生活用品

「拭くシート」から見える日本事情

汗拭きシートで腕など
を拭く。近年新たに生
まれた生活習慣だ

顔を拭くシートの普及が目立つ。
こうしたシートはひと昔前にはな
かったもの。その開発された経

緯や背景を探ると、
日本人特有

のニーズや好みが見えてくるか

言う。

する髙鍋英信さんは、次のように

オニアだ。同社で商品開発を担当

ち早く開発、製品化してきたパイ

プの「拭く」スキンケア製品をい

やメーク落としなど、シートタイ

花王株式会社は、汗拭きシート

ヒット商品といえる。

ート」は、そんな日本ならではの

いつでも手軽に使える「汗拭きシ

多いのだろう。汗をかいたとき、

いてさっぱりしたいと感じる人は

日本だからこそ、べたつく肌を拭

ちよさそうではある。高温多湿の

いとは言えないが、たしかに気持

性の姿をよく見かける。行儀がい

顔や首すじを豪快に拭いている男

飲食店で出されたおしぼりで、

日本ならではの
「汗拭きシート」

ート、
そして化粧を落とすために

「シート製品の基本は、不織布の

王株式会社に話を聞いた。

す」

１９９９年 （ 平 成

）に 発 売 さ れ

の感触にも高い品質が求められま

構造の設計、さらに肌に触れた際

液剤をしっかり保持できる素材や

せん。目的に応じた成分の調整、

ればいい、というものではありま

ウェットシートのようにただ拭け

です。ただしスキンケアの場合は、

るという、至ってシンプルな構造

シートに液剤を含浸させて包装す

プの「拭く」製品を展開する花

大きく二つに分けられる。①汗腺

そもそもデオドラント製品は、

拭きとりながら
パウダーを残す

ような製品が生まれたのだろうか。

（ 汗 拭 き シ ー ト ）だ っ た。 な ぜ、 こ の

初のシート剤型デオドラント製品

らにすることを目的とした、業界

ト」は、汗を拭きとり肌をさらさ

た「ビオレさらさらパウダーシー

11

近年、汗を拭いてさっぱりするシ

もしれない。国内外にシートタイ

花王株式会社スキンケア事
業グループで商品開発担当
部長を務める髙鍋英信さん
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花王株式会社の「拭く」
スキンケア製品（シートタ
イプ）。上段が「ビオレさ
らさらパウダーシート」
（1999年発売）。下段が
「ビオレメイク落とし ふく
だけコットン」
（19 97年
発売）。いずれもボックス
タイプと携帯用

イプ、②出た汗の臭いや不快感に

を塞いで汗自体を出にくくするタ

が圧倒的に主流です。しかし日本

のを抑えるスティックやワックス

デオドラント剤使用者の期待度と満足度

肌を冷やす

グラフはすべて花王株式会社調べ。開発当時の調査のため最新のデータではない

いちばんの課題は、「肌のべたつ

めたのです」

そこで、汗拭きシートの開発を始

ん。その点での満足度が低かった。

ら感もそれほど長くは持続しませ

とるわけではないですし、さらさ

は清涼感がありますが、汗を拭き

ルオン （塗るタイプ）は、使ってすぐ

しかし、パウダースプレーやロー

い』という声が多かったのです。

きとって、肌をさらさらに保ちた

臭いが不快。できればこまめに拭

う理由を聞くと、『汗のべたつきや

「対処型のデオドラント製品を使

った。

際の製品にズレがあることがわか

ていくと、消費者側の目的と、実

ただし、当時の使用実態を調べ

さん。

割以上を占めていました」と髙鍋

ダースプレーが人気で、市場の８

特に清涼感や香りが楽しめるパウ

『 対 処 型 』 の 方 が 一 般 的 で し た。

人はそれほど体臭がきつくないこ

パウダースプレー
83.6%

対処するタイプだ。

汗を抑える、
消臭、
肌触感に対する期待度と満足度の乖離が大きい

ともあり、国内では従来から②の

クリーム 0.17％

「欧米やアジアでは、①汗が出る

肌のさらさらを持続させる

期待度

におい・べたつきを消す

ポンプ 0.13％
スティック 1.7％
2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8

満足度

きを拭きとりながら、肌をさらさ

らにするパウダーを付着させる」

という、相反する二つの機能を１

枚のシートで両立させることだっ

た。さまざまな素材のなかから、

パウダーが繊維に入り込まず表面
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汗拭きシート開発
当時のデオドラント剤
の種類と使用率
乖離
肌をさらさらにする

ロールオン
14.4%

汗を抑える
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デオドラント剤の使用目的

汗を抑える

におい・べたつきを消す

肌をさらさらにする

肌のさらさらを持続させる

肌を冷やす

300

「汗拭きシート」の使用状況
スキンケアシートの市場規模トレンド

13％
36％

85％
肌をさらさらにする

27％

50％
出てしまった汗をひかせる

21％

44％
わきの下

92％

63％
首

31％

74％
腕

15％

61％

メーク落とし

45％
（ＭＡ）

汗が出るのを防ぐ

目的

汗によるべたつきを取る

男性用汗拭きシート
200

強化パルプシート： 薄くても破れにくい。パウダーを転写しやすい
エンボス加工： ボリューム感と柔らかさ
ヒートシールによる4層化： シートに厚み・ハリを与え、肌が拭きやすい
素肌

部位
100

（ＭＡ）

汗拭きシート

4 層化
2 層化
強化パルプシート

（汗拭きシート）

体臭が出るのを防ぐ

47％

13％

脂とりシート

ーを肌にのせる」という二つの条

どして、「汗を拭きとる」「パウダ

構造にし、エンボス加工を施すな

持力を高めるためにシートを４層

定。さらに、液剤やパウダーの保

に留まりやすいパルプシートを選

違って、あくまでも汗は止めるべ

そもデオドラントに対する意識が

を浴びます。そして欧米は、そも

をかいたら一日に何度もシャワー

が多いアジアの暖かい国では、汗

くよりも、シャワーを浴びる習慣

「例えば、こまめにハンカチで拭

が基本なのです」

は、やはりシャワーで洗い流すの

きもの。それでも出てしまった汗

件をクリアした。

汗を抑えたい海外
汗を拭きたい日本

しかし、アジアや中東の人々の

意識が変われば、拭くシートが定

着する可能性は十分あると髙鍋さ

花王が開発した汗拭きシートは、
画期的な製品として急速に普及し

んは考えている。

ます。特に日本人は清潔好きで、

身だしなみに気を配るようになり

「社会が成熟して豊かになると、

イルの変化が大きく関係していた。

クのトレンドや女性のライフスタ

としが開発された背景には、メー

一方、シートタイプのメーク落

女性の社会進出で
メーク落としに変化

ていった。当時、汗拭きシートが
広く受け入れられた社会的背景を、
髙 鍋 さ ん は「１９９０年 代 は エ チ
ケットに対する人々の意識が高ま

また他人に迷惑をかけたくないと

「ビオレメイク落とし ふくだけ

った時期だった」と分析する。

いう意識が強いため、汗拭きシー

オータープルーフのメークアイテ

コットン」が発売されたのは、１

ムが重宝されていた。落ちにくい

トでこまめに汗を拭いて肌を清浄

なお、同製品は海外にも展開し

ということは、落としにくいとい

９９７年 （平成９）
。当時は強めのア

ているが、日本ほどの需要は今の

うこと。ポイントメーク専用の強

に保つことが、一つのマナーとし

ところ見込めないという。前述の

力なメーク落としやダブル洗顔が

イメークが流行で、落ちにくいウ

よ う に「 出 た 汗 を な ん と か し た

て捉えられたのでしょう」

い」と考える日本と「汗が出るこ

あたりまえだった。

また、女性たちの社会進出が進

とを抑えたい」と考える海外とで
意識が異なるからだ。
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シート化粧料
（既存の制汗剤）

制汗防臭剤

毛穴パック
（億円）

既存の制汗剤とは異なった目的・部位で使用された
（年）
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汗
べたつき
汚れ

ヒートシール
エンボス加工
拭くと同時にさらさら
パウダーが素肌に移る
シート

同時にパウダーを
② 肌に付着させ、
素肌さらさらに

シート

肌のべたつき・汚れを
① シートで拭きとる

パルプ4層シートの理由
「ビオレさらさらパウダーシート」独自の技術

素肌

グラフはすべて花王株式会社調べ。開発当時の調査のため最新のデータではない

のです」

タイプのメーク落としが生まれた

女性たちのそんな声から、シート

簡単にメークを落としたい……。

う面倒です。できればリビングで

行ってメークを落とすのはけっこ

た後、わざわざ洗面所や風呂場へ

とわかっていても、疲れて帰宅し

「化粧を落とさないのは肌に悪い

送るようになっていた。

んで、仕事に遊びに忙しい生活を

アジアの化粧事情も今後、変わっ

化していく傾向があるので、東南

ントメークからフルメークへと進

会進出や生活水準に応じて、ポイ

「メークのトレンドは、女性の社

う。

けで化粧を済ませる人が多いとい

ーや口紅などのポイントメークだ

アやベトナムなどは、アイシャド

は必須だ。ところが、インドネシ

ルメークが基本で、メーク落とし

デーションでベースから整えるフ

定すると、水なしで使えるシート

くにない、お湯が出ないことを想

量が大きく伸びている。水場が近

は、２０１１年 の 震 災 以 降、 販 売

こうしたスキンケアシート製品

ので、完全な予測は難しいですね」

のように美の基準は一つではない

人の考え方によって違います。こ

美しい素肌には地域や人、また個

られる環境はそうありませんから、

かきます。簡単にシャワーを浴び

暑いほど。少し歩いただけで汗を

せるので、真夏の路上は砂漠より

Ｖカットガラスは日光を乱反射さ

少し変わってこないだろうか。

そう聞くと、シート製品の印象が

かなり抑えることも可能という。

潔 に 保 つ こ と で、ＣＯ ２排 出 量 を

さまざまな国でスキンケアシー

取り入れていますし、自動車のＵ

いよう太陽光線を反射する素材を

最近のビルは内部に熱がこもらな

「都心は年々暑くなっています。

同商品はアジア各国でも販売し

ていくでしょう。ただし、アメリ

増えるのではないでしょうか」

『拭く』機会はこれからますます

使い方に現れる
拭くことへのこだわり

ているが、国によって化粧事情は

製品の利便性が注目されているの
代、

だろう。

シートタイプを使用していないユーザーに高く評価された

カでは日焼けした素肌も美しいと

また、最近の傾向として、

影響でスキンケアを始める男性が

「母親や彼女など、周囲の女性の

「汗拭きシートでもメーク落とし

に気づいた。

ケアチームは、ある興味深い事実

ト製品を扱ってきた花王のスキン

多いようです。昔の男性に比べて

でも、海外の人はシートを広げた

代の若い男性の利用が目立つ。

かなり衛生意識が高く、製品のこ

ままざっと拭きます。ところが日

本人は必ずと言っていいほどシー

ともよく知っていますね」
ところで、シート製品が「意外

しながら、裏表まんべんなく使う

トを折り畳んで、きれいな面を出
れていない。

のです。ですから両面をしっかり

とエコ」であることはあまり知ら
「シートは使い捨てなので環境に

使えて、指の力も伝えやすい製品

花王のスキンケアチームが発見

よくないと思われがちですが、Ｃ
もっとも効率が悪いのは長時間流

し た、 そ ん な 細 かな動作からも、

にする必要があります」
しっぱなしで使うお湯です」と髙

日本人の「拭く」ことへのこだわ

Ｏ ２排 出 量 と い う 観 点 で 見 れ ば、

鍋さん。シャワーを浴びる代わり

日取材）

りが見えてくる。

月
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に汗拭きシートで体を拭き、でき

（２０１７年

生活用品

20

るだけお湯を使わないで、体を清

12
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16 ～ 49 歳女性（N ＝ 73） シートタイプ非使用者・WP マスカラ使用者
花王調べ

8 3
14
14
62

べたつかない 76

5
11
21
25
38

拭いた後の肌の感じ 63

19
4
13
19
46

マスカラ落ち 65

7
8
10

333
22
70

ファンデーション落ち 92

18
48
22

全体評価 70

30
45

メーク落ち 75

10 3

考える人たちも少なくありません。

よい／好き

さまざまだ。日本をはじめ台湾や

シートタイプのメーク落としへの評価

香港、シンガポールなどはファン
女 性たちのメーク
方法、そしてライフ
スタイルの変容が
シートタイプのメー
ク落としを生んだ

