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縫製／アパレル

1．「日本市場のブランド」と「国際市場のブランド」
最初に、購買行動とブランディングの関係につい

て考えてみよう。欧米と日本においては、社会構造、
ファッションの考え方や位置づけが大きく異なって
いる。

欧米のファッションは、階層社会に対応した階層
構造になっている。ラグジュアリーブランドから実
用衣料まで、確固とした序列があり、それぞれの顧
客が存在する。ファッションの最高峰は、パリコレ
クション等に登場するコレクション・ブランドであ

る。店頭展開の半年前に開催されるコレクションの
ニュースは、最も格付けの高い情報であり、世界中
のファッションに影響を与える情報源でもある。

コレクションに登場するブランドは、流行を生み
出すオリジナリティが求められる。そのオリジナリ
ティと高い格式を表現しているのが、有名建築家の
手になる旗艦店であり、有名女優や一流モデルによ
るポスターであり、豪華なファッションショーである。

顧客もまた、自らの個性と社会的ステイタスに見
合うブランドを選択し、着用する。個人とファッショ
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1  日本市場と欧米等の海外市場では、ファッションの意識、社会構造が大きく異なり、ブランドに対する意
識も異なる。欧米市場が、ブランドアイデンティティ、個人のアイデンティティを重視するのに対して、
日本市場では、そのシーズンの流行、トレンドを重視している。日本のアパレルは、特殊な日本マーケッ
トの状況に過剰に適応したことで海外市場への対応が難しくなっている。

2  日本国内市場から海外市場に進出するには、ブランド再編が欠かせない。ライセンスブランドの販売エリ
アの制約、日本の百貨店売場にのみ対応した展開スケールの見直し、海外市場でのブランドプロモーション、
WEBマーケティング等の視点からブランド再構築が不可欠である。

3  これまでの日本国内で行われてきた新ブランド開発手法は、多くは百貨店、デベロッパー等への説明及び
営業を目的としたものだった。新ブランドの売場が確保された段階で、既存ブランドと同様、売れ筋追求
型の商品展開となり、ブランドコンセプトが曖昧になる事例が多い。今後のブランディングは顧客の感情
や心理を継続的にコントロールすることを目指さなければならない。

4  現在の日本アパレルのビジネスモデルは、売れ筋追求で次々と商品を生み出していく仕組みが基本となっ
ている。統一したブランドイメージを維持し、トータルに顧客心理に訴求するのであれば、クリエイティ
ブディレクターのような統括的な役割と、デザイナー交代によるブランド活性化等の仕組みが必要になる。
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ンが一体となって、互いのアイデンティティを高め
合い、互いのアンデンティティを構築している。

社会的地位や経済的地位を含めたその人らしさを
演出するためにファッションを選ぶのだから、その
ブランドも明確なアイデンティティや主張がないと
意味をなさない。特定のブランドを身につけている
ということが意味を持つのである。

日本市場のブランドは、欧米ほど明確なアイデン
ティティを問われることはない。むしろ、最新の流
行を反映したファッションを打ち出すことが求めら
れる。個性やアンデンティティよりもトレンドが重
視されるのである。

日本においては、ファッション商品の格付けは
ファッション雑誌が担っている。ファッション雑誌
が流行の服、お買い得の服等を認定し、顧客はその
情報に影響を受ける。ファッション雑誌よりも、カ
リスマ店員や人気モデル、アイドルのような特定の
人間が格付けを行う場合もある。

日本市場においては、常にファッション雑誌に掲
載され、カリスマ店員がいるショップを都心の一等
地に持ち、芸能人やアイドルを顧客に持っているこ
とが「ブランド」である。「ブランド」の商品は、シー
ズンの立ち上がりに必ずファッション雑誌に掲載さ
れる。日本の「ブランド」は、ブランドアンデンティ
ティが明確であるより、常に最先端のトレンドを反
映することが求められている。

日本の若者の間では、大手アパレルが開発する新
ブランドやライセンスブランドよりも、常に顧客の
変化に反応する 109 系アパレル等が「ブランド」と
して認知されている。ここでは、ブランドの歴史、
アイデンティティ、ブランドコンセプトが問われるこ
とはない。常に「カッコイイ」商品を展開している
ことが全てなのである。最新トレンドを素早くアレ
ンジして安価な商品として提供するファストファッ
ションも、「ブランド」として認知されているのも同
様の理由である。

顧客も自らのアイデンティティをファッションブ
ランドと重ねたりはしない。社会的ステイタス等を
服で表現しようという意識はなく、あくまでも自己
表現として服を楽しんでいるに過ぎない。

多くの日本の若者は、欧米のようなブランドを必
要としていない。流行があればいいのだ。中国人消
費者も、「日本のアパレル製品はブランドではなく、
ファッション（流行）だ」と認識している。

日本のアパレル企業は、日本独特の市場構造とビ
ジネスモデルに最適対応してきた。ここでは、コレ

クションも必要ないし、明確なブランドアイデンティ
ティも必要ない。しかし、この構造は日本国内市場
でのみ通用する特殊なモデルである。もし、中国市
場等、海外市場でビジネスを展開するのであれば、
再度、ブランディングについて考え直し、必要に応
じて再構築しなければならないだろう。

2．ブランド再構築のニーズ
現在はファッションビジネスの大きな転換点であ

り、ブランディングについて再考しなけれはならな
い三つの理由がある。

第一に、大手アパレルにブランド再編のニーズが
あること。大手アパレルはライセンスブランド比率
が高く、ライセンスブランドは日本市場以外には展
開できないことが多い。そのため、アジア市場に進
出するには、独自ブランドが必要になる。

国内市場においても、販売チャネルが百貨店主
体だったために、百貨店のフロア構成やゾーニン
グを基本としたブランド構成になっている。つま
り、婦人服フロアを対象とした 10 〜 15 坪展開の
ブランドを数多く所有しているのである。しかし、
百貨店の売上は減少し、百貨店以外の出店が課題
になっている。

現在、SC 等においても、ファストファッションブ
ランドのような、紳士・婦人・子供・雑貨等が複合
された大型店舗のニーズが高まっている。今後の国
内 SC 出店及び海外出店を考えると、ブランドの大
型化あるいは、大型セレクトショップを想定したブ
ランドの整理統合及び編集が必要となるだろう。

また、この大型ショップ戦略は、ファストファッ
ションが世界中で人気を集めているように中国等の
海外市場でも有効と思われる。

第二は、ブランド知名度の低い海外市場に出店す
るためには、新ブランドデビューのプロモーション
が必要なこと。その際のブランドコンセプトや顧客
ターゲット設定は、日本のままでは通用しないので、
現地市場に合わせた調整が必要になる。つまり、基
本となるブランドコンセプトは、世界中の市場を想
定して、調整することを前提に作られなければなら
ない。

これは一般的なブランドだけでなく、企業名にも
共通している。企業も知名度が重要であり、知名度
を上げることがビジネスの成功につながる。日本企
業の多くは、技術力、商品力さえ水準が高ければ、
自然に商売につながると考えているが、微妙な差異
を認識し、それにコストを掛けてもいい、と判断す
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るバイヤーはそれほど多くはない。また、展示会等
の演出が他より見劣りすれば、どんなに良い製品を
陳列していても、バイヤーが目にする機会は減って
しまう。

実際、中国の展示会に出展している日本企業の
ブースは、東南アジア企業と区別がつかないほどチー
プだ。もちろん、一つ一つの商品を見れば、素晴ら
しいのだが、それは説明を聞いて初めて分かること
だ。それにはまず、ブース内で対話を成立させる必
要がある。

会社名をブランド化させるとは、バイヤーの中に
その企業イメージを喚起させ、それによって黙って
もバイヤーが集まってくることである。そのために、
どのようにするかがブランディングである。

第三は、インターネット等のダイレクト販売が増
加するにつれ、WEB の重要性がますます高まって
いるが、日本企業の多くが企業イメージを明確に表
現できていないということ。

日本企業の WEB の多くは同質化している。多く
は「会社の外観」「社長の写真とコメント」「各事業
部の紹介」「取扱商品とサービスの紹介」「沿革」「株
主のための決算資料」等で構成されている。これは
会社案内に準じたものであり、基本的に文章が中心
である。

商品やサービスの説明にしても、同業他社と区別
がつかないことが多い。ランキング情報等もほとん
ど見られない。数多くの企業の中で、どこが取引に
相応しいのか、と検索する海外企業にとっては、ど
うにも区別がつかず、同様に見えてしまうのである。

本来、会社案内は顧客に向けたものではない。取
引先、株主、求人応募者等を対象にしている。感情
的に訴える必要はなく、理路整然と事実を報告する
ことが求められる。

また、日本国内においては、ことさらランキング
や他社との違いをアピールしなくても、企業イメー
ジが浸透している。たとえば国内では、「東レ」と「産
地の中小企業」を混同される心配はない。しかし、「合
繊織物製造」というキーワードで検索した場合、海
外からは区別がつかない場合がある。どの企業も「高
品質」「高機能」「高付加価値」と訴求しているからだ。

3．既存のブランディング手法の問題点
私自身、アパレル企業内で多くの新ブランド開発

を行ってきた。その経験を含めて、日本で行われて
いるブランド開発の手法及び企画書のあり方を見直
すべきと考えている。

アパレルの新ブランド開発においては、「ブランド
コンセプト」「ブランドのポジショニング」「ブランド
名」「ロゴタイプとシンボル」「顧客ターゲット設定」

「年間商品 MD 計画」「流通チャネル」「店舗デザイ
ンと VMD 戦略」「販売促進計画」等が行われる。（こ
れらの詳細については割愛する）

そもそもブランド開発に必要な企画書の目的とは
何だろうか？

第一に、ブランド開発関係者への指針及び情報共
有である。日本の場合、ブランドの簡単なコンセプ
トと予算が同時に設定され、プロジェクトがスター
トすることが多い。たとえば、初年度 2 千万円、2
年目3千万円、3年目5千万円等の売上目標を設定し、

「自転車で移動することを想定した街着ブランド」な
どの基本的な方針が示される。

その上で、ブランド名、ブランドロゴ、ショップ
デザイン、商品企画等の社内外の担当者は、更にイ
メージを明確にして、互いにイメージを共有した上
で、作業を進めていく。この段階は、異分野であっ
てもデザイナー同士の作業であり、極端に言えば、
企画マップは必要ない。一枚のスケッチ、一枚の写真、
対話によってイメージを膨らませ、共有することが
できるからだ。

しかし、デザインの基礎知識がない経営陣や営業
担当者に説明する段階で、美しくレイアウトされた
企画ボードやコンセプトを言葉で表現することが求
められる。更に、企画マップと企画書は、百貨店や
デベロッパーの担当者に説明するために使われる。
ここでもブランドイメージのような抽象的な要素の
理解は難しいので、専門スタッフが真剣に作業した
という証を見せるという意味合いが強い。

流通との話し合いの段階では、より具体的な数字
の説明が求められる。売場面積、売上・在庫、施工費、
販促プランなどが話題の中心だ。また、ゾーニング
や周囲のブランドとの調和なども重要である。小売
店は顧客ターゲット設定を重視するので、ブランド
コンセプトの内容よりも、商業施設の顧客にアピー
ルできるか否かが確認される。

売場確保の見通しが立った段階で、プロジェクト
は予算中心に動いていく。具体的な商品サンプルの
段階になると、ブランドコンセプトに関係なく「売
れる・売れない」の議論となるのが一般的だ。この
段階から、ブランドコンセプトは崩壊に向かって動
きだすのである。

店頭デビューの時には、簡単なコンセプトを POP
で表示されることはあっても、顧客にブランドコン
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セプトが伝わることはほとんどない。顧客の視線に
映る売場は、周囲と同様の商品集積である。

百貨店のバイヤーやデベロッパー担当者にプレゼ
ンテーションする資料にはお金と時間をかけるが、
顧客にイメージを伝える努力はほとんどなされない。
やがて、2 シーズン、3 シーズン後ともなると、ブラ
ンドコンセプトよりも売れる売れないという通常の
会議によるモノ作りとなり、次第に既存ブランドと
同質化していく。こうして多くのアパレル企業から
生まれる新ブランドは志半ばで淘汰されていくので
ある。

一方ライセンスブランドは、少なくとも、海外か
らのイメージマップや基本デザイン、プロトタイプ
という指針があり、それが企画のブレを防いでいる。
しかもサンプルのアプルーバルが定められていれば、
より強固にブランドらしさや個性が維持されるだろ
う。ライセンス契約の中に出店や広告等も義務づけ
られることも多く、顧客にブランドイメージを伝達
することも配慮されている。

ブランディングとは、的確なブランドイメージを
顧客の心に構築する作業である。それにより製品の
購入に際して、特別な信頼感を与え、購買動機に結
びつける。つまり、顧客の心理に訴求しなければな
らない。

しかし、日本の多くの場合は、流通段階のプレゼ
ンテーションでブランディング作業が終了すること
が多い。顧客へのイメージ訴求は販売促進が担当し、
予算は費用対効果で組まれるために、予算の少ない
新ブランドは顧客にイメージを伝達することが困難
になる。

これらの課題は、日本企業の組織の問題でもある。
ブランディングは、トップダウンで各部署が統一し
た行動をしなければ効果が上がらない。しかし、縦
割りでボトムアップの日本型組織ではトータルな戦
略を展開することが困難である。数字の組み立ては
得意でも、イメージ訴求となると動けないというの
が実感ではなかろうか。

これではブランディングとは言えない。流通のた
めのプレゼンテーションではなく、顧客の心理を動
かす行為を継続的に行うことが必要なのだ。

4．継続的なブランディングを可能にする組織
ブランディングはトータルに表現されるものであ

り、継続的に行われなければならない。欧米では、
クリエイティブディレクター（デザイナーと呼ばれ
ていることもある）という一個人が、ブランドの方

向性を継続的にコントロールしている。
ファッションにおけるブランディングが難しい

のは、ある程度統一されたブランドイメージを守
りながらも、時代の変化やシーズンにより継続的
な変化をも続けなければならないことである。つ
まり、統一感と変化を同時に成立させることが求
められるのだ。

また、欧米ではブランドイメージが陳腐化すれば、
デザイナーを交代することでブランドを活性化させ
る。デザイナー以外のモデリストやプロダクトマネー
ジャー等の企画スタッフが継続することで、ブラン
ドイメージの根幹となる部分を守っている。

多くの日本のアパレル企業は、新ブランド開発の
時にだけ、ブランドコンセプトや顧客ターゲットを
綿密に設定するものの、実際のビジネスとして流れ
るようになると、売れ筋情報やトレンド情報を優先
する。継続的にブランディング活動を行う仕組みが
なく、継続的に売れ筋を追いかけ、商品を生産供給
する仕組みだけが存在しているのである。

しかし、その仕組みもファストファッション企業
ほどの機動力とグローバルな広がりを持ってはいな
い。細分化されたブランド構成が、大企業のスケー
ルメリットを奪っているとも言えよう。

現状では、大企業のスケールメリットも個性的な
ブランドの魅力も共に薄まっている。この両者の解
決策は、大型ショップに対応できる新ブランドの構
築、及びセレクト業態で大型店を構成するブランド
再構築と編集ということになる。

クリエイティブディレクター不在と、縦割りの分
業組織は、日本の産業全体にも共通している。日本
は技術立国と言うが、多くは素材、部品、加工技術
である。

自動車、家電等の完成品を組み立てるメーカーも
高品質を誇っているが、徹底した内製化と TQC［total 
quality control：全社的（総合的）品質管理］により
達成したものであり、国際的な部品調達やコストダ
ウンが困難であるという側面も持つ。また、共通し
て言えるのは、デザインより品質重視であり、外観
からその品質を判断することは難しいという事実だ。

こうして見ると、日本企業が最も苦手とするのが
ブランディングと言えるかもしれない。反面、ブラ
ンディング手法が向上すれば、日本の要素技術が製
品、ブランドとなり世界市場に発信できる可能性も
高いのである。

ブランディングでは、個々の要素を訴求するので
はなく、それらを統合したイメージを訴求すること
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が重要である。そして、サプライチェーンの中の営
業ツールではなく、顧客に対して継続的にブランド
イメージを定着させる活動でなければならない。ま
た、顧客の論理にではなく、感性、感情に訴求する
ことが重要であり、論理的文章より、ビジュアルな
表現が求められる。

日本の婦人服ビジネスは男性中心に展開されてい
る。百貨店のバイヤーもアパレルの MD もほとんど
が男性である。男性は好き嫌いよりも論理で婦人服
を理解しようとする。自身で着用できないのだから、
好き嫌い、着心地等は理解しにくい。そこで、数字

で表せる品質管理、売上、利益を重視する。計数管
理は経営上不可欠なことではあるが、感情や心理を
コントロールするという面では何の効果もない。計
数の権限と同様、数字に表せない部分をコントロー
ルするクリエイティブディレクターは重要であり、
その重責に見合うだけの待遇も必要と言えよう。

今後、海外市場でビジネス展開するのであれば、
こうした弱点を改善する組織改革と業務フローの整
備を行い、継続的なブランディングができるような
体制作りをしなければならない。


