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要約 
 本調査研究は、我が国における流通・取引慣行における再販売価格維持行為（以下「再販」

という。）の規制のあり方について検討を行うにあたり、参照すべき基礎的データに資する

ことを目的に、計量経済学の分析手法を用いながら実証研究を行ったものである。 

 第 2 章では経済学の理論及び実証研究の文献を調査し、再販に対する経済学者の共通見解

がどのようなものであるかを描き出している。これまで経済学理論からは様々な再販の合理

化議論が提起されているが、それらの現実適合性について、実証研究でどの程度理解されて

いるかについて調べた結果、再販は産業や企業の個別具体的な特徴によって結果が異なる可

能性があることが明らかとなっている。 

 第 3 章では我が国の化粧品産業における再販指定の取消の前後のデータを用いて計量経済

分析を行っている。これまでは単純な前後比較で再販の効果を調べることが多かったが、本

調査研究では Difference-in-Differences 分析（DD 分析）を用いて、再販の効果をより精緻に

分析することを試みた。その結果、再販によって化粧品需要が高まり販売数量が増加する可

能性があることが明らかとなっている。この結果は、再販を行ったとしても必ずしも消費者

が利益を損なうとは限らないことを示唆しており、再販を当然違法とすることが社会的に最

適とは言い切れない可能性があるだろう。 

 第 4 章では、第 3 章の実証分析を補強する目的で行った化粧品に関する消費者アンケート

を実施した結果について触れている。約 1000 名の消費者に対しインターネットによる調査

を行い、10名の販売業務従事経験者に電話インタビューを行っている。その結果、試供

品・テスターや商品説明といった小売店におけるサービスが、再販を行っている期間により

充実しており、消費者はそれらの小売店におけるサービスによって購入意欲や購入後の満足

感を高めていたことが分かった。この結果は再販期間に販売数量が増加した（非再販品に比

べて減少しなかった）可能性と整合的である。 

 以上、本調査研究の主要な結果は、我が国の化粧品業界において、再販により消費者の利

益がむしろ向上していた可能性があると言え、再販を行うことによって消費者利益が損なわ

れるという考え方は必ずしもそうとは言えない可能性があるのではないか。再販規制は合理

の原則に基づいて実証的な分析を参照して行うべきものであると考える。 
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1. はじめに 

米国のリージン判決や欧州委員会のガイドライン改訂にみられるように、再販売価格維持

行為は、個々の事案ごとに是非を検討すべきであるという考え方が進みつつある。一方、我

が国独禁法における再販売価格維持行為は、原則違法であり、正当化事由があれば認めると

している。しかしながら、和光堂事件における最高裁判決を前提とすると、再販売価格維持

行為の正当化の基準は非常に厳しいもののように思わる。実際にどのような場合に正当化が

認められるかの明確な実務上の指針もなく、また正当化が認められた事例も存在しないため、

再販売価格維持行為の正当化が認められる可能性は実質的にはほとんどないのではないかと

考えられる。 

これら規制の指針である流通・取引慣行ガイドラインは、1991 年に制定され、20 年以上

にわたり実質的な改定はなされていない。この間、メーカーと流通の力関係は変化しており、

ブランド内競争の激化による価格の下落等により、メーカーにおけるブランド戦略に影響が

おきてきている。また、メーカーが流通チャネルごとに実際の販売価格や販売先などを調査

することは価格拘束の手段として違法となりうる旨が示されており、このことにより消費情

報等の重要な情報がメーカー、流通間で遮断され、十分なマーケティングを展開できない状

況となっている懸念がある。 

再販売価格維持行為の経済学的な正当化については、商品説明・品質のシグナリング等、

販売前サービスのフリーライドを防止することや、小売店の仕入れリスクの低減など、再販

売価格維持行為は競争促進的効果を持ちうるという理論的説明をなされているが、これらの

理論がどの程度現実に合致するものなのかについては、あまりよく知られていないのが実情

である。単なる理論的可能性なのか、広範な現実を説明できるものなのか、あるいは特定の

状況にのみあてはまるものなのかといった問題に解答を得るためには、再販売価格維持行為

の経済効果に関する実証的な証拠を検証する必要がある。しかし欧米でも長い間当然違法の

扱いを受けてきたために、実証研究は世界的にも未だ十分に蓄積されていない。 

我が国でも再販売価格維持行為の効果に関する実証研究はほとんど存在しない。再販指定

取消に伴い公取委が実態調査を行ったり、内閣府が政策効果の実証分析の一環として再販売

価格維持行為の効果を検証しようと試みたりしているが、単純な前後比較に依拠しており、

分析手法に改善の余地がある 。単純な前後比較は、再販売価格維持行為の効果と同時に発

生したそれ以外の効果を区別することができず、純粋に再販売価格維持行為の効果を検証し

たことにはならないという問題が生じる可能性がある。我が国の再販売価格維持行為の効果

を分析する上では、このような問題点を回避した、より納得性の高い再販売価格維持行為の

実証分析が必要である。 

そこで本調査研究では我が国の化粧品業界の再販指定取消の効果を自然実験の手法を用い

て計量経済学的に分析することとする。今回、分析対象とした化粧品については、過去に再

販の適用除外とされていたものであり、今回の分析に当たり、化粧品メーカー数社に聞き取

り調査を実施すると共に、化粧品の消費者や販売業務従事経験者にアンケート調査を行うこ

とで、定量分析の結果を定性的な情報で補強することとした。 

 

2. 価格制限行為（再販売価格維持行為）および非価格制限行為に関す

る文献調査 

本章では再販売価格維持行為および非価格垂直制限行為に関する経済学研究および事例に

関する文献を調査し、我が国の再販売価格維持行為および非価格垂直制限行為の規制の是非
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に係る問題に対して経済学から何が言えるかをまとめ、次章における実証研究の動機付けを

行う。 

 再販売価格維持行為は 2007 年に米国連邦最高裁で当然違法から合理の原則で処理すべき

問題と判断された。EU でも再販は特例として認められる場合が拡大される動きがある。我

が国では再販は原則違法で正当化を認めるという立て付けになっているものの、和光堂事件

の最高裁判決を前提とすると、当然違法と何ら変わりない状況にあると解されている。 

 このように再販は欧米や我が国で長らく厳しく規制されてきたが、再販が当然に違法とみ

なされるべき程に競争への悪影響が大きいものかどうかは、実はあまりよく理解されていな

いのが実情である。そもそも欧米においても、再販の悪影響を示す決定的な実証的な証拠に

基づいて厳しい規制が導入されたわけではない。また当然に違法なものと扱われてきたため

に、再販の効果を実証的に分析しようにも十分なデータが入手できないという問題がある。 

 本章では、まず再販の効果に関する経済学理論を整理し、続いて数はあまり多くないが、

再販の効果に関する経済学者による実証研究を紹介する。また、価格以外の垂直制限に関す

実証研究も併せて整理しておく。 

 

2.1. 再販売価格維持行為の競争への影響に関する経済学理論 

 2007 年に Leegin 判決で米国の連邦最高裁は再販に合理の原則を適用すべきと判断を下し

たが、経済学者の間では再販には競争制限的な側面と競争促進的な側面の両方があることは

広く知られていた。再販が競争制限的か競争促進的かは、再販が行われる産業の個別具体的

な事情を勘案した上で決める必要があるというのが合理的な経済学者の共通の見解といえる。

そこで、まず再販の競争制限的な効果と競争促進的な効果を挙げておく。 

2.1.1. 再販の競争制限的効果 

 再販の競争制限的効果は大きく分けて 2 つある。1 つは水平的な価格制限（カルテル）の

場合であり、もう 1 つは競争者の排除である。 

2.1.1.1. 再販とカルテルの関係 

まず、小売店間のカルテルのために再販が利用されるケースである。たとえば化粧品の小

売を行う複数の店舗が共謀してあるメーカーの化粧品を同じ価格で販売することにして、メ

ーカーに再販を依頼したとする。メーカーとしては自社製品の販売量が確保できればよいの

で、小売店の共謀に加担するインセンティブはないが、小売店のカルテルの規模が十分に大

きければ無視するわけにもいかず、再販を行うことがあり得る。この場合、低コスト体質の

小売店が同じメーカーの商品を安く売ることが排除される可能性があり、小売店の効率性向

上やイノベーションを阻害する副次効果もある。 

 また、再販は 2 つの面で川上のメーカーによるカルテルを容易にする効果もあると考えら

れる。1 つはMathewsonら (1998) 1およびJullienら (2007) によって示されたカルテル参加企業

の価格相互監視を容易にする効果である。一般にカルテルが崩壊しにくいのは、カルテル参

加企業が他社の価格を監視しやすい場合である。再販を行えばあるメーカーの商品はどの小

                                         
1  Mathewson, F. and Winter, R. (1998) “The Law and Economics of Resale Price Maintenance,” Review of Industrial 

Organization, Vol. 13, pp. 57-84. 
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売店でも同じ値段になるので、カルテル企業は他社が値下げをすればすぐに発見することが

できるであろう。もう 1つは、メーカーによるカルテル破りのインセンティブを喪失させる

効果である。再販を行わない場合は、カルテル参加メーカーはカルテルに違反して価格を少

しだけ引き下げることによって市場シェアを他社から奪い取ろうというインセンティブが働

く。しかしカルテル企業が全て再販を行う場合、仮に卸売価格を少しだけ引き下げてシェア

を奪おうとしても、卸売価格の引き下げに準じた小売価格の引き下げが行われず、市場シェ

アを奪取することができないため、そもそもカルテル企業がカルテル破りをするインセンテ

ィブが失われてしまう。 

 留意すべきは、カルテルを容易にする効果はいかなる市場においても常に問題になるわけ

ではないことである。カルテルを行うために再販を用いる場合、もともと産業に協調行動を

とろうという傾向が強い場合が普通であって、非常に競争的な産業においてしのぎを削る企

業同士が再販をきっかけに協調的に価格設定を行おうとするようになるというのは考えにく

い。また協調行動が起こりやすいとしても有力なアウトサイダーがいる場合には、再販を行

った場合であっても価格の引き上げが成功するとは限らない。結局、再販がカルテルを容易

化する効果はあるとしても、それが有効に機能するかどうかは、個別具体的な市場の状況に

依存するのであって、再販があれば間違いなくカルテルが促進されるというものではないの

である。 

 

2.1.1.2. 競争者の排除 

 次に再販による競争者の排除であるが、メーカー段階と小売段階の 2 つの場合が想定され

る。まずメーカー段階では、再販を行う企業が小売店を支配して、他のメーカーが販路を確

保することを阻害することが考えられる (Asker and Bar-Isaac, 2011)2。このような効果が常に

あり得るわけではないことには注意が必要である。市場シェアが小さく、有力でないメーカ

ーがいくら再販で高いマージンを小売店に保証したとしても、知名度が高く有力な企業が参

入してくれば小売店はそれを無視することはできないはずである。したがってこのような再

販の効果が現実味を帯びるのは、再販を行うメーカーの市場支配力が十分に強いときである。

ここでも個別具体的な市場の状況を検証することが必要である。 

 再販による競争者の排除は小売段階でもあり得る。再販を行うと同一のブランド（商品）

がどこの店でも同じ価格で販売されることになるので、小売店が浸透価格戦略で新規参入を

図ることが困難になる。小売店による参入意欲が低下しやすいのは、品揃え、サービス、あ

るいは小売店の技術等によって競争することが難しい市場においてである。これらの市場で

は、新規参入のため低価格戦略が用いられやすくなるため、特に新規小売店の参入意欲の低

下をもたらすものと考えられる。 

2.1.2. 再販の競争促進的効果 

再販の競争促進効果は大きく分けて 2 種類に分けることが可能である。1つ目は、フリーラ

イドの防止である。例えば、販売前サービス（商品の説明、商品の陳列・展示を含む）の提

供を小売店に促す効果などがこれに該当する。二つ目に、製造販売者と卸売・小売とのイン

センティブを一致させることによる効率性向上の効果である。二重限界化（卸売、小売の両

                                         

2  Asker, John, and Heski Bar-Isaac.  “Exclusionary Minimum Resale Price Maintenance.”  Working paper, Stern School 
of Business, New York University, 2011. 
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方の段階で発生するマージン）の解消、小売価格の決定権を奪うことで需要変動に伴う小売

店のリスク（過剰在庫の廉売など）から小売店を守り仕入れを増加させる効果などが挙げら

れる。また、取引費用や情報の非対称性の問題から、小売店が行うべき措置について、あら

かじめ詳細な条件を明らかにした契約を取り交わすことが困難な場合、再販を行うことが合

理的になる場面が想定される。 

 

2.1.2.1. 小売店による品揃え競争・販売前サービスの促進 

ある種の商品では、優れたサービスを提供する小売店が、安売り店によって駆逐される効果がみ

られることがあるが、再販には、優れたサービスを提供する費用を負担しない安売り店によるフリーラ

イドを防止し、優れたサービスを提供する小売店を保護し、製造者及び消費者の利益を守る効果が

ある。 

一般に、商品の機能が複雑な場合や、類似商品が多い場合には、消費者が商品の価値を購入

前に知ることが難しいため、小売店が商品説明等の販売前サービスを提供したり、多様な商品群か

ら高品質な商品だけを厳選して取り揃えたりすることが消費者にとって望ましい。しかし販売前サー

ビスの提供や厳選した仕入れに伴うコストは価格に反映されるため、優れた顧客サービスや洗練さ

れた品揃えを提供する小売店ほど小売価格が高くなる傾向がある。 

ところが消費者は、同じ商品なら、なるべく安い店で買いたいのが普通であり、洗練された商品を

揃え、充実した顧客サービスを提供する小売店で商品の品定めだけを行って、同じ商品を別の安

売り小売店で購入しようとするインセンティブをもつ。多くの消費者がこうした行動をとれば（安売り店

によるフリーライドが広範に行われると）、小売店は優れた顧客サービスや洗練された品揃えを提供

するインセンティブを失う。 

Telser の研究 (1960) 3およびMarvelら (1984) の研究 4によれば、再販はこのフリーライドを解消し、

顧客サービスや洗練された商品を充実させる競争を促進する効果を持つ。再販が用いられた場合、

どの小売店も同じ商品を同じ価格で販売するため、消費者が商品を安い価格で購入するために小

売店を移動することは起こり得ない。消費者は、洗練された商品を揃え、充実した顧客サービスを提

供する小売店で商品の品定めを行ない、そのままその小売店で商品を購入することになるため、品

揃えや販売前サービスの小売店間でのフリーライドは解消される。 

再販によるフリーライド防止効果が高いのは、機能が非常に複雑であったり、類似の商品が極め

て多かったりするため、小売店の販売前サービスや品揃え等が購入意思決定に与える影響が強い

市場においてである。 

なお本節の議論における「サービス」には、店頭修理サービスのような購入後にしか享受できない

サービスは含まれない。なぜならば、そのようなサービスはその小売店で購入したことを前提に提供

されるサービスであり、他店の購入者による利用、つまりフリーライドはできないからである。 
                                         
3  Telser の研究では、再販が小売店の販売前サービスのフリーライドを防止する効果について指摘している。詳しくは

下記文献を参照されたい。 

Telser, L. G. (1960), “Why Should Manufacturers Want Fair Trade?.” Journal of Law and Economics, Vol. 3, pp. 86-
105. 

4  Marvel らの研究では、再販が小売店の品揃えに関するフリーライドを防止する効果について指摘している。詳しくは

下記文献を参照されたい。 

Marvel, H. P. and S. McCafferty (1984), “Resale Price Maintenance and Quality Certification.” The RAND Journal of 
Economics, Vol. 15 (3), pp. 346-359. 
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2.1.2.2. 二重マージンの解消 

メーカーが小売店に商品を卸売する段階でマージン（卸売マージン）が発生し、さらに小

売店が消費者に商品を販売する段階でマージン（小売マージン）が発生する 。卸売マージ

ンと小売マージンという 2 つのマージンが上乗せされること（「二重マージン」という）に

より商品の価格は高止まりするため、消費者は商品を買い控えるようになる。 

Spengler (1950) の研究によれば 、再販の下ではメーカーが直接商品の小売価格を決定するた

め、小売価格に含まれるマージンが圧縮される（「二重マージン」が解消される）ため、商

品価格は一般に低下し、これにより消費者利益は増加する 5。また、商品価格の低下により、

消費者の商品購入量は増加するため、多くの場合、メーカー及び小売店の利潤も増加する 。
その理由について、Spenglerのモデルにしたがって説明を行う。 

Spengler のモデルでは、製造者が生産した 1 種類の製品が、製造者と小売店を経由して消

費者に対し販売される状況を想定している。最も単純な状況として、製造者と小売店が卸売

市場と小売市場を独占しており、それぞれの市場において価格支配力を行使できるものとす

る。また、垂直統合されている場合には、製造者と小売店の利益の合計が最大化されるよう

な小売価格が選ばれるが、ここでは、垂直統合されておらず、製造者と小売店は各々自らの

利益を最大化するような価格を設定するものとする。 

再販が用いられない場合、製造者は、小売段階の利益を度外視し、卸売から得る利益のみ

を最大化するように卸売価格を設定するため、一般的には、卸売と小売の利益の合計が最大

になる価格（垂直統合された場合の価格）とはならない。小売店が大きなマージンを上乗せ

した小売価格を設定し、販売量が低下することが分かっていたとしても、製造者は自らの利

益だけを最大化するために卸売価格にマージンの上乗せを行うために、小売価格は垂直統合

された場合の価格よりも高くなり、販売量は低下し、卸売・小売各段階の利潤の合計も低下

する（この現象を「垂直的外部性」と呼ぶ）。同様に、小売店は、仕入費用（卸売価格）が

高かった場合にも、小売段階の利潤を最大化するために、小売マージンを上乗せする結果、

垂直的外部性が生ずる。 

再販には垂直的外部性を解消し、製造者と小売店の利益を共に増加させる効果がある。再

販の下では、小売価格は垂直統合された場合の価格に等しくなる。この価格で再販を行えば、

製造者と小売店の利益の合計が最大化になるため、この合計を適切に配分すれば、製造者及

び小売店の利益が共に再販が行われない場合を上回るようにすることが可能である。結局、

製造者及び小売店の利益は増加するというのが、Spengler の研究の結論である。 

二重マージンの解消によって小売価格が低下するため、消費者余剰が高まる。二重マージ

ンの解消の効果は、製造及び小売の各段階でマージンが大きくなるとき、すなわちこれらの

市場が競争的でないときに強まることになる。例えば、小売店間競争があまり激しくなく、

小売マージンが大きい場合には、再販による小売マージンが大きく圧縮されるため、メーカ

ーと小売店の利益が共に高まりやすく、価格低下や商品の品質やバラエティの向上による消

費者利益の向上効果も生じやすい。また、メーカー間の競争もある程度緩やかである方が、

二重のマージンの解消によってメーカーの利益が増加し、参入が促進される可能性が高いと

考えられる。逆にメーカー間で激しい競争が行われている場合には、再販の下で商品価格が

                                         

5  Spengler, J. J. (1950).  “Vertical Integration and Antitrust Policy.”  Journal of Political Economy Vol. 58, No.4 
(August), pp. 347-352. 
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低下して、需要が増大しても、もともとマージンが薄かったため、メーカーが得る利益は大

きく増加せず、メーカーの再投資も新規参入もそれほど促進されないことになる。 

2.1.2.3. 上流企業・下流企業間契約執行の効率性向上 

 Klein と Murphyによれば、再販は、上流企業と下流企業の間で結ばれる契約執行の効率性を高

める効果を持つ 6。価格を維持することにより、上流企業が下流企業に対して正常利潤より大きなマ

ージンを与えた上で、取引停止によってそれを奪うというオプションを維持しておくことにより、エージ

ェンシー問題や契約の不完備性 7に伴い、下流企業がモラルハザードを起こしたり、あるいは契約

上明記されていない行動をとったりする場合に罰を行使できるため、下流企業はそのような行動をと

るインセンティブを失う。これにより、このような契約の執行を容易にし、契約から生ずる非効率性を

解消し得る。 

 

2.1.2.4. 需要のリスクに伴う過小在庫の解消 

 再販には、需要のリスクにより取引量が萎縮することを防ぐ効果がある。出版業界における再販制

度のように、現行の日本の再販制度は、通常、返品制を伴うため、誤った需要予測に基づく仕入れ

を行った結果、売れ残りが生じたとしても、小売店は売れ残りを返品すればよく、需要変動のリスクが

あっても取引量の萎縮は起こらない 。 

 しかし、返品制がない場合でも、再販は、一定の条件下において、小売店の在庫リスクを軽減し、

取引量の萎縮を防ぐ効果をもつことが、Deneckereら（1996 及び 1997）の研究によって明らかにされ

ている 8 。彼らの研究では、再販を課せば、小売店が売れ残りを廉売しないために値崩れが防がれ、

かえって小売店の利益が保護され、そのことにより、小売店は売れ残りによる損失を恐れず仕入れ

を行えるため、取引量が増加し、製造者の利益と消費者余剰が増加することが示されている。 

再販下の仕入れ増大は、一般的に消費者余剰を増加させる傾向がある。小売店が仕入を増やす

と、需要が大きかった場合の販売量は増加し、再販を用いなかった場合と比べて小売価格は低下

するため、需要が大きい場合の消費者余剰は必ず上昇する。一方、需要が小さかった場合には、

再販により、市場に供給される商品の量が、再販がない場合よりも減少し、価格も上昇するため消費

者余剰は減少する。しかし Deneckere らは、よほど需要変動のリスクが大きくなければ、需要の変動

を通じて、消費者余剰は一般的に増加する傾向があることを示している。なお、仕入の量の増加に

より製造者の利益は増加する。 

 

2.2. 垂直的取引制限の実証分析 

 前節のとおり、再販は競争促進効果も競争制限効果も存在することから、消費者厚生に対

してどのような影響をもたらすのか予見することは困難である。 

                                         
6  Klein, B & Murphy, K. M. (1988), “Vertical Restraints as Contract Enforcement Mechanisms”, Journal of Law & 

Econonomics, Vol 31, pp. 265-297. 
7  契約の不完備性とは、契約に漏れがあり、起こりうる全ての状況に条件付けることができないという問題のことである。 

8  Deneckere, R., Marvel, H. P., and J. Peck (1996), “Demand Uncertainty, Inventories, and Resale Price Maintenance”, 
Quarterly Journal of Economics, Vol. 111 (3), pp. 885-913.  

Deneckere, R., Marvel, H. P., and J. Peck (1997), “Demand Uncertainty and Price Maintenance: Markdowns as 
Destructive Competition.” The American Economic Review, Vol. 87 (4), pp. 619-641 
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他方、実証分析によれば、再販を含む垂直的取引制限行為は、上流企業が行なうことを選

択した場合には、消費者はより良い品質やサービスを享受することが可能となり、消費者厚

生が改善する。他方、政府の介入などによって垂直的取引制限がメーカーに対して強制され

ることになった場合には、価格上昇やサービスの低下によって消費者厚生は低下する。法律

上は価格制限（再販）と非価格制限は厳密に区別されているが、上述の効果は両者に共通の

ものであり大きな違いは見られないのである。 

Ornstein and Hanssens (1987) 9は、米国における蒸留酒に対する再販の効果を分析した。そ

の結果、再販は価格を有意に上昇させ、また酒の消費量を低下させたことが分かった。これ

は、消費者厚生の低下を示唆する結果である。 

Ippolito and Overstreet (1996) 10 は米国のガラス製品市場における、メーカーによる自発的

な再販が消費量および株価にもたらした効果を分析した。その結果、再販はいずれの変数も

増加させており、消費者厚生を改善する効果を持つ可能性があることが分かった。 

Gilligan (1986) 11 は様々な産業において再販が株収益にどのような影響をもたらすか分析

を行なったが、収益を上昇させる場合も低下させる場合もあり、消費者厚生への効果は明ら

かにならなかった。 

冒頭に述べたように、実証分析によれば、垂直的取引制限が消費者厚生を高めるかどうか

を分けるのは、当該垂直取引制限行為が上流企業によって自発的に行なわれたか、あるいは

政府の介入などによって強制的に行なわれたかどうかである。 

上流企業によって自主的に行なわれた非価格制限の効果を分析した研究の大半は、当該非

価格制限が消費者厚生を高めたという結果を得ている（排他的取引については Asker (2004), 
Sass (2004)、テリトリー制については Saas and Saurman (1993, 1996)、Azuoulay and Shane 
(2001) など、抱き合わせについては Hanssen (2000) など）が、消費者厚生を悪化させたとい

う結論を得ている研究も存在する。例えば Slade (2000) はビール市場における排他的取引が

価格上昇と消費者厚生の悪化をもたらしたと結論づけている（以上、表 2.1 参照）。 

他方、非価格制限が強制的に実施された場合の効果を分析した研究の大半は、ほぼ例外な

く再販が消費者厚生を悪化させたという結論を得ている（排他的取引については Cullbertson 
and Bradford (1991)、抱き合わせについては Hass-Wilson (1987) など）（以上、表 2.2 参照）。 

以上の実証分析結果は、再販の効果を分析する上では、誰によって実施された再販である

かに着目する必要があることを示唆する。少なくとも、メーカーなど上流企業による自発的

な再販は消費者厚生を改善するという傾向が見られることから、実施主体が再販の効果を予

測する上で有用であろう。 

 

                                         

9  Ornstein, S. I. and Hanssens, D. (1987), “Resale Price Maintenance: Output Increasing or Restricting? The Case of 
Distilled Spirits in the United States,” Journal of Industrial Economics, Vol 36 (1), pp. 1-18.  

10  Ippolito, P. M. and Overstreet, T. R., Jr, (1996), “Resale Price Maintenance: An Economic Assessment of the Federal 
Trade Commision’s Case against the Corning Glass Works,” Journal of Law and Economics, Vol 39, pp. 285-328.  

11  Gilligan, T. W. (1986) “The Competitive Effects of Resale Price Maintenance,” RAND Journal of Economics, Vol 17, 
pp. 544-556.  
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表 2.1 自主的な垂直的制限の効果に関する実証研究12 

論文 産業 検証対象変数 検証対象変数

への効果 
消費者厚生

への効果 
価格制限（再販） 

Gilligan (1986) 多くの産業 株式収益 ＋－両方 不明 

Ippolito and 
Overstreet (1996) 

ガラス製品 消費 ＋ ＋ 

株式収益 ＋ 

非価格制限 
排他的取引 

Slade (2000) ビール小売 価格 ＋ － 
Asker (2004) ビール流通 コスト － ＋ 
Sass (2004) ビール流通 価格 ＋ ＋ 

消費 ＋ 

テリトリー制 
Jordan and Jaffee 

(1987) 
ビール流通 価格 ＋ － 

Sass and Saurman 
(1993) 

ビール流通 価格 ＋ ＋ 

                                         

12  本表にリストされている論文は下記の通り。 

 Gilligan, T. W. (1986) “The Competitive Effects of Resale Price Maintenance,” RAND Journal of Economics, Vol 17, 
pp. 544-556. 

 Ippolito, P. M. and Overstreet, T. R., Jr, (1996) “Resale Price Maintenance: An Economic Assessment of the Federal 
Trade Commision’s Case against the Corning Glass Works,” Journal of Law and Economics, Vol 39, pp. 285-328.  

 Slade, M.E. (2000) “Regulating Manufacturers and their Exclusive Retailers,” in Foundations of Competition Policy, 
Morten Berg and Elinar Hope (eds.), London Routledge, pp. 133-149.  

 Asker, J. (2004) “Measuring Cost Advantages from Exclusive Dealing An Empirical Study of Beer Distribution,” 
mimeo, Dept. of Economics, Harvard University 

 Sass, T.R. (2004) “The Competitive Effects of Exclusive Dealing: Evidence from the US Beer Industry,” Florida State 
University mimeo. 

 Jordan, W. J. and Jaffeee, B. L., (1987) “The Use of Exclusive Territories in the Distribution of Beer: Theoretical and 
Empirical Observations,” Antitrust Bulletin, Spring 1987, pp. 137-164. 

 Sass, T. R. and Saurman, D. S. (1993) “Mandated Exclusive Territories and Economic Efficiency: An Empirical 
Analysis of the Malt-Beverage Industry,” Journal of Law and Economics, vol. 36, pp. 153-177 

 Azoulay, P. & Shane, S.  (2001) “Entrepreneurs, Contracts, and the Failure of Young Firms,” Management Science, Vol. 
47, pp. 337-358.  

 Brenkers, R. and Verboven, F. (2004) “Liberalizing a Distribution System: the European Car Market” ULB mimeo, 

 Hanssen, F. A. (2000) “The Block Booking of Films Reexamined,” Journal of Law and Economics, Vol. 43, pp. 395-
424. 

 Barron, J. M., Taylor, B. A., and Umbeck, J. R., (2004) “Will Open Supply Lower Retail Gasoline Prices?,” 
Contemporary Economic Policy, Vol. 22,  pp. 63-77. 
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消費 ＋ 

Azoulay and Shane 
(2001) 

複数の産業 生存率 
survival 

＋ ＋ 

Brenkers and 
Verboven (2006) 

自動車流通 価格 ＋ － 

抱き合わせ 

Hanssen (2000) 映画配給 消費 ＋ ＋ 

Sourcing restriction     

Barron, Taylor, and 
Umbeck (2004) 

ガソリン 価格 － ＋ 

 出所：Lafontaine & Slade（2008）13 

                                         

13  Lafontaine, F. and M. Slade. (2008).  “Exclusive Contracts and Vertical Restraints: Empirical Evidence and Public 
Policy.”  In P. Buccirossi (ed.), Handbook of Antitrust Economics, Ch.10, pp.391-414.  Cambridge, MA: MIT Press. 
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表 2.2 強制的な垂直的制限の効果に関する実証研究14 

論文 産業 検証対象変数 検証対象変数

への効果 
消費者厚生

への効果 
価格制限（再販） 

Ornstein and 
Hanssens (1987) 

酒類 価格 ＋ － 

ライセンスの

価値 
＋ 

消費 － 
非価格制限 
テリトリー制 

Smith II (1982) 自動車流通 ディーラー数 － 不明 

Culbertson and 
Bradford (1991) 

ビール流通 価格 ＋ － 

抱き合わせ 

Hass-Wilson (1987) コンタクトレ

ンズ 
価格 ＋ － 

Termination restriction 
Smith II (1982) 自動車流通 ディーラーの

数 
＋ 不明 

Brickley et al. (1991) 複数の産業 株式収益 － － 
ディーラーに対するライセンス制 

Smith II (1982) 自動車流通 価格 ＋ － 

消費 － 
ディーラー数 － 

Divorcement 

                                         

14  本表にリストされている論文は以下の通り。 

Ornstein, S. I. and Hanssens, D. (1987), “Resale Price Maintenance: Output Increasing or Restricting? The Case of 
Distilled Spirits in the United States,” Journal of Industrial Economics, Vol 36 (1), pp. 1-18. 

Smith II, R. L. (1982) “Franchise Regulation: An Economic Analysis of State Restrictions on Automobile 
Distribution,” Journal of Law and Economics, Vol. 25, pp. 125–157. 

Culbertson, W. P., and Bradford, D. (1991) “The Price of Beer: Some Evidence from Interstate Comparisons,” 
International Journal of Industrial Organization, Vol. pp. 275–89. 

Brickley, J.A., Dark, F.H., and Weisbach, M.S. (1991) “The Economic Effects of Franchise Termination Laws,” 
Journal of Law and Economics, Vol. 34, pp, 101–132. 

Barron, J.M. and Umbeck, J.R. (1984) “The Effects of Different Contractual Arrangements: The Case of Retail 
Gasoline,” Journal of Law and Economics, 27: 313–328. 

Slade, M. E., (1998) “Beer and the Tie: Did Divesture of Brewer-Owned Public Houses Lead to Higher Beer Prices?,” 
Economic Journal, Vol. 108, pp. 565-602. 

Vita, M.G. (2000) “Regulatory Restrictions on Vertical Integration and Control: The Competitive Impact of Gasoline 
Divorcement Policies,” Journal of Regulatory Economics, Vol. 18, pp. 217–233. 

Blass, A. A. and Carlton, D. W. (2001) “The Choice of Organizational Form in Gasoline Retailing and the Cost of 
Laws that Limit that Choice,” Journal of Law and Economics, Vol. 44, pp. 511–524. 
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Barron and Umbeck 
(1984) 

ガソリン 価格 ＋ － 

営業時間 － 
Slade (1998) ビール小売 価格 ＋ － 
Vita (2000) ガソリン 価格 ＋ － 

Blass and Carlton 
(2001) 

ガソリン コスト ＋ － 

 出所：Lafontaine & Slade（2008） 

 

 なお、これまでにみたような実証研究の結果を踏まえ、実務に携わる経済学専門家が、再

販に関する専門家の現時点の理解を以下のように要約している 15。 

 政府による再販の強制（規制）はカルテルを成立させやすい。 

 あまり競争的でない川上市場で再販をやれば、カルテルのおそれが強まる。ただしカル

テル参加企業（再販実施企業）の数が少なければ、再販によりカルテルが容易になるわ

けではない。 

 再販によるフリーライドの防止は、販売前サービスが重要でない商品には当てはまりに

くい。 

 フリーライド以外にも再販を行うインセンティブはある。 

 まず再販は必ずしも競争制限的とは限らないのだが、競争制限的になる場合があるので、

注意が必要であるということである。特に競争制限効果はカルテルや競争者の排除の形で現

れることがあるので、そのような効果が現れやすい市場であるかを分析すべきということに

なる。たとえば、カルテルの起こりやすい条件には以下のようなものがある。 

 商品差別化が少なく、商品のラインアップ構成や費用構造が似ている企業間（川上また

は川下） 

 一匹狼的な企業が存在しない 

 カルテル参加企業の市場支配力が強い（有力なアウトサイダーがいない） 

 カルテル破りの露見可能性及び懲罰の可能性が高い 

これらの条件を満たす複数の企業が再販を行っていれば慎重に競争制限効果の可能性を調べ

なければならない。逆にこれらの条件とは無縁の市場であれば、再販の競争促進効果が勝る

可能性が高いと考えられる。 

 また再販が競争者の排除や市場閉鎖を容易にする条件には以下のようなものがある。 

 企業の市場支配力が強い 

 参入障壁が高い 

                                         

15  以下の文献では経済専門家が対談形式で再販の効果に関する理解について論じている。 

NERA Economic Consulting. (2007). “Assessing the Competitive Impact of Resale Price Maintenance: Practical 
Implications of the Supereme Court’s Decision in Leegin.” Antitrust Insights (A NERA Newsletter) April-June 2007.  
Available at http://www.nera.com/extImage/AT_Insights_549_0707-FINAL.pdf 
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こうした条件は産業や商品によってまちまちであり、一般化することは難しい。経済学者が

合理の原則に基づいて再販規制を行うべきと考えるのは、このような市場の個別具体的事情

が多様であるからである。 

 

2.3. 再販売価格維持行為に関する議論 

 小売価格の引き下げを禁じる再販によって消費者が利益を得ることがありうるのかという

疑問を持たれる向きは法律家には多いかもしれない。そのように思うのは、企業が再販を行

うのは、小売価格を引き上げて利益を得ようとする行為を無意識に前提としているからでは

ないか。しかし独占メーカーであっても小売店間の競争を停止して小売価格を引き上げるの

は得策ではない 16。自社製品の小売価格を引き上げれば需要量は減少するので利潤が高まる

ことはなく、もし小売店が協調的になってメーカーとの交渉力を高めるようなことになれば、

メーカーの利潤はさらに減少するのである 17。するとメーカーが小売店間の競争を制限しよ

うとしているように見えるのは、小売価格を引き上げることが目的ではないと考えるのが自

然であろう。小売店間で自社の製品の安売り競争をしたとしても、メーカーの商品を指名買

いしたい顧客がどこの店で買うかを決定するだけに過ぎないわけであるから、競合メーカー

の商品を購入しようとしていた消費者に自社製品を購入してもらうことにはつながらないの

である 18。 

 小売店間の価格競争を制限するのは、それによってメーカーの利潤最大化に貢献するサー

ビスの提供を小売店に促すことができるからである。注意すべき点は小売店間の価格競争を

制限するのであって、小売店間の「競争」を制限するのではないことである。再販を行うこ

とによって競争の重点を価格から価格以外の商品価値を高めるためのサービスの提供にシフ

トさせるということが再販の本来の目的である。再販を否定的にとらえる論者は競争という

ものをかなり限定的に捉え、価格に注目する一方、価格以外の次元における競争を無視ない

し過小評価している傾向があるのかもしれない。 

企業が再販を行うのは小売価格の引き上げを目的と考えること自体、必ずしも現実的に妥

当な考え方ではない。企業が再販を行うのは、小売店間の価格競争を制限する代わりに消費

者にとってもメリットのある小売段階のサービス競争を促進することを念頭においているこ

とが多い。Giovannetti & Magazzini (2013)は 2007 年と 2009 年の間に英国の公正取引庁

（Office of Fair Trading）に寄せられた再販に対する苦情に関するデータを分析し、企業が再

販を行う理由は、企業の申し立てによれば、フリーライドの防止や顧客サービスの提供に限

                                         

16  極めて限定的な状況においては、小売マージンを競争的水準よりも高めに設定することによって、川上市場における

競争を緩和できる可能性を Rey & Stiglitz (1995)は示したが、これは現実的に成立する可能性が極めて低い状況に

着いての説明であって、通常は川上市場のメーカーがブランド内競争を制限することによって利潤を上げることは考

えにくい。 
Rey, P. and J. Stiglitz. (1995).  “The Role of Exclusive Territories in Producers’ Competition.”  RAND Journal of 
Economics 26(3)(Autumun 1995): 431-451. 

17  タバコのような嗜好品など、よほど需要の弾力性が低い商品であれば小売価格の引き上げによって利潤が上昇する

可能性はあるが、ブランド間競争もあり、価格引き上げが最適となる場合はあまり多くないと思われる。 

18  これがメーカーにとっての本来の需要増の意味であり、メーカーが重視するのは競合メーカーからの顧客奪取、すな

わちブランド間競争である。 
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らず、トレーニングの提供や広告宣伝、あるいはブランドイメージの保護のためであると述

べている 19。 

 また、再販を行えば必ず価格が上昇するという前提も必ずしも成立するとは限らない、実

証的検証を要する問題である。再販売価格維持行為は本質的には小売マージンを保護する点

が経済学的には重要であって小売価格を引き上げることだけが目的ではない。企業にとって

再販が最適な戦略であるならば、小売店による商品の説明、商品管理（たとえばビールの温

度管理）、小売店レベルの商品宣伝などのサービスが提供され、その分だけメーカーの負担

が軽くなり、品質向上や新技術開発のために投資するか、場合によっては他メーカーとの競

争を有利にするために価格引き下げを行うこともあり得る 20。Marvel (2010) は重トラックの

市場において、再販により有力な販売網の構築の見込が立つことから、再販により小売マー

ジンを厚くした企業がむしろ卸売価格を引き下げる事例を紹介している 21。このような可能

性は特殊な例に過ぎないと批判があるかもしれないが、再販を行えば必ず価格が上がるとは

限らないことを示す点では重要である。再販によって実際に価格が上がるかどうかは、産業

における競争の実態や市場の需要と供給の条件など、様々な要因に左右される可能性がある

ことを示唆している。 

 フリーライドが問題となる商品はそれほど多くないため、フリーライドの解決のために再

販を行うことは不適切であるという議論がある。通常はパーソナルコンピュータのような複

雑な機能を有し、購入前に説明を聞くことが重要な商品にはフリーライドの可能性があるが、

朝食用のシリアルなどはそれほど複雑なものではなく、商品説明など必要ないという。 

 この議論に対する反論は 2 つある。まず商品説明などの販売前サービスをせず、単に陳列

するだけでもフリーライドの可能性があるというものである。これは「Showrooming（小売

店の展示場化）」と呼ばれるもので、特に低コストのインターネット通販業者などが、実店

舗の陳列にタダ乗りをしているという構図である。もう 1 つは、再販が解決しうる外部性の

問題は水平的なものだけとは限らず、垂直的なものもあるということである。小売店が営業

努力を行って利益を向上しても、その利益をメーカーと分け合わなければならない状況では、

小売店の営業努力は過小になり得る。あるいは小売店が商品の品質管理を怠って品質の悪化

した商品を購入した消費者が、小売店ではなくメーカーの責任を問う場合には、垂直的な外

部性が小売店からメーカーに及ぶことになる。これらの場合には、再販により小売マージン

を確保することで効率性が高まる余地がある 22。 

 また、再販の目的が商品説明といった目に付きやすい販売前サービス提供に対するフリー

ライドの防止以外にもあることには留意する必要がある。販売促進のための施策、従業員の

訓練、商品の宣伝、在庫管理、陳列スペースや陳列方法、商品管理など、購入者にとっての

商品価値を高める小売店によるサービスは多岐にわたる。こうしたサービス提供を推進する

ためには、再販により小売マージンを確保することがメーカーにとって最適となり得る。 

                                         
19  Giovannetti, E. and L. Magazzini. (2013).  “Resale Price Maintenance: An Empirical Analysis of UK Firms’ 

Compliance.”  The Economic Journal 123 (November), F582-F595. 
20  Ippolito, P. M. (2010). “RPM Myths that Muddy the Discussion.”  The Antitrust Bulletin 55 (Spring): 79-99. 
21  Marvel, H. P. (2010).  “Resale Price Maintenance and Resale Prices: Paying to Support Competition in the Market for 

Heavy Trucks.”  The Antitrust Bulletin 55 (Spring): 79-99. 
22  Ippolito, P. M. (2010). 脚注 20 の P.159 参照。 
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 再販によって仮に価格が上昇したとしても、再販により商品価値を高めるサービスが提供

されるのであれば、通常消費者余剰が向上すると考えられる。Elzinga and Mills (2013)は図の

ような場合において再販により消費者余剰が高まる可能性を説明している 23。Leegin事件で

問題になった女性用ハンドバッグについて、図 2.1 では小売サービスが提供されていないと

きには需要がD0であると想定されている。mはバッグ 1 個あたりの卸値と販売費用を足しあ

わせた小売店にとっての限界費用である。同じメーカーによるハンドバッグを複数の小売店

が販売競争を行えば、ハンドバッグの価格はp0 = mの水準に定まり、q0のハンドバッグが販

売される。 

 ここでメーカーが再販を実施して小売価格をp1に設定したと想定する。卸売価格を一定と

すると、価格以外の小売店間競争により、再販によって確保された小売マージンp1-mを費や

して小売店が販売前サービスを提供するとき、需要がD0からD1に増加して、ハンドバッグ

の販売量がq0からq1に増加する。この時、価格がp0からp1に上昇したにも関わらず、ハンド

バッグの販売量が増えている。これは消費者が小売店によるサービス向上を評価して需要が

増加したことによるものである。このとき消費者余剰は△cdp0から△abp1に変化して消費者

余剰も増加していることに注意されたい 24。 

図 2.1 再販による小売サービスの向上と需要の増加 

  
 以上のように、価格が上がっているかどうかは消費者余剰が改善しているかどうかの指標

としては必ずしも役に立たないことが分かる。他方、販売数量が増加しているときは消費者

余剰が拡大している可能性があるが、販売数量が減少していれば、価格も上昇しており、消

費者余剰が減少していることが強く推定されることになる。したがって販売数量の分析から

                                         

23  Leegin 事件で Leegin 側のエコノミストを務めた Elzinga による Leegin 事件の解説である以下の論文を参照。 
Elzinga, K. G. and D. E. Mills. (2013). “Resale Price Maintenance Wins a Reprieve: Leegin v. PSKS (2007).”  In J. E. 
Kwoka and L. J. White (eds.), The Antitrust Revolution 6th ed., pp435-457. 

24  Comanor (1985)は限界的でない消費者にとっては販売前サービスにより効用水準が向上することはないと指摘してい

る。Comanor の指摘が正しければ需要曲線が上に平行移動する前提は正しくないことになる。しかし小売サービスは

商品の説明だけでなく、商品管理や商品の販売促進など様々な要素があると考えれば、一部の消費者の効用水準

が低下するという議論によって需要増進効果を完全に否定しきれないのではないか。Comanor の批判については、

Bourdreaux & Ekelund の議論も参照。 
Comanor, W.S. (1985) “Vertical Price Fixing, Vertical Market Restrictions, and the New Antitrust Policy.” 98 Harvard 
Law Review 983. 
Boudreaux, D. and R. B. Ekelund, Jr. (1988).  “Inframarginal Consumers and the Per Se Legality of Vertical Restraints.”  
Hofstra Law Review: Vol. 17, Iss. 1, Article 4.  Available at: http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/hlr/vol17/iss1/4 
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着手するのが、実証研究の進め方としては効率的ということになる。本調査研究では以下に

おいて化粧品業界を対象に再販の経済効果について分析を行うが、その際には販売数量を軸

に分析を進めることとする。 

 

3. 価格制限行為（再販売価格維持行為）に関する経済分析：1990 年代

の化粧品産業 

 本章では、1990年代の日本の化粧品産業を例に、再販売価格維持行為の競争への影響を

検証する。化粧品産業では、90 年代前半までは再販売価格維持行為が行なわれていたが、

1993 年および 1997 年の再販指定取消によって再販売価格維持行為が行われなくなった。再

販売価格維持行為が行なわれていた時期と行なわれなくなったそれ以降の化粧品産業におい

て、市場価格や販売数量にどのような変化が生じたか分析する。また、市場における競争圧

力、市場におけるイノベーション・製品差別化の動向、化粧品メーカーと小売店の利益率、

産業の生産性・効率性等がどのように変化したかを分析し、再販売価格維持行為が反競争的

であったかどうかを検証する。 

3.1. 検証対象について：1990 年代の化粧品産業 

 1990 年代の化粧品産業を検証対象として、再販売価格維持行為の効果を分析する。化粧

品は狭義にはスキンケア商品とメイクアップ商品から構成されるが、本調査研究ではヘアケ

ア商品も含め、まとめて「化粧品」と呼ぶことにする。 

 化粧品産業では、1990 年代まで長らく再販指定が行なわれていたが、1993 年 3 月に再販

指定が一部取消となり、1997 年 3 月には再販指定取消が行なわれた。 

 再販指定取消の効果が再販指定の効果と対称的であるという仮定の下では、再販指定取

消の効果は再販指定の効果の逆とみなせることから、上記分析によって再販売価格維持行為

の効果を検証することが可能になる。 

 

3.1.1. 化粧品産業 

 上述の通り、本調査研究では、ヘアケア商品、スキンケア商品、メイクアップ商品など、

顔あるいは頭部に用いられる、主として外見的印象の向上を目的として、それらの個所に直

接塗布して消費される商品のことを「化粧品」と呼んでいる。 

3.1.1.1. 化粧品の特性 

化粧品には、品質が購入前には明らかではなく、また購入してからも効果（消費者自身に

とっての価値）が明らかになるまでに時間がかかるという性質がある。したがって、消費者

は購入意思決定を行なう段階で大きなリスクを負っており、そのようなリスクを軽減する販

売前サービスが提供されることが多い。 

販売前サービスとは試供品、テスター、店員による商品説明（カウンセリング）などであ

る。一般に、店員による商品説明は、電化製品、自動車など、比較的高価な商品に対して行

なわれる傾向がある。他方、試供品やテスターは必ずしも高価な商品に対して供されるもの

ではない。 

試供品やテスターは、商品を微量だけ利用してもらうことによって、商品の品質に関する

消費者の不安を取り除こうとするものである。また、カウンセリングは、商品説明とは異な



  価格制限行為（再販売価格維持行為）に関する経済分析：1990 年代の化粧品産業 

   

NERA Economic Consulting  16 

  

り、消費者自身のニーズ等を会話から把握し、消費者と商品のより良いマッチングが行なわ

れやすくなるという効果がある。 

 このようなことから、試供品やテスター、カウンセリングは化粧品の標準的な店頭販売促

進方法となっている。 

3.1.1.2. 市場動向・主要競争者 

 ヘアケア商品、スキンケア商品、メイクアップ商品は、化粧品市場における三大カテゴリ

ーとなっており、化粧品市場全体の出荷金額の 85%以上を占める 25。 

企業別市場シェアを見てみると、いずれの市場でも資生堂と花王が主要な競争者である 26。

ヘアケア商品ではP&Gやライオンなどのトイレタリー商品会社も有力事業者である。 

 

3.1.2. 化粧品産業における再販の歴史 

化粧品市場における再販は、1953 年の開始から 1997 年の完全撤廃まで、化粧品メーカー

による一部の再販を独禁法適用対象外にする、という形の緩やかなものであり、再販の実施

を強制するものであったことはなかった。 

1947 年、独禁法施行により再販も違法になったが、1953 年の独禁法一部改正によって、

化粧品を含む一部の商品に関して再販指定が行なわれるようになった。当時は化粧品の小売

価格値引き競争で問屋・メーカーの倒産が相次いだため、メーカー等は小売価格維持を望ん

でいたと言われる 27。化粧品業界は、再販を伴う独自の流通システムを構築し、安定的に成

長していったと言われている 28。 

1970 年代に入り、再販は縮小の方向に向かっている。1972年公取委が化粧品業界の再販

制度に伴う弊害の調査を実施し弊害規制を行なった。弊害規制の主な内容は①系列販売業者

に対する過大なリベート等、②美容部員・販売コーナー等に対する過大な販売費用である。

そして、1974 年独禁法改定により、化粧品については 1,001 円以上の化粧品は再販の対象外

になっている。 

1988～1989年に再び再販制度に縮小の流れとなる。臨時行政改革推進審議会が再販制度

の運用およびあり方について検討の必要があると提言し、また 1989～1993 年の日米構造協

議において、米国が「日本の再販制度が海外企業の参入を阻害している」と主張し始めたこ

と等により、公取委も見直しを開始している。 

これに伴い小売店の中にも再販を守らないところが現れるようになった。1991 年、対面

販売を守らなかったことを理由に特約店契約を解除され資生堂から化粧品の出荷を停止され

た富士喜屋本店が「実質的な目的は価格拘束であり独禁法違反」として訴訟を起こした。 

1993 年、1998年末までに全面撤廃するという条件付きで、再販制度適用項目が 24 品目か

ら 14 品目に縮小。対象から外れたのは、養毛料（リンスのみ）、シャンプー、つめ化粧料、

                                         
25  矢野経済研究所「化粧品市場に関する調査結果 2013」 http://www.yano.co.jp/press/pdf/1170.pdf 
26  業界動向サーチ http://gyokai-search.com/4-kesyo-uriage.htm 
27  梅本博史著「図解入門業界研究 化粧品業界の動向とカラクリがよ～くわかる本（第 3 版）」（秀和システム）  
28  三田村蕗子著「図解でスッキリ！化粧品業界 知りたいことがスグわかる！！」（こう書房） 
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ひげそり用化粧料、日焼け止め化粧料、オーデコロン、化粧用油、ほほ紅、白粉・化粧粉、

パック剤、まつげ化粧料、はだ洗粉、香水の 13品目。 

そして、1997 年 3 月末再販指定は全て取り消され、化粧品業界では再販が完全に撤廃さ

れた。 

表 3.1 再販指定取消対象リスト 

 ヘアケア スキンケア その他化粧品 

1993 年指定

取消 
シャンプー、養毛

量（リンス） 
なし つめ化粧料、ひげそり用化粧料、日

焼け止め化粧品、オーデコロン、化

粧用油、ほほ紅、はだ洗粉、白粉

（化粧粉）、パック剤、まつげ化粧

料、香水 

1997 年指定

取消 
整髪料、ヘアラッ

カー、養毛料（リ

ンス以外）、脱毛

剤、染毛料 

クリーム、（洗顔料）、

化粧水 
リップクリーム、つめ化粧料、ファ

ンデーション、まゆ墨、眼用化粧

品、口紅 

出所：公正取引委員会年次報告より NERA が編集 

 

3.2. 分析手法 

 本章では、1990年代の化粧品産業における再販指定の取消を準自然実験とみなし、

Difference-In-Difference 分析（以降「DD 分析」という。）と呼ばれる分析手法を用いて化粧

品産業を分析する。DD 分析は、政策の変化等が個人や企業に与えた影響を検証する際に用

いられる分析方法である。 

3.2.1. 社会実験・自然実験・準自然実験 

準自然実験とは、検証対象である政策の影響を受けるグループと受けないグループに振り

分けられるが、その振り分け方が社会実験や自然実験のように完全に無作為とは言えないよ

うな状況のことである。 

政策の効果を分析する最も厳密な方法は、社会実験である。社会実験とは、社会実験の実

行者が、実験対象（人や企業等）を無作為に「実験群」と「対照群」にわけ、政策実施後の

実験群と対照群の行動の違いから政策の効果を分析する方法である。実験群と対照群の振り

分けが無作為ならば、政策の実施による両者の行動の変化に違いをもたらすのは政策のみで

あると看做せるため、政策の効果を厳密に分析することが可能になる。社会実験は、自然科

学で行なわれる「実験」と同様に、社会を一つの実験室とみなし、人に対して政策の実施と

いう実験を行なうものだと考えることができる。 

しかし、社会実験は多くの場合困難を伴い、特に日本においては、実際に行なわれること

は少ない。大きな理由として、社会実験は「人」に対する実験であることから社会的な合意

を得にくいことが挙げられる。例えば、特定の条件を満たす世帯への補助金の効果を見るた

めに条件を満たす世帯を無作為に受給資格者と非資格者に分けたとすれば、後者は条件を満

たすにも関わらず補助金を受給できないことになり、明らかに不公平である。 

これに対して、自然実験とは、検証対象となる政策の実施上生じた偶然によって社会実験

に類似した状況（すなわち、ある政策の影響を受けるグループとそうでないグループが無作
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為に分類されたような状況）が生ずることである。社会実験のように実験室のような環境を

作り上げることは困難であっても、そのような偶然によって結果的に実験群と対照群が無作

為に振り分けられているような状況を見つけることで、社会実験を行なった場合と同様の分

析が可能になる。 

本章の検証対象である 1990 年代の化粧品産業における再販指定の取消は、準自然実験に

相当する。準自然実験とは、政策の実施上生じた偶然を用いる点では自然実験に類似するが、

無作為に実験群と対照群に分けられたとは言えないような状況である。このような場合であ

っても、無作為な振り分けではないことによって生じうる問題に対処し、可能な限り分析結

果の妥当性を高めることが可能である。 

3.2.2. Difference-In-Difference 分析（DD 分析） 

 Difference-In-Difference 分析 (DD 分析) は政策の効果を分析する際などによく用いられる

方法である。DD 分析は日本語では「差の差分析」と呼ばれ、その名の通り、「政策前後に

おける差」の「実験群と対照群の間での差」という 2 段階の差をとる方法である。この分析

方法は、政策の影響を受けるグループの効果を政策の前後で比較する方法（前後比較）や、

政策の影響を受けるグループと影響を受けないグループを政策の実施後で比較する（「横」

の比較）と比べて厳密な分析手法だと考えられており、90 年代の化粧品産業の分析には最

も適していると考えられる。 

 DD分析の手順は次の通りである（Error! Reference source not found.参照）。例えば、再

販の販売数量への影響をDD分析によって検証する場合には次のような手順になる 29。まず、

再販取消の影響を受けるグループとそうでないグループそれぞれについて、再販取消の前後

の販売数量の差をとる。それぞれのグループ固有の販売数量決定要因が再販取消前後で一定

だと仮定すると、得られた 2 つの差は、それぞれのグループ固有の要因による販売数量決定

要因が除去されていることになる。 

 次に、得られた 2 つの差（影響を受けるグループと受けないグループそれぞれの前後差）

の差をとる。この 2 つのグループの違いが再販指定取消があったかどうかだけであり、それ

以外の販売数量変化要因は共通していると仮定すると、この段階で得られた差は再販指定取

消の効果を表していることになるため、再販導入の効果と再販取消の効果が対称的であると

の仮定の下、再販指定取消の効果を DD 分析することによって、再販導入の効果を分析する

ことが可能になるのである。 

 DD 分析は、90 年代の化粧品産業に対して前後比較や横の比較を用いて再販の効果を分析

する際に生ずる問題をある程度解決すると考えられる。 

 前後比較は、再販指定取消前後の増減を見るだけなので、再販指定取消の効果と、再販指

定取消とは無関係な全体のトレンドを識別することができない。そのため、販売量が全体的

に拡大傾向にあった 90年代の化粧品産業を前後比較で分析すれば、分析結果に「再販が数

量を減少させた」という方向にバイアスが生ずる。また、横の比較は実験群と対照群の間の

（コントロールされていない）違いと政策の効果を識別できないことから、実験群と対照群

で異なる商品群や企業を用いる本調査研究の分析手法としては問題がある。 

                                         

29  実際には販売数量に影響を与える他の変数をコントロールして分析を行なうため、ここで説明する方法をそのまま用

いるわけではないことに注意。 
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本節の分析では、産業内財務指標分析を除く 2 つの分析では、DD 分析を用いて再販の効

果を検証している。産業内財務指標分析は、再販の実施主体ではない卸売業・小売業も含め

た分析であることから、DD 分析を行なうことができないため、前後比較を用いて分析した。 

 ただし、DD 分析によっても再販の効果のみが抽出できるとは限らないことには注意する

必要がある。実験群または対照群に固有のトレンドが存在する場合、それによってもたらさ

れるトレンドの差は上記のいずれのステップでも除去されず、再販の効果と識別されないか

らである。したがって、DD 分析の分析結果の妥当性を担保するためには、実験群または対

照群に固有のトレンドが存在するかどうか、データおよびデータの背景の両面から検討を行

なう必要がある。 

 

図 3.1 DD 分析による再販の効果分析 

 

 
 

 

3.2.3. DD 分析を用いるための前提条件の検討 

1990 年代の化粧品産業における再販取消を準自然実験とみなし、DD 分析による再販指定

取消の効果を分析する。再販指定取消対象の商品あるいは企業が「実験群」であり、実験群

で再販取消が行なわれた時期に再販取消が行なわれなかった商品あるいは企業は「対照群」

に分類される。かかる DD 分析の妥当性を担保するには、検証対象自体がいくつかの前提条

件を満たす必要があり、また、適切な分析方法を用いる必要がある。本節ではそれらの点に

ついて議論する。その結果、90 年代の化粧品産業は、DD 分析を用いるための前提条件を相

当程度満たすことが明らかになった。 

3.2.3.1. 前提条件 

検証対象である 1990 年代の化粧品産業は下記の条件を満たしている。 
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第一に、DD 分析では、政策の影響を受けるグループと受けないグループの 2 つのグルー

プが存在し、かつ、それぞれのグループに関して検証対象である政策の実施前後における、

政策の結果として現れる変数のデータが必要である。政策の影響を受けるグループのデータ

しかない場合には、比較対象が存在しないことになり、単なる前後比較しか行なえない。ま

た、2 つのグループに関する政策実施後のデータしかない場合には、政策実施後のデータを

用いた実験群と対照群での「横」の比較しか行なえない。90年代の化粧品産業では再販指

定取消対象の商品に関する販売数量や小売価格のデータ、そして再販実施企業とそうでない

企業の財務データが得られるため DD 分析が可能であり、このような問題を回避することが

できる。 

販売数量と小売価格の分析に関して、再販指定は指定対象の商品群のうち「1,030 円以下」

のものに限られていたが、本調査研究で用いる販売数量・小売価格は商品ごとのデータでは

なく、「シャンプー」「化粧水」など、ある商品群の中での平均値等であるため、再販指定

対象の商品群のうち 1,030 円を超える、再販指定対象外の商品の情報が含まれてしまう可能

性がある。しかし、この点については 2 つの理由により再販の効果を検証する上では問題に

ならないと考えられる。第一に、再販期間においては、実際にはそのような商品群の 1,030
円を超える商品についても再販が機能していたとも言われている。第二に、このことは、デ

ータから再販の効果を検出することを難しくするため、統計的に有意な結果が得られた場合

には、その結果の有意性を頑健なものにする。実験群で用いられるデータに再販指定対象外

の商品の情報が含まれている場合、データ上は再販の効果が薄められることになる。例えば、

再販指定対象商品が再販取消によって販売数量が減少したのだとしても、再販指定対象外の

商品との平均をとれば販売数量の減少は小さく見えてしまう。したがって、このような場合、

データ上は再販の効果を検出することがより困難になり統計的に有意な結果を得ることが難

しくなることから、有意な結果を得た場合の信頼性はさらに高まると考えられる。 

また、販売数量の分析では、実験群・対照群のいずれかに分類することが難しい一部商品

群を分析対象から除外した。生産動態統計販売数量データの商品群には「その他ヘアケア商

品」「その他スキンケア商品」など、名称からは商品のタイプ・性質が明らかではないもの

も存在する。そのような商品群の中に再販指定対象の製品が含まれているかどうかは判断が

困難であるため、分析対象から除外した。また、同様に、生産動態統計の「ヘアトリートメ

ント」は、1993 年再販指定取消対象であるヘアコンディショナーに類似したタイプとそう

でないタイプの両方が含まれている可能性があるため、分析対象から除外している 

第二に、実験群・対照群それぞれに含まれる対象に政策実施の前後で変化があってはなら

ない。政策の影響を受けるグループの中身が政策実施前と後で全く異なる場合、DD 分析の

結果「政策の効果」として得られた推定結果には、実際には政策の効果だけではなく「政策

の影響を受けたグループの中身の変化による違い」が含まれてしまう。 

この点、販売数量および小売価格の DD 分析では、商品が 90 年代を通して一定とは言え

ないためこの懸念が生ずるが、これらの商品は定番商品が多く商品群の入れ替わりはそれほ

ど大きくなかったと考えられるため、分析上の支障にはならないであろう。 

第三に、政策の影響を受けているグループと受けていないグループの間には、同様のトレ

ンドがあり、政策後のトレンドの違いは政策のみによって生じていなければならない。例え

ば、政策の実施と同じ時期に、政策の影響を受けているグループのみに影響するような別の

事象が発生した場合、DD 分析では政策の効果を正しく推定できない。DD 分析は、検証対

象となる政策と同じタイミングで実験群・対照群の一方のみに発生した事象の効果と、再販

の効果を識別できないのである。したがって、DD 分析を用いる前に、そのような事象がな

いか（実験群・対照群に固有のトレンドがないか）をある程度検証していくことが必要にな

る。 
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この点について、販売数量・小売価格のDD分析では、以下の 3 点の方法によって対応し

た。第一に、実験群や対照群の商品群は同一カテゴリーの商品を用いている 30。同一カテゴ

リーの商品群は、カテゴリーに共通のトレンド要因が等しくそれらの商品群にトレンドをも

たらす傾向があると考えられるため、カテゴリー違いの商品をプールして分析を行なう場合

よりも、カテゴリーの違いに起因する固有のトレンドが実験群や対照群に生じにくくなって

いる。第二に、販売数量や小売価格のデータを見て、他と極端に異なるトレンドが見られた

商品群については分析対象から除外した（ヘアカラー）。第三に、ヒアリングや文献調査を

用いて商品群固有のトレンド要因について検討を行なった。 

以上により、DD 分析に伴う問題は相当程度解決されており、分析結果の妥当性は十分高

いものと考えられる。 

 

3.3. 同一産業における再販売価格維持行為の効果の実証分析 

3.3.1. 化粧品産業における再販の数量と価格への影響 

再販指定品の化粧品の販売数量および小売価格が、1993 年および 1997年の再販指定取消

前後でどのように変化するか DD 分析を行なった。その結果、再販は販売数量を増加させて

いた可能性があることが分かった。また、再販の小売価格に対する影響は明らかにならなか

った。 

 

表 3.2 分析結果 

分析項目 ヘアケア スキンケア 顔用化粧品 

再販による数量への影響 増加 増加 増加・減少 

再販による価格への影響 影響ありとは言えず 

  注：赤字は再販が競争促進的という仮説と整合的な結果を示す。 

3.3.1.1. 分析の背景 

本章の分析対象は 1990年代の化粧品産業である。当該産業は、再販売価格維持行為の効

果の分析を行なう上で望ましい条件を満たす。第一に、化粧品産業では 1990 年代に二度に

わたり再販指定取消が行なわれており、それぞれの指定取消の対象となった商品群と指定取

消対象外の商品群に関する、再販指定取消前後両方の販売数量と小売価格のデータを公的な

ソースから得ることができる。1990年代に再販が制度として用いられている産業は他にも

あったが、そのような産業の多くは今もなお再販制度が継続しているため導入・廃止の効果

を分析するには適切ではない（例えば書籍や CD など）。第二に、1990年代の化粧品産業

では再販指定撤廃以外の大きな制度変更はなかったと言われているため、再販指定撤廃以外

の産業の大きな変動要因によって分析結果の解釈が困難になるといった問題が生じにくい。 

本調査研究の検証対象は、再販導入の効果であり再販廃止の効果ではない。しかし、再販

廃止の効果と導入の効果はある程度対称的であると考えられる。また、上記の通り、1990

                                         

30  このため、どのカテゴリーにも含まれない商品群（例えばマニキュア）は、数量の DD 分析対象から除外している。 
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年代の化粧品産業では分析のための販売数量・価格データが入手可能であり、かつ再販廃止

以外の変動要因が少ないという分析上好ましい条件を満たすため、1990年代の化粧品産業

を分析対象として選択した。 

 

3.3.1.2. 販売数量への影響 

再販指定品と再販適用対象外の化粧品の販売数量が、1993 年および 1997年の再販指定取

消前後でどのように変化するか、DD 分析を行なった。その結果、再販指定品は対象外の化

粧品と比べて再販期間中、販売数量が統計的に有意に大きくなる傾向があることが分かった。

この結果は、再販は販売数量を増加させるという考え方と整合的である。 

 

3.3.1.2.1. データおよび分析手法 

検証対象は 93 年再販指定取消の効果および 97年再販指定取消の効果である。まず、93
年再販指定取消の効果を検証するため、販売数量指数をヘアケア商品・スキンケア商品・顔

用化粧品の 3 つの商品カテゴリーごとに回帰分析を行なった。同様に 97年再販指定取消の

効果を検証するために同様の回帰分析を行なった。したがって、合計 6 つの回帰分析を行な

った。 

被説明変数は販売数量指数である。販売数量指数は、経済産業省統計局「生産動態統計」

の月別販売数量データを四半期で平均化したものを、さらに 1990 年の水準を 100 とした場

合の指数を用いている。また、公取委の再販指定商品群リスト (表 3.4) に揃えて、生産動態

統計の計 19 種類の商品群を 93 年指定取消対象と 97 年指定取消対象に分類した (表 3.5)。  

推定式は、以下のとおりである。 

 

販売数量指数 = 𝛼 + 𝛽1再販取消以降 + 𝛽2再販指定取消対象 

+𝛽3再販取消以降 × 再販指定取消対象 + 𝛿その他コントロール + 𝜖 

 93 年再販指定取消の効果の分析では、「再販取消以降」は 93 年以降、「再販指定取消対

象」は 93 年再販指定取消対象の商品群のみを含む。97 年再販指定取消の効果の分析も同様

にして行なわれる。 

 「再販取消以降」「再販指定取消対象」「再販取消以降×再販指定取消対象」の 3つのダ

ミー変数が DD 分析を回帰分析によって行なう場合に必要な説明変数である。まず、「再販

取消以降」によって、再販指定取消前後の、化粧品全体での販売数量の平均的な差を取り除

く。次に、「再販指定取消対象」によって、再販指定取消対象とそうでない商品群の間の、

トレンドとは無関係な販売数量の平均的な差を取り除く。これらの 2 つの効果を取り除いた

後には再販の効果に相当するものが得られる。 

 「その他コントロール」には、業種別商業販売額指数（経済産業省統計局「商業動態統計

調査」より）、トレンド変数、四半期ダミーなどの変数が含まれる。 

 

93 年の再販指定取消の効果、97 年の再販指定取消の効果の分析方法（比較群および検証

対象期間）の概要は表 3.6 の通りである。 



  価格制限行為（再販売価格維持行為）に関する経済分析：1990 年代の化粧品産業 

   

NERA Economic Consulting  23 

  

93 年再販指定取消の効果の分析では、97 年再販指定取消対象の商品群が比較対象である。

検証対象期間は 90 年第１四半期から 96 年第 2四半期である。比較対象が 97 年再販指定取

消対象であるため、97 年の再販指定取消前後の両方を跨ぐ期間を検証対象としてしまうと、

97 年の再販指定取消の効果が含まれてしまう。そのため、97 年第 2 四半期以降を検証対象

期間から除外した。また、96 年第 2 四半期から 97 年第 1 四半期は、産業が 97 年再販指定取

消への対応を開始した期間（調整期間）として検証対象期間から除外した 31。 

また、97 年再販指定取消の効果の分析では、93 年再販指定取消対象の商品群が比較対象

である。検証対象期間は 93 年第１四半期から 96 年第 2 四半期および 97 年第 2 四半期から

99 年最終四半期である。比較対象が 93 年再販指定取消対象であるため、93 年の再販指定取

消前後の両方を跨ぐ期間を検証対象としてしまうと、93 年の再販指定取消の効果が含まれ

てしまう。そのため、93 年第 1 四半期以前を検証対象期間から除外した。また、96年第 2
四半期から 97 年第 1四半期は、調整期間として検証対象期間から除外した 32。 

 

表 3.3 説明変数と被説明変数の定義 

変数 定義 
販売数量指数（被説明変数） 90 年の販売量を 100 に基準化した場合の他の年度の

相対的な販売量 

X 年 Q2 以降 X 年第 2 四半期以降なら 1、それ以前なら 0 をとるダ

ミー変数 

X 年再販取消対象 X 年再販取消対象の商品群ならば 1、そうでなければ

0 をとるダミー変数 

X 年 Q2 以降かつ X 年再販取消対象 "X 年第 2 四半期以降の、X 年再販取消対象の商品群

ならば 1、そうでなければ 0 をとるダミー変数。再販

指定取消の効果を捉える変数 

業種別商業販売額指数 接続係数を基準として業種別商業販売額を指数化した

変数 

第 Y 四半期ダミー 第 Y 四半期のみ 1 をとり、それ以外では 0 をとるダミ

ー変数 

年トレンド項 回帰分析データの初年度を 0 とし、それ以降 1 年ごと

に 1 増加する変数 

 

                                         

31  93 年の再販指定一部取消の時点で、98 年中に再販が全面撤廃されることは予告されており、95 年頃中ごろには化

粧品メーカーや小売店で再販指定全面撤廃に対応する動きが見られていた。例えば、日刊工業新聞 1995 年 7 月

28 日の記事によれば、ダイエーはこの時期に既に化粧品の値下げや自前の美容部員養成を宣言している。。したが

って、96 年頃から、そのような行動の変化に伴い販売数量、小売価格、財務指標などにも変化が生じた可能性がある。 

32  脚注 31 を参照。 
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表 3.4 公取委による再販指定商品群リスト 

分析項目 ヘアケア スキンケア 顔用化粧品 

1993 年指定取消 シャンプー 
養毛料（リンスのみ） 

はだ洗粉、パック剤 
化粧用油 

ほほ紅、白粉（化粧粉） 
まつげ化粧料 

1997 年指定取消 
整髪料、ヘアスプレー 
養毛料（リンス以外） 

染毛料 

洗顔料、クリーム 
化粧水、乳液 

化粧液 

口紅、ファンデーション 
眼用化粧品、まゆ墨 

 

表 3.5 生産動態統計の商品群 

再販指定 ヘアケア商品 スキンケア商品 他の顔用化粧品 

再販なし 他のヘアケア商品 他のスキンケア商品 他の顔用化粧品 

1993 年 
指定取消 

シャンプー 
ヘアコンディショナー 

顔パック おしろい、頬紅 

1997 年 
指定取消 

ヘアトニック、 
ヘアスタイリング・ロー

ション 
ヘアスプレー 
泡タイプ整髪料 

洗顔クリーム 
クレンジングクリーム、マッ

サージクリーム 
保湿クリーム、化粧水、乳液 

ファンデーション 
口紅、眼用化粧

品、まゆ墨・眉用

化粧品 

 

表 3.6 1993 年および 1997 年の分析方法概要 

項目 
検証対象となる再販指定取消年 

93 年 97 年 

比較対象 97 年再販指定取消対象の商品群 93 年再販指定取消対象の商品群 

検証対象期間 

 90 年第１四半期から 96 年第 2
四半期 
（96 年第 2 四半期以降は再販指

定取消およびその調整期間とし

て除外） 

93 年第 2 四半期から 96 年第 1 四半期 
97 年第 2 四半期から 99 年最終四半期 
(92 年以前は 93 年指定取消があるため除

外、96 年は 97 年再販指定取消の調整期間

として除外） 
 

3.3.1.2.2. 分析結果 

分析結果（上の式の𝛽3の推定結果）は表 3.7 の通りである。また、93年および 97 年の回

帰分析の詳細な結果は表 3.8 および表 3.9 でそれぞれレポートされている。 

表 3.7 に示されているように、再販指定取消対象商品群は、対象外の商品群と比べて、再

販指定取消後に、統計的に有意に販売数量が小さくなる傾向があることが分かる。93年の

ヘアケア商品と顔用化粧品および 97 年のヘアケア商品とスキンケア商品の計 4 つの回帰分

析において、再販指定取消対象商品群は、対象外の商品群と比べて、再販指定取消後に、統

計的に有意に販売数量が小さくなっている。他方、97 年の顔用化粧品ではこれとは逆の結

果、つまり再販指定取消対象商品群が、対象外の商品群と比べて、再販指定取消後に、統計
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的に有意に販売数量が大きくなっていることには注意する必要がある。しかしながら、全体

としては、再販取消は販売数量を減少させるという考え方、つまり、再販は販売数量を増加

させるという考え方と整合的な分析結果だと言える。 

1997 年の顔用化粧品が他と逆の結果になっている背景として、分析に用いられている商

品群（眼用化粧品、まゆ墨・眉用化粧品）は 90年代を通してアイメイク商品の販売数量が

増加傾向にあったことが挙げられる。90 年代の化粧品小売従事者へのヒアリングによれば、

目元用化粧品のラインアップ自体が増えてきたなど、販売数量の増加傾向を示唆する証言が

も得られている。3.2.3節で述べたように、DD 分析では実験群あるいは対照群に特有のトレ

ンドがある場合、DD 分析で得られた推定結果は信頼性が低いものになる。推定結果に再販

の効果のみならず、固有のトレンドも含まれてしまうからである。ここでも、アイメイク商

品がそれ以外の顔用化粧品以上の増加傾向を示した結果として、顔用化粧品の再販取消の効

果の推定結果にもその効果が混入し、他とは異なる推定結果になったものと考えられる。 

表 3.7 販売数量分析結果（再販取消の効果） 

分析項目 ヘアケア スキンケア 顔用化粧品 

93 年 減少 影響ありとは言えず 減少 

97 年 減少 減少 増加 

注：「影響ありとは言えず」は推定値の正負に関わらず統計的に有意な結

果が得られなかったことを意味する。「増加」「減少」は共に統計的に有

意であったことを示している。詳細な推定結果については表 3.8 および表 
3.9 を参照せよ。 
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表 3.8 1993 年再販取消の効果（被説明変数：販売数量指数） 

 
  (1) (2) (3) 

説明変数 ヘアケア スキンケア 
その他顔用

化粧品 
        
93 年 Q2 以降 9.244 -1.739 1.217 

 (9.613) (7.716) (7.166) 
93 年再販取消対象 -3.683 -18.998*** -12.255*** 

 (3.088) (4.696) (4.552) 
93 年 Q2 以降かつ 93 年再販取消対象 -15.642** 12.507 -20.410*** 

 
(7.328) (7.784) (6.879) 

業種別販売指数 6.404 6.712 -36.132 

 
(45.335) (35.492) (32.819) 

第 1 四半期ダミー -17.135 -40.572*** -19.848** 

 
(13.703) (9.787) (9.025) 

第 2 四半期ダミー -9.322 -31.988*** -8.358 

 
(7.165) (7.381) (6.870) 

第 3 四半期ダミー -0.736 -28.717*** -12.437** 

 
(7.614) (6.770) (5.094) 

年トレンド項 1.244* 0.090 0.350 

 
(0.634) (0.545) (0.453) 

定数 98.312* 137.738*** 156.547*** 

 
(53.931) (45.175) (41.299) 

    観測数 (N) 150 175 150 
調整済み決定係数 (R^2) 0.212 0.267 0.220 
注：括弧内は頑健標準誤差。「***」「**」「*」はそれぞれ有意水準 1%, 5%, 10%のｔ検

定（両側）で有意であることを表す。黄色のハイライトは再販取消の効果を表す。 
 



  価格制限行為（再販売価格維持行為）に関する経済分析：1990 年代の化粧品産業 

   

NERA Economic Consulting  27 

  

表 3.9 1997 年再販取消の効果（被説明変数：販売数量指数） 

 
  (1) (2) (3) 

説明変数 ヘアケア 
スキンケ

ア 
その他顔用

化粧品 
        
97 年 Q2 以降 -9.309 18.951 -34.851*** 

 (14.384) (14.039) (13.014) 
97 年再販取消対象 19.324*** 6.491 32.665*** 

 (6.618) (5.133) (5.225) 
97 年 Q2 以降かつ 97 年再販取消対象 -34.815*** -21.950** 60.858*** 

 
(8.800) (9.908) (8.639) 

業種別販売指数 -25.551 26.655 46.977 

 
(42.217) (43.797) (36.555) 

第 1 四半期ダミー 9.444 2.357 0.138 

 
(11.167) (10.109) (7.943) 

第 2 四半期ダミー 21.363** 5.304 -0.209 

 
(10.083) (9.153) (6.701) 

第 3 四半期ダミー 20.398 20.938* 7.774 

 
(12.395) (10.691) (8.379) 

年トレンド項 1.374 0.393 1.589** 

 
(0.890) (0.724) (0.730) 

定数 106.494** 61.307 -35.111 

 
(50.200) (55.662) (51.927) 

    観測数 (N) 138 161 138 
調整済み決定係数 (R^2) 0.097 0.082 0.642 
注：括弧内は頑健標準誤差。「***」「**」及び「*」はそれぞれ有意水準 1%, 5%, 
10%のｔ検定（両側）で有意であることを表す。黄色のハイライトは再販取消の効果

を表す。 
 

 

3.3.1.3. 小売価格への影響 

次に、再販指定品と再販適用対象外の化粧品の販売価格が、1993 年および 1997 年の再販

指定取消前後でどのように変化するか、DD 分析を行なった。しかし、再販指定品とそうで

ない商品群の間で再販指定取消前後の小売価格の変化に有意な差は見られず、再販の小売価

格に対する影響を明らかにすることはできなかった。 

3.3.1.3.1. データおよび分析手法 

検証対象は 93 年再販指定取消の効果および 97年再販指定取消の効果である。93 年再販

指定取消の効果と 97 年再販指定取消の効果をそれぞれ見るため、総務省統計局「小売物価

統計」の年別小売データを用いて、小売価格を被説明変数とした回帰分析を行なった。販売

数量の回帰分析とは異なり、商品カテゴリーごとではなく全体で回帰分析を行なったため、

合計 2 つの回帰分析を行なったことになる。販売カテゴリーごとではなく全体で回帰分析を

行なった理由は、第一に、小売価格のデータは表 3.11 にある 6 種類の商品群のみであり、

スキンケア商品や顔用化粧品に関しては 93 年再販指定取消に該当する商品群のデータがな

いため比較対象が存在しないことになり、これらの商品群に関して個別に DD 分析を行なう
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ことはできない。第二に、価格データが年次である等の理由により販売数量の分析と比べて

サンプルサイズが小さいため、比較可能性を高めるために、ヘアケア商品のみに焦点を当て

て分析をするといったことも現実的ではない。 

推定式は、以下のとおり。 

小売価格 = 𝛼 + 𝛽1再販取消以降 + 𝛽2再販指定取消対象 

+𝛽3再販取消以降 × 再販指定取消対象 + 𝛿その他コントロール + 誤差項 

「その他コントロール」には現在および過去の GDP の対数やトレンド項が含まれる。 

93 年の再販指定取消の効果、97 年の再販指定取消の効果の分析方法（比較群および検証

対象期間）の概要は表 3.12 の通りである。 

93 年再販指定取消の効果を分析では、97 年再販指定取消対象の商品群が比較対象である。

検証対象期間は 90 年から 95 年である。比較対象が 97 年再販指定取消対象であるため、97
年の再販指定取消前後の両方を跨ぐ期間を検証対象としてしまうと、97年の再販指定取消

の効果が含まれてしまう。そのため、97 年以降を検証対象期間から除外した。また、96 年

は、産業が 97 年再販指定取消への対応を開始した期間（調整期間）として検証対象期間か

ら除外した 33。 

97 年再販指定取消の効果を分析では、93 年再販指定取消対象の商品群が比較対象である。

検証対象期間は 93 年から 95 年および 97 年から 99 年である。比較対象が 93 年再販指定取

消対象であるため、93 年の再販指定取消前後の両方を跨ぐ期間を検証対象としてしまうと、

93 年の再販指定取消の効果が含まれてしまう。そのため、92 年以前を検証対象期間から除

外した。また、96年は調整期間として検証対象期間から除外した。 

 

表 3.10 説明変数と被説明変数の定義 

変数 定義 
小売価格（被説明変数） 商品群ごとの小売価格 

X 年以降 X 年以降なら 1、それ以前なら 0 をとるダミー変数 

X 年再販取消対象 X 年再販取消対象の商品群ならば 1、そうでなければ

0 をとるダミー変数 

X 年以降かつ X 年再販取

消対象 
"X 年第 2 四半期以降の、X 年再販取消対象の商品群

ならば 1、そうでなければ 0 をとるダミー変数。再販

指定取消の効果を捉える変数" 

GDP の対数 名目 GDP（単位：10 億円）の対数 

1 年前の GDP の対数 前年の名目 GDP（単位：10 億円）の対数 

年トレンド項 回帰分析データの初年度を 0 とし、それ以降 1 年後と

                                         

33  97 年の再販指定全面撤廃は事前にアナウンスされていたため、97 年以前から産業が 97 年の再販指定全面撤廃に

対応をすることは可能であった。また、1995 年頃中ごろには化粧品メーカーや小売店で再販指定全面撤廃に対応す

るためと思われる動きが見られていた。例えば、日刊工業新聞 1995 年 7 月 28 日の記事によれば、ダイエーはこの時

期に既に化粧品の値下げや自前の美容部員養成を宣言している。 
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に 1 増加する変数 

 

表 3.11 小売物価データの商品群 

再販指定 ヘアケア商品 スキンケア商品 他の顔用化粧品 
1993 年 
指定取消 

シャンプー 
なし 

なし 

1997 年 
指定取消 

ヘアトニック 
肌用クリーム、 

口紅 

 

表 3.12 1993 年および 1997 年の分析方法概要 

検証対象となる 
再販指定取消年 

1993 年 1997 年 

比較対象 1997 年再販指定取消対象の商品群 1993 年再販指定取消対象の商品群 

検証対象期間 

 1990 年第１四半期から 1996 年第

2 四半期 
（1996 年第 2 四半期以降は再販指

定取消およびその調整期間として

除外） 

1993 年第 2 四半期から 1996 年第 1 四

半期 1997 年第 2 四半期から 1999 年

最終四半期 
(1992 年以前は 1993 年指定取消があ

るため除外、1996 年は 1997 年再販指

定取消の調整期間として除外） 
 

3.3.1.3.2. 分析結果 

 分析結果（上の式の𝛽3の推定結果）は表 3.13 の通りである。また、回帰分析の詳細な結

果は表 3.14でレポートされている。表 3.13 に示されているように、再販指定取消対象商品

群と対象外の商品群の間で、小売価格の変化に統計的に有意な違いは見られなかった。この

原因としては次の 2 つの可能性が考えられる。第一に、再販売価格は小売価格に影響を与え

なかったことである。第二に、影響はあったかもしれないが、サンプルサイズが小さいなど

の理由により、今回の統計分析では検知できなかったことである。 

 

表 3.13 小売価格分析結果（再販取消の効果） 

分析項目 93 年 97 年 

再販による数量への影響 影響ありとは言えず 影響ありとは言えず 
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表 3.14 1993 年及び 1997 年再販指定取消の効果（小売価格が被説明変数） 

 
   

 
93 年取消 97 年取消 

      
説明変数 化粧品全て 化粧品全て 
      
93 年以降 16.925 

 
 (1,210.894) 

 93 年再販取消対象 -1,205.929*** 
 

 (297.706) 
 93 年以降かつ 93 年再販取消対象 -93.669 
 

 (440.554) 
 97 年以降 

 
-4.978 

 
 

(18.159) 
97 年再販取消対象 

 
9.179*** 

 
 

(3.250) 
97 年以降かつ 97 年再販取消対象 

 
5.387 

 
 

(5.199) 
GDP の対数 263.175 -48.300 

 (49,385.349) (192.727) 
1 年前の GDP の対数 2,033.190 72.028 

 (16,298.250) (332.278) 
年トレンド項 -13.498 -0.082 

 (678.241) (2.611) 
定数 -28,236.805 -197.282 

 
(504,696.173) (4,471.872) 

   観測数 (N) 36 34 
調整済み決定係数 (R^2) 0.018 -0.023 
注：括弧内は頑健標準誤差。「***」「**」「*」はそれぞれ有意水準 1%, 5%, 
10%のｔ検定（両側）で有意であることを表す。黄色のハイライトは再販取消

の効果を表す。 
 

 

3.3.1.4. DD 分析の結果についての考察 

本調査における DD 分析によって、再販期間における再販品の販売数量は非再販品に比べ

て増加するという結果が得られ、再販期間における再販品の小売価格は非再販品に比べて上

昇したとも下落したともいえないという結果を得た。販売数量が増加したことは需要が増加

したことと考えれば、仮に価格が多少上昇したとしても消費者余剰が増加することは、図 

3.2 に示されている。再販を行うことによって小売店におけるサービス提供が充実して、消

費者にとっての商品価値が高まり、需要曲線が右にシフトしたとするなら、消費者余剰は△

acb から△dfe に増加すると考えられる。この解釈が正しければ、本調査研究における DD 分

析の結果により、再販は必ずしも反競争的とは言えないことを示唆するといえるであろう。 
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図 3.2 需要曲線の右シフトと消費者余剰の増加 

 
 

企業への聞き取り調査や消費者アンケートの結果を前提とすると、再販期間に化粧品販売

店におけるサービス提供が充実していたために、消費者にとっての化粧品の価値が高まった

とは言えるのではないかと思われる。化粧品メーカーの聞き取りでは、再販期間は試供品の

提供がやりやすかったとか、ブランド間競争に意識が向いていたとかいう証言が得られてお

り、再販により小売店サービスにおける競争が強化されていた印象がある。第 4 章で述べる

が、消費者アンケートでは 1990 年代は今に比べると試供品やテスターが多かったという認

識を多くの消費者が持っている。また消費者の大多数は試供品やテスターによって購入しよ

うという気になると答えており、試供品・テスターや商品説明を受ければ購入後の満足感が

高いとも答えている。これは再販により小売サービスが充実して需要曲線が右にシフトして

いるという説明と整合的である。また販売業務従事経験者のインタビューでも 1990 年の再

販期間は試供品・テスターの配布が今よりも多かったという証言があり、再販期間に小売サ

ービスが充実していたことは、ほぼ間違いがないと思われる。すると DD 分析の結果は図 

3.2 のようになっていたと考えることに無理はないと考えられる。 

 本節では DD 分析の結果、販売数量は再販によって増加した可能性があることが分かった

が、このことは以上の考察を総合すると、再販による販売前サービスの充実によって需要が

増大し、その結果消費者余剰が増加したという解釈に無理はないと考えられる。このことは

再販が必ずしも反競争的であるとは限らないことを意味するものであり、再販の当然違法的

な扱いは必ずしも効率的でない可能性を示唆している。 

 

3.3.2. 化粧品産業における再販のメーカーへの影響 

本節では、化粧品産業における再販のメーカーへの影響を検証する。第一に、DD 分析を

用い、再販指定取消前後における再販を行っていた企業（以下、「再販企業」と言う。）の

財務指標の変化を、再販を行っていなかった企業（以下、「比較対象企業」と言う。）の財

務指標の変化と比較し、再販のメーカーへの影響を抽出する。次に、化粧品産業内における

再販の影響について、産業平均指標を用いて、前後比較を行う。 



  価格制限行為（再販売価格維持行為）に関する経済分析：1990 年代の化粧品産業 

   

NERA Economic Consulting  32 

  

結果、再販は化粧品産業の成長を促し、メーカーと小売間でのマーケティングや販売促進

活動の役割や、仕入れリスクに変化をもたらした可能性があることが分かった。 

3.3.2.1. 化粧品産業における再販のメーカーへの影響 

1990 年代に逐次行われた化粧品産業における再販指定取消は、化粧品メーカーへ何らか

の影響を与えられたと考えられるが、前述のとおり、再販の（この場合、再販指定取消の）

影響について実証分析を行った研究は限られている。そこで、本節では、1997 年における

再販指定取消のメーカーの財務指標に及ぼす影響を検証し、再販がメーカーの行動・業績、

そして産業全体の成長にもたらした影響について分析を行なう。 

 

3.3.2.1.1. 目的 

 1997 年に行われた再販指定取消の化粧品メーカーの財務指標への影響を検証することで、

再販の企業成長、生産性、及び、企業が果たす機能に対する影響を分析する。本分析では、

売上高、売上増加率、営業利益増加率をメーカーの成長を示す指標と捉え、また、売上付加

価値比率をメーカーの生産性指標と捉える。その他に、売上広告宣伝費比率を用いて、メー

カーのマーケティングへの投資が、再販取消前後どのように変化したかも検証する。 

  

3.3.2.1.2. 分析手法 

 前述のとおり、本分析は、DD 分析を用い、再販企業の財務指標の再販指定取消前後の変

化を、比較対象企業のそれと比較することで、再販指定取消のメーカーへの影響を検証する。 

図 3.3 分析手法 

 
  

 化粧品産業は寡占であり、再販企業は資生堂やカネボウに限られているためサンプルサイ

ズが小さく、統計的な手法を厳密に適用することは難しい。そこで、再販企業と比較対象企

業を選択し、それらの中で DD 分析的な比較を行なうことにする。 

再販企業の選択基準は次の通りである。公取委が出版している 1990 年から 1999 年の年次

報告書を基に、1990 年代に実際に再販を行っていた企業の選び出し、その中でも化粧品産

業を代表すると考えられる企業を選択した。再販を行っていたことが財務諸表に反映されて

おり、かつ信頼できる財務諸表が入手可能と考えられる企業を分析対象とした。また、再販

企業を選択するに際し、企業が販売する化粧品（制度品と一般品）についても偏りがないよ

うに考慮した。結果、以下 4 社を再販企業として選択した。なお、制度品と一般品は流通形

再販期間 再販指定取消後

財務指標
再販効果を含む

再販以外の変化

市場全体に与える成長・衰
退要因を取り除いた正味の
再販による効果

■再販企業 ■比較対象企業
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態によって定義されており、前者は、化粧品メーカーが資本関係を持つ販社を通じて小売店

に流通させる方式、後者は、化粧品メーカーが問屋に卸し、問屋が小売店に流通させる、と

いう流通方式によって流通する化粧品のことである 34。 

表 3.15 再販企業 

企業名 
 

商品カテゴリー 
または販売方法 

株式会社資生堂（「資生堂」と言う。） 制度品 
カネボウ株式会社35（「カネボウ」と言う。） 制度品 

花王株式会社（「花王」と言う。） 一般品 
ライオン株式会社（「ライオン」と言う。） 一般品 

出所：梅本博史著「化粧品業界業界の動向とカラクリがよ～くわかる本」第 3 版 秀和システム pp. 23
の図より NERAが編集 

他方、比較対象企業を選ぶ際、まず、再販企業として選択された資生堂やカネボウといっ

た制度品を販売しているメーカーや、花王やライオンといった一般品を販売しているメーカ

ーを検索した 36。しかしながら、1990 年以降、信頼できる財務諸表が入手可能な企業のほ

とんどが再販を行っていたため、そのような企業を比較対象企業として選択することは困難

であった。そこで、比較対象企業サーチの範囲を広げ、日経NEEDSより財務諸表を入手で

きる企業で、制度品ではないが化粧品を販売しているメーカーで、再販を行っていなかった

企業を検索した。結果、比較対象企業として、以下の 3 社を選択した。 

表 3.16 比較対象企業 

企業名 商品カテゴリー 
または販売方法 

株式会社ノエビア（「ノエビア」と言う。） 訪問販売 
株式会社アイビー化粧品（「アイビー」と言う。） 訪問販売 

株式会社マンダム（「マンダム」と言う。） 一般品 
 

訪問販売を行っているノエビアやアイビーは、再販という公式な制度は利用していないも

のの、小売価格は企業によって設定されているため、再販と類似した状況にあるとも考えら

れる。本分析では、DD 分析を利用するため、比較対象企業が検証期間中、一貫して訪問販

売を行っていた場合は、再販指定取消の効果を適切に捉えることができる。 

3.3.2.1.3. データ 

本分析には、日経NEEDSより入手可能な、各企業の親会社単体 37の損益計算書を用いた。 

                                         

34  梅本博史著「化粧品業界業界の動向とカラクリがよ～くわかる本」第 3 版 秀和システム 

35  カネボウの化粧品部門は、2004 年 5 月以降、株式会社カネボウ化粧品として独立し、2006 年以降、花王の子会社と

なっている。分析に用いる財務諸表データは、1990 年度から 2004 年度のカネボウの親会社単体のデータであるた

め、それ以降の企業再編の影響を含まないデータとなっている。 

36  最初に、梅本博史著「図解入門業界研究 化粧品業界の動向とカラクリがよ～くわかる本（第 3 版）」（秀和システム）

の 23 ページに記載されている会社について検索した。 

37  連結後のグループ全体の損益計算書は国内･海外子会社の活動も含んでしまうため、親会社単体の損益計算書を

分析に用いることにした。 
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本分析は、1997 年の化粧品産業における再販指定取消のメーカーへの効果を検証するも

のであることから、検証期間は、1990 年 3 月期から 2004 年 3 月期の 15 年間とし、再販指定

取消前期間を 1990 年 3月期から 1996 年 3 月期、再販指定取消後期間を 1998 年 3 月期から

2004 年 3 月期の 7 年毎とした。1997年 3 月期は、再販指定取消へ向けてのメーカーの「調

整期間」と捉え、分析から除外している 38。以下、特に断りがない限り、「199X年」は

199X年 3 月期を意味している。 

 上記で得たデータをもとに、再販取消前後の平均財務指標を算出した。分析に用いられる

財務指標は、以下のとおり。 

 

図 3.4 検証対象期間 

 

 
 

表 3.17 財務指標 

指標 定義 
売上高39 物価指数調整後売上高（百万円） 

売上増加率40 （売上高[t]－売上高[t-1]）÷売上高[t-1] 
営業利益増加率 （営業利益[t]－営業利益[t-1]）÷営業利益[t-1] 

売上付加価値比率 付加価値÷売上＝（売上-(原材料費+外注加工費+運搬･荷

造･保管費)）÷売上 
売上広告宣伝費比率 広告宣伝費÷売上 

 

3.3.2.1.4. 分析結果 

再販指定取消のメーカーへの影響を検証した結果、以下のことが分かった。 

第一に、再販指定取消後と比較し、再販期間中の再販企業の売上高、売上増加率、営業利

益増加率は、比較対象企業よりも高かったことが分かった。そのため、再販は化粧品産業の

成長を促したと考えることができる。 

第二に、再販取指定消後と比較し、再販期間中の再販企業の売上付加価値比率は、比較対

象企業よりも高かったことが分かった。そのため、再販は化粧品産業の生産性を上げる可能

性がある。 

第三に、再販指定取消後と比較し、再販期間中の再販企業の売上広告宣伝費比率は、比較

対象企業よりも低かったことが分かった。そのため、メーカーは再販指定取消後、よりマー

ケティングに投資した可能性があることが分かった。また、再販により、メーカーのマーケ

ティングにおける役割に変化をもたらした可能性がある。 

                                         

38  資生堂へのヒアリングによると、資生堂は、早い時点から 1997 年の再販指定取消に向けて準備を行っていた。その

ため、1996 年と 1997 年の 2 年間を調整期間として除外した分析も行ったが、結果は大きく変わらなかった。 

39  物価指数調整には、IMF より入手した GDP デフレーターデータを使用した。 

40  売上増加率は、物価指数調整後売上高を用いて計算した。 

再販期間 

1990 ~1996 年 3 月期 

調整期間 

1997 年 3 月期 
再販指定取消後 

1998~2004 年 3 月期 
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表 3.18 メーカーへの再販の影響 

指標 再販の影響 
売上 増加 

売上増加率 増加 
営業利益増加率 増加 

売上付加価値比率 増加 
売上広告宣伝費用比率 減少 

 

 

売上高 

上述の分析方法を用いて、再販企業と比較対象企業における再販指定取消前後の売上高の

変化を比較した。その結果、再販指定取消後と比較し、再販期間中の再販企業の売上高は、

比較対象企業の売上高よりも高かったことが分かった。この結果は、再販により販売数量が

増加した結果とも整合的である。 

表 3.19 メーカーの売上高（百万円）に対する再販の影響 

  再販期間 
(’90~’96) 

指定取消後 
(’98~’04) ％△ ノエビア 

との比較 
アイビー 
との比較 

マンダム 
との比較 

 企業名 (A) (B) (C=(B-A)/A) (C-C[ノエビ

ア]) 
(C-C[アイビ

ー]) 
(C-C[マンダ

ム]) 

資生堂 388,125 280,902 -27.63% -10.98% -18.21% -49.93% 
カネボウ 474,501 232,715 -50.96% -34.31% -41.54% -73.26% 

花王 630,961 671,248 6.39% 23.04% 15.80% -15.92% 
ライオン 311,810 301,829 -3.20% 13.45% 6.22% -25.51% 

ノエビア 45,327 37,780 -16.65%    
アイビー 6,541 5,925 -9.42%    
マンダム 25,223 30,850 22.31%       
注：差分（再販指定後―再販期間）の差分（再販企業―比較対象企業）を計算しているため、負の結

果は、再販がなかった場合と比較して、再販期間中の再販企業の指標のほうが大きかったと読み取る。 
※商品カテゴリーや販売方法がより類似しているものを比較するため、資生堂及びカネボウは、ノエ

ビアとアイビーと比較し、花王とライオンは、マンダムと比較することが適切と考えられる。 

 

図 3.5 メーカーの売上高に対する再販の影響 

 
 

再販企業の売上
高は、再販期間
の方が高かった

■再販企業 ■比較対象企業

売上高

再販期間 指定取消後

再販以外の
効果も含む

再販以外の
変化

正味の再販
による増加

効果
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売上増加率 

再販企業と比較対象企業における再販指定取消前後の売上増加率の変化を比較した結果、

再販期間中の再販企業の売上増加率は、比較対象企業の売上増加率よりも高かったことが分

かった。この結果は、再販により販売数量が増加した結果、及び、再販期間中、売上高が高

かったこととも整合的である。 

表 3.20 メーカーの売上増加率に対する再販の影響 

  再販期間 
(’90~’96) 

指定取消後 
(’98~’04) ％△ ノエビア 

との比較 
アイビー 
との比較 

マンダム 
との比較 

 企業名 (A) (B) (C=(B-A)/A) (C-C[ノエビ

ア]) 
(C-C[アイビ

ー]) 
(C-C[マンダ

ム]) 

資生堂 4.31% -8.67% -12.97% -6.40% -17.22% -9.70% 
カネボウ -3.26% -7.89% -4.63% 1.95% -8.88% -1.36% 

花王 4.69% -1.55% -6.24% 0.33% -10.49% -2.97% 
ライオン 1.87% -3.25% -5.11% 1.46% -9.36% -1.84% 

ノエビア 3.38% -3.20% -6.57%    
アイビー -2.80% 1.45% 4.25%    
マンダム 5.27% 2.00% -3.27%    

 

図 3.6 メーカーの売上増加率に対する再販の影響 

 
 

営業利益増加率 

再販企業と比較対象企業における再販指定取消前後の営業利益増加率の変化を比較した結

果、再販期間中の再販企業の営業利益増加率は、比較対象企業の営業利益増加率よりも高か

ったことが分かった。従って、再販により、メーカーは売上増加のみならず、売上に対する

費用削減も行うことができたことが伺える。 

再販企業の売上
高増加率は、再
販期間の方が高

かった

■再販企業 ■比較対象企業

売上増加率

再販期間 指定取消後
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表 3.21 メーカーの営業利益増加率に対する再販の影響 

  再販期間 
(’90~’96) 

指定取消後 
(’98~’04) ％△ ノエビア 

との比較 
アイビー 
との比較 

マンダム 
との比較 

 企業名 (A) (B) (C=(B-A)/A) (C-C[ノエビ

ア]) 
(C-C[アイビ

ー]) 
(C-C[マンダ

ム]) 

資生堂 6.48% -5.27% -11.75% -27.62% -9.33% -16.04% 
カネボウ 5.65% 13.70% 8.05% -7.82% 10.47% 3.76% 
花王 7.06% 7.92% 0.86% -15.02% 3.28% -3.43% 
ライオン 65.38% 2.35% -63.03% -78.90% -60.61% -67.32% 

ノエビア -5.78% 10.09% 15.87%    
アイビー 3.35% 0.93% -2.43%    
マンダム 6.49% 10.78% 4.29%    

 

図 3.7 メーカーの営業利益増加率に対する再販の影響 

 
 

売上付加価値比率 

再販企業と比較対象企業における再販指定取消前後の売上付加価値比率の変化を比較した

結果、再販期間中の再販企業の売上付加価値比率は、比較対象企業の売上付加価値比率より

も高かったことが分かった。従って、再販が生産性を上げる可能性、及び、営業利益率が高

かった結果と整合的であることが分かった。 

再販企業の営業
利益増加率は、
再販期間の方が

高かった

■再販企業 ■比較対象企業

営業利益増加率

再販期間 指定取消後
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表 3.22 メーカーの売上付加価値比率に対する再販の影響 

  再販期間 
(’90~’96) 

指定取消後 
(’98~’04) ％△ ノエビア 

との比較 
アイビー 
との比較 

マンダム 
との比較 

 企業名 (A) (B) (C=(B-A)/A) (C-C[ノエビ

ア]) 
(C-C[アイビ

ー]) 
(C-C[マンダ

ム]) 

資生堂 86.58% 84.68% -1.90% -5.49% -7.64% -7.74% 
カネボウ 42.82% 49.43% 6.61% 3.02% 0.87% 0.77% 

花王 69.84% 73.85% 4.01% 0.42% -1.73% -1.84% 
ライオン 75.15% 80.19% 5.05% 1.46% -0.69% -0.80% 

ノエビア 80.94% 84.53% 3.59%    
アイビー 75.24% 80.98% 5.74%    
マンダム 63.50% 69.35% 5.84%    

 

図 3.8 メーカーの売上付加価値比率に対する再販の影響 

 
 

売上広告宣伝費用比率 

再販企業と比較対象企業における再販指定取消前後の売上広告宣伝費用比率の変化を比較

した結果、再販期間中の再販企業の売上広告宣伝費用比率は、比較対象企業の売上広告宣伝

費用比率よりも低かったことが分かった。結果、再販企業は、再販指定取消後、より広告宣

伝に投資したことがわかる。この結果は、再販期間において小売店等で行っていた販売前サ

ービスがなくなったことにより、メーカーがマスメディアを通して消費者へマーケティング

をしている可能性と整合的である。 

比較対象企業の変化と比べると、再販企業
の売上付加価値比率は、再販期間の方が高

かった

↓

再販が生産性の向上を通じ、産業の成長を
促したというロジックと整合性がある

売上付加価値比率

再販期間 指定取消後

■再販企業 ■比較対象企業
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表 3.23 メーカーの売上広告宣伝費用比率に対する再販の影響 

  再販期間 
(’90~’96) 

指定取消後 
(’98~’04) △ ノエビア 

との比較 
アイビー 
との比較 

マンダム 
との比較 

 企業名 (A) (B) (C=(B-A)/A) (C-C[ノエビ

ア]) 
(C-C[アイビ

ー]) 
(C-C[マンダ

ム]) 

資生堂 7.86% 8.82% 0.97% 0.75% 0.84% 1.54% 
カネボウ 3.45% 8.13% 4.67% 4.46% 4.55% 5.25% 

花王 7.52% 7.99% 0.47% 0.25% 0.34% 1.04% 
ライオン 7.40% 7.28% -0.12% -0.34% -0.25% 0.45% 

ノエビア 4.39% 4.91% 0.52%    
アイビー 3.30% 1.69% -1.61%    
マンダム 9.36% 8.79% -0.57%    

 

図 3.9 メーカーの売上広告宣伝費用比率に対する再販の影響 

 
 

3.3.2.2. 製造業、卸売業、小売業の産業平均指標前後比較 

 次に、産業平均指標を用い、再販が化粧品産業全体に与えた影響を検証する。 

 

3.3.2.2.1. 目的 

前節では、再販の影響を化粧品産業における特定メーカーについて検証した。しかしなが

ら、理論的な研究でも言及されている小売店における販売前サービスについてのフリーライ

ド論や仕入れリスクについては、メーカーよりも化粧品産業の小売店での変化である。その

ため、化粧品産業における、製造業、卸売業、小売業の産業平均財務指標を用いて、再販が

化粧品産業にどのような影響を与えたか、特に、製造業、小売業間の関係の変化について、

検証する。 

 

比較対象企業の変化と比べると、再販
企業の売上広告宣伝比率は、再販期間

の方が低かった

↓

市場におけるメーカーのマーケティン
グの役割の変化を示唆している

売上広告宣伝比率

再販期間 指定取消後

■再販企業 ■比較対象企業
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3.3.2.2.2. 分析手法及びデータ 

 本分析は、化粧品産業全体を検証するため、1997 年の再販指定取消前後の産業平均財務

指標を比較する回帰分析を行う。推定式は、以下のとおり 41。 

財務指標 = 𝛼 + 𝛽1再販期間 + 𝛽2再販期間ｘ卸売業 + 𝛽3再販期間 × 小売業 

+𝛾1卸売業 + 𝛾2小売業 + 𝛿その他コントロール + 𝜖 

前セクションの分析同様に検証期間は、1990 年 3 月期から 2004 年 3 月期の 15 年間とし、

再販指定取消前期間を 1990 年 3 月期から 1996年 3 月期、1998 年 3 月期から 2004 年 3月期

の 7 年毎とする。1997 年 3 月期は、再販指定取消へ向けての「調整期間」と捉え、分析か

ら除外する 42。 

本分析に用いるデータは、帝国データバンク『全国企業財務諸表分析統計』の平成 2年
3 月期から平成 16 年 3 月期の以下の産業コードの情報である。 

- 製造業：289-1 化粧品・香料等製造業 

- 卸売業：402-5 化粧品･合成洗剤卸売業 

- 小売業：491-0 医薬品・化粧品小売業 

帝国データバンクでは上記の産業コードにおいてそれぞれ、財務指標の平均を算出、発表

している。平均財務指標を算出するために用いられた企業サンプル数は、以下のとおり 43。 

 

表 3.24 説明変数と被説明変数の定義 

変数 定義 

財務指標 売上増加率、経常利益率、産業内利益配分率、棚卸回

転期間（月）、売上販売管理費用比率 
再販期間 再販期間ダミー (1997 年 3 月期以前は 1) 
卸売業 卸売業ダミー 
小売業 小売業ダミー 

その他コントロール44 ln(一人当たり GDP)、ln(一人当たり GDP[-1])、 
トレンド変数 

注：製造業は、リファレンスとして除外してある。 

 

 

                                         

41  その他コントロール」には、ln(一人当たり GDP)、ln(一人当たり GDP[-1])、トレンド変数が含まれる。 

42  1996 年と 1997 年の 2 年間を調整期間として除外した分析も行ったが、結果は大きく変わらなかった。 

43  1990 年前半と、2000 年代の小売業におけるサンプル数を比較すると、製造業、卸売業の約 2 倍の増加に対し、小

売業のサンプル数が約 6 倍と、急激に増加していることがわかる。これは、実際に 1990 年代後半より、大規模小売店

などが増えたことを反映していると考えられる。 

44  IMF より入手した GDP データを使用した。 
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図 3.10 検証対象期間 

 

 

 

産業 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
製造業 55 60 59 61 68 65 69 73 76 86 79 84 87 84 92 
卸売業 87 97 85 112 102 132 135 135 179 172 148 155 157 174 177 
小売業 30 26 44 72 74 79 91 82 106 117 118 122 138 158 191 

 

3.3.2.2.3. 結果 

再販指定取消の化粧品産業への影響を検証した結果、再販によって、製造業と小売業のマ

ーケティングや販売促進活動、及び、仕入れリスクに変化をもたらした可能性があることが

分かった。具体的には、以下のとおり。 

第一に、再販指定取消前後比較では、再販の売上増加率に対する効果は見られなかった。 

第二に、再販期間の方が、小売業の経常利益率が高かった。また、化粧品産業内における

利益配分を検証した結果、製造業者が再販期間中、多くの利益を確保したことが分かった。 

第三に、再販期間の方が、小売業における売上販売管理費用比率が高かった。再販期間中、

小売業が販売促進活動により投資していたことが分かった。 

第四に、再販期間の方が指定取消後と比較し、小売業の棚卸回転期間が長く、製造業の棚

卸回転期間が短かった。再販指定取消前後において、棚卸リスクの転嫁があった可能性が見

受けられる。 

 

表 3.25 製造業、卸売業、小売業への再販の影響  

指標 
再販の影響 

製造業 卸売業 小売業 
売上増加率（%） -1.235 -2.893 -1.671 
経常利益率（%） -0.535 0.330 1.670 

産業内利益配分率（%） 0.082 -0.111 -0.135 
売上販売管理費用比率（%） -0.128 -5.016 3.214 

棚卸回転期間（月） -0.283 0.129 1.889 
 注：太字は 5％で有意 

売上増加率 

 再販指定取消が製造業、卸売業、小売業の平均売上増加率に与えた効果を検証したところ、

有意な結果は得られなかった。この結果は、本分析が前後比較のみで、DD 分析のように影

響を受けたグループとそうでないグループを比較していないため、本分析において再販指定

取消の影響が有意でないからと言って、影響がなかったとは、言い切れない。 

売上増加率 = −1,274.252− 1.235 再販期間− 2.893 再販期間ｘ卸売業 

−1.671 再販期間ｘ小売業 + 3.940 卸売業 + 𝟖.𝟔𝟔𝟎小売業 

+その他コントロール 

再販期間 

1990 ~1996 年 3 月期 

調整期間 

1997 年 3 月期 
再販指定取消後 

1998~2004 年 3 月期 
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経常利益率 

 再販指定取消が製造業、卸売業、小売業の平均経常利益率に与えた効果を検証したところ、

小売業においては、再販期間中のほうが、経常利益率が 1.67％ほど高かったことが分かった。

製造業及び卸売業の経常利益率は、再販指定取消前後において有意な差はなかった。この結

果は、メーカー主導の再販申請が、小売業の利益率増加に貢献していた可能性を示唆するも

のである。 

経常利益率 = 252.275− 0.535 再販期間 + 0.330 再販期間ｘ卸売業 

+𝟏.𝟔𝟕𝟎再販期間ｘ小売業− 𝟑.𝟖𝟏𝟕卸売業− 𝟑.𝟕𝟓𝟑小売業 

+その他コントロール 

産業内利益配分率 

 メーカー主導の再販申請がメーカーの経常利益率に及ぼす影響が有意ではなかったため、

化粧品産業内における利益の配分率について検証した。結果、指定取消後と比較し、再販期

間中において製造業の利益が産業内利益に占める割合が、0.082％高かったことが分かった。

また、卸売業と小売業の利益が産業内利益に占める割合は、指定取消後の製造業に比べて、

それぞれ 0.111％と 0.135％低かったことも分かった。この結果は、メーカー主導の再販によ

って、メーカーが経常利益率を上げたという結果は得られなかったものの、実際、メーカー

は、産業内の利益をより多く占めていたことが分かった。 

産業内利益配分率 = 0.730 + 𝟎.𝟎𝟖𝟐再販期間− 𝟎.𝟏𝟏𝟏再販期間ｘ卸売業 

−𝟎.𝟏𝟑𝟓再販期間ｘ小売業− 𝟎.𝟓𝟗𝟕卸売業− 𝟎.𝟓𝟗𝟐小売業 

+その他コントロール 

売上販売管理費用比率 

前述のとおり、再販の効果のひとつとして小売店における販売前サービスのフリーライド

論があげられる。実際に小売店において、どれくらいの販売前サービスが行われていたか、

また、再販指定取消前後において、そのサービスレベルがどれくらい変化したかについて、

定量的に実証することは困難である。そこで、販売前サービスにかかる費用が計上されてい

る販売管理費用が（売上に対して）どの程度変化したかを、検証する 45。 

結果、再販期間中のほうが、小売業の売上販売管理費用比率が 3.214%高かったことが分

かった。そのため、小売業は、再販期間中により販売前サービスを提供していたとされる理

論と整合的な結果となっている。 

売上販売管理費用比率 = −628.152− 0.128 再販期間− 𝟓.𝟎𝟏𝟔再販期間ｘ卸売業 

+𝟑.𝟐𝟏𝟒再販期間ｘ小売業− 𝟔.𝟑𝟎𝟗卸売業 + 0.903 小売業 

+その他コントロール 

                                         

45  販売管理費用には、販売促進以外の業務に係る費用も含まれている。しかし、販売促進活動以外の販売管理費用

に計上される通常業務にかかる費用が、再販指定取消前後において変化したとは考え難い。そのため、再販取消前

後の販売管理費用の変化は、販売促進活動の変化によるものと捉える。 
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棚卸回転期間 

再販の競争促進効果として挙げられている仕入れリスクについても、定量的証拠が少ない。

仕入れリスクを計るのに用いられる指標として、棚卸回転期間がある。そこで本分析では、

再販指定取消前後において、化粧品産業における棚卸回転期間がどのように変化したかを検

証する。 

結果、指定取消後と比較し再販期間中における製造業の棚卸回転期間は 0.283 ヶ月分短く、

小売業の棚卸回転期間は（製造業と比較し）1.889 ヶ月分長かったことが分かった。従って、

指定取消後と比較し、再販期間中は小売業の仕入れリスクが低く、より多くの棚卸資産を保

有していたことがわかる。これは、小売業が再販期間中、小売価格が下がるリスクがないた

め、品切れにならないように少しでも多くの商品を棚卸として保有しようとした可能性があ

る。同時に、製造業においては、再販指定取消後、小売店が保有しなくなった分、以前より

棚卸を保有することになった可能性がある。 

棚卸回転期間 = 44.400− 𝟎.𝟐𝟖𝟑再販期間 + 0.129 再販期間ｘ卸売業 

+𝟏.𝟖𝟖𝟗再販期間ｘ小売業− 𝟎.𝟓𝟔𝟏卸売業− 𝟎.𝟐𝟗𝟏小売業 

+その他コントロール 

3.3.2.3. 小括 

化粧品産業における再販のメーカーへの影響を検証した。結果、再販は産業の成長を促し、

製造業と小売業間での、マーケティングや販売促進活動に関する役割や仕入れリスクに関す

る変化を促した可能性が見受けられた。 

特定企業の財務諸表分析においては、再販企業の売上、売上増加率、営業利益率が、比較

対象企業の変化と比べて再販期間中、高かったことが分かった。これは、再販が産業の成長

を促したことを示唆した。また、再販企業の売上付加価値比率も、比較対象企業の変化と比

べて再販期間中、高かったため、再販は生産性も増加した可能性があることも分かった。 

また、特定企業分析の財務諸表分析においては、比較対象企業に比べて、再販企業が再販

指定取消後、広告宣伝により投資したことが分かった。また、産業平均財務指標前後分析で

は、小売業が再販期間中により販売促進活動に注力していたことを示唆する結果を得ること

ができた。よって、再販は、メーカーと小売店間の、マーケティングや販売活動における役

割分担に変化をもたらした理論と整合性のとれた結果を得ることができた。 

産業平均財務指標前後分析では、仕入れリスクに関して、再販期間中は、小売価格が決ま

っていたため、より多くの棚卸を保有していたであろう小売店も、再販指定取消後は、仕入

れリスクに直面したため、棚卸を減少させ、製造業においては、再販指定取消後、以前より

棚卸を保有することになった可能性がある。これは、再販により仕入れリスクが低減してい

た理論と整合的な結果である。 

3.4. まとめ 

 化粧品市場の実証分析から、次のことが明らかになった。第一に、再販は販売数量を増加

させ、消費者余剰を高めた可能性がある。第二に、再販は産業の成長を促し、また、製造業

と小売業間での、マーケティングや販売促進活動に関する役割や仕入れリスクに関する変化

を促した可能性が見受けられた。これらの結果は、再販が当然に競争制限的であるという立

場とは相容れないものと考えられる。 
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4. 消費者アンケート 
 本調査研究では再販売価格維持行為の効果について検証する上で需要者側の視点を取り込

むことにした。再販売価格維持行為の規制について議論がなされる場合には、製造販売業者

と卸売・小売業者との対立という供給者サイドから分析が行われることがほとんどである。

しかし再販による社会的余剰への影響は需要者側が小売サービスをどのように評価するかに

も依存する問題であることから、消費者アンケートを実施して、消費者の評価を尋ねること

にした。 

 消費者アンケートの目的は大別して 2 つある。1 つは本調査研究で実施した化粧品業界に

おける再販指定の取消の経済効果に関する実証分析を補強することであり、1990 年代の再

販期間の化粧品市場の実態に関する質問を行うことと、再販期間の小売店におけるサービス

について評価をしてもらうことである。もう 1 つは一般に再販に付随して提供される販売前

サービスが効用水準にどのような影響を与えるかについて尋ねることである。 

 アンケート調査は 2 つの調査を同時に実施した。1 つはメイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア

商品の消費者を対象にしたインターネット調査であり、もう 1 つはメイク用化粧品・スキンケア商品・

ヘアケア商品の販売関連業務に従事したことのある消費者に対する電話アンケート調査である。 

4.1. インターネット調査 

4.1.1. 調査実施要領 

1. 実施概要 

スクリーニング調査と本調査の 2 段階に分けて行った。 

スクリーニング調査では調査対象者の抽出を目的として行い、スクリーニング調査のサンプルの

うち条件該当者について本調査を行った。 

なお、スクリーニング調査については「電話インタビュー」のエントリー調査も兼ねた。 

2. 調査方法 

インターネットコミュニティ（マイボイスコム株式会社）のモニター会員を対象にメールで協力依頼

を行った上、ウェブを介してアンケートを依頼し、回答をウェブで受け付ける手法。 

3. 調査期間 

スクリーニング調査：平成 26 年 2 月 14 日（金）～2 月 17 日（月） 

本調査 ：平成 26 年 2 月 19 日（水）～2 月 21 日（金） 

4. 調査対象者 

スクリーニング調査：女性で 1971 年生まれを含むそれ以前に生まれた方 

本調査： 

（1）スクリーニング調査で「メイク用化粧品」「スキンケア化粧品」「ヘアケア商品」の 3 つ共に

1992 年以前から購入をしていると回答した方 

（2）「メイク用化粧品」「スキンケア化粧品」「ヘアケア商品」に関する業務に携わっていたことがな

い方 

5. 配信、回収数割付など 

スクリーニング調査 
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配信：上記条件を対象としモニター全員の 34161 件へ配信を行った。 

回収：17883 件 

本調査 

配信：上記条件を対象とし「40 代」「50 代」「60 代以上」の割付で各 523 件を配信した。 

回収：「40 代/365 件」「50 代/367 件」「60 代以上/366 件」 

※集計時は 3 割付均等とし、ランダムでサンプル削除を行い、各割付 334 件で集計した。最終

的なサンプルは 1002 名である。 

6. 謝礼ポイント 

スクリーニング調査：4 問まで回答者は 5 ポイント（5 円相当）。8～10 問まで回答者は 10 ポイン

ト（10 円相当）とした。 

本調査：全員 50 ポイント（50 円相当） 

4.1.2. 調査結果 

サンプルは 1992 年以前に化粧品等を自分で買い始めた女性 1002 人が 40 代、50 代、60 代以

上が均等になるように構成されている。女性だけを対象にしたのは化粧品類の購入についての質問

であるからである。1992 年以前に化粧品等を購入し始めた女性とした理由は、1990 年代の事情に

ついての質問を含むからである。アンケート調査に用いた調査票は添付資料 B に納めてある。ここ

では本調査研究に直接関わる内容に関する結果を報告する。 

まず新商品や別ブランドの商品など、使用したことのない商品を購入する場合に最も重要な決め

手は何かという質問を行ったところ表 4.1 のような結果を得た。メイク用化粧品とスキンケア商品は圧

倒的に「試供品・テスターで確かめて自分の肌に合うこと」を選んだ人の割合が高く、いずれも 4 割

を超えていた。同商品群の場合は、「商品の品質（成分・機能）」、「商品の価格」、「メーカー・ブラン

ドの信頼性」が後に続くパターンが共通していた。ヘアケアだけは肌に使用するための商品でない

こともあってか、「商品の品質（成分・機能）」が最も高く、試供品・テスターの使用よりも高くなってい

た。しかし表 4.1 は試供品・テスターが商品の使用に関するリスクを気にする消費者の割合が高いこ

とを物語っている。 
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表 4.1 なじみのない商品購入の決め手 

決め手 
メイク用

化粧品 

スキンケア

商品 

ヘアケア

商品 

試供品・テスターで確かめ、自分の肌に合うこと 42.8% 44.8% 22.9% 

販売員によるカウンセリング（相談・提案・指導） 6.2% 4.9% 3.4% 

商品の品質（成分・機能） 15.9% 20.8% 26.4% 

商品のデザイン（パッケージ） 0.8% 0.3% 1.0% 

商品の広告イメージ 1.7% 1.2% 3.4% 

店頭のポップやキャッチコピー 2.4% 1.5% 6.9% 

商品の価格 12.3% 9.4% 13.8% 

家族・友人・知人のすすめ 4.0% 4.2% 5.9% 

クチコミサイトや SNS のすすめ 3.4% 4.3% 4.2% 

メーカー・ブランドの信頼性 9.3% 7.6% 10.2% 

販売店の信頼性 0.7% 0.7% 1.3% 

その他 0.6% 0.4% 0.7% 

合計 
100.0％ 

（1002 名） 
100.0％ 

（1002 名） 
100.0％ 

（1002 名） 
 

1990 年代に関する質問では、今よりも 1990 年代のほうが試供品・テスターの提供やカウンセリン

グ、対面販売型店舗の利用が多かったかを尋ねた結果について表 4.2 にまとめてある。試供品テス

ターの提供については約 4 割の消費者が 1990 年代のほうが試供品・テスターの提供が多かったと

答えており、小売店における消費者向けサービスが再販期間に充実していたことが窺える 46。カウン

セリング・商品説明の提供を受けることが 1990 年代のほうが多かったと答えた回答者はおよそ 5 割

であった。1990 年代のほうがカウンセリングや商品説明が充実していたと考えられるが、対面販売

型の店舗利用が 1990 年代のほうが多かったとする消費者が 53.4％いたことを考えると、各小売店

でのカウンセリングや商品説明が今より充実していたことだけでなく、そのようなサービス提供が特色

の店舗での購入が多かったという可能性があることには留意する必要がある。 

                                         

46  販売実務に携わった消費者への電話インタビューでは 1997 年の再販指定撤廃後に試供品・テスターが急激に減っ

たとか急激に増えたということはないという証言をした美容部員経験者がいた。1997 年以降に試供品・テスターが急

激に増加したことが 1990 年代に試供品・テスターの提供が多かったことを印象づけたとは考えにくい。再販指定撤廃

後はむしろ試供品・テスターにかける費用が減少したと考える方が自然である。 
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表 4.2 1990 年代の小売店におけるサービスの提供について 

回答 
試供品・テス

ターの提供 

カウンセリン

グ・商品説明

の提供 

対面販売型

店舗の利用 

90 年代のほうが多かった 41.4% 47.7% 53.4% 

90 年代のほうが多かったわけではない 29.1% 23.1% 20.0% 

わからない 29.4% 29.2% 26.6% 

合計 
100% 

（1002 名） 
100% 

（1002 名） 
100% 

（1002 名） 
 

次に、商品説明や試供品の提供といった販売前サービスの提供が購入に結びつくかどうかという

質問に対して、表 4.3 に示すように多くの消費者が「購入しようという気になる」と答えている。特に試

供品・テスターの提供の効果は著しく、7 割の消費者が試供品・テスターを提供される場合には商品

を購入しようという気になると答えている。一方、商品説明については 35.5％の消費者が購入しよう

という気になるとしており、購入しようという気になるわけではない消費者の割合（37.5％）に比べると

小さいものの、10 人のうち 3 人以上は商品前説明が購入に結びつくと答えている。 

表 4.3 販売前サービスの提供と商品購入の関係について 

回答 
試供品・テス

ターの提供 

商品説明の

提供 

購入しようという気になる 70.8% 35.5% 
購入しようという気になるわけではない 13.0% 37.5% 
わからない 16.2% 27.0% 

合計 
100% 

（1002 名） 
100% 

（1002 名） 
 

一方、購入前サービスと購入後の満足感について尋ねた質問では、表 4.4 に示すように、ほとん

どの消費者が商品の特徴について説明されたり、試供品・テスターの提供を受けたりすることで商品

購入後の満足感が高まると回答している。購入前サービスの提供によって消費者余剰が高まる可能

性を示唆する結果といえよう。 

表 4.4 販売前サービスの提供と購入後の満足感の関係について 

回答 
試供品・テス

ターの提供 

商品説明の

提供 

商品に対する満足感が高まる 86.5% 85.4% 
購入しようという気になるわけではない 2.0% 3.7% 
わからない 11.5% 10.9% 

合計 
100% 

（1002 名） 
100% 

（1002 名） 
 

最後に商品の購入前サービスの提供を受けた消費者が、サービスの提供を受けた店舗とは違う

店舗で実際に商品を購入することがあるかどうかを尋ねてみたところ、表 4.5 に示すように 8 割以上

の消費者がそのようなことはしたことがないと回答している。したことがあると回答した消費者は 2 割

弱にすぎない。このような質問をアンケートで行えば、自己イメージの保存のため、正直に答える回

答者の割合は実際よりも低くなる可能性があるが、電話インタビューでも販売従事者の経験上、フリ

ーライドを行う消費者の割合はそれほど大きくない印象であり、特に 1990 年代には現在よりもそのよ

うな行動をする消費者の数は多くなかったのではないかとの証言を得ている。確かに 1990 年代に
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はデフレの始まりの頃で、今ほど消費者の安値に対する感度は高くなかったし、インターネットの情

報も今ほど多くなかった。また安売り業者には怪しいイメージが強かったと証言した美容部員経験者

もあった。こうしたことから、フリーライドを行う消費者は特に 1990 年代には大きな問題になるほど蔓

延していたと考えるのは妥当でない可能性が強い。1990 年代に行われた再販が主にフリーライドの

防止を目的としたものであったとは考えにくい。フリーライドの防止以外の動機が重要であったと考

えるべきであろう。 

表 4.5 購入前サービスのフリーライドについて 

回答 列 % 

フリーライドすることがよくある 5.6  
フリーライドはいつもするわけではないが、したことがある 12.4  
フリーライドをしたことがない 82.0  

合計 
100% 

（1002 名） 
 

4.2. 電話調査 

 インターネット調査ではメイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品の消費者を対象に調査を

行ったが、電話調査では販売業務に従事した経験のある消費者を対象に調査を行った。ごく一部

の化粧品メーカーに 1990 年代の化粧品市場や販売業務の実態についてヒアリングを行ったものの、

サンプルが非常に少なく、当事の現場を熟知している社員が退職しているなどの事情があり、必ず

しも 1990 年代の状況についての裏付け調査ができた訳ではない。この状況において可能な限り化

粧品販売業務の実態に関する情報を収集することを意図した調査を行った。 

協力してくれた人の経歴はまちまちで、美容部員 3 名、化粧品やスーパーのバイヤー経験者 3

名、化粧品メーカーの営業部員が 2 名、ドラッグストア店主 1 名、化粧品専門店勤務経験者 1 名で

あった。経歴によって知識の範囲も異なり、美容部員の場合はメーカーと小売店の取引条件につい

てあまり知らなかった。 

4.2.1. 調査実施要領 

1. 実施概要 

インタビューのエントリー調査を行い、協力の同意を得られたモニターの方から、職業などで対

象者を絞りこみインタビューを行った。 

なお、エントリー調査は「消費者用アンケート」のスクリーニング調査も兼ねて行った。 

2. 調査方法 

エントリー調査：インターネットコミュニティ（マイボイスコム株式会社）のモニター会員を対象にメ

ールで協力依頼を行った上、ウェブを介してアンケートを依頼し、回答をウェブで受け付ける手

法。 

インタビュー：エントリー調査でのインタビュー許諾者へ電話にてインタビューを行った。 

3. 調査期間 

エントリー調査：平成 26 年 2 月 14 日（金）～2 月 17 日（月） 

インタビュー ：平成 26 年 2 月 20 日（木）～2 月 21 日（金） 

4. 調査対象者 

スクリーニング調査：女性で 1971 年生まれを含むそれ以前に生まれた方または男性 45 歳以上 
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インタビュー：電話インタビューに応諾した人の中から、1990 年代の大半を化粧品販売関連業

務に携わった方で、小売店の運営・仕入れ・販売業務等に携わった人、化粧品メーカーの営業

部員や美容部員として活動した人など 10 人を抽出した。 

5. 配信、回収数割付など 

スクリーニング調査 

配信：女性 34161 件/男性 36428 件 

回収：女性 17883 件/男性 20001 件 

インタビュー 

架電対象：10 人 

謝礼ポイント 

スクリーニング調査：4 問まで回答者は 5 ポイント（5 円相当）。8～10 問まで回答者は 10 ポイン

ト（10 円相当）とした。 

※エントリーに必要な聴取内容についてはポイント対象外。 

インタビュー：インタビュー実施者に 3000 ポイント（3000 円相当） 

4.2.2. 調査結果 

 電話調査はアンケート調査というより対談に近い形で行われた。電話インタビューは、協力してもら

える人数が少なく、回答者個々人の経歴にも大きな違いがあり、スクリプトを読み上げる形で行うよう

な定量調査にそぐわない状況であった。そこで大まかなガイダンスを与えながら自由に回答してもら

うインタビュー形式でアンケートを行うこととした。自由回答式のインタビューのため、表でまとめるほ

ど回答の形式が整っていないため、いくつかの重要な証言について述べる形で結果の報告を行う

にとどめる。結果についてはサンプリングの方法に恣意性はないものの、サンプルが小さいため、個

人の経験の違いが回答の違いに大きく反映されてしまうため、調査結果を一般化することは適当で

ない。あくまでそのように証言する人がいたという解釈にとどめるべきである。 

 表 4.6 は電話インタビューの発言を簡略にまとめたものである。再販期間に試供品・テスターの配

布が多かったことは多くの人が認めていたが、カウンセリングサービスが充実していたという認識は

一般的とまでは言えないようである。試供品・テスターが再販期間に供給が多かったことは認める人

でも、それが再販の効果によるものとまで認めるのは躊躇が感じられる。回答者は、再販が仕入れに

影響していたとは感じていなかったようである。同様に返品が再販期間に多かったということもなかっ

たようである。返品できずに売れ残った商品を買い取り業者に売り渡して現金化する小売店もあった

という話をする人もいた。再販期間に試供品・テスターの配布という販売前サービスがより充実してい

たということは言えそうであるが、電話インタビューの結果から再販との因果関係を結論づけるのは

困難である。 1990 年代の化粧品市場の動向については、唇から目元へのシフトがあったという印

象をある程度受けるし、10 代後半から 20 代前半の女性への化粧品使用の拡大もあったのではな

いかと思われる。 
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表 4.6 電話インタビューにおける発言のまとめ 

項目 回答 
1990 年代のカウンセリングサー

ビスは今よりも充実していたか 
肯定的な回答と否定的な回答が拮抗していて残りは分からないと答えた人たちであっ

た。否定的な回答は、今も昔もカウンセリングは行っているというものである。肯定的な

回答は、1990 年代のほうが対面販売型の店舗で購入する人が多かったということと関

係がありそうである。再販があったからカウンセリングをやっていたというわけではない

だろうと答えた男性バイヤーがいた。 
1990 年代は今よりも試供品・テス

ターがよく配布されていたか 
1990 年代のほうが試供品・テスターがよく配布されていたと答えた人が 7 名で、残りは

いいえが 2 名と分からないが 1 名だった。化粧品店長で再販後にテスターが有料に

なったと答える人がいた。ドラッグストア経営者も再販後に価格が低下してテスター供

給が減少したと述べている。美容部員も 1990 年代は惜しみなくサンプルを配布して

いたと語っている。試供品・テスターの提供が多かったようである。 
1990 年代に小売店が自己負担

でカウンセリングコーナーの設置

を行っていたか 

分からないと答えた 2 名以外は、自己負担によるコーナーの設置があったと答えてい

る。ただ負担率は仕入れ量と連動していて、優良店の場合はメーカーのサポートが手

厚かったようである。 
1990 年代に小売店が自己負担

で試供品・テスターの提供を行

っていたか。 

2 名が行われていなかった、2 名が分からない、6 名が行われていたと回答。こちらも

小売店の仕入れ量によって待遇が異なっていたが、小売店が全く負担しなかったわ

けでもないようである。 
販売前サービスの提供と再販に

関係があったか 
関係ある（3 名）、関係ない（3 名）、分からない（4 名）。ただし関係があると答えた人で

も、再販が全てではなく、要因の 1 つと語っていた。関係ないと答えた人は、小売店の

やり方が再販撤廃後に変わったわけではないことを理由にあげている。積極的な販売

前サービスが再販期間に行われていたという認識はあるが、それが再販によるものだ

ったとまでは意識していないようである。 
再販期間に仕入れが増えていた

か 
- いいえ（6 名）。 
- 分からない（2 名）。 
- はい（2 名）。ドラッグストアとの競争が厳しくなり、事業を縮小していった路面店

などは仕入れが増えていたように見えた可能性がある。再販だから増えていたと

は一概に言えないだろう。 
再販期間の仕入れ増はリベート

やインセンティブによるものか。 
5 名が肯定的な回答をした。1 名が否定、4 名がわからないという回答をした。バブル

時代の名残がまだ見られた時代状況だったので、次第にリベートや報奨などを縮小し

つつあった頃ではないかと思われる。 
再販期間は今よりも返品が多か

ったか 
返品について、明確に再販期間のほうが多かったと答えた人は、美容部員 1 名だけ

だった。仕入れ量は需要見込みや資金繰りの状況、メーカーからの依頼などの要素

があり、その時々の状況に応じて総合的な判断に基づいて行われていたもので、再

販だけの影響を切り離すことは難しい模様。 
カウンセリングサービスは既存の

顧客にもメリットがあるか 
- 分からない（8 名）。 
- ある（路面店勤務 1 名、化粧品会社営業 1 名）。お客様は自分が使用したファ

ンデーションの色など覚えていないから、同じものを買うのであってもカウンセリ

ングに意味がある。また女性の肌は年齢だけでなく、体調や気候によって変化

するので、既存の顧客であってもカウンセリングから得るものがあるといった意見

が聞かれた。 
カウンセリングサービスのフリー

ライドはあるか（あったか）。 
- 分からない（4 名）。 
- はい（2 名）。2～3 割の人はフリーライドをやる印象（40 代化粧品会社営業）。こ

の割合はかなり大きいが裏付けがあるかは不明。 
- いいえ（4 名）。90 年代のお客さんはずるくなかったとか、義理堅かったといった

内容の回答が寄せられた。 
1990 年代中頃から目元化粧品

の需要は高まったか 
男性の販売経験者は分からない人が多かった。58 代の男性バイヤーは口紅が売れ

なくなり、マスカラなどの単品が売れるようになったと答えている。複数の美容部員が

使用する目元化粧品のアイテムが増えたという証言を行っていた。ある程度のトレンド

はあった模様。 
1990 年代には 10 代後半から 20
代前半の女性に目元化粧品の

すそ野が広がったか 

ドラッグストアのような流通の変化に対応したもの（ドラッグストア経営者）との証言があ

る。若い子向けの単品低価格商品が出てきた（男性バイヤー2 名、美容部員 1 名） 



  結び 

   

NERA Economic Consulting  51 

  

 

4.3. 小括 

 インターネット調査と電話調査の結果を踏まえると、試供品・テスターの提供が 1990 年代の化粧

品店で行われることが多かった様子が窺える。カウンセリングも 1990 年代のほうが充実していた可

能性があるが、化粧品の購買が化粧品専門店からドラッグストアに移っていく時代のうねりの影響も

考慮する必要がある。 

 一方、インターネット調査の結果から、カウンセリングサービスにしろ、試供品・テスターの提供にし

ろ、販売前サービスの提供により、消費者の購入後の消費者余剰が高まることが分かった。特に試

供品・テスターの提供は販売数量を押し上げる効果が強いことが窺える。消費者は購入の決め手と

して試供品の試用を挙げているし、購入にも結びつくと答える人が多かった。また販売活動従事者

も試供品・テスターの提供をしなくなると売上が落ちるということを証言する人があった。 

 1990 年代の化粧品市場で目元化粧品の需要が伸びたことはインターネット調査からは必ずしも明

らかにはならなかったが、個々人の意識としてはその当時流行している化粧の仕方を覚え、必要な

アイテムを購入することから、市場全体を眺めるような質問はむしろ販売者側から見るほうが適切な

のかもしれない。販売従事者のインタビューでは全ての人が共通の見解を示した訳ではないが、目

元化粧品のアイテムが増えたとか、口紅が売れなくなっていったという証言からある程度の裏付けが

できるように思われる。また本報告書に特記はしなかったが、化粧品メーカーの聞き取り調査の際に

40 代の女性社員が 90 年代に円高が進行した際に外国の化粧品の需要が高まったことも、当時の

外国人モデルが行っていた流行の目元化粧スタイルが浸透する効果を発揮したのかもしれないとい

う証言をしていた。 

 1990 年代に化粧品需要層の拡大があったことも窺える結果を得ている。人気女性歌手の CM 起

用の影響で 10 代後半や 20 代前半の若い女性がメイクするようになったという証言は電話インタビ

ューの男性バイヤーや企業の聞き取りの際の女性社員の口から聞かれた言葉であった。ドラッグスト

アの成長に伴い、セルフ方式で買える低価格帯の商品アイテムが充実するようになり、若い女性が

単品買いをするようになったことは背景にあると思われる。実証分析において眼用化粧品の結果が

やや他と整合的でないのは、化粧品市場における大きなうねりが特に眼用化粧品に強く影響を与え

た可能性が否定できない。消費者インタビューの結果はその仮説を補強する材料になると考えられ

る。 

 フリーライドについて、インターネット調査では 8 割の人が経験なしと答えており、2～3
割はいるのではないかという化粧品会社の営業担当者の予測とそれほどかけ離れてはいない

結果になっている。しかし、販売経験者のインタビューでは 90 年代の人はほとんどフリー

ライドしなかったのではないかという実感も考慮する必要はあろう。90年代にはインター

ネットによる情報や販売もなく、安売り店の口コミ情報も入手しづらい状況であり、フリー

ライドを今ほどしやすくなかったからである。本調査研究における実証分析は、必ずしも再

販によるフリーライド防止効果を立証するためのものではないが、結果の解釈においてはフ

リーライド以外の動機が重要だったという議論を展開する必要があると思われる。 

5. 結び 

 本調査研究は、我が国のデータを用いた再販の経済効果を検証するものとしては DD 分析を行っ

た例としては最初のものである。DD 分析の結果は、再販により販売数量がむしろ増大する可能性

が示されており、これまでの我が国の研究結果とは一線を画すものとなっている。再販が必ずしも競

争制限的なものとは限らないということを示唆する結果は、再販規制のあり方について疑問を投げか

けるものである。 
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 本調査研究で用いたデータは個別の企業による再販の実態を分析するものではなく、詳細な消費

者余剰の分析にまで踏み込めなかったという点で、必ずしも満足のいくものではなかったかもしれな

い。集計データを用いたことから、再販がどのような問題を解決するために行われたものかを検証す

ることもできていない。この点については、今後 POS データのような詳細なデータを用いて同様な趣

旨の実証分析が蓄積されていくことを望みたい。 

 

添付資料 A. 産業間比較による再販の効果の実証分析 

A.1. 目的 

本研究は、化粧品産業における再販の影響を、化粧品産業内の比較分析として検

証した。本章では、分析枠を広げ、産業間比較を用いて再販の産業全体に与える影

響を分析する。 

A.2. 分析方法及びデータ 

産業平均財務指標を用い、再販指定取消の影響を受けた化粧品産業を「再販産業」とし、

その影響を受けていないと考えられる家電産業を「比較対象産業」と捉え、再販の再販産業

全体に与える効果を検証する。本分析は、再販の産業全体に与える影響を、DD 分析にて検

証する。具体的に、1997 年の再販指定取消前後の化粧品産業と家電産業の財務指標の変化

を比較することで、再販の産業全体に与える影響を分析する。 

1990 年代は日米構造協議の結果、化粧品産業と家電産業の両産業において、大規模小売

店が全国に増えた。そのような、産業全体に与える影響が類似している化粧品産業と家電産

業であるが、化粧品産業は再販指定取消を経験し、家電産業はオープン価格制度を用いてい

た産業である 47。そこで、両産業の再販指定取消前後の財務指標の変化を比較することで、

再販の効果を分析する。 

回帰分析に用いられる推定式は、以下のとおり 48。 

財務指標 = 𝛼 + 𝛽1再販指定取消後 + 𝛽2化粧品産業 + 𝛽3再販指定取消後 × 化粧品産業

+ 𝛿その他コントロール + 𝜖 

 

表 A.1 説明変数と被説明変数の定義 

変数 定義 
再販指定取消後 1997 年 3 月期以降＝１となるダミー変数 
化粧品産業 化粧品産業＝１となるダミー変数 

その他コントロール49 
卸売業ダミー、小売業ダミー、 

ln(一人当たり GDP)、ln(一人当たり GDP[-1])、 
トレンド変数 

注：家電産業及び製造業は、レファレンスとして除外してある。 

                                         

47  家電産業においては、メーカー希望小売価格を用いていたようだが、それは拘束力を欠いたものであり、再販は行わ

れていなかったと理解するほうが、適切と考えられる。 

48  その他コントロール」には、ln(一人当たり GDP)、ln(一人当たり GDP[-1])、トレンド変数が含まれる。 

49  IMF より入手した GDP データを使用した。 
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検証期間 

前セクションの分析同様に検証期間は、1990 年度から 2004 年度の 15 年間とし、再販指

定取消前期間を 1990 から 1996 年度、1998 年度から 2004 年度の 7 年毎とする。1997 年度は、

再販指定取消へ向けての「調整期間」と捉え、分析から除外する 50。 

図 A.1 検証対象期間 

 

 

 

データ 

本分析に用いるデータは、帝国データバンク『全国企業財務諸表分析統計』の平成 2年 3
月期から平成 16 年 3月期のデータである。化粧品産業に関するデータは、第 3.3.2.1.3 節に

記載してある通りである。家電産業に関するデータは、以下の産業コードの情報である。 

- 製造業：362-0 民生用電気機械器具製造業 
- 卸売業：406-1 家庭用電気機械器具卸売業 
- 小売業：499-7 写真機・写真材料小売業 51 

家電産業における平均財務指標を算出するために用いられた企業サンプル数は、以下のとお

り。 

表 A.2 家電産業における平均財務指標の算出対象企業数 

 産業 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
製造業 58 55 59 66 66 58 76 74 71 71 75 80 74 79 72 
卸売業 205 203 231 231 231 224 238 204 229 230 220 226 217 228 223 
小売業 13 17 14 12 11 18 18 11 14 15 12 14 14 12 16 
 

 

A.3. 結果 

再販指定取消の化粧品産業への影響を、家電産業との産業間比較を用いて検証した結果、

以下のことが分かった。 

- 再販の行われていなかった家電産業のほうが、化粧品産業よりも再販期間中の売上増加

率が高かった。再販指定取消前後において、化粧品産業と家電産業間では、経常利益率

に有意に異なった影響はなかった。 

- 化粧品産業は、再販の行われていなかった家電産業より、再販期間中、より売上販売管

理費に費やした。 

                                         

50  1996 年と 1997 年の 2 年間を調整期間として除外した分析も行ったが、結果は大きく変わらなかった。 

51  帝国データバンクにより収集されているデータに、電気機械器具小売業というコードが存在しないため、本分析では、

写真機・写真材料小売業を家電の小売業とし、検証を行う。 

再販期間 

1990 ~1996 年度 

調整期間

1997 年度 

再販指定取消後 

1998~2004 年度 
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- 化粧品産業において、再販の行われていなかった家電産業より、再販期間中、より多く

の棚卸を保有していた。 

- 上記の結果を、再販の影響と捉えるためには、再販指定取消前後において、再販指定以

外の要因は、化粧品産業と家電産業において同一である必要がある。しかし、本分析に

おいて、その仮定が満たされているとは言い難く、本分析結果を、再販の影響と言い切

るのは難しい。 

売上増加率 

化粧品産業を再販産業、家電産業を比較対象産業とした DD 分析を行った結果、家電産業の

変化と比較すると、化粧品産業の売上増加率は、再販指定取消後のほうが高かった。 

売上増加率 = −1,661.014 + 1.472 再販指定取消後 + 𝟑.𝟕𝟕𝟔化粧品産業

+ 𝟒.𝟒𝟒𝟕再販指定取消後ｘ化粧品産業 + その他コントロール 

経常利益率 

化粧品産業と家電産業を比較した DD 分析を行った結果、家電産業の変化と比較し、再販指

定取消前後において、化粧品産業の経常利益率に有意な変化はなかった。 

経常利益率 = 91.447 + 0.387 再販指定取消後 + 𝟏.𝟕𝟗𝟑化粧品産業

+ 0.340 再販指定取消後ｘ化粧品産業 + その他コントロール 

売上販売管理費用比率 

化粧品産業と家電産業を比較した DD 分析を行った結果、家電産業の変化と比較し、化粧品

産業の売上販売管理費用比率は、再販期間中のほうが高かった。 

売上販売管理費用比率

= −327.600 + 1.860 再販指定取消後 + 𝟖.𝟑𝟖𝟓化粧品産業

− 𝟐.𝟖𝟑𝟗再販指定取消後ｘ化粧品産業 + その他コントロール 

棚卸回転期間 

化粧品産業と家電産業を比較した DD 分析を行った結果、家電産業の変化と比較し、化粧品

産業の棚卸回転期間は、再販期間中のほうが長かった。 

棚卸回転期間 = 8.695 + 0.215 再販指定取消後 + 𝟎.𝟔𝟓𝟑化粧品産業

− 𝟎.𝟓𝟖𝟐再販指定取消後ｘ化粧品産業 + その他コントロール 

 

A.4. まとめ 

再販指定取消の化粧品産業への影響を、再販を行っていなかった家電産業との産業間比較

を用いて検証した。本分析の目的は、再販指定取消の産業全体への影響を分析することであ

る。分析手法は、DD 分析であった。DD 分析の結果を再販の影響と捉えるためには、再販

指定取消前後において再販指定以外の要因は、化粧品産業と家電産業において同一である必

要があるが、その仮定が満たされているとは言い難い。従って、本分析の結果を、因果関係

をもって、再販指定取消の影響とは言い難い。 
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添付資料 B. 消費者アンケート調査関連資料 

B.1. インターネット調査に用いた調査票 

メイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品購入に関する消費者アンケート 

現在のメイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品の購入について 

1.1  あなたは普段どこでメイク用化粧品（ファンデーション・口紅・眉墨・アイシャドーなど）・スキンケア商品（洗顔料・クレンジング・化粧水

・乳液・美容液・美容クリームなど）・ヘアケア商品を買っていますか。メイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品のそれぞれ

について、以下の選択肢の中からあてはまるものを全てお選びください。 
 

 

 

 

購入場所 メイク用

化粧品 

スキンケア商

品 

ヘアケア商

品 

薬局・ドラッグストア 1 1 1 

百貨店・ショッピングセンター 2 2 2 

化粧品専門店（直営店を含む） 3 3 3 

スーパー・総合スーパー 4 4 4 

ホームセンター・ディスカウントストア 5 5 5 

コンビニエンスストア 6 6 6 

通信販売（直営店を含む） 7 7 7 

雑貨店・バラエティショップ 8 8 8 

訪問販売 9 9 9 

エステ・美容サロン 10 10 10 

その他（具体的に） 11 

具体的に      

11 

具体的に      

11 

具体的に      

 

 

1.2  あなたは新商品や別ブランドの商品など、これまでに使用したことのない化粧品類を買う場合には何を決め手にしますか。以下の

選択肢の中からあてはまるものを全て選び、そのうち最もあてはまるものを 1 つだけお選びください。 

項目 メイク用化粧品 スキンケア商品 ヘアケア商品 

 
あてはまるも

の全て 

↓ 

最も重要なものを

1 つだけ 

↓ 

あてはまるもの全

て 

↓ 

最も重要なものを

1 つだけ 

↓ 

あてはまるもの全

て 

↓ 

最も重要なものを

1 つだけ 

↓ 

試供品・テスターで確かめ、自分の肌に合うこと 1 1 1 1 1 1 

販売員によるカウンセリング（相談・提案・指導） 2 2 2 2 2 2 

商品の品質（成分・機能） 3 3 3 3 3 3 

商品のデザイン（パッケージ） 4 4 4 4 4 4 

商品の広告イメージ 5 5 5 5 5 5 

店頭のポップやキャッチコピー 6 6 6 6 6 6 

商品の価格 7 7 7 7 7 7 

家族・友人・知人のすすめ 8 8 8 8 8 8 

クチコミサイトや SNS のすすめ 9 9 9 9 9 9 

メーカー・ブランドの信頼性 10 10 10 10 10 10 

販売店の信頼性 11 11 11 11 11 11 

その他（具体的に） 12 

具体的に

      

12 

具体的に

      

12 

具体的に

      

12 

具体的に

      

12 

具体的に

      

12 

具体的に
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1.3  あなたは現在どのメーカーのメイク用化粧品（ファンデーション・口紅・眉墨・アイシャドーなど）をお使いですか。以下の選択肢の中

からあてはまるものを全てお選びください。なお、メーカー名が分からない場合は、その他の記入欄にブランド名をご記入くださ

い。 

1 アイビー   

2 花王／花王ソフィーナ     

3 カネボウ  

4 コーセー 

5 資生堂     

6  DHC 

7 ノエビア 

8 P&G（マックスファクターなど） 

9  ポーラ 

10 その他（具体的に     ）   

 

1.4 あなたは現在どのメーカーのスキンケア商品（洗顔料・クレンジング・化粧水・乳液・美容液・美容クリームなど）をお使いですか。以

下の選択肢の中からあてはまるものを全てお選びください。なお、メーカー名が分からない場合は、その他の記入欄にブランド名を

ご記入ください。 

1 アイビー  

2 花王／花王ソフィーナ  

3 カネボウ    

4 コーセー    

5 資生堂    

6  DHC 

7 ノエビア 

8 P&G（マックスファクターなど） 

9  ポーラ 

10 その他（具体的に     ）  

 

1.5 あなたは現在どのメーカーのヘアケア商品をお使いですか。以下の選択肢の中からあてはまるものを全てお選びください。なお、メ

ーカー名が分からない場合は、その他の記入欄にブランド名をご記入ください。 

1 花王（セグレタ･アジエンス・エッセンシャル・メリットなど）     

2 資生堂 （マシェリ･TSUBAKI・フィーノ・スーパーマイルドなど）    

3 P&G（h&s･ヴィダルサスーン・パンテーンなど）      

4 ユニリーバ（ティモテ･ラックス・Dove など）   

5 日本ロレアル（エルセーヴ・エバー・ケラスターゼなど）   

6 ライオン（植物物語・ソフトインワンなど） 

7 その他（具体的に     ）  

 

1990 年代のメイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品の購入について 

2.1 1990 年代には、あなたはどのメーカーのメイク用化粧品（ファンデーション・口紅・眉墨・アイシャドーなど）をお使いでしたか。以下の

選択肢の中からあてはまるものを全てお選びください。なお、メーカー名が分からない場合は、その他の記入欄にブランド名をご記

入ください。 

1 アイビー 

2 花王／花王ソフィーナ 

3 カネボウ  

4 コーセー 

5 資生堂 

6  DHC 

7 ノエビア 

8 P&G（マックスファクターなど） 

9  ポーラ 

10 その他（具体的に     ）  
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2.2 1990 年代には、あなたはどのメーカーのスキンケア商品（洗顔料・クレンジング・化粧水・乳液・美容液・美容クリームなど）をお使い

でしたか。以下の選択肢の中からあてはまるものを全てお選びください。なお、メーカー名が分からない場合は、その他の記入欄に

ブランド名をご記入ください。 

1 アイビー  

2 花王／花王ソフィーナ  

3 カネボウ  

4 コーセー 

5 資生堂 

6  DHC 

7 ノエビア 

8 P&G（マックスファクターなど） 

9  ポーラ 

10 その他（具体的に     ）  

 
2.3 1990 年代には、あなたはどのメーカーのヘアケア商品をお使いでしたか。以下の選択肢の中からあてはまるものを全てお選びくださ

い。なお、メーカー名が分からない場合は、その他の記入欄にブランド名をご記入ください。 

1 花王（ラビナス・ジェンヌ・エッセンシャル・メリットなど）     

2 資生堂 （マシェリ･・フィーノ・スーパーマイルドなど）    

3 P&G（ヴィダルサスーン・パンテーンなど）      

4 ユニリーバ（ラックス・Dove など）   

5 日本ロレアル（エルセーヴ・ケラスターゼなど）   

6 ライオン（植物物語・ソフトインワンなど） 

7 その他（具体的に     ）  

 

2.4 現在よりも 1990 年代のほうが、メイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品の販売店で、試供品が配られたり、テスターの使用

をすすめられたりすることが多かったと思いますか。以下の選択肢の中からあてはまるものを１つだけお選びください。 

1 はい。（1990 年代のほうが試供品・テスターを利用する機会が多かったと思う。） 

2 いいえ。（試供品・テスターの供給には特に変わりがないか、むしろ現在のほうが多いと思う。） 

3 わからない。 

 

2.5 現在よりも 1990 年代のほうが、メイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品について販売員のカウンセリングや商品説明を受け

ることが多かったと思いますか。以下の選択肢の中からあてはまるものを１つだけお選びください。 

1 はい。（1990 年代のほうがカウンセリングや商品説明を受ける機会が多かったと思う。） 

2 いいえ。（カウンセリングや商品説明の機会には特に変わりがないか、むしろ現在のほうが多いと思う。） 

3 わからない。 

 

2.6 現在よりも 1990 年代のほうが、デパートや専門店のように商品説明や相談に基づいて商品を選ぶ対面販売型の店舗でメイク用化

粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品を購入することは多かったですか。以下の選択肢の中からあてはまるものを１つだけお選びく

ださい。 

1 はい。（1990 年代のほうが対面販売型の店舗で購入することが多かったと思う。） 

2 いいえ。（1990 年代も現在も対面販売型店舗での購入頻度は変わらないか、むしろ 1990 年代のほうがドラッグストアのようなセル

フ型店舗での購入頻度が多かったと思う。） 

3 わからない。 

 

2.7 1990 年代の中頃からアイシャドーや眉墨といった目元用化粧品の使用量が増えましたか。以下の選択肢の中からあてはまるものを

１つだけお選びください。 

1 はい。（1990 年代の中頃から目元用化粧品の使用量は増えた。） 

2 いいえ。（目元用化粧品の使用料に変わりはないか、むしろ減った。） 

3 わからない。 

 

対面販売と試供品・テスターの供給について 

3.1 あなたは化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品を購入する前に店員さんから商品の特徴について説明を受けて購入しようという気

になりますか。以下の選択肢の中からあてはまるものを１つだけお選びください。 

1 はい。（問 3.2 にお進みください。） 

2 いいえ。（問 3.3 にお進みください。） 

3 わからない。（問 3.3 にお進みください。） 
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3.2 【問 3.1 で「はい」を選んだ方にお伺いします。】あなたは化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品を購入する前に店員さんから商品の

特徴について説明を受けることで商品に対する満足感が高まりますか。以下の選択肢の中からあてはまるものを１つだけお選びく

ださい。 

1 はい。 

2 いいえ。 

3 わからない。 

3.3 あなたは化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品を購入する前に、無料のテスターや試供品を試すことで購入しようという気になりま

すか。以下の選択肢の中からあてはまるものを１つお選びください。 

1 はい。（問 3.4 にお進みください。） 

2 いいえ。（問 3.5 にお進みください。） 

3 わからない。（問 3.5 にお進みください。） 

 

3.4 【問 3.3 で「はい」を選んだ方にお伺いします。】 

あなたは化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品を購入する前に、無料のテスターや試供品を試すことで商品に対する満足感が高

まりますか。以下の選択肢の中からあてはまるものを１つお選びください。 

1 はい。 

2 いいえ。 

3 わからない。 

 

3.5 あなたは化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品等について店員さんから商品の説明を聞いたり、テスター・試供品の提供を受けたり

した後で、その店舗では買わずに、別の安売り店やインターネット通販で同じ商品を購入したことがありますか。以下の選択肢の中

からあてはまるものをお選びください。 

1 よくある。（具体的な商品は何でしたか：     ）。 

2 いつもするわけではないが、したことがある。（具体的な商品は何でしたか：     ）。 

3 ない。 

 

お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。 

B.2. インターネット調査の結果 

性別 度数 列 % 

女性 1002  100.0  
合計 1002  100.0  

 

性年代 度数 列 % 

女性 40 代 334  33.3  
女性 50 代 334  33.3  
女性 60 代 299  29.8  
女性 70 代 35  3.5  
合計 1002  100.0  

 

未既婚 度数 列 % 

結婚していない（未婚・離死別） 192  19.2  
結婚している 810  80.8  
合計 1002  100.0  
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職業分類 度数 列 % 

会社員・役員 113  11.3  
自営業 37  3.7  
専門職 30  3.0  
公務員 14  1.4  
学生     
専業主婦・専業主夫 529  52.8  
ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ・ﾌﾘｰﾀｰ 216  21.6  
無職・定年退職 51  5.1  
その他 12  1.2  
合計 1002  100.0  

 

地域分類 度数 列 % 

北海道 47  4.7  
東北 60  6.0  
関東 387  38.6  
北陸 26  2.6  
中部 103  10.3  
近畿 234  23.4  
中国 50  5.0  
四国 24  2.4  
九州 71  7.1  
合計 1002  100.0  

 

スクリーニングの設問 1 

あなたは現在以下のものを自分で購入していますか。 

項目 合計 
購入し

ている 

購入して

いない 
無回答 

【1)メイク用化粧品】 1002  1002      

100.0  100.0      

【2)スキンケア商品】 1002  1002      

100.0  100.0      

【3)ヘアケア商品】 1002  1002      

100.0  100.0      

 

スクリーニングの設問 2 

あなたが以下のものを自分で購入するようになった時期についてお答え下さい。 

項目 合計 
1980

年代 

1990

年代 

2000

年代 

覚え

てい

ない 

無回答 

【1)メイク用化粧品】 1002  896  106        

100.0  89.4  10.6        

【2)スキンケア商品】 1002  908  94        

100.0  90.6  9.4        

【3)ヘアケア商品】 1002  901  101        

100.0  89.9  10.1        
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スクリーニングの設問 3 

あなたが以下のものを自分で購入するようになった、具体的な時期についてお答え下さい。 

項目 合計 
1990

年 

1991

年 

1992

年 

無回

答 

【1)メイク用化粧品】 106  85  15  6    

100.0  80.2  14.2  5.7    

【2)スキンケア商品】 94  79  9  6    

100.0  84.0  9.6  6.4    

【3)ヘアケア商品】 101  83  14  4    

100.0  82.2  13.9  4.0    

 

Q1．あなたは普段どこでメイク用化粧品（ファンデーション・口紅・眉墨・アイシャドーなど）・スキンケア商品（洗顔料・クレン

ジング・化粧水・乳液・美容液・美容クリームなど）・ヘアケア商品を買っていますか。 複数選択可【メイク用化粧品】 

 販売チャネル 度数 列 % 

薬局・ドラッグストア 640  63.9  
百貨店・ショッピングセンター 190  19.0  
化粧品専門店（直営店を含む） 102  10.2  
スーパー・総合スーパー 219  21.9  
ホームセンター・ディスカウントストア 44  4.4  
コンビニエンスストア 11  1.1  
通信販売（直営店を含む） 427  42.6  
雑貨店・バラエティショップ 73  7.3  
訪問販売 15  1.5  
エステ・美容サロン 11  1.1  
その他 55  5.5  
無回答     
合計 1002  100.0  

 

Q1．あなたは普段どこでメイク用化粧品（ファンデーション・口紅・眉墨・アイシャドーなど）・スキンケア商品（洗顔料・クレン

ジング・化粧水・乳液・美容液・美容クリームなど）・ヘアケア商品を買っていますか。 複数選択可【スキンケア商品】 

 販売チャネル 度数 列 % 

薬局・ドラッグストア 584  58.3  
百貨店・ショッピングセンター 131  13.1  
化粧品専門店（直営店を含む） 75  7.5  
スーパー・総合スーパー 214  21.4  
ホームセンター・ディスカウントストア 63  6.3  
コンビニエンスストア 8  0.8  
通信販売（直営店を含む） 538  53.7  
雑貨店・バラエティショップ 47  4.7  
訪問販売 16  1.6  
エステ・美容サロン 28  2.8  
その他 53  5.3  
無回答     
合計 1002  100.0  
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Q1．あなたは普段どこでメイク用化粧品（ファンデーション・口紅・眉墨・アイシャドーなど）・スキンケア商品（洗顔料・クレン

ジング・化粧水・乳液・美容液・美容クリームなど）・ヘアケア商品を買っていますか。 複数選択可【ヘアケア商品】 

 販売チャネル 度数 列 % 

薬局・ドラッグストア 796  79.4  
百貨店・ショッピングセンター 49  4.9  
化粧品専門店（直営店を含む） 22  2.2  
スーパー・総合スーパー 303  30.2  
ホームセンター・ディスカウントストア 140  14.0  
コンビニエンスストア 5  0.5  
通信販売（直営店を含む） 230  23.0  
雑貨店・バラエティショップ 29  2.9  
訪問販売 6  0.6  
エステ・美容サロン 62  6.2  
その他 31  3.1  
無回答     
合計 1002  100.0  

 

Q2．あなたは新商品や別ブランドの商品など、これまでに使用したことのないメイク用化粧品（ファンデーション・口紅・眉

墨・アイシャドーなど）を買う場合には何を決め手にしますか。【あてはまるもの全て】 

 決め手 度数 列 % 

試供品・テスターで確かめ、自分の肌に合うこと 680  67.9  
販売員によるカウンセリング（相談・提案・指導） 224  22.4  
商品の品質（成分・機能） 451  45.0  
商品のデザイン（パッケージ） 138  13.8  
商品の広告イメージ 164  16.4  
店頭のポップやキャッチコピー 200  20.0  
商品の価格 695  69.4  
家族・友人・知人のすすめ 249  24.9  
クチコミサイトや SNS のすすめ 219  21.9  
メーカー・ブランドの信頼性 440  43.9  
販売店の信頼性 106  10.6  
その他 9  0.9  
無回答     
合計 1002  100.0  
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Q2．あなたは新商品や別ブランドの商品など、これまでに使用したことのないメイク用化粧品（ファンデーション・口紅・眉

墨・アイシャドーなど）を買う場合には何を決め手にしますか。【最も重要なものを 1 つだけ】 

 決め手 度数 列 % 

試供品・テスターで確かめ、自分の肌に合うこと 429  42.8  
販売員によるカウンセリング（相談・提案・指導） 62  6.2  
商品の品質（成分・機能） 159  15.9  
商品のデザイン（パッケージ） 8  0.8  
商品の広告イメージ 17  1.7  
店頭のポップやキャッチコピー 24  2.4  
商品の価格 123  12.3  
家族・友人・知人のすすめ 40  4.0  
クチコミサイトや SNS のすすめ 34  3.4  
メーカー・ブランドの信頼性 93  9.3  
販売店の信頼性 7  0.7  
その他 6  0.6  
無回答     
合計 1002  100.0  

 

Q3．あなたは新商品や別ブランドの商品など、これまでに使用したことのないスキンケア商品（洗顔料・クレンジング・化粧

水・乳液・美容液・美容クリームなど）を買う場合には何を決め手にしますか。【あてはまるもの全て】 

 決め手 度数 列 % 

試供品・テスターで確かめ、自分の肌に合うこと 686  68.5  
販売員によるカウンセリング（相談・提案・指導） 202  20.2  
商品の品質（成分・機能） 568  56.7  
商品のデザイン（パッケージ） 97  9.7  
商品の広告イメージ 128  12.8  
店頭のポップやキャッチコピー 171  17.1  
商品の価格 639  63.8  
家族・友人・知人のすすめ 256  25.5  
クチコミサイトや SNS のすすめ 227  22.7  
メーカー・ブランドの信頼性 397  39.6  
販売店の信頼性 102  10.2  
その他 6  0.6  
無回答     
合計 1002  100.0  
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Q3．あなたは新商品や別ブランドの商品など、これまでに使用したことのないスキンケア商品（洗顔料・クレンジング・化粧

水・乳液・美容液・美容クリームなど）を買う場合には何を決め手にしますか。【最も重要なものを 1 つだけ】 

 決め手 度数 列 % 

試供品・テスターで確かめ、自分の肌に合うこと 449  44.8  
販売員によるカウンセリング（相談・提案・指導） 49  4.9  
商品の品質（成分・機能） 208  20.8  
商品のデザイン（パッケージ） 3  0.3  
商品の広告イメージ 12  1.2  
店頭のポップやキャッチコピー 15  1.5  
商品の価格 94  9.4  
家族・友人・知人のすすめ 42  4.2  
クチコミサイトや SNS のすすめ 43  4.3  
メーカー・ブランドの信頼性 76  7.6  
販売店の信頼性 7  0.7  
その他 4  0.4  
無回答     
合計 1002  100.0  

 

Q4．あなたは新商品や別ブランドの商品など、これまでに使用したことのないヘアケア商品を買う場合には何を決め手に

しますか。【あてはまるもの全て】 

 決め手 度数 列 % 

試供品・テスターで確かめ、自分の肌に合うこと 388  38.7  
販売員によるカウンセリング（相談・提案・指導） 91  9.1  
商品の品質（成分・機能） 530  52.9  
商品のデザイン（パッケージ） 143  14.3  
商品の広告イメージ 213  21.3  
店頭のポップやキャッチコピー 273  27.2  
商品の価格 623  62.2  
家族・友人・知人のすすめ 246  24.6  
クチコミサイトや SNS のすすめ 167  16.7  
メーカー・ブランドの信頼性 351  35.0  
販売店の信頼性 80  8.0  
その他 11  1.1  
無回答     
合計 1002  100.0  
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Q4．あなたは新商品や別ブランドの商品など、これまでに使用したことのないヘアケア商品を買う場合には何を決め手に

しますか。【最も重要なものを 1 つだけ】 

 決め手 度数 列 % 

試供品・テスターで確かめ、自分の肌に合うこと 229  22.9  
販売員によるカウンセリング（相談・提案・指導） 34  3.4  
商品の品質（成分・機能） 265  26.4  
商品のデザイン（パッケージ） 10  1.0  
商品の広告イメージ 34  3.4  
店頭のポップやキャッチコピー 69  6.9  
商品の価格 138  13.8  
家族・友人・知人のすすめ 59  5.9  
クチコミサイトや SNS のすすめ 42  4.2  
メーカー・ブランドの信頼性 102  10.2  
販売店の信頼性 13  1.3  
その他 7  0.7  
無回答     
合計 1002  100.0  

 

Q5．あなたは現在どのメーカーのメイク用化粧品（ファンデーション・口紅・眉墨・アイシャドーなど）をお使いですか。 

 メーカー名 度数 列 % 

アイビー 1  0.1  
花王／花王ソフィーナ 149  14.9  
カネボウ 215  21.5  
コーセー 141  14.1  
資生堂 301  30.0  
DHC 98  9.8  
ノエビア 16  1.6  
P＆G（マックスファクター・SK-II など） 39  3.9  
ポーラ 20  2.0  
その他 503  50.2  
無回答     
合計 1002  100.0  

 

Q6．あなたは現在どのメーカーのスキンケア商品（洗顔料・クレンジング・化粧水・乳液・美容液・美容クリームなど）をお使

いですか。 

 メーカー名 度数 列 % 

アイビー 2  0.2  
花王／花王ソフィーナ 157  15.7  
カネボウ 98  9.8  
コーセー 77  7.7  
資生堂 197  19.7  
DHC 99  9.9  
ノエビア 20  2.0  
P＆G（マックスファクター・SK-II など） 50  5.0  
ポーラ 27  2.7  
その他 603  60.2  
無回答     
合計 1002  100.0  
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Q7．あなたは現在どのメーカーのヘアケア商品をお使いですか。 

 メーカー名 度数 列 % 

花王（セグレタ･アジエンス・エッセンシャル・メリットなど） 284  28.3  
資生堂（マシェリ･TSUBAKI・フィーノ・スーパーマイルドなど） 205  20.5  
P＆G（h＆s･ヴィダルサスーン・パンテーンなど） 277  27.6  
ユニリーバ（ティモテ･ラックス・Dove など） 164  16.4  
日本ロレアル（エルセーヴ・エバー・ケラスターゼなど） 59  5.9  
ライオン（植物物語・ソフトインワンなど） 39  3.9  
その他 298  29.7  
無回答     
合計 1002  100.0  

 

Q8．1990 年代には、あなたはどのメーカーのメイク用化粧品（ファンデーション・口紅・眉墨・アイシャドーなど）をお使いで

したか。 

 メーカー名 度数 列 % 

アイビー 3  0.3  
花王／花王ソフィーナ 194  19.4  
カネボウ 254  25.3  
コーセー 143  14.3  
資生堂 423  42.2  
DHC 50  5.0  
ノエビア 30  3.0  
P＆G（マックスファクター・SK-II など） 56  5.6  
ポーラ 24  2.4  
その他 253  25.2  
無回答     
合計 1002  100.0  

 

Q9．1990 年代には、あなたはどのメーカーのスキンケア商品（洗顔料・クレンジング・化粧水・乳液・美容液・美容クリーム

など）をお使いでしたか。 

 メーカー名 度数 列 % 

アイビー 2  0.2  
花王／花王ソフィーナ 239  23.9  
カネボウ 194  19.4  
コーセー 122  12.2  
資生堂 367  36.6  
DHC 83  8.3  
ノエビア 32  3.2  
P＆G（マックスファクター・SK-II など） 48  4.8  
ポーラ 35  3.5  
その他 263  26.2  
無回答     
合計 1002  100.0  
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Q10．1990 年代には、あなたはどのメーカーのヘアケア商品をお使いでしたか。 

 メーカー名 度数 列 % 

花王（ラビナス・ジェンヌ・エッセンシャル・メリットなど） 381  38.0  
資生堂（マシェリ･フィーノ・スーパーマイルドなど） 323  32.2  
P＆G（ヴィダルサスーン・パンテーンなど） 257  25.6  
ユニリーバ（ラックス・Dove など） 223  22.3  
日本ロレアル（エルセーヴ・ケラスターゼなど） 58  5.8  
ライオン（植物物語・ソフトインワンなど） 145  14.5  
その他 103  10.3  
無回答     
合計 1002  100.0  

 

Q11．現在よりも 1990 年代のほうが、メイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品の販売店で、試供品が配られたり、テ

スターの使用をすすめられたりすることが多かったと思いますか。 

 回答 度数 列 % 

はい 415  41.4  
いいえ 292  29.1  
わからない 295  29.4  
無回答     
合計 1002  100.0  

 

Q12．現在よりも 1990 年代のほうが、メイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品について販売員のカウンセリングや商

品説明を受けることが多かったと思いますか。 

 回答 度数 列 % 

はい 478  47.7  
いいえ 231  23.1  
わからない 293  29.2  
無回答     
合計 1002  100.0  

 

Q13．現在よりも 1990 年代のほうが、デパートや専門店のように商品説明や相談に基づいて商品を選ぶ対面販売型の店

舗でメイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品を購入することは多かったですか。 

 回答 度数 列 % 

はい 535  53.4  
いいえ 200  20.0  
わからない 267  26.6  
無回答     
合計 1002  100.0  

 

Q14．1990 年代の中頃からアイシャドーや眉墨といった目元用化粧品の使用量が増えましたか。 

 回答 度数 列 % 

はい 287  28.6  
いいえ 624  62.3  
わからない 91  9.1  
無回答     
合計 1002  100.0  
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Q15．あなたはメイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品を購入する前に店員さんから商品の特徴について説明を受

けることで、購入しようという気になりますか。 

 回答 度数 列 % 

はい 356  35.5  
いいえ 376  37.5  
わからない 270  26.9  
無回答     
合計 1002  100.0  

 

Q16．あなたはメイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品を購入する前に店員さんから商品の特徴について説明を受

けることで商品に対する満足感が高まりますか。 

 回答 度数 列 % 

はい 304  85.4  
いいえ 13  3.7  
わからない 39  11.0  
無回答     
合計 356  100.0  

 

Q17．あなたはメイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品を購入する前に、無料のテスターや試供品を試すことで購

入しようという気になりますか。 

 回答 度数 列 % 

はい 709  70.8  
いいえ 130  13.0  
わからない 163  16.3  
無回答     
合計 1002  100.0  

 

Q18．あなたはメイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品を購入する前に、無料のテスターや試供品を試すことで商

品に対する満足感が高まりますか。 

 回答 度数 列 % 

はい 613  86.5  
いいえ 14  2.0  
わからない 82  11.6  
無回答     
合計 709  100.0  

 

Q19．あなたはメイク用化粧品・スキンケア商品・ヘアケア商品について店員さんから商品の説明を聞いたり、テスター・試

供品の提供を受けたりした後で、その店舗では買わずに、別の安売り店やインターネット通販で同じ商品を購入したことが

ありますか。 

 回答 度数 列 % 

よくある 56  5.6  
いつもするわけではないが、したことがある 124  12.4  
ない 822  82.0  
無回答     
合計 1002  100.0  
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B.3. 電話調査の調査票 

電話インタビュー用調査票 
まず 1990年代のことについて思い出していただきたいと思います。1990年代がどんな時代か振り返っていただくために、1990年代に化粧

品関連でどのようなお仕事をされていたか、また、1990年代の化粧品市場のトレンドについてお話をうかがいます。 

1.1 ●●様は化粧品・トイレタリー関連のどのような仕事をされていらっしゃいましたか。 

1.2 1990年代には化粧品のトレンドが唇から目元へ変化したという認識をお持ちですか。 

1.3 1990年代中頃から目元化粧品の需要が高まった認識をお持ちですか。 

1.4 1990年代には 10代後半から 20代前半の女性に目元化粧品の購入者の裾野が広がったという認識をお持ちですか。 

次に 1990年代の化粧品販売店での化粧品販売の実態についてお話をうかがいます。 

2.1 1990年代の化粧品店では、カウンセリングサービスが今よりも充実していたという認識はお持ちですか。 

2.2 1990年代には、今と比べると、化粧品店で試供品やテスターがよく配布されていたという認識はおもちですか。 

2.3 1990年代には化粧品店が自分で費用を負担してカウンセリングコーナーを設置したり、拡大したり、改装したりしていたのでしょうか。 

2.4 1990年代には化粧品店が自分で費用を負担して試供品やテスターの提供を行っていたのでしょうか。 

2.5 1990年代にカウンセリングサービスや試供品・テスターの提供が今よりも充実していたとすると、それは指定品の再販が可能であったこ

とと関係があるのでしょうか。 

2.6 再販が認められていた 1997年までは、化粧品販売店は、今よりも仕入れ量を増やして在庫を多くかかえていましたか。2.7 仮に再販が

認められていた 1997年までは、化粧品販売店が仕入れ量を増やして在庫を多く抱えていたとすると、その理由はメーカーからのリベートの供

与や、仕入れ量に応じた販売店の格付けなど、販売店への利益が与えられていたからなのでしょうか。 

2.7 再販が認められていた 1997年までのほうが今よりも商品の返品が多かったのでしょうか。 

2.8 メーカーが再販を行ったのは何のためだったと思われますか。また再販の是非について何か思うことはございませんか。ご自由な意見を

お聞かせください。 

今度は、化粧品の販売方法とお客様の感じ方について、一般的なお話を伺います。 

3.1 カウンセリングサービスは新製品をお買い求めのお客様や、他社製品からの乗り換えのお客様にとってはメリットがあるけれど、既存の

お客様にとってはメリットがないという考え方に同意されますか。 

3.2 カウンセリングを受けたお客様が安売り店で商品を購入するという行動をとられることは多いのですか。 

インタビューは以上になります。本日はお忙しい中、ご協力いただきまして、ありがとうございました。 
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B.4. 発言録 

 

表 B.1 電話インタビュー発言録第 1 グループ第 1 部 

年齢 60 代後半 60 代前半 60 代前半 50 代後半 50 代前半 

経験 化粧品店店

長 

ドラッグストア経

営 

路面店勤務 GMS バイヤー。 スーパーマーケットバイヤー 

1.1 

●●様は

化粧品・ト

イレタリー

関連のど

のような

仕事をさ

れていら

っしゃい

ました

か。 

化粧品専門

店の店長とし

て業務全般を

担当してい

た。 

1990 年代は売

場面積 100 坪

ほどでセルフ方

式のドラッグス

トアを経営して

い た。 

 カネボウの路面店（専門

店）に勤務、販売、仕入

れ、企画、エステなど全般

を 担当していた。 

90 年代チェーン

ストア（GMS）仕

入れ担当。2000

年代チェーンス

トア PB 開発部

門管理担当。

2005 年以降、

化粧品メーカー

企画開発＆営

業担当部門部

長 

食品スーパーの雑貨バイヤー。定

番品の改廃などという形で携わっ

ていた。 

1992 年か 1993 年頃から 2000 年

頃まで食品スーパーの雑貨バイヤ

ーをやっていた。定番商品の棚（ 3 

尺で 1 本の棚）を 1 本又は 2 本各

メーカーに割り当てていた。 制度

品はメーカーの営業が店舗に来て

陳列内容を決めていた。6 ヶ月に 1 

度棚替えを やっていて、その時、

定番から外す商品・カテゴリーは入

れ替えるために返品していた。 

POS システムのレジを使っていた

ので、商品の登録は本部がやって

いた。雑貨は品数が多かった。 

1.2 

1990 年

代には化

粧品のト

レンドが

唇から目

元へ変化

したという

認識をお

持ちです

か。 

わからない。

ナチュラル・

自然派志向と

いって防腐剤

を使っていな

いとか、無香

料とかいう商

品 が出てき

ていた。 

わからない。 わからない。毎シーズン色

変わりがして、ビビッドなも

のがでたり、なくなったりと

いうサイクルで認 識してい

た。 

90 年代の頭は

マニキュアの需

要が高かった。

髪もハードスプ

レーが主流だっ

た。メイクが売

れ出したが、マ

スカラはなく、ペ

ンシルが多かっ

た。口紅は赤い

ものが売れてい

た。90 年代後

半にマスカラが

登場し、色がわ

りしてトーンが

落ちてきた。 

いいえ。食品スーパーなのでメイク

用の化粧品の扱いはそれほど重

要でなかった。 

 基礎化粧品は美白アイテムが増

えたり減ったり、保湿製品が増えた

り減ったりしていた。UV ケア 商品

が増えた印象がある。シーブリー

ズやコパトーンなど日焼け関連の

アイテム（オイルやクリーム）の営

業がよく来ていた。2000 年頃から

はむしろ日焼け止めのほうが重要

になった。食品スーパーなので、

1000 円を超える商品の場合、よほ

どネームバリューがないと売れな

かった。制度品では資生堂が 2000 

円以上の基礎化粧品など、高価格

帯の商品を入れてきた。カネボウ

はボディーソープなど比較的安価

な 商品を入れてきた。制度品の割

合は、売上ベースで 3～4 割ぐらい

とみられる。 

1.3 

1990 年

代中頃か

ら目元化

粧品の需

要が高ま

った認識

をお持ち

ですか。 

わからない。 わからない。仕

入れはメーカー

の営業が主導

していたので、

棚の中身につ

いてはあまり 意

識していなかっ

た。 

マスカラ下地が出始めた。

エクステがなくて、睫毛パ

ーマがはやっていた。睫毛

下地というのもあ った（ベ

ージュのものがあった）。

1990 年代以前には主流

だったアイラインが減って

きた。Water proof、線 入

り、線なしといろいろバリエ

ーションがあった。睫毛を

より長く見せるためのも

の。クリームタイプのアイ

シャドーが出始めた。目元

用下地というのもあった

が、あれはあまり意味がな

かった。 

口紅が売れなく

なった。部分メ

イク用の商品、

たとえばマスカ

ラ単品が売れる

ようになってき

た。 

わからない。 

 



  消費者アンケート調査関連資料 

   

NERA Economic Consulting  70 

  

 

表 B.2 電話インタビュー発言録第 1 グループ第 2 部 

年齢 60 代後半 60 代前半 60 代前半 50 代後半 50 代前半 

経験 化粧品店店長 ドラッグストア経営 路面店勤務 GMS バイヤー。 スーパーマーケ

ットバイヤー 

1.4 

1990 年

代には 

10 代後

半から 20 

代前半の

女性に目

元化粧品

の購入者

のすそ野

が広がっ

たという 

認識をお

持ちです

か。 

再販がなくなって価格競争が始

まった。制度品（フルラインアッ

プ）の商品は高齢の顧客が買っ 

ていて、若い人は最初、母親と一

緒に買いに来るけど、自分で買う

ようになると来なくなっていた。こ

のま ま高齢の顧客がいなくなれ

ば専門店での制度品の販売に

将来はないという話をしていた。 

1990 年代には資生堂、カネボ

ウ、コーセーは既に市場が飽和

状態で、需要が伸びるという感じ

はなかっ た。 

若い人はフルラインアップの制度

品を買うという感じではなかっ

た。かといって一般品だけを買う

と言うこと でもなかった。制度品

も若者向けの商品がポチポチ出

始めていた。【NERA：単品で必要

なものだけ中・ 高価格帯の商品

を購入していたというイメージらし

い。】 

はい。どちらかというと

ドラッグストアのような

流通の変化に対応し

たもの。ドラッグストア

が多くなって、自分で

好きに商品を選ぶセ

ルフ型の店舗で購入 

したいという消費者が

増えた。ドラッグストア

は当時それほど安売

りではなかった。しか 

し後に全国規模の大

規模チェーン店が進

出するようになった。 

ポイントメイクが流

行りだした。ソニー

プラザなんかに若い

子がよく行くようにな

った。 

はい。子供が化

粧するようにな

った。単品メイ

クが売れ出し

た。安室奈美恵

などの影 響が

ある。 

わからない。 

2.1 

1990 年

代の化粧

品店で

は、カウ

ンセリン

グサービ

スが今よ

りも充実

していた

という認

識はお持

ちです 

か。 

カウンセリングの質が変わった。

以前はヒューマンなもので、美容

部員と顧客の個人的な結びつ き

が成立していたが、90 年代には

診断キットを使ってシステム化さ

れたカウンセリングが行われるよ

うにな った。セルフ式販売を好む

お客様が増えて、化粧品店は自

動販売機になってしまったという

話をしてい た。 

いいえ。自分の店舗で

はカウンセリングサー

ビスを行っていなかっ

た。美容部員上 がり

の営業が店舗で咄嗟

にカウンセリングする

ようなケースは見たこ

とがある。 

はい。再販を行って

いた頃は定価販売

なので、差別化のた

めにカウンセリング

を行 っていた。カウ

ンセリングは台帳管

理で固定客を作る

ためのものだった。

再販がなくなればい

ずれ路面店 はなく

なるだろうという話

はしていた。 

はい。カウンセ

リングのある専

門店チェーンで

メイクアップをど

うするかという

指導を 行って

いた。再販との

関係で言うと別

問題ではない

か。再販は価格

の維持が目的

だったので。） 

セルフ式店舗だ

ったのでわから

ない。 

2.2 

1990 年

代には、

今と比べ

ると、化

粧品店で

試供品や

テスター

がよく配

布されて

いたとい

う認識は

おも ちで

すか。 

はい。全然ある。試供品・テスタ

ーは仕入れ金額が多いところに

は多く出されていた。再販後は有

料化 が進んだ。 

はい。テスターはマニ

キュアが多かった。再

販指定撤廃後は乱売

が起こり、小売価 格

が低下して、テスター

の供給はぐんと減っ

た。当時の若者はテス

ターを勝手にもってい

ってしまうことが 多か

ったこともテスターの

供給が減少した理由

のひとつ。 

はい。カネボウはエ

ステに力をいれてい

た。サンプリングは

買い上げがあった

が、割 合は仕入れ

量によって異なって

いた。全国的に A 

ランクや B ランクと

いうランク付けや表

彰が行われてい 

て、優良店には旅

行の招待などがあ

った。 

はい。基本的に

あった（ないと

は言わない）。

化粧品メーカー

が専門店チェー

ンにし がみつこ

うとしていた。） 

いいえ。それほ

ど変わらない。

営業が見本品

をおいていくこ

とはあった。試

供品の場 合

は、商品に付け

て提供する形だ

った。 
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表 B.3 電話インタビュー発言録第 1 グループ第 3 部 

年齢 60 代後半 60 代前半 60 代前半 50 代後半 50 代

前半 

経験 化粧品店店長 ドラッグストア経営 路面店勤務 GMS バイヤー。 スーパ

ーマー

ケット

バイヤ

ー 

2.3 

もしご存知であ

れば伺いたいの

ですが、1990 

年代には化粧

品店が自分で

費用を負担して

カウンセリ ング

コーナーを設置

したり、拡大した

り、改装したりし

ていたのでしょ

うか。 

行われていた。再販期

間は仕入れ量が多いと

ころにはメーカーが無償

でカウンセリングコーナ

ーの設置費用を 出して

くれていた。それほどで

もないところは一部サポ

ートするといった店ごと

の待遇に違いがあった。 

行われていた。ドラッグス

トアでも売場面積 200 坪

クラスのところでは、自前

で設置したカウン セリング

コーナーを持っているとこ

ろが多かった。 

行われていた。店のラ

ンクにより差別があ

り、優良店には手厚い

サポートがあったが、

そうでないところはメ

ーカーのサポートがあ

まり得られずに自己負

担でカウンセリングコ

ーナーを設置するとこ

ろがあった。 

行われていた。GMS 

でもカウンセリング

コーナーがあるとこ

ろにはあった。やむ

を得ず自前でコーナ

ーを設置す ることも

あった。GMS は売

場を提供する商売。 

わから

ない。

カウン

セリン

グは行

ってい

なかっ

た。 

2.4 

もしご存知であ

れば伺いたいの

ですが、1990 

年代には化粧

品店が自分で

費用を負担して

試供品や テス

ターの提供を行

っていたのでし

ょうか。 

行われていた。店ごとに

負担割合が異なってい

た。優良な販売店には

無償の試供品・テスター

が配布されてい た。そう

でないところは、一部ま

たは全部有料だった（十

分な量が供給されなか

ったため）。 

行われていなかった。化粧

品メーカーが送りつけてく

るものというイメージ。 

行われていた。テスタ

ーも店のランクによっ

て決まっていた。セー

ルスの采配によって

決まるところがあっ

た。店 をたたむところ

からテスターを回収し

て別の店に分配する

ようなこともあった。 

行われていた。ない

とは言わない。テス

ターは万引きが多

かった。実験したこ

とがあるが、テスタ

ーがないと化粧 品

は売れないので、置

かざるを得ず、いた

ちごっこだった。 

わから

ない。 

2.5 

もしご存知であ

れば伺いたいの

ですが、1990 

年代にカウンセ

リングサービス

や試供品・テス

ターの提 供が

今よりも充実し

ていたとすると、

それは指定品

の再販が可能

であったことと

関係があるので

しょう か。 

関係がある。ただしカウ

ンセリングサービスや試

供品・テスターの提供は

再販があることが全てで

はなかった。 時代の流

れもあった。 

関係ない。そのような感覚

はもっていなかった。化粧

品市場はちょうど対面販

売からセル フに急速に変

わっていった頃。 

関係がある。 関係がある。 わから

ない。 
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表 B.4 電話インタビュー発言録第 1 グループ第 4 部 

年齢 60 代後半 60 代前半 60 代前半 50 代

後半 

50 代前半 

経験 化粧品店

店長 

ドラッグストア経

営 

路面店勤務 GMS

バイヤ

ー。 

スーパーマ

ーケットバ

イヤー 

2.6 

もしご存知であれ

ば伺いたいのです

が、再販が認めら

れていた 1997 年

までは、化粧品販

売店は、 今よりも

仕入れ量を増やし

て在庫を多くかか

えていましたか。 

はい。多く

なってい

た。 

わからない。再販

だけの問題では

ない。再販が終わ

って、安売り競争

が始まると、小売

価格 は 10％、

15％と値下がりす

るようになり、利

益がなくなってい

った。広い店舗を

もつ店と の競合

が激化すると、売

上が減少するに

伴い、仕入れも減

るようになった。 

いいえ。仕入れ量は売上に依存していたので、売

れた分だけ仕入れするということだった。 

いい

え。全く

関係な

い。金

繰りの

問題。 

いいえ。陳

列スペース

が限られて

いたので在

庫量は変

わらない。

店舗に人気

商品をおい

ておくと万

引き の被

害が大きか

ったので、

あまり置か

ないように

お願いして

いた。 

2.7 

もしご存知であれ

ば伺いたいのです

が、仮に再販が認

められていた 

1997 年までは、

化粧品販売 店が

仕入れ量を増やし

て在庫を多く抱え

ていたとすると、そ

の理由はメーカー

からのリベートの

供与 や、仕入れ

量に応じた販売店

の格付けなど、販

売店への利益が

与えられていたか

らなのでしょうか。 

はい。アメ

の部分が

大きかっ

た。化粧品

業界はメー

カーの支配

力（販売店

及び消費者

に対する）

が大 きす

ぎた。小売

店は資金

繰りが大変

だった。 

リベートは仕入れ

量に応じて定めら

れていたが、陳列

スペースは限られ

てお り、それほど

仕入れ量が増え

たという認識はな

い。 

わからない。仕入れ量が再販によって増えたとい

うわけではないと思う。カネボウの場合、リサージ

やトワニー というブランドは限定店にだけ販売し

て値引きをさせないような商品だった。 

わから

ない。

リベー

トは大

いにあ

った。

違法に

ならな

い範囲

で各社

やって

いた。  

はい。忘れ

たが、あっ

たのではな

いかと思

う。  

2.8 

もしご存知であれ

ば伺いたいのです

が、再販が認めら

れていた 1997 年

までのほうが今よ

りも商品の 返品

が多かったのでし

ょうか。 

いいえ。返

品は箱単

位。2～3 

本というパ

ッケージに

なってい

て、ばらし

たら返品で

きない。 

いいえ。1990 年

代はまだ商品が

売れていたので、

むしろ返品率は低

かったかもしれな 

い。 

わからない。メーカーが 3 月決算期を前に売上が

アップしているように装うため、販売店に仕入れを

行うよう に頼み込んでいた。未開封（2 個パック）

なら他に回せた。引き取るのは未開封のものだけ

に限られてい た。あとは製造中止になった廃止引

き上げ品については一覧表が配られ、2 個パック

でなくても引き取っ ていた。工場勤務の人には引

き上げ品の社内販売で還元されることが多かった

ように聞いている。 

仕入れたが返品せずに横流しする販売店もあり、

そういった商品が買い取り業者の手を通じて、フリ

ーマーケ ットに流れて乱売されていた。フリーマー

ケットでは 5 掛けぐらいになっていて、カネボウの

トワニーが流れ ているのも見たことがあり、メーカ

ーに教えたら目の色を変えていた。メーカーに頼

まれてフリーマーケット の横流し品を買ったことが

あり、めーかーはロット番号から横流しした販売店

を突き止めようとしていた。 

リベートの支払いを受けるために仕入れることは

あったが、支払いは 2 ヶ月後だった。中には倉庫

を借り て在庫をため込むような業者もいたようだ。

そうした商品が横流しされていた可能性もある。 

いい

え。変

わらな

い。 

わからな

い。そんな

になかった

と思う。ス

ーパーは棚

スペースを

貸してマー

ジンを稼ぐ

という商売

である。入

れ 替えに

際して返品

が発生する

という形だ

った。 
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表 B.5 電話インタビュー発言録第 1 グループ第 5 部 

年齢 60 代後半 60 代前

半 

60 代前半 50 代後半 50 代前半 

経験 化粧品店店長 ドラッグ

ストア経

営 

路面店勤務 GMS バイヤー。 スーパーマーケット

バイヤー 

2.9 

メーカーが再

販を行ったの

は何のためだ

ったと思われ

ますか。また

再販の是非に

ついて何か思

うこと はござ

いませんか。

ご自由な意見

をお聞かせく

ださい。 

元々は昭和 30 年代に乱売

があって小売店が育たなか

ったことがあり、メーカーは

商品を消費者 の元に届ける

ために小売店の育成を図る

必要があった。 

再販は小売店にとってはお

いしかった。化粧品は粗利

が 3 割の世界。価格が高い

ものを売るほうが安い もの

を売るよりも儲かるので、高

いものを値引きしてまで売り

たいということにはならなか

った。【NERA：1030 円を超え

るものも値引き販売はされな

い傾向があった。それは再

販の有無とは必ずしも関係

がない のかもしれない。】 

小売店の立場としては、再

販はなくなるべきものだと思

っていた。 ブランド保護とい

う側面もあるだろう。 

基本はメ

ーカーの

利益確保

ではない

か。販売

店の利益

確保する

ことによ

り、販売

店が 安

心して商

品を陳列

できるよ

うになる

という効

果もあっ

たろう。 

価格維持によるブラン

ドイメージの保護が一

番の理由ではない

か。もともと乱売を防

ぐ目的だっ た。 

メーカーによるコントロ

ール力の維持。コント

ロールとは小売店、消

費者、市場の全て。そ

の原資 として再販が

利用されていた。 

ブランド力の維持。

メーカーは安売りさ

れるとイメージダウ

ンするので、安売り

を嫌っていたので

は ないか。 

3.1 

カウンセリン

グサービスは

新製品をお買

い求めのお客

様や、他社製

品からの乗り

換えのお客様

にと ってはメ

リットがあるけ

れど、既存の

お客様にとっ

てはメリットが

ないという考

え方に同意さ

れますか。 

わからない。ドラッグストアの

ようなセルフ式の販売店だと

逆に買いにくい人もいる。自

分の事を分かっていて くれ

る人が欲しい人はカウンセリ

ングサービスを欲しがってい

る。 

一方、カウンセリングには口

だけのまやかしで高いものを

売りつけるというイメージが

あることも確か。 ところが高

いほど満足感があるというの

も事実。厳密に言うと､成分

の由来や香料の原料などに

違いがあるのだが、そういう

ことは消費者に区別できな

いのではないか。高いものを

もっていること、他の人より

高いものを使っていることか

らくる満足感がある。女性の

心理というものはそういう要

素がある。 

わからな

い。 

同意しない。美顔器は

カウンセリングならで

はのもの。消費者は

自分が使っている商

品、特にファンデーシ

ョ ンの色など覚えてい

ない人が多い。前と同

じ色を買うためにはカ

ウンセリングサービス

（台帳の参照）は既 存

の顧客であっても意味

があるのではないか。 

カウンセリングは売る

側にとっては固定客

の囲い込みという意味

で非常に意味がある。 

わからない。カウンセ

リングサービスは固定

客づくり、美容部員づく

りのためにやってい

た。 

わからない。 

3.2 

カウンセリン

グを受けたお

客様が安売り

店で商品を購

入するという

行動をとられ

ることは多い

のです か。 

いいえ。1990 年代には消費

者はそんなにずるくなかった

という印象がある。1990 年

代はヒューマンな関 係が生

きていた。しかしドライになっ

た今でも従来型のほうがい

いと思う人がいる。 

お客様の立場でカウンセリン

グしてくれる人がいないとい

うのが問題か。 

わからな

い。 

はい。あると思う。自

分自身もドラッグスト

アで安い値段のもの

を求めることがある。

若い子のほうがただ 

乗りする傾向がある。 

いいえ。90 年代はな

かったろう。化粧品は

嗜好品なので、好きと

思えば高くても買う。ど

うやってお客様 の心を

くすぐるかの問題。ま

た高いものはよいとい

う観念もある。 

わからない。 
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表 B.6 電話インタビュー発言録第 2 グループ第 1 部 

年齢 60 代前半 40 代後半 50 代前半 50 代後半 50 代後半 

経験 スーパーマーケットバ

イヤー 

化粧品会社営

業担当。 

化粧品会社営業担

当。 

美容部員 美容部員 

1.1 

●●様は化

粧品・トイレタ

リー関連のど

のような仕事

をされていら

っしゃいました

か。 

大丸ピーコック本部勤

務。生活雑貨部門統

括マネジャー及びヘ

ルス&ビューティーの

バイヤー兼務。 

自分の店の中で、最

大スパンはこれだけ、

最小スパンはこれだ

けという区切りを行 

い、基本アイテムを入

れて、ABC 分析をか

けて商品を外すかどう

か決めていた。時代に 

よって流行の成分が

違う。ジェルで匂いが

はやるとか。 

化粧品販売会

社の営業をして

いた。入社後 2 

年間は専門店

やドラッグストア 

（セイジョーやサ

ンドラッグなど）

で安いセルフ品

や男性ものを扱

っていた。 

資生堂の販売会社

からドラッグストアな

どに派遣されて販売

を担当していました

→その後、薬品店で

コスメ全般の販売担

当（パート） 

カネボウの美容

部員をやってい

た。港区の麻布や

青山のエリアの路

面店や官 公庁の

売店（薬局があっ

て化粧品を販売し

ていたところ）に出

向いていた。 

美容部員 

1.2 

1990 年代に

は化粧品のト

レンドが唇か

ら目元へ変化

したという認

識をお持ちで

すか。 

メイクのことはあまり

分からず、難しい。整

髪料の変化を覚えて

いる。当時はムースが

全盛期だっ た。ロレア

ルのフリースタイルが

流行っていたが、カテ

ゴリーの中では当たり

外れがあって、売れな

いムー スもあった。 

安い商品（マシ

ェリのシャンプ

ーやリンスが爆

発的に売れて

いた。化粧品で

はレシェンテが

あっ て、ウーノ

は出始めだっ

た。 

90 年代に出向いて

いた新宿のドラッグ

ストアは、場所柄、

男性客が多く、男性

用のジェル・ムー ス

（当時の資生堂のブ

ランドはギア）・サン

オイル（アネッサ）、

サンスクリーンなど

がよく売れていた。 

各社が美白化粧

品に力を入れ始

めた時期と認識し

ている。美白ロー

ションを中心とし

て、積極 的に美

白商品を奨めて

いた記憶がある。

美白クリーム 

5000 円で売れて

いた時代であっ

た。麻布十番や 

青山でセールを

やるとものすごく

よく売れていた

が、90 年代は次

第に廃れていっ

た。メーカーが広

告を打 って話題

を提供したりして

いたが、安定・衰

退期に入っていっ

た。 

1990 年代というのは老化

に対する意識が芽生え始

めた時期だと思う。アンチ

エイジング用化粧 品が出

始めたのはこの頃と記憶

している。その背景には女

性の寿命が伸びたことと

女性の社会進出によ り、

年齢が高い女性の化粧へ

のニーズが高まったことが

ある。肌に気を遣うように

なったのもこの頃。女性 

はメイクを単に塗ることと

いう意識で捉えていたが、

1990 年代にはメイクは自

分の個性に合わせたもの

とい う意識に転換していっ

たと思う。 

1.3 

1990 年代中

頃から目元化

粧品の需要

が高まった認

識をお持ちで

すか。 

ピーコックは GMS ス

タイルが少ない。カウ

ンセリングコーナーが

あったのは、6～7、多

くて 10 店 舗ではなか

ったか。中規模の店は

カウンセリングがなく

ても売上は保つことが

できたし、キスミー（伊

勢半） などのようなセ

ルフセレクションの売

場が増えてきたことも

ある。全盛期にはレブ

ロンなどが売れ筋だっ

た。 ピーコックは●●

堂？という問屋から特

定の店にしか卸さない

ものを仕入れていた。 

 場所を絞った

ポイントメイク商

品が出ていた。 

分からない。口紅の

色が赤かったことは

よく覚えている。  

はい。アイライン

の化粧に凝ってい

た。上まぶたは？

と下まぶたはペン

シルといった具合

で、色は今よ りも

カラフルで目元を

際立たせる化粧

が流行っていた。

マスカラが流行り

だしたのもこの

頃。女性同士の 

会話でマスカラ 3 

種類使っていると

いった具合に自慢

げに会話で語ら

れるようになって

いた。 

目元用のアイテムが増え

た。90 年代には目元だけ

でも 4 色から 5 色のアイ

テムを使って輪郭を 描い

たりしていた。アイブロウ、

マスカラにはブラシタイプ

のものが出てきた。睫毛パ

ーマはその後だと思 う。マ

スカラには満足がいくよう

になった。 
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表 B.7 電話インタビュー発言録第 2 グループ第 2 部 

年齢 60 代前半 40 代後半 50 代前半 50 代後半 50 代後半 

経験 スーパーマーケ

ットバイヤー 

化粧品会社営業担

当。 

化粧品会社営業担

当。 

美容部員 美容部員 

1.4 

1990 年代に

は 10 代後半

から 20 代前

半の女性に目

元化粧品の

購入者のすそ

野が広がった

という 認識を

お持ちです

か。 

はい。若干あっ

たと思う。若い

子向けの低価

格品も増えた。 

はい。メーカーがセ

ルフ向けの商品を

出すようになった時

期。カネボウの 

KATE（ケ イト）、コ

ーセーのファシオ、

資生堂の ff（フフ）な

ど。 

わからない。 安価なものが出てきた

のがこの頃。ドラッグ

ストア向けの使いやす

い商品を若い人が試

してから 買うようにな

っていった。一方、推

奨販売できるエリアが

縮小していき、閉店さ

れる店が増えていっ

た。 

白いアイラインなどギ

ャルメイクに特徴的な

ものも 90 年代に流行

っていた。若い女性に

メイクが 浸透し始めた

という認識はある。 

2.1 

1990 年代の

化粧品店で

は、カウンセ

リングサービ

スが今よりも

充実していた

という認識は

お持ちです 

か。 

いいえ。 いいえ。再販撤廃

後、値崩れはあった

けどカウンセリング

はやっている。フリ

ーの人の売上はカ

ウンセリン グによっ

て増えない。ヘビー

ユーザーの人はカ

ウンセリングで売上

が増える（洗顔料な

ど）。 

わからない。特に意

識しなかった。ドラッ

グストアは地元密着

で、会員をポイント

で囲い込む戦略 だ

った。新規よりも固

定客が多かった。 

はい。カウンセリング

は当たり前だった。「カ

ルテ」という大げさな

名前で顧客情報の 台

帳を作っていて、メイ

ク情報の詳細を記して

いた。カウンセリング

を行えば、化粧品の

販売数量が増加する

という実感を持ってい

た。 

いいえ。カウンセリン

グは全ての人に平等

に行われていたという

認識で、それは今も 

1990 年代も変わら な

い。カウンセリングは

サービスの質を競うも

ので、メーカー間の差

別化を行うためにやっ

ている。お客様 に気

に入られれば売上増

につながるものであ

る。 

2.2 

1990 年代に

は、今と比べ

ると、化粧品

店で試供品や

テスターがよ

く配布されて

いたという認

識はおも ちで

すか。 

いいえ。 90 年代後半はメー

カーの売上が厳し

かったので、テスタ

ーが減った。テスタ

ーはないと売上が 

落ちる。特にドラッ

グストアやスーパー

はそう。 

わからない。テスタ

ーは自由に使えた。

スキンケアには試供

品はあってもテスタ

ーはない。ヘアケ ア

もないことが多い。

メーカーがテスター

を送らない。 

はい。カネボウに勤め

ていたが、店舗の購

入ランクによってメー

カーから供与される 

サンプルの量が決ま

っていた。試供品・テ

スターの提供は販売

数量の増加に貢献し

ていたという実感を持

っている。自称敏感肌

の人が増えていた。今

は本当に肌の弱い人

がいるが、当時はそ

れほど敏感でないの

に敏感 を装うことで肌

に優しい商品を推奨し

てもらおうとする人が

多かった。 

はい。試供品・テスタ

ーは 1990 年代は今

よりも質もよかったし、

サンプルを惜しみな く

配布すれば、お客様

が戻ってきてくれる時

代だった。いまほどず

るい人は多くなかっ

た。テスターのツール

や容器の質がよかっ

た。今のがペナペナの

ものだとすると、当時

のは硬質のプラスチッ

クだったような 感じ。

基礎化粧品のテスタ

ーが多かったと記憶し

ている。ヘアケアはテ

スター 

 

 

 



  消費者アンケート調査関連資料 

   

NERA Economic Consulting  76 

  

表 B.8 電話インタビュー発言録第 2 グループ第 3 部 

年齢 60 代前半 40 代後半 50 代前半 50 代後半 50 代後半 

経験 スーパーマーケットバ

イヤー 

化粧品会社営業

担当。 

化粧品会社営

業担当。 

美容部員 美容部員 

2.3 

もしご存知で

あれば伺いた

いのですが、

1990 年代に

は化粧品店

が自分で費用

を負担してカ

ウンセリ ング

コーナーを設

置したり、拡

大したり、改

装したりして

いたのでしょ

うか。 

行われていた。一部で

行われていた。カウン

セリングコーナーは店

舗の全面改装といっ

たタイミングでメーカー 

がやりたいと申し出て

いた。資金を支払うと

いうよりは什器（償却

期間 5 年）を納入する

という具合だった。 店

舗の売り上げに応じて

メーカーの対応が決ま

っていた（売上が十分

でない店は自前で改

装する他な い）。 

行われていた。売

上が大きいところ

はメーカー持ち、

そこそこのところ

は半々など。 

分からない。小

売店にちょっと

したエステのコ

ーナーがあっ

た。費用の負担

がお店かメーカ

ーかは分からな 

い。 

行われていた。カウンセリン

グコーナーの設置に対する

メーカーの協賛金は、店舗

の立地や広さなどの条件で 

決まっていた。港区の麻布

や青山の店では、店側がそ

こそこ負担していた。いくつ

かのメーカーが入っ て、そ

れぞれの割合に応じてメー

カーが負担していた。什器や

スタンドといった「モノ」を提

供するという形 だった。 

行われていた。メ

ーカーによって違

う。メーカーと小売

との力関係によっ

て決まっていた。

自分の経験では

カウン セリングコ

ーナーがないお

店が多かった。店

頭のカウンターの

脇に椅子をおく程

度のものが多かっ

た。デ パートのよ

うな大きいところ

にはメーカーから

の支援があるが

小さい店は自前で

やっていた。 

2.4 

もしご存知で

あれば伺いた

いのですが、

1990 年代に

は化粧品店

が自分で費用

を負担して試

供品や テスタ

ーの提供を行

っていたので

しょうか。 

わからない。 行われていた。売

上が大きいところ

はメーカー持ち。

テスターの提供に

ついては、担当者

の裁量もはたら

く。 

行われていな

かった。メーカ

ーがやってい

た。 

行われていた。 試供品やテ

スターの提供は什器の大き

さや形状などに応じたものが

提供されていたので、店舗 

側の事情に依存していた。

色見本の数は減らせないの

で、小ぶりなものか、アイキ

ャッチのあるものまで かとい

った違いが付けられていた。

基本的にはメーカーによる

負担だった。 

行われていた。テ

スターは基本的に

メーカーが出して

いた。どのくらい

充実したテスター

が送られるかは

小売店 の売り上

げによる。色につ

いては全色あった

が、サンプルに制

限があった。 

2.5 

もしご存知で

あれば伺いた

いのですが、

1990 年代に

カウンセリン

グサービスや

試供品・テス

ターの提 供

が今よりも充

実していたと

すると、それ

は指定品の

再販が可能で

あったことと

関係があるの

でしょう か。 

わからない。普通なら

利益とれているはず。

再販との関連は分か

らない。 

関係ない。店の売

上に応じてメーカ

ーの対応を決め

ていた。 

分からない。再

販が終わっても

何が変わったか

という意識。 

関係ない。販売の仕方は基

本的に変わらない。再販撤

廃で会社の体質が変わると

思われるかもしれない が、

長年のお付き合いもあった

ので、急にやり方を変えると

いうことはなかったと思う。 

わからない。再販

との関連は分から

ない。 
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表 B.9 電話インタビュー発言録第 2 グループ第 4 部 

年齢 60 代前半 40 代後半 50 代前半 50 代後半 50 代後半 

経験 スーパーマーケ

ットバイヤー 

化粧品会社営業

担当。 

化粧品会社営業担当。 美容部員 美容部員 

2.6 

もしご存知で

あれば伺いた

いのですが、

再販が認めら

れていた 

1997 年まで

は、化粧品販

売店は、 今よ

りも仕入れ量

を増やして在

庫を多くかか

えていました

か。 

いいえ。あまり

ない。 

いいえ。90 年代を

通じて決算の前に

化粧品メーカーの

営業が店に仕入

れを行ってくれる

ように頼んでい

た。再販の影響と

いう訳ではない。 

いいえ。 わからない。セット売りさ

れるものは、セットで購

入するとサンプルや景

品（ポーチとか）がつい

てくるようになっ ていた

ので、セットで買おうとい

う気になった。 

はい。在庫はあ

ふれんばかりだ

った。 

2.7 

もしご存知で

あれば伺いた

いのですが、

仮に再販が認

められていた 

1997 年まで

は、化粧品販

売 店が仕入

れ量を増やし

て在庫を多く

抱えていたと

すると、その

理由はメーカ

ーからのリベ

ートの供与 

や、仕入れ量

に応じた販売

店の格付けな

ど、販売店へ

の利益が与え

られていたか

らなのでしょう

か。 

はい。期末にな

ると在庫が増え

ちゃっていた。 

はい。 わからない。リベートの率は

分からない。格付けは大体

分かる。販売店の判断。 

はい。販売店の表彰は

年に 1 回盛大に行われ

ていた。90 年代後半は

あったとしても規模が縮

小して いたと思う。 

わからない。小

売店へのアメの

部分はよく知ら

ない。当時は会

社と現場が遠

く、美容部員に

は取引関係に

つ いては知らさ

れていなかっ

た。 

2.8 

もしご存知で

あれば伺いた

いのですが、

再販が認めら

れていた 

1997 年まで

のほうが今よ

りも商品の 返

品が多かった

のでしょうか。 

メーカーと小売

の話し合いで決

められていた。

メーカーの決算

期が近づくと、メ

ーカーが販売

実 績を伸ばす

ために仕入れを

行ってくれるよう

に要請してきて

いた。資生堂も

コーセーも大ぴ

らにやってい 

た。仕入れと返

品の関係には、

メーカーの自転

車操業があり、

一種のいたちご

っこだった。 

いいえ。再販とは

関係ない。3 個包

装から 1 個包装

にするなど、返品

に関する政策に

影響を与える変化 

もある。 

いいえ。メーカーは原則返品

を受け付けない。注文の時

に気をつけなければならな

い。バーターをやっていた。

リニューアルのとき。回収品

を営業が引き上げる。在庫

を横流しする店もあった。 

はい。返品が難しくなっ

た印象がある。ただし期

限切れの商品を廃棄す

る場合にはメーカーの引

き取 りがあった。小売店

に売ってもらわないと、

小売店の仕入れが増え

ないので、商品がストッ

プしてしまう。 

わからない。と

っては返品、と

っては返品とい

うことはあった

が、今と比べて

返品が多かった

かというとそうで

も なかったと思

う。伝票上は返

品としたことも

あった。今は余

らないように仕

入れるようによ

うになっている。

余 った在庫は

全部古くなる前

に会社で引き上

げる。 
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表 B.10 電話インタビュー発言録第 2 グループ第 5 部 

 

年齢 60 代前半 40 代後半 50 代前半 50 代後半 50 代後半 

経験 スーパーマーケット

バイヤー 

化粧品会社営業担

当。 

化粧品会社営業担

当。 

美容部員 美容部員 

2.9 

メーカーが再

販を行ったの

は何のためだ

ったと思われ

ますか。また

再販の是非に

ついて何か思

うこと はござ

いませんか。

ご自由な意見

をお聞かせく

ださい。 

値崩れ防止によって

利益を保護するこ

と。 

値崩れしないで適

正な利潤を得るた

め。またチェーンスト

ア（特に小さいとこ

ろ）の利益を守るこ

と。 

店舗で値引きされ、値

崩れが起こると商品

価値やイメージが崩

れるのをメーカーがい

やがった。 メーカーと

小売の共存共栄をは

かることもある。 

単純なこと。新しいモノ

をどんどん作って、アイ

テム数やストックが増え

ていった。店と交渉する

と きに癒着があった。そ

のためには再販のよう

なものが必要だった。 

安売りされることを恐れ

るということはあった。イ

ベントを行うために大量

に仕入れを行って、売れ

残った商 品をメーカー

には内緒で安売り店に

横流しする店もあった。 

わからない。 

3.1 

カウンセリン

グサービスは

新製品をお買

い求めのお客

様や、他社製

品からの乗り

換えのお客様

にと ってはメ

リットがあるけ

れど、既存の

お客様にとっ

てはメリットが

ないという考

え方に同意さ

れますか。 

化粧品の価値は、

自分の満足度に依

存するのであって、

人それぞれ。カウン

セリングによってよ 

り以上の満足度が

得られるということも

あるかもしれない。

女性の美への追究

（投資）は男には分

からない ところがあ

る。 

人によっては説明な

しがいい人もいる。

女性の体調によっ

て肌も変わる。カウ

ンセリングサービス 

は既存のお客様に

もメリットがあるので

はないか。 

わからない。 毎月毎

月、新商品が山のよう

に出る。リニューアル

は口紅やアイシャドー

で年 2 回新色が発売

さ れる。 

カウンセリングというの

は人につくもので、美容

部員との相性があうか

どうかというもの。愚痴

を聞 いてもらったりしな

がら、人よりサンプルを

多くもらうなどといったこ

とをしていた。若い人は

カウンセリングを 受ける

と必要ないものまで買わ

されるというイメージを

持ち、カウンセリングを

受けることに不安を覚え

る人 もいる。 

わからない。カ

ウンセリングは

肌の老化が気

になる方に化粧

品の使い方を

指導したり、忘

れた方には復

習をし たりとい

った事をやる。

お客様のレベ

ルに合わせたき

め細かいサー

ビスを行うこと

に特徴がある。

お客様 が聞き

たいことを聞け

る。 

3.2 

カウンセリン

グを受けたお

客様が安売り

店で商品を購

入するという

行動をとられ

ることは多い

のです か。 

わからない。 

テスターがなければ

売れない。テスター

が一番重要なのは

マニキュアだった。 

再販終了後は割引

率が大きくなった。

ピーコックでも月に 

1 度会員に 10%～

20%オフのセールを

行っていた。低価格

品と中高価格品と

の棲み分けも始まっ

た。 

はい。2～3 割ぐらい

はただ乗りをする人

がいる印象。 

わからない。 

昔は百貨店で美容部

員がお客様を泣かせ

るようなこともあったと

聞く。今は無理強いを

しないようにしている。 

お客様に何かあれば

声をかけてくれるよう

にいうだけ。カウンセ

リングサービスを受け

て戻ってくるかどうか 

は半々。 

化粧品の値段につい

てだが、安くなると不

安になる人がいること

は確か。メーカーの化

粧品をすごく安く売っ

ているところがある。

SK-II の偽物があった

りする。 

90 年代はただ乗りする

人は少なかったという印

象。探せば安い店もあっ

たが、怪しかった。偽物 

ではないとしても古い商

品を売ったりしていた。

化粧品は 10 年ぐらいは

平気といわれるが、不安

があっ た。 

90 年代のお客

様は義理堅か

った。化粧品の

サンプルをくれ

れば、商品を買

ってくれることが

多 かった。今は

自分でもドラッ

グストアを利用

するし、正規の

値段では買い

たくないという

気持ちは自分

にも ある。 
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