、日本の化粧品
メーカーが海外で製造し、逆輸入するケー
スもあります。

変わってきた化粧品ターゲット
現在の化粧品は、若い世代向けだけでは

なく、エイジングケアに関心の高い年代も
含め、ありとあらゆる年代層を網羅できる
商品が豊富にそろっています。一般的に百
貨店で販売されている高級化粧品ですと、
価格も高いブランド品が主流になってい
ますが、逆に、例えば（ソニー）プラザ、
LOFTなど、いわゆるバラエティーストア
では若い方が気軽に選び、購入できるもの
が多くなっています。

30年くらい前の話ですが、化粧品メーカー
の多くが20代の若い女性をメーンターゲッ

トとしている傾向がないとはいえませんで
した。当時私はそれを見て、「30、40代の女
性たちを忘れてはいけない」と思っていた
ものです。その思いを40代の女性を対象に
した総合的な美容とおしゃれの文章にまと
めて業界紙に寄稿したくらいです。

今は、化粧品消費の人口構成に変化が起き、
これからは化粧品のみならずその他の商材
でも50代、60代以上の人口が消費の中核を
担う時代が目の前に来ています。そのため、
化粧品でもアンチエイジングにフォーカス
した、商品開発が盛んに行われています。

また、働く女性や美容に関心の高いおしゃ
れなお母さま方も増え、女性誌の影響もあ
ると思いますが「アラサー、アラフォー」
などと呼ばれる世代の美意識が高くなり、
さらには、50代を指す「アラフィフ」まで
注目されるようになっています。周辺がそ
の年代に向けたさまざまな情報発信をする
ようになってきたことで、彼女たち自身も、
奇麗でありたい、人からも好感を持って迎
えられたい、自分が持っている魅力を発揮
したいという女性ならではの欲求が出てき
たのは良いことです。

私も80歳になりましたが、おしゃれには
常に気を使っています。それは、自分が自分
らしくあるための基本であると考えるから
です。日本の男性も、奥さまや恋人がより
生き生きと美しく装うことにもっと関心を
持っていただけたらうれしいですね。

規制緩和も時代と共に
私が会社（㈱エル・インターナショナル）

を設立したのは35年前の1979年でした。そ
の当時、化粧品の新発売までの審査手続き
は複雑で、海外から新製品を輸入しようと
すると、厚生省（当時）に分厚い資料を提
出し、順番に審査、承認の手続きを踏むの
ですが審査に、6 ヵ月も要するのが当たり



8　日本貿易会 月報

会員紹介　　  インタビュートップ

前でした。
例えば春にフランスで新色が発売され

ても、日本に輸入できるのは秋になってしま
うというのが現実。これでは季節感にマッチ
せず、場合によっては1年後に日本市場に登
場という経験もありました。その後の、大幅
な規制緩和のおかげで、今では化粧品の成分
上の問題がなければ、届け出だけで済むよう
になりました。

私は1981年ごろ、在日米国商工会議所の
中小企業振興委員長を務めておりましたが、
折から日米間での「非関税障壁」の存在が課
題として取り上げられ、商工会議所として規
制緩和への働き掛けを行ったこともありまし
たが、化粧品もその一つと位置付けられてい
ました。

時代と共に規制緩和が進み、海外製品の輸
入がスムーズにできるようになったことは大
きな変化です。それに伴って、日本に進出し
たいという海外メーカーも増えました。また、
日本の化粧品業界も海外市場との相互理解を
促進することに熱心に取り組む動きが活発に
なり、それぞれの法規制についての相互理解
を深める国際会議が開催されるようになった
ことです。まだ日本に輸入できない化粧品成
分など、少し制約はありますが、これまでの
政府の規制緩和への前向きな取り組みには感

謝しております。

転機をチャンスに
私は1995年に、3代目理事長、また初の女

性理事長として就任いたしましたが、当時の
会員数は44社。それも減少傾向にあり、財
政的にも厳しい状況にありました。理事長就
任は、私にとって青天のへきれきであったの
ですが、いったんお引き受けした以上、協会
の発展に尽力することが長年化粧品業界で仕
事をしてきた私の使命であると心に決めまし
た。幸いにも私の意思を理解してくださる会
員のサポートを得て、組合（当時）の再建と
新たな成長を目指す挑戦に取り組みました。

まずは、会員増強に向けて、未加入の外
資企業のトップに直接働き掛けるとともに、
いったん退会された大手メーカーにも再加入
のお願いをしました。コアとなる複数の有力
企業の入会を得たことが後の活性化に大きく
つながりました。

次に、組織の裾野を広げるために、賛助会
員制度（現在は準会員）を設け、大手メーカー
だけではなく、海外の化粧品を輸入販売して
いる中小規模の企業や、新規参入を目指す企
業に門戸を開くことに注力しました。私たち
が持つ情報やノウハウを共有し、化粧品輸入
業界の中で各社が健全な事業活動ができるこ
とを目的としたものです。現在では協会加盟
会社も130社を超え、財政基盤の安定もかな
うことができました。

振り返りますと、私が理事長になった当時
は総会出席者も十数人程度と本当に情けない
状況でした。そこで、総会や賀詞交歓会の運
営にも新たな要素を加え、また官公庁関係者
や著名な方を講師にお招きしてタイムリーな
テーマでの講演会も行うようにした結果、今
では総会や勉強会には常に多数の会員が熱心
に出席していただくようになりました。各委フランス大使館主催 化粧品市場・法規制セミナー
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員会も活発に活動し、法規に関する内容のみ
ならずビジネスに関連するさまざまな情報提
供を行っています。

さらに2011年には「改革元年」を宣言し、
従来の路線と実績に甘んじることなく、会員
へのサービス、支援をさらに強化、拡充する
活動指針を打ち出し、協会としての存在感を
一段と高めていく未来を創出することを新た
な目標として掲げております。

女性の時代
今、政府を筆頭に、「女性活用」「女性が輝

く時代」と声高にいわれています。女性が生
き生きと社会で活躍できる環境づくりは必須
の目標であることに異論はありません。ただ、
女性管理職比率をxx％といった数値目標 
の設定については、いささか違和感を覚えて
しまいます。企業と女性の双方が努力するこ
とによって、優秀な女性が能力にふさわしい
立場に昇進するのが道筋だと考えているから
です。

日本の企業社会は長年にわたり男性が主導
権を持ち、価値基準も全て男性により作られ
てきました（実は米国といえども同じような
歴史があるのです）。たとえ実力があっても
女性が昇進していくのは環境的に難しいとい
うのが、今までの現実でした。それでも最近
は、海外留学で立派な教育を受けた女性達が、
男性と肩を並べて活躍する姿を見ることが多
くなりました。その辺りは50年前とは大き
な違いです。

有能な人というのは、独力でマネジメント
レベルまで昇進することは可能です。しか
し、まだ経験の浅い女性を数値目標の達成と
いう理由で無理に登用することは、彼女たち
にとって必ずしも望ましいことではないとい
う見方もあります。失敗も含め、多くの経験
を積み重ねることで、全体を俯

ふ

瞰
かん

する感性や
見方が備わってくるのではないでしょうか。

そのステップを踏まずして一足飛びに幹部職
に就くという性急な登用ではなく、実績を積
み上げて、本当の実力で経営陣に入っていく
のが男女を問わず最も望ましい形だと思い 
ます。

私は今から45年前1969年に単身で渡米し
ましたが、当時の米国はウーマンリブが盛ん
な時代でした。男女均等の昇進機会を求める
主張と、闘いを経て、いわゆる「ガラスの天
井」が徐々に取り払われる方向に向かい、実
力のある女性が高いポストに就くことが可能
になったという歴史があります。日本では女
性活用の数値目標を設定する必要性もあるか
もしれませんが、本来は企業も女性も双方が
それぞれに努力して、「実績があるからこそ、
このポストにふさわしい」と周りから認めら
れる登用・昇進が健全な形ではないでしょう
か。要は性別にかかわらず、男女が共に働け
る社会でこそ女性も輝くことが可能になると
いうのが私の考えです。

趣味と健康・美の秘
ひ

訣
けつ

活字ホリックといえるほど私は小さいころ
から読書が大好きで、自称「本屋散歩」をして、
面白い本を見つけるとつい購入してしまい
ます。趣味の一つはドライブですが、一人で
気ままにハンドルを握るのが好きで、スト
レス発散にもなっています。旅行も好きです
が、団体旅行は苦手で、海外出張も含め一人
で行動することは苦になりません。行く先々
で出会った方たちとの交流や何気ない会話も
楽しみの一つ。アルコールは何でも飲めるの
ですが日常的にはワイン。また、週末には自
分でカクテルを作ってひとときのリラックス
タイムをエンジョイしています。

健康と美の秘訣と言われましても特別なこ
とはしておりません。強いて言えばバランス
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の取れた食事を心掛けることでしょうか。た
だ自己管理に関しては厳しい方だと思い
ます。自分なりにベストな状態でいたいと
いう気持ちが強く、お休みの日でも、家にい
る時もお化粧はしています。いつもきちんと

「自分らしく装う」ことで精神的な緊張感を
持つことがせめて秘訣といえるかもしれま
せん。お化粧は自分のためでもあり、周り
の人たちのためでもありますね。

グローバルな感覚とは
日本貿易会の会合や、懇親会でも経験す

るのですが、日本のビジネス社会はいまだ
女性が少なく、レセプションなどで日本の
男性にこちらからお声を掛けても、驚かれ
るばかりです。米国でも日本から派遣され
た現地駐在の方たちが自分たちの仲間で固
まっていることをよく見掛けました。米国
人の仲間に入ると周りの人と会話を交わす
のが当たり前。米国や欧州で仕事をしてお
りますと、多様な国籍、人種の方たちとの
接触は当然のこと。初対面の方とでも気軽
に話ができるのはそのような経験が活きて
いることは確かです。

海外では、自分の殻に閉じこもっていたら
受け入れてもらえませんし、仕事を通じて、
一人の人間としてさまざまな方と交流する
ことができたので、その積み重ねを経て、

グローバルな感覚が身に付いたといえるで
しょう。異なった個性や価値観を認め、異
質も受け入れ、尊重することがこれからの
グローバル時代に必要な要素であると、強
く思っています。

モットーは為せば成る
好きな言葉は「為せば成る　為さねば成ら

ぬ何事も　成らぬは人の為さぬなりけり」、
そ し て、「Where there is a will, there is a 
way.（意志あるところに道は開ける）」の二
つです。友人からは、まるで白鳥のようだと
よく言われます。表面は優雅な顔をして水面
下ではいつも一生懸命足を動かしているとい
う意味です。

化粧品への思い
化粧品というと、女性が使用する物で、男

性には関係ないといわれることがよくあり
ます。でも、どなたでも多かれ少なかれ化粧
品のユーザーなのです。男性もシャンプーな
どヘアケア製品をお使いになりますね。

Quality of life とよくいわれますが、人そ
れぞれが求めるQuality of lifeがあって、そ
の一端を化粧品も担っているのです。男性も
女性も、心身共に健康で心豊かな生活を送る
ことを可能にするお手伝いをするのが化粧
品であるといえます。それは輸入品とか国
産といった枠を超えた化粧品の望ましい在
り方だと考えます。
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