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消費者に近い立場で香粧品に接することが多い本学の学生は、香粧品の包装容器に記載された文字から多くの

情報を引き出すことが求められる。そこで、企業と共同で、薬事法に基づく香粧品の表記事項の理解を促すため

に、化粧品パッケージの製作を授業に取り入れた。100 以上のパッケージデザインをデータベース化することが

できた。これらの資料は、新しい商品開発の際に活用することが可能であり、その価値は高いものと推察してい

る。 

 

キーワード：香粧品・薬事法・パッケージデザイン・産学連携 

 
Ⅰ．緒言 

美容師養成施設では、美容実習（800 時間）、関係法

規・制度（30 時間）、衛生管理（90 時間）、美容保健

（120 時間）、美容の物理・化学（90 時間）、美容文化

論（90 時間）、美容技術理論（120 時間）、美容運営管

理（60 時間）の合計 1,400 時間の必修課目と、各養成

施設で独自に設定した選択必修課目（600 時間）を開

講することが求められている１）。美容師養成施設であ

る本学では、上記課目を細分化した科目を設定して、

カリキュラムを構成している。美容の物理・化学は、

物理、化学、香粧品化学の３科目の独立した科目とし

て教授している。香粧品化学の分野では、香粧品に関

連する薬事法、香粧品原料、および各種香化粧品の構

成等についての知識を習得させることを目標として

いる。そして、職業人としての美容師が使用する素材

に対する理解を深めるとともに、施術に際して使用す

る薬剤等について、お客様に対する説明責任を果たす

ことを求めている。 

 現在、日本国内で化粧品原料名として登録されてい

るものは 8000 種を超えている 2）。さらに、物質その

ものがもつ機能ではなく、粒子形状の工夫した無機顔

料を配合した香粧品 3,4）、自己組織化などの物質間に

生じる物理化学的な作用を応用した香粧品 5）や、アン

チセンスDNAのように生物化学的な作用を示す物質を

配合した香粧品 6）も販売されている。粒子形状の工夫

した無機顔料の使用、自己組織化や生物化学的な作用

などの応用は、その製品を特徴づけるものである。こ

のように市販されている多種多様な香粧品素材の先

端的な機能や技術を紹介することは、必要と考えてい

る。しかしながら、限られた授業時間では、それらの

全てを説明することはできない。 

一般的に、包装容器には宣伝文などの形で直接的ま

たは間接的に、その商品の特徴を示す表記がある。ま

た、化粧品では包装容器に配合されている全成分の名

称を表示することが義務付けられているが、包装容器

に示される成分表示だけでは、上述のような特殊な機

能を知ることができない。香粧品の包装容器に示され

る宣伝や配合成分などの情報と組み合わせることに

より、その製品をより深く理解することが可能となる。

本学の卒業生の多くは美容の技術を活かした職に就

く。香粧品に接する機会は多いが、香粧品原料に直接

接する機会は少なく、消費者に近い立場で香粧品に接

することが予測される。そのような本学の学生には、

薬事法に基づいて作成されている香粧品の包装容器

（パッケージ）に記載されている情報を正確に理解し、

その情報をお客様に分かりやすく伝えることが求め

られる。薬事法、香粧品原料、および各種香粧品の構

成等について解説し、知識を蓄えさせるだけではなく、
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香粧品の包装容器からのより多くの情報を見いだし、

それを伝達できるようにするための教育上の工夫が

必要であると考えた。 

 近年、多くの大学において地域共同研究センターや

TLO 組織等が定着し、産業界の連携が活発に行われる

ようになってきた。しかしながら、修学期間が 2年間

であることに加え、本学のように資格取得を目指した

教育をその柱として、卒業研究を実施していない短期

大学では、産業界と連携して研究等を推進することは

難しい状況にある。一方、企業における香粧品をはじ

めとする商品開発、商品販売戦略には、一般消費者を

対象としたモニター調査等が重要な役割を果してお

り、インターネットを通じたモニター募集や、専門業

者による調査が盛んに行われている。本学には美容に

興味を持つ 18〜21 歳の学生が数多く在籍している。

このように特異な分野を専攻する学生の持つ感性や

感覚を活用して、産業界と協力できる取組みを構築す

ることは、本学の研究・教育の充実に寄与するものと

なる。 

 上述のように、消費者に近い立場で香粧品に接する

ことが多い本学の学生は、香粧品の包装容器に記載さ

れた文字から多くの情報を引き出すことが求められ

る。すなわち、包装容器に記載された情報を理解する

能力の育成が香粧品化学の授業における大きな目標

に挙げることができる。また、本目標に向けた教育過

程において、香粧品に関連する薬事法、香粧品原料、

および各種香化粧品の構成についての知識をあわせ

て習得させることができる。さらに、既存の香粧品の

パッケージについて解説するだけではなく、自らの力

で香粧品のパッケージを製作することにより、その教

育効果は高まることが期待できる。本報告では企業と

連携して、特定の製品をターゲットに、学生が自らの

力で香粧品パッケージの制作を行った過程およびそ

の成果について報告する。 

 

Ⅱ．予備的な授業の実施 

2-1 事前準備  

 香粧品化学の授業では、薬事法において包装容器

に表記が必要とされる事項については教授している。

しかしながら、薬事法に基づき、かつ独創的なパッケ

ージデザインを学生が自らの作業で作成することが

できるか否かについては明らかではない。パッケージ

デザインを作成する上で生じる問題点や課題を予め

明らかにすること、またパッケージデザインに対する

学生の興味について知ることが、指導の上で重要であ

る。そこで、2006 年度後期（美容保健学科 2 年次、

美容福祉学科 3 年次）に、試験的にパッケージデザイ

ンを実施した。試験的な実施であることから、90 分、

2 回（全 15 回の授業の 14、15 回目）の授業で行った。

ターゲット商品として、ボーソー油脂株式会社製のラ

イスブランフェイスケアソープ（透明石けん）を選択

した。本商品は、米ぬか成分を配合していることを特

徴としている。米ぬかは、様々な形で日本において古

くから使用されている素材である。「和のイメージ」

をはじめ、「現代的なイメージ」まで多様なイメージ

を想像しやすい。そのため、学生が商品名称や商品の

キャッチコピーを考えやすく、授業素材として扱いや

すいものと推察された。 

 

2-2 授業概要 

(1) 1 回目の授業；図-1 に示したように、パッケー 

ジのデザイン制作用の検討用の図面等の資料を配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1(a) パッケージデザイン用紙 

図-1(b) 配布資料 
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した。学生には、趣旨および商品の特徴などを説明

するとともに、授業時間内に、各自で商品名称とキ

ャッチコピーなどを考えさせて、提出させた。 

 

 (2) 2 回目の授業；1回目の授業-1(a) パッケージ

デザイン用紙で学生が提出した書類にコメントを付

記して返却した。授業では提出された書類に見出され

た問題点や課題を説明した。パッケージデザイン制作

用紙（A3 サイズ）を配布した。なお、提出は冬季休暇

終了後とすることで、パッケージデザインを作成する

ための時間を確保した。 

 

2-3 課題と解決策 

 薬事法に基づいて化粧品のパッケージに表示すべ

き事項は予め授業で教授していたが、パッケージデザ

イン作成時にも改めて説明を行った。しかしながら、

最終的に提出されたパッケージデザインには、商品名

称やデザインのみに注目し、薬事法に基づく表示が欠

落している例が多く見出された。パッケージデザイン

の提出時には授業期間が終了しており、訂正を求める

ことができなかった。すなわち、学生が単に作業する

だけであり、薬事法に基づく包装容器の表示を理解す

るという教育効果は得られず、自分で記載した表示内

容を再確認し、再提出ができる期間を作ることが必要

であることが明らかになった。また、商品名称に「米

米クラブ」のように、既存（香粧品および香粧品以外）

の商品名等と同じものが見られた。商標や著作権等の

知的所有権に関する授業がないことが一因であると

考えられる。学生が製作した化粧品のパッケージデザ

インを企業に提示する上で、これらの知的所有権に関

する指導が必須であることも明らかになった。一方で、

提出されたパッケージは色彩やデザインを重視した

ものが多く、本課題に興味を持って取組んだことが伺

えた。 

以上のことから、香粧品化学の授業におけるパッケ

ージデザインの制作は、この予備調査で見いだされた

課題を改善することで、学生に薬事法に基づく表示の

理解を促すという教育効果が十分に期待できると考

えられた。また、薬事法に基づく表示には不備が見ら

れるものの、パッケージデザインや名称には独創性が

あり、企業と共同して実施する十分な価値をもつもの

であると考えられた。 

 

Ⅲ．パッケージデザイン制作の実施 

3-1 授業計画 

 授業概要は、表１に示した。なお、平成 19 年度の

授業は、1 コマあたりの時間が 50 分、全 30 回の授業

で実施した。本パッケージデザインに関する授業数と

しては、9 コマを用意した。すなわち、5,6 回目の授

業では、過去に薬事法違反で指導を受けた事例 7)を紹

介し、パッケージを作成する際に適切な広告表現がで

きるように、広告表現に関する演習を行なった。19,20

回目の授業では、市販の化粧品を用いて、配合成分名

称からその成分の機能を推察し、さらにその機能から

表現できる広告表現を考える演習を行なった。また、

ターゲットとする化粧品（サンプル）を配布し、その

使用感に関するアンケート調査と肌水分量の変化を

測定した。 

 

なお、1 回目の授業において、企業と連携して化粧

品のパッケージデザインを授業の一環として行うこ

とを改めて説明し、作製したパッケージや名称の使用

に関する権利を本授業の担当者に譲渡することを求

めた。25,26 回目の授業では、使用感に関するアンケ

ート調査の結果等のデータを示すとともに、競合する

ことが予測される市販商品に関する情報を提示し、パ

ッケージを作成する化粧品の特徴を明らかした。また、

商標等、知的所有権に関する説明もあわせて行なった。

27,28 回目の授業では、実際のパッケージデザインを

各自開始し、個別に質問や相談等に対応した。29 回目

の授業では、パッケージ作製に必要な事項を再確認す

るとともに、提出期限の説明等を行なった。なお、夏

季休暇の後に提出させることにより、パッケージ作成

に十分な時間を確保するようにした。 

1-4 香粧品の定義と薬事法
5-6 広告表現に関する演習
7-13 香粧品素材とその機能
14-18 肌用香粧品
19-20 成分と機能に関する演習
21-24 頭髪用香粧品
25-29 パッケージデザイン制作
30 まとめ

回数 概要

表１ 香粧品化学の授業概要

1-4 香粧品の定義と薬事法
5-6 広告表現に関する演習
7-13 香粧品素材とその機能
14-18 肌用香粧品
19-20 成分と機能に関する演習
21-24 頭髪用香粧品
25-29 パッケージデザイン制作
30 まとめ

回数 概要

表１ 香粧品化学の授業概要
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 その他の授業では、美容師国家試験に必要となる知

見に加え、市販されている多くの香粧品の特徴を配合

成分表示に基づき紹介した。これにより、授業におけ

る知見と市販されている香粧品との距離を縮めるよ

うに心がけた。 

 

3-2 事前協議 

本授業を企業と協力して実施するにあたり、授業計

画を提示し、作業にかける時間、教育的な意義、それ

に到るプロセスの説明を行い、了承を得た。この事前

協議では、アンケート調査方法やサンプル提供方法等

を協議した。また、学生が作成したデザインおよび商

品名等にかかる著作権、意匠等についての取扱いにつ

いて調整を行った。その結果、デザインおよび商品名

等にかかる著作権、意匠等は学生が担当教員に譲渡し、

担当教員から企業に提示することとした。そして、サ

ンプルは、商品名称等を明記せずに提供することとし

た。 

 

3-3 パッケージ作製のための資料等 

（1）サンプル；市販されているボーソー油脂株式会

社製の化粧水（ライスブランモイスチャーローション

【さっぱり】）を使用した。学生に配布した小ボトル

の試料は、商品名や効果について先入観を与えないよ

うにするため、lot. No.のみを記載したものとした（図

-2）。このサンプルを学生が実際に使用して、使用感な

どの評価を行なった。その評価は、後述するアンケー

トとして回収した。なお、予め異常を感じた場合には

使用を停止するように、指導した。 

 
（2）アンケート；性別、年齢、肌質等の基本情報と

ともに、配布した化粧水の使用感（ニオイ、なじみ、

潤い、しっとり感、滑らかさ、肌のつや）について 5

段階の評価を行なった。本アンケート調査は、上記サ

ンプル配布から 1 週間後に回収した。集計結果は、図

-3 に示した一覧表で、後日学生に提示し、本化粧水の

効果効能に関する広告表現の根拠資料として活用さ

せた。なお、図-3 の数値については、その記載を省略

した。 

 

（3）配合成分とその機能等；図-1（b）と同様なプリ

ントを配布し、個々の成分についての解説を行なった。

授業で教授する基本的な成分を除く成分については、

教員からその特徴や機能等を紹介した。 

（4）商標および競合製品等；「米」および「ライス」

という言葉を含む商標 8)をリストアップし、学生に提

示した。また、競合商品については米ヌカを配合して

いる化粧水をインターネット上より検索し、整理した

上で学生に提示した。 

（5）パッケージデザインおよびコンセプト；図-1（a）

（b）と同様なプリントを配布した。 

 

3-4 学生の作成したパッケージに対する評価 

 学生が政策したパッケージデザインの一例を図-4

に示した。図-4 に示したように、デザインや名称に工

夫をした作品が多かった。作業にかけた時間について

図-3 学生に配布した化粧水の使用感に

関する資料形式（数値はその記載を省略）

 

 

図-2 配布した化粧水 
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の情報は収集していなかったので、評価することはで

きないが、夏季休業中に多くの時間を費やした学生が

多いものと推察される。

 

学生の製作したパッケージは、担当教員が成績評価

のため、薬事法に基づく記載事項（①製造販売社名の

氏名または名称及び住所、②製品の名称、③製造番号、

④重量または容量等の内容量、⑤成分表示、⑥用法や

注意事項、⑦広告表現など）をすべてチェックした。

その結果、図-5 に示したように、提出されたパッケー

ジの 57%に、記載事項のミスがあった。最も多い記載

ミスは、商品名称であり、その多くは、日本語名称の

記載がないかまたは、種別表示（化粧水の表示がない）

であった。また、配合成分名称の記載に不備が多くあ

ったが、成分数が多いことによる記載漏れや授業中の

説明に使用した別の商品の成分と混同した例が多く

見られた。その他には、製造番号の記載漏れなどがあ

った。一方、宣伝文の不備や不適切な表現はほとんど

みられなかった。宣伝文については授業で具体例を挙

げて説明したことに加え、自分自身が実際に商品選択

の際に見ることから、その理解につながったものと推

察している。 

なお、記載事項の不備のあったパッケージについて

は学生には、記載事項に不備があることを伝えるとと

もに、自らが作成したパッケージを返却し、パッケー

ジとは別に訂正書に必要事項を記載させた。その際、

学生には自分自身の作成したパッケージのどの部分

に薬事法に基づく記載ミスがあるかは一切知らせる

ことなく、自分自身で記載ミス箇所を見出し、正しく

訂正することを求めた。その結果、一部に必要以上に

訂正をした学生が見受けられたが、記載事項のミスを

確実に見出し訂正されていた。このことから、パッケ

ージをデザインするという作業を通じて、薬事法に基

づく香粧品の表示についての理解が深まったものと

推察している。 

Ⅳ．パッケージデザインの分類 

学生が制作したパッケージの正面に記載されてい

る文字に基づいて行った分類は、①米、②米と美また

は姫を含む、③こめ、④カタカナ、⑤米やライスを含

まない日本語、⑥rice、⑦その他の英名とした。その

結果を図-6 に示した。米ヌカを配合したことを特徴と

する化粧水であったことから、米、ライスなどの文字

が多く非常に多く用いられる傾向があった。パッケー

ジの正面の文字が、主に日本語で構成されているもの

は、全体の約 60%であった。日本語で構成されている

パッケージの中では、漢字の「米」という文字が最も

多く用いられ、ひらがなやカタカナは少ない傾向があ

った。また、「米」とともに、「美」または「姫」とい

う漢字を用いたものが多く見られ、それらの多くは、

デザインや配色から、女性向けに特化した商品であっ

た。ひらがなを用いているパッケージは、子供や若年

層をターゲットとするようなイラストやお米をモチ

ーフにしたお米をモチーフにしたキャラクターが一

緒に描かれている場合が多かった。一方、米やライス

という言葉を用いない名称も見られたが、いずれも和

のイメージを重視する傾向が見られた。アルファベッ

トが配置されたデザインの中の約半数が rice という

言葉を使用していた。また、”rice”を使用しないデザ

図-4 学生の製作したパッケージの例 
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インの中にも”come”のように素材の特徴を直接的に

提示するものや、”R”のように rice をイメージさせる

ものも見られた。 

 

 

配合の特徴を活かすという視点が影響し、米やライ

スというような直接的な表記が多く見られたものと

推測している。しかしながら、化粧品を購入する際に

消費者が一番注目するパッケージの正面デザインに、

多くの学生が直接的な言葉を配置したことから、米と

いうものに対するイメージが良いものであり、化粧品

としての価値がある素材と認識していることが伺え

た。本報告では、正面デザインの文字のみで分類を行

なった結果を示したが、パッケージ全体の配色等を含

めた分析を行なうことで、より多くの情報を得ること

が可能であると考えられた。 

 

Ⅴ．今後の展望 

薬事法に基づく香粧品における表示事項の理解を

促すために、パッケージデザインを行なった。その結

果、表示事項を理解するという目的は達成できたと考

えている。また、本授業で製作したパッケージが実際

の商品に利用されることはなかったが、100 以上のパ

ッケージデザインをデータベース化することができ

た。これらの資料は、新しい商品開発の際に活用する

ことが可能であり、その価値は高いものと推察してい

る。このようなことから、授業を活用した産学連携の

取組は一定の成果を挙げたものと考えている。 

しかしながら、現時点では香粧品化学の授業全体に

どのような効果を及ぼしているのかは評価していな

い。今後、パッケージデザインに関するアンケート等

を実施し、授業全体の構成を再検討していくことが必

要であると考えている。また、今回の授業では、個人

で作業を行い、提出、訂正するという作業だけで終了

しており、自分が制作したパッケージデザインをプレ

ゼンテーションするための時間を設定ことができな

かった。自分の作ったパッケージを元に、消費者に受

け入れられるものに磨きをかけていくような、学生間

で様々な議論を行うことも必要であると考えている。 

香粧品化学の授業だけではなく、デザイン等の美術

系の科目と連携することで、薬事法に基づく表示内容

だけではなく、配色やデザイン等にも指導が行き届い

た、より本格的なパッケージデザインの制作を行なう

ことが可能である。授業間で連携した取組みを行なう

ことで、産学連携を含めた充実した教育環境を整える

ことができるものと期待できる。 
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