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〈教育シリーズ〉
皮膚をみる人たちのための化粧品知識

化粧品の種類と使い方
—スキンケア化粧品—

南 野 美 紀*

Types of Skincare Cosmetics and Their Usage
Miki MINAMINO*
Abstract
Cosmetics that are used daily to keep our skin healthy and to make it look attractive, are available in many types where
ingredients comprising them vary depending on the formulation in which they are contained. The infant stage of modern
Japanese cosmetic history just after the Meiji Restoration (1868) saw many novel products appearing on the market one after
another due to demands and changes in consumer perceptions, new ﬁndings in dermatology and the birth of new ingredients
and development of formulation technologies, where up until then, only limited items e.g., facial cleansers and skin lotions
for skincare and face powders, rouge and eyebrow pencils for makeup were commercially available. The myriad of cosmetic
formulations available today are the fruits of the technology development history to meet consumer demands. With the recent
advent of consumers demanding both efﬁcacy and safety concurrently, cosmetic research and development too has entered a
new era, and changes are envisaged in marketing strategies as well. Hence, to safely make full use of the products that ﬂood
the market today, their proper usage should be understood and executed correctly. This article will attempt to outline the
types and usage of skincare cosmetic products that ﬂourish the market through tracing the history of cosmetic technologies
and marketing strategies.
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することも重要になる。

はじめに

そこで本稿では，市場にあふれる多くの種類のスキン

健康な皮膚を保ち，美しく魅力的にみせるために日常

ケア化粧品の種類と使い方について，化粧品開発技術と

的に使われる化粧品は，その種類も多く，構成する成分

マーケティングの歴史的な変遷を踏まえながら概説す

も剤形ごとに異なる。明治初期の近代化粧品史の黎明期

る。

には，スキンケアでは洗顔料と化粧水，メイクアップで
は白粉（おしろい），紅，眉墨など限られたアイテム（品

2.

化粧品の分類方法と使用手順

目）しかなかった化粧品が，消費者の嗜好や要望の変化，

化粧品は，薬機法 1）2 条 3 項で，「人の身体を清潔に

皮膚科学の新しい知見，素材や製剤技術の開発により，

し，美化し，魅力を増し，容貌を変え，または皮膚もし

新規剤形が続々と生まれ現在に至っている。現在多くの

くは毛髪をすこやかに保つために身体に塗擦，散布，そ

化粧品アイテムが存在するのは，消費者ニーズに応えて

の他これらに類似する方法で使用されることが目的とさ

技術開発が進められてきた歴史の成果といえる。

れている物で，人体に対する作用が緩和なものをいう。」

近年，消費者は化粧品に機能性を求めており，化粧品

と規定されている。「人体に対する作用が緩和なもの」

メーカーも使用実感が得られる化粧品開発を進めてい

とは，正常な使用方法のみならず，誤使用のときでも人

る。化粧品の機能を最大限に活かし安全に使うために

体に強い作用を及ぼさないもので安全性の高いものをい

は，各アイテムがどのような目的と方法でその機能を獲

う。

得しているかを知るとともに，それらの使用方法を理解
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