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本財団は、コスメトロジー（化粧品学）に関する調査研究に対し助成を行うことにより、

広く国民の保健衛生の向上を図り、美しく豊かな人間生活の実現に寄与することを目的

とする。（定款第３条）

【定款第４条】

（１）美しく豊かな人間生活の実現するためのコスメトロジーの理論的体系化に関する

　　　調査研究に対する助成

（２）皮膚の生理機能や老化機構の解明、美容に役立つ素材の研究等コスメトロジーに

　　　関連した生命科学その他分野の調査研究に対する助成

（３）上記（１）及び（２）に掲げる調査研究に関する国際交流の助成及びシンポジウ

　　　ム等の開催支援

（１）計画

１．研究助成事業

１－１　コスメトロジー研究助成

総額　5,500万円 ［前年同額］

・１件あたり助成額200～50万円として30～40件を助成する。

１－２　大学講座研究助成

総額　8,000万円　 ［前年同額］

・2020年度採択３件の継続２年目分を助成する。

・新規の公募は行わない。

２．国際交流助成及び学術集会支援助成事業

２－１　国際交流助成

総額　200万円、１件あたり 50万円

２－２　学術集会支援助成

総額　200万円、１件あたり 50万円

・上記２事業の公募にあたり広報活動を強化する。

・新型コロナウイルス感染症拡大による助成対象の計画変更に柔軟に対処する。

（２）経過

１．研究助成事業

１－１　コスメトロジー研究助成

・公募要領を、全国の大学・研究機関等 655箇所に送付したほか、学術雑誌３誌

　及び学会ホームページ９サイトに掲載した。

Ⅰ.助成事業（公益目的事業(1)）
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・5月10日より公募を開始、7月9日に受付を終了して、応募総数は 133件であった。

・応募課題について、選考委員会分科会において分野別に予備選考（書類審査）を

　行い、9月28日に本選考委員会を開催して助成候補者を選考した。

・なお、本年度の選考委員会は、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、昨年

　度に続き、選考委員会規則第５条第５項の規定により全分科会を書面により実施

　した。

・さらに、本選考委員会も、先の分科会にて決議を選考委員長に一任する旨が承認

　されたため、選考委員長のみの出席により会議を行い、採択候補者を決定した。

・最終的に第二回臨時理事会（10月8日、書面）にて助成採択者 32名を決定した。

１－２　大学講座研究助成

・本助成は財団設立30周年となる2020年度に開始された事業である。２年目となる

　本年度は、事業計画の通り前年度採択３件の２年目分の助成を行い、新規の公募

　は実施しなかった。

２．国際交流助成及び学術集会支援助成事業

２－１　国際交流助成

・新型コロナウイルス感染症により海外渡航に制約がある状況のもとで、本助成に

　応募なく、本年度は助成を実施できなかった。

２－２　学術集会支援助成

・４件の応募があり、すべての応募について選考委員長の審査および選考委員会の

　承認を得て、臨時理事会（10月8日、書面）の議決により決定された。

・本助成事業の広報のため、全国配布するコスメトロジー研究助成の公募要領に、

　財団の助成プログラムとして掲載し、周知に努めた。

・新型コロナウイルス感染症の対策として、開催延期や実施方法の変更がなされた

　学術集会等について、財団はその変更を了承して助成を行った。

（３）結果

上記事業をあわせて本年度の助成件数は 39件となり、助成金総額 1億3,700万円

を交付した。（研究助成採択者名は一覧表を参照）

コスメトロジー研究助成 32件

大学講座研究助成 3件

国際交流助成 0件

学術集会支援助成 4件

5,500万円

200万円

8,000万円
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【定款第４条】

（４）コスメトロジーに関する各種資料の収集及び普及

（１）計画

１．研究報告集発行事業

１－１　中間報告書

「研究業績中間報告集　第30号」2021年5月発行

１－２　完了報告書

「コスメトロジー研究報告　Vol.29」2021年9月発行

２．表彰事業

「コーセーコスメトロジー奨励賞」 表彰金総額 200万円

・2018年度以降のコスメトロジー研究助成採択者を対象として、当財団助成課題に

　関する発表論文の実績を評価して、最優秀者１名を表彰する。

（２）経過

１．研究報告集発行事業

１－１　中間報告書

2020年10月23日 中間報告書、使途報告書提出依頼

2021年4月9日 校了

2021年4月26日 納入（130部）

2021年5月12日 「研究業績中間報告集　第30号」発送

１－２　完了報告書

2020年12月11日 完了報告書、使途報告書他提出依頼

2021年8月3日 校了

2021年8月24日 納入（880部）

2021年9月1日 「コスメトロジー研究報告　Vol.29」発送

２．表彰事業

「コーセーコスメトロジー奨励賞」

・表彰選考のため、2018年度以降のコスメトロジー研究助成採択者115名に趣意書を

　発送して、助成研究課題に関する論文提出を求めた。（2021年4月9日）

・期限（8月31日）までに研究者14名から論文延べ21報の提出を受けた。

・論文実績の客観的指標として、提出された論文の被引用件数を調査した。

・この調査結果から最も論文実績が優れた研究者1名を選考委員会において表彰候補

　者として選出し、臨時理事会（10月8日、書面）承認を得て、受賞者を決定した。

Ⅱ.普及事業（公益目的事業(2)）
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（３）結果

１．研究報告集発行事業

１－１　中間報告書

「研究業績中間報告集　第30号」2021年5月1日発行

　配布先･･･財団役員・委員、執筆者、会社関係等（77部）

１－２　完了報告書

「コスメトロジー研究報告　Vol.29」2021年9月1日発行

　配布先･･･国立国会図書館、科学技術振興機構、情報学研究所、学会・工業会、

　大学・研究機関、業界関係、財団役員・委員、執筆者、会社関係等（790部）

　財団のホームページに全文掲載（9月1日）

２．表彰事業

「コーセーコスメトロジー奨励賞」2021年11月25日 表彰

受賞者：景山伯春　名城大学理工学部教授  

　第29回コスメトロジー研究助成受賞（2018） 

研究課題：天然スキンケア原料としてのマイコスポリン様アミノ酸：生産基盤開発

　と機能解明

・第32回表彰・贈呈式において、受賞者に表彰状と副賞 200万円を贈呈した。

開催日時・場所　2021年11月25日（木）15:00　株式会社コーセー本社 KoCoLabo

・KoCoLabo会場とオンライン同時配信によるハイブリッド形式で実施

会場出席者 41 名、オンライン参加者 49 名

・記念講演　黒田玲子 中部大学特任教授・東京大学名誉教授

講演題目：「科学の醍醐味－左右性から見る自然界の不思議」

　＊前年度の30周年記念式典で中止になった特別記念講演を一年延期して実施

・新型コロナ感染症対策

・出席者は財団役員および選考委員と、当年度の受賞者に限定し、来賓および会社

　 　関係者の招待は取りやめた。

・コーセー本社 KoCoLabo会場の式典をオンライン配信（株式会社 JTB 委託）して、

　 　当日会場に出席できない受賞者および会社関係者はリモートで参加した。

・講演終了後、同会場において感染予防対策をとりながら「懇談会」を開催した。

Ⅲ.第32回表彰・贈呈式
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□　開催概要（時系列）

詳細

p.6

p.6

p.8

p.9

p.10

p.7

p.7

p.9

p.10

□　監事会（書面）

第10期事業年度における業務及び会計の監査を事務局の書面報告に基づき実施した。

監事：2名

提案：2021年 5月12日 監査報告：2021年5月19日

・監事会に先立ちコーセー経理部による当年度会計の事前監査を5月12日に実施した。

□　第一回通常理事会（書面）

定款第48条に基づく理事会の決議の省略の方法により実施（書面）

理事：10名　　 監事：2名　　

　　　提案：2021年 5月19日 議事録作成日：2021年 5月28日

　

理事会の決議があったとみなされた事項

第一号議案　2020年度事業報告及び収支決算報告（含監査報告）を承認する件

2020年度事業報告及び収支決算報告（含監査報告）の承認を求め、定時評議員会の

承認の決議を求めることが提案された。

第二号議案　　選考委員の選任に関する件

辞任された田中憲穂氏に代わる選考委員が、定款第53条第3項の規定により、下記の

ように提案された。なお、任期は第6期末（2022年5月）までとする。

選考委員候補者

第２分科会　福田 光則　東北大学大学院生命科学研究科 教授

第三号議案　株主としての議決権行使について

定款第42条第3項の規定により、株式会社コーセーの第79回定時株主総会において、

当財団事業資金の源泉となる配当金が充分見込まれる利益処分に関する議案、及び

2021年12月 3日

2021年 9月15日

2021年 9月28日

2021年10月 8日

2021年 5月19日 監事会（書面）

2021年 5月28日 第一回通常理事会（書面）

Ⅳ.会議等

2022年 2月14日

会議名

定時評議員会（書面）

選考委員会第一～三分科会（書面）

本選考委員会

臨時理事会（書面）

第二回通常理事会

評議員への報告（書面）

選考委員への報告（書面）

実施日

2021年 6月18日

2021年11月25日
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当財団運営に大きな影響を及ぼすことが無いと判断される議案について、議決権

行使を理事長に一任することが提案された。

報告事項

・定款第34条第5項に基づく理事長、副理事長及び専務理事の職務執行報告

新型コロナウイルス感染症対策のため本理事会を書面実施にしたため、報告が対面

にて行えず、やむを得ず次回の理事会において報告することにした。

・書面にて報告した事項

１．役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程の一部改定について

２．助成事業の進捗状況について

３．普及事業の進捗状況について

４．第32回表彰・贈呈式の開催予定について

５．公益財団法人コーセー小林スポーツ財団の事務所共同利用について

□　臨時理事会（書面）

定款第48条に基づく理事会の決議の省略の方法により実施（書面）

理事：10名　　 監事：2名　　

　　　提案：2021年 9月29日 議事録作成日：2021年10月8日

理事会の決議があったとみなされた事項

第一号議案　2021年度（第32回）研究助成者等を承認する件

2021年度（第32回）のコスメトロジー研究助成、国際交流助成、 学術集会支援助成

の助成採択者の承認を求めた。

第二号議案　2021年度「コーセーコスメトロジー奨励賞」受賞者を承認する件

今年度エントリーした当財団の研究助成採択者14名の発表論文延べ21報について、

論文実績として被引用件数の調査を行った結果、その最上位となる研究者を本表彰

の受賞者として提案された。

□　第二回通常理事会

　　　開催日時・場所：2021年11月25日（木）14:00～　株式会社コーセー本社

　 理事総数：10名　　 出席：10名　　

監事総数：2名　　 出席：2名

審議事項

第一号議案　2021年度収支予算書の一部変更を承認する件

2021年度収支予算書の一部変更について、変更の理由、変更内容等について、

議案書配布資料に基づき説明がなされ、承認の決議を求める提案がなされた。

慎重審議の結果、本議案は出席者全員の同意により承認可決された。
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第二号議案　2022年度事業計画及び予算案を承認する件

2022年度の事業計画及び予算案について、議案書配布資料に基づき説明があり、

承認の決議を求める提案がなされた。

慎重審議の結果、本議案は出席者全員の同意により承認可決された。

第三号議案　株主としての議決権行使について

定款第42条第3項の規定により、株式会社コーセーの第80回定時株主総会において、

当財団事業資金の源泉となる配当金が充分見込まれる利益処分に関する議案、及び

当財団運営に大きな影響を及ぼすことが無いと判断される議案について、議決権

行使を理事長に一任する旨の提案がなされた。

慎重審議の結果、本議案は出席者全員の同意により承認可決された。

報告事項

定款第34条第5項に基づき理事長、副理事長及び専務理事の職務執行状況について、

2020年度第二回通常理事会以降の業務報告がなされた。

１．新型コロナウイルス感染拡大の財団運営への影響について

財団の運営における新型コロナウイルス感染症への対応措置について報告された。

２．2021年度研究報告書発行事業について

研究報告集が計画通りに刊行され、本年度研究報告書発行事業（公2）の完了が報告

された。

□　定時評議員会（書面）

定款第28条に基づく評議員会の決議の省略の方法により実施（書面）

　　　評議員：9名　　

提案：2021年6月4日 議事録作成日：2021年6月18日

評議員会の決議があったとみなされた事項　

第一号議案　2020年度事業報告及び収支決算報告（含監査報告）を承認する件

2020年度事業報告及び収支決算報告（含監査報告）について、定時評議員会の承認

の決議を求めた。

第二号議案　役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程を一部改定する件

対面の会議出席に加えてリモート会議及び書面実施の場合でも報酬の支給が可能と

なるよう、本規程別表第2第1項及び別表第4に、なお書きを追加することについて、

規程第11条の規定により定時評議員会の承認を求めた。

報告事項

（１）第一回通常理事会関係

１．2020年度事業報告及び収支決算報告（含監査報告）を承認する件
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２．選考委員の選任に関する件

３．株主としての議決権行使について

（２）その他

１．助成事業の進捗状況について

２．普及事業の進捗状況について

３．第32回表彰・贈呈式の開催予定について

４．公益財団法人コーセー小林スポーツ財団の事務所共同利用について

□　評議員への報告（書面）

報告日：2021年12月3日

（１）第二回通常理事会議事報告（2021年11月25日実施）

第一号議案　2021年度収支予算書の一部変更を承認する件

第二号議案　2022年度事業計画及び予算案を承認する件

第三号議案　株主としての議決権行使について

上記３議案ともに出席者全員の同意により承認された旨が報告された。

報告事項　理事長、副理事長及び専務理事の職務執行状況の報告（定款第34条第5項）

１．新型コロナウイルス感染拡大の財団運営への影響について

２．2021年度研究報告集発行事業について

（２）第32回表彰・贈呈式について

□　選考委員会第一～第三分科会（書面）

各分科会ともに選考委員会規則第5条第5項の規定に基づき書面により実施

提案：2021年9月3日 議決：第一・第二 2021年 9月14日、第三 9月15日

分科会の承認が得られた事項

第一号議案　2021年度コスメトロジー研究助成の書類選考通過課題を承認する件

第二号議案　2021年度コーセーコスメトロジー奨励賞候補者の提案を承認する件　

第三号議案　2021年度コスメトロジー研究助成採択候補者およびコーセーコスメ

トロジー奨励賞候補者の決定を選考委員長に一任する件

▶第一分科会 委員：4名

第一分野（素材、物性に関する分野）の助成金総額を1,800万円とし、書類審査の
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評価上位10課題を助成候補に内定した。

▶第二分科会 委員：6名

第二分野（生体作用、安全性に関する分野）の助成金総額を2,950万円とし、書類

審査の評価上位17課題を助成候補に内定した。

▶第三分科会 委員：4名

第三分野（精神、文化に関する分野）の助成金総額を750万円とし、書類審査の評価

上位5課題を助成候補に内定した。

□　選考委員会

選考委員会規則第5条第5項の規定に基づき選考委員長のみの出席により開催

開催日時・場所：2021年9月28日（火）15:00～　財団事務所会議室

第一号議案　2021年度コスメトロジー研究助成採択候補者を承認する件

コスメトロジー研究助成の書類選考通過課題が分科会報告のとおり承認された。

第二号議案　2021年度コーセーコスメトロジー奨励賞候補者を承認する件

奨励賞候補者の選定のため行った研究者14名の発表論文延べ21報の論文実績調査の

結果と候補者案が分科会承認された報告があり、奨励賞候補者を分科会承認の通り

決定した。

第三号議案　2021年度国際交流助成及び学術集会支援助成について

学術集会支援助成4件の審査結果を承認した。

第四号議案　本財団研究助成プログラム課題整理について

専務理事より、選考委員長に本財団の研究助成プログラム、特に大学講座研究助成

の検討課題が掲示され、意見交換を行い、今後の方向性を確認した。

□　選考委員への報告（書面）

　　　報告日：2022年2月14日 回答日：2022年2月28日

異議なく確認された事項

１．2022年度 事業計画（理事会承認済）

２．2022年度コスメトロジー研究助成　実施計画

３．選考委員会規則（変更なし）

４．研究助成選考に関する選考委員会運用内規（変更なし）

５．2022年度 コスメトロジー研究助成　公募要領

６．2022年度 公募要領　送付先

７．2022年度 コーセーコスメトロジー奨励賞　実施計画
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　◇　行政届出関連

2021年6月22日 内閣府 令和２年度事業報告等の提出

2022年2月9日 内閣府 令和４年度事業計画書等の提出

　◇　情報公開関連（ホームページ更新）

2021年2月19日 2021年度 事業計画等の掲載

2021年4月5日 2021年度 コスメトロジー研究助成公募要領の掲載

2021年5月10日 2021年度 コスメトロジー研究助成公募開始

2021年6月25日 事業報告等の掲載

2021年7月9日 2021年度 コスメトロジー研究助成公募終了

2021年9月1日 研究報告書Vol.29の発行及びホームページへの掲載

2021年11月30日 2021年度 表彰および研究助成者受賞者等の掲載

2021年12月1日 2021年度 予算書の一部修正

2022年2月10日 2022年度 事業計画等の掲載
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