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はじめに

　近年、企業の社会的責任（CSR）に対する関心が高

まっている。規模の大小を問わず、多くの企業は、自

主的に社会貢献活動に取り組んでいる。

　筆者は、メイクアップアーティストとして、　　　

用いて障害をはじめとした社会的な課題を　　　　　

に対する支援活動を行ってきた。こうした中で、　

を用いたCSRに関する研究がないか、調べてみること

にした。CiNiiで検索したところ、　　　　　　　　

粧品の視覚障害の女性を対象とした

関するCSR活動を報告したもの、株式会社資生堂の社

会貢献策をケーススタディで報告したもの、　　　　

界の社会的責任を考察したものという、3つの論文だ

けが見出された。

　化粧を用いたCSRについて関心を持ち始めたところ、

株式会社ナリス化粧品（代表取締役：　　　　　　：

大阪市福島区）の東日本大震災の被災者に対する支援

活動を知る機会があった。このため、半構造化面接を

通じて事例研究を行うことができないかと考え、美容

担当部長の谷都美子氏にインタビューを依頼した。

　以上のような経緯で研究を始めたことから明らかな

ように、本稿は、文献による調査やインターネットで

の検索を踏まえている。そのうえで、谷氏への半構造

化面接をもとに、化粧を用いたCSR活動について検討

した結果をまとめたものである。
　　　　本論で詳しく述べるように、化粧を用いたCSRの活

動に関する研究は、化粧研究の観点からいえば、化粧

の社会的役割に関する研究の一部といえる。化粧の社

会的役割に関する研究は、筆者自身のものを含め、多

様な視点から実施されてきている。しかし、その大半

は個人の心理的課題に対応するものである。

　前述したように、CSRとの関連で論じたものは極め

て少ない。しかし、化粧の社会的役割に注目してきた

筆者としては、この分野の研究の幅を広げていくこと

が必要だと認識している。本稿は、その試みのひとつ

と考えている。

1　化粧の社会的役割に関する研究とCSR

1－1　化粧の社会的役割に関する先行研究

　化粧の社会的役割に関する研究は、数多く行われて

いる。松井らは、一般女性の化粧行為の動機について、

673名の女性を対象に質問紙調査を実施した。

２.化粧を用いたCSR活動の可能性
－ナリス化粧品の被災者支援活動の事例を中心に－

池坊短期大学准教授　
平岩久里子

この調査では、化粧行為者が実感する主観的効用、

化粧行為者に起こる対人場面での対人的効用、社会的

適応や心理的な安定を起こす効果を期待することが、

一般女性の化粧行動を動機付ける理由となっているこ

とを明らかにした。主観的効用とは、化粧行為者が化

粧行為によって得られる楽しみなどの自己満足感を意

味している。対人的効用とは、社会的役割などを自覚

したり自己顕示欲を満たしたりする対人場面での利点

を意識した効用である。化粧行為によってこれらが成

就されることで、社会的適応や心理面の安定が促進さ

れると結論づけている。

一般女性を対象にした松井らの調査と異なり、特定

の人々を対象にした研究も存在する。日比野らの研究

は、そのひとつだ。この研究では、抑うつ傾向にある

20代女性389名に化粧の効果を検討し、化粧が肯定的

な感情をもたらしたことを明らかにした。また、互 

は、抑うつ傾向にある19名の中年期の女性に2週間に

1回、計6回の美容専門家の化粧と自宅での化粧指導を

行った結果を分析した。この調査でも、化粧後の心地

よさの体験と生理的変化や毎日の積極的な化粧により、

抑うつ傾向の低下が報告されている。寿の精神障害者

の女性を対象とした事例研究では、12名の女性に化粧

セラピーを行った結果、化粧とは単なる外見を良く見

せるためだけではなく、女性の社会性や積極性を高め

自己確立を促すことが示唆されている。

さらに、化粧の社会的役割に関する調査や研究は、

10年ほど前から、がん患者に対しても行われるように

なった。こうした調査や研究が始まる前は、医療界で

は、がん患者に対して治癒率や延命率が重視されてき

た。しかし、メイクアップセラピーをはじめとした化

粧を、がん患者のQOLの尊重に関連づけるようになる

など、医療側の認識に変化がみられるようになった。

このように、化粧には精神的、肉体的だけでなく、社

会的にも効果があるという研究が進んでいる。

化粧を産業としてみると、化粧品メーカーが最も重

要な存在といえよう。

この化粧品メーカーによるCSR活動は、多様かつ大

量に行われており、知名度が極めて高いものも少なく

ない。乳がん患者を支援する活動に資金援助を行うた

めの募金イベントである、エイボンのピンクリボンキ
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ャンペーンは、その一例といえる。しかし、「はじめ

に」で述べたように、化粧とCSRに関する研究成果と

しての論文は、CiNiiで検索した限りにおいては、わ

ずか3点しか存在していない。このため、先行研究に

ついては、ここでは触れず、本稿の研究の枠組みにつ

いて、示しておくことにする。

　これまで、CSRという言葉を用いてきたが、その定

義をしておく必要がある。CSRは通常、3階建てといわ

れている。1階がコンプライアンス、すなわち法律の

遵守である。2階が企業倫理で、法律では禁止されて

いないものの、倫理的に正しい企業行動を取るべきと

いう考えだ。最上階の3階は、一般的にフィランソロ

ピーと呼ばれている。企業がNPO等に寄付や従業員の

ボランティアを提供することなどをさす。

　しかし、この3階建ての構造のさらに下に、本業が

存在する。すなわち、企業が社会に求められている製

品やサービスを適正に提供することだ。例えば、化粧

品メーカーは、購入者に対して、化粧水により肌のあ

れを防止したり、キメを整えたりする。こうした製品

を製造、販売する過程で、労働法や衛生管理に関連す

る法律を遵守することがコンプライアンスになる。新

しい化粧品の開発に当たり、動物実験を行うことは、

法律上問題ないとしても、倫理的に問題という指摘も

ある。こうした指摘に対応することが、企業倫理だ。

ィランソロピーは、前述のエイボンの例でいえば、乳

がんの治療の研究や乳がん患者への支援を行うNPOへ

の寄付などが、これに相当する。

　このように、CSRを4階建てと考えたうえで、CSRに

企業が取り組む理由を最下層の本業と関連しているか

どうか、支援の形態として、財政的な支援と人的な支

援にわけてみた。表1がそれである。後述する本稿の

事例研究の対象となるナリス化粧品のCSRの分析にお

いては、この枠組みに沿って、検討していくことにな

る。

（表1）企業の支援内容と本業を関連させたCSRの分類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筆者作成

2　「心人（こころびと）プロジェクト」の概要

　ここでは、ナリス化粧品による化粧を通じたCSR活

動について、フィランソロピーに焦点を当てて検討し

ていく。このフィランソロピー活動は、同社では、心

人（こころびと）プロジェクトと呼んでいる。2011年

の東日本大震災と2016年の熊本地震の被災者を対象に

した活動である。

 「心人プロジェクト」とは、「心身に触れるケア」

を提供する支援活動である。「小さなことでもいい、

できることからはじめよう」という気持ちから、有志

で集まったナリス化粧品の社員やビューティーアドバ

イザーが、震災で傷ついた心や長引く避難生活でスト

レスを抱える被災者に対して、無償でメイクアップや

ハンドマッサージを提供する活動を中心に、さまざま

な支援活動を行ってきた。

　表2は「心人プロジェクト」の支援内容を表1に沿っ

て分類したものである。まず、支援内容を企業の本業

に関連するものと本業と無関係なものにわけた。さら

に、寄附などの財政的支援とボランティアなどの人的

支援にわけて、具体例を示した。以下、具体例として

あげた、ＡからＥまでの内容を説明していこう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筆者作成

Ａ)乳液の配布

　ナリス化粧品の本業は、化粧品の製造、販売である。

寄付というと、金銭をイメージしがちだが、企業の寄

付においては、インカインド、すなわち現物の寄付も

しばしば行われる。ナリス化粧品における、乳液の配

布という自社製品の寄付は、この一例である。以下、

寄付に至った過程を説明していく。

　東日本大震災の発生直後、谷氏は、被災者への支援

活動を現地で実施することを決意。その手法として、

乳液を用いた、ハンドマッサージを考えた。必要とな

る乳液は、谷氏が会社に依頼、会社は１万本用意した。

この時の様子について、谷氏は、「すぐ（会社は）物

流センターに電話をして、１万本用意するように指示

してくれましてね」と語った。

　社員らによるハンドマッサージの施術を受けた被災

者は、乳液を使用することで、日常生活に戻っても肌

を触り、手入れをすることで、被災時の苦しい状況か

ら一時的にせよ解放される時間を持つきっかけになる。

被災しているときはもとより、普段でも自分のことに

かまう余裕があまりない生活の中で、そのような時間

を持つことは、自分を慈しみ大切にする気持ちを取り

戻すことになるといえよう。

　　　　　　　　　　　参加者は、会社から提供され

（表2）「心人プロジェクト」の支援内容
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た乳液をハンドマッサージの施術に使っただけでなく、

施術を受けた被災者らに乳液を無料で配布した。これ

が物品寄付である。

B) 義援金集め

　東日本大震災という未曾有の災害が発生した時、ナ

リス化粧品は、乳液の提供とハンドマッサージを第一

の優先順位に置いたわけではない。まず、震災発生の

3月11日、営業本部で対策本部を設置し、社員の安否

確認を開始した。3月12日には、対策本部会議で被災

地域のリストアップと得意先の安否の確認を始めた。

3月13日、担当役員を中心に東北、関東のスタッフを

組織化するとともに、被災地に土地勘のあるメンバー

を召集、被災地に赴き、安否確認と情報収集、支援活

動をスタートさせた。3月15日になると、日本全国で

支援物資の調達、被災者への訪問を開始。3月16日に

は、義援金集めを始めたのである。

　義援金ということばは、被災者に直接、あるいは赤

十字などを通じて間接的に資金を提供することをいう。

東日本大震災では、被災者支援を行うNPOなどへの資

金提供が企業や個人から相次いだ。これは、支援金と

呼ばれる。ナリス化粧品は、この支援金も提供した。

例えば、NPO、企業、行政、住民組織などの連携によ

り大規模災害の被災者支援を実施しているNPO法人、

シビックフォースに対して、現金700万円、物品300万

相当、得意先からの現金50万円を寄付したという。

　このように東日本大震災当日に対策本部を設置し、

そのわずか2日後には被災地に赴くなど素早い行動が

とれたのは、訪問販売を中心にしたナリス化粧品の事

業特性を活かせたためといえる。全国各地の顧客に対

して、24万人にのぼるビューティーアドバイザーらが

日常的に販売活動を行っており、東北の被災地でも、

土地勘のある関係者が多く存在したのである。

C) メイクアップ・ハンドマッサージ

　化粧には免疫力を向上させ、社会性や積極性を高め、

コミュニケーションを円滑にするなどといった効果が

あることが、先行研究でも示されている。また、人は

触れられると緊張感の緩和や「幸せホルモン」と呼ば

れるドーパミンが分泌され、リラックスできる。この

ような化粧の効果を活用し、「心人プロジェクト」で

はメイクアップやハンドマッサージの施術を行ってい

る。ハンドマッサージは男性や子どもにも施術が可能

であるため、取り入れやすいという利点がある。

　東日本大震災においては、被災者１万人を目標に設

定し、ハンドマッサージやメイクアップなどの「触れ

るケア」を実施している。2012年から活動を開始し、

福島県を中心とした被災者や関西在住の避難者を対象

に行っており、現在も継続している。

　ハンドマッサージを実施している際の、被災者の心

理的変化について、谷氏は次のように語った。  

　 　触れるケアを）やっているうちに（被災者の方

と気持が合ってくる。気持ちが合うと、相手の方が、

すごく辛いんだとか、ご飯食べたくないとか、自分の

ことを語ってくれる。面と向かっているとそういう時

間が大事で、すぐには帰らないんですよね。」　
　参加した被災者は「触れるケア」を体験し、安心感

から、つらい気持ちを言葉にすることができ、心身と

も楽になるのだろう。また、参加後は集会所でおしゃ

べりをしたり、町の歌を歌ったりホッとできる時間を

過ごすことができる。同じ悩みを抱える人と情報交換

をしたり、苦しみを共有できる仲間と過ごす時間は、

かけがえのないものといえよう。

　東日本大震災の経験を活かし、熊本地震の被災者に

対しても、2016年6月25日、26日、7月16日、17日、熊

本県益城町保健福祉センターで同様の支援活動を行っ

た。この活動は、熊本市にある熊本学園大学の学生ボ

ランティアと協働で実施されたものだ。

　熊本学園大学は、いち早く大学を避難所として被災

者に開放し、教員や学生がボランティアとして避難所

を支えるなどの活動をしていた。谷氏が「ボランティ

アでハンドマッサージとかできますよ」と言うと、学

生たちが興味を示し「今やってって感じで、学生さん

と被災された方に、レッスンみたいに行っているうち

に、ああ、これいいなと」という流れで、学生ボラン

ティアにハンドマッサージの技術を教え、協働での活

動が実現したという。

　　　　　　「心人プロジェクト」　

　　　　　　ハンドマッサージの様子
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おわりに

　ナリス化粧品の事例は、東日本大震災と熊本地震

という大規模な災害の後の支援活動であり、同社以

外にも数多くの企業による取組みがあることは論を

待たない。また、災害時の企業の被災者支援活動に

関する研究も数多く存在する。しかし、化粧品メー

カーによる本業と関連させた支援と、本業に直接関

係ない支援、さらに支援内容を財政支援と人的支援

という、大きく４つに分類して、整理、検討した研

究は、これまでないのではないだろうか。

　被災者支援には、緊急支援から復興まで、いくつか

の段階がある。ナリス化粧品の場合、義援金集めなど

の緊急支援も行っているが、注目すべきは、化粧とい

う日常生活に潤いを与える、いわばQOLに関連する　

カーとして、被災者の心身の改善にゆっくりと寄与す

るプログラムを提供していることにあるといえよう。

また、エステやネイルなどの、自社の事業の延長上に

生まれる仕事のスキルの獲得を支援していくことは、

自らのビジネスの持続的発展にもつながっていく。こ

のような形態は、戦略的なフィランソロピーというべ

きものである。

　化粧を研究対象としてきた筆者は、化粧の使用者

に対する心理的、肉体的なメリットについての研究

の重要性を否定するものではない。しかし、化粧の

社会的な効果が存在することは、多くの研究を通じ

て認識されており、その効果を高める手法をより積

極的に開発していくことも望まれていると考えてい

る。しかし、こうしたことは、研究者だけでできる

ものではなく、化粧に関わる企業もCSRというキー

ワードを通じて参画することが望まれる。そのため

に、参画の手法や現状、課題などを、研究者として、

今後も研究対象としていきたい。

松井豊・山本真理子・岩男寿美子（1983）「化粧の
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P129

寿マリコ（2010）「メイクセラピー―精神障害者の
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D) 職業訓練

　東日本大震災では、被災地に留まることができず、

地元を離れ、仕事を失った人も少なくない。いわゆる

県外避難者の多くが、こうした人々だ。ナリス化粧品

では、本業につながるエステやネイルの職業訓練を行

うことで、県外避難者の自立をサポートしている。

　谷氏は、「職業訓練を大阪で実施することが大切だ

と考えました。若い方は福島から移住されても、親は

残っているんですよね。お母さんから、あなたは若い

から大阪へ行きなさいって言われて大阪に来ました。

最初はお金の援助があるけど、そんなことだけじゃこ

れから生きていけないかなって、ネイリストの資格を

取るとか、エステの資格を取るとか、それで自立した

いから」と語った。

　福島県から大阪府へ避難しているある女性は、ナリ

ス化粧品の教育プログラムであるネイルやエステの技

術を勉強し、卒業。このプログラムの利用者として、

自立に向けた一歩を踏み出したという。

E) 被災地の物産販売

　被災地での被災者への支援に加え、県外避難者への

支援も行っているものの、被災者の大半は、長年住み

慣れた地元に戻りたいという意識が強いだろう。しか

し、地元の経済が復興しなければ、戻ったところで生

活ができない。こうした現実を受け、実施しているの

が、被災地の物産販売である。

　ナリス化粧品では、自社の研修センターや関西での

イベントなどで、福島県の物産販売や福島県の仮設住

宅の住民が作ったエコタワシなどの販売を行っている。

エコタワシ販売は、富岡町社会福祉協議会の「おだが

いさま工房」を支援する活動である。富岡町の町民は

故郷を離れ避難を余儀なくされた生活を送る中、生き

がいや希望を作ることを目的として、エコタワシや草

木染め、織物、編み物などの製品を制作している。新

しい環境の中で、製品の制作という作業を通じて被災

者の生きがいやコミュニティの再生など、希望をつく

りだす活動になっているという。こうして制作された

製品を販売しているのである。

  　谷氏（向かって左）へのインタビュー風景
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