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コモディティ志向が強い日本のアパレル企業
同じ原価の商品でも、流行商品やブランド商品

は高く売れる。付加価値が高いのだ。ファッショ
ンが常に変化するのは、付加価値を高めるためで
あり、高級ブランドがファッションショーを行う
のも、付加価値を高めるためである。ファッショ
ンビジネスは高付加価値ビジネスであり、「いかに
付加価値を高めるか」「いかに高く売るか」が問わ
れる。

バブル崩壊から現在に至るまで、日本のアパレ
ルビジネスは、いかに安く作り、安く売るかが命
題になっている。結果的に、日本のアパレル企業
は、ファッションではなくコモディティを目指し
たことになる。
日本のアパレル企業が、世界に類を見ない高成

長を遂げたのは、単なる日用品ではなく、付加価
値の高いファッション商品を大量に販売したから
である。しかし、低コストの海外生産が可能にな

日本のファッション市場の解体と再構築
―新中間層市場とコモディティ化の流れ―

1 日本の婦人既製服は、きもの、オーダーメードとの関係から、元々、コモディティ志向が強かった。しか

し、日本のアパレル企業が成長したのは、一億総中流市場全体が高級化し、高額な商品を購入したことによる。

2 80年代にブームとなった個性的なDCブランドも、富裕層ではなく、一般的な中間層が中心顧客だった。

欧州の高級ブランドバッグの中心顧客も中間層である。したがって、中間層全体のコモディティ志向が強

まれば、ブランド人気も消失するだろう。

3 世界的には新中間市場が台頭している。これまで高額なファッション商品に手が出せない中低所得者の所

得水準が上がり、価格はリーズナブルだが、ファッションやトレンドを積極的に取り入れたZARA、H＆M

等のブランドが人気を集めている。

4 日本では、ユニクロに代表されるように、ファッションやトレンドを追いかけるのではなく、品質が高く

性能の良い生活ギア、生活グッズとしてのコモディティアパレルが人気を集めている。一方で、格差が進

み、一億総中流市場は崩壊しつつある。

5 ファッション雑誌、ショップ、ブランドが影響し合いながら、市場が成長するというパターンも崩壊しよ

うとしている。雑誌媒体がインターネットと連携し、ダイレクトに販売するという動きが強まっている。

ショップを介在しないダイレクトな流通が生まれつつある。

6 新しい動きに対して、店舗流通は対応しなければならない。戦略キーワードは、「イベント」「メディア」

「個人」。小売流通企業は、商品を販売して資金を回収するという単純なビジネスモデルではなく、社会的

役割、地域とのコミュニケーション、施設を介した個人とのコミュニケーションという視点を持った新た

なビジネスモデル構築の必要がある。
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ると、一斉に値下げ競争に突入した。その様子を
見る限り、日本のアパレル企業も小売店も、基本
的にコモディティ志向の体質を持っていたとしか
思えない。
その一因は、日本の婦人服が置かれた特殊な事

情にある。60 年代まで、女性の正装は「きもの」
だった。正装に洋服を選ぶのは皇室のみであり、
一般庶民にとって、「よそいき」であっても、洋服
はきものの下位に位置していた。きもの着用者の
減少につれ、呉服業界は単価アップを図った。数
量減を単価アップでカバーしたのである。きもの
は高付加価値化し、普段着だった紬さえ、極限ま
で手間を掛け、贅沢品へと変身させた。結城紬も
昔は単純な絞りの柄が多かったそうだ。現在のよ
うに精細な亀甲絞りが主流になったのは、それほ
ど昔の話ではない。
その結果、日本ではフォーマルとしての婦人服

は発展しなかった。現在でも、「フォーマル」と聞
いて、ドレスを思い浮かべる人は少ない。多くの
人は、葬式用のポリエステルの黒いスーツを思い
出すに違いない。
フォーマル不在の洋服の中には、更にオーダー

メードと既製服という序列があった。60 年代まで、
百貨店で販売される高級婦人服は、オーダーメー
ド中心だった。紳士服も、高級品と言えば、テー
ラーが作る注文服を指した。既製服は普段着であ
り、既製服業界は安い商品を大量に販売すること
を命題としていた。
70 年代に入ると、日本も既製服の時代に突入す

る。アメリカの既製服業界のノウハウを導入し、
日本のアパレル企業が勃興し、大衆ファッション
ブームに沸き返った。当時のアメリカの既製服業
界は、ヨーロッパのコレクションをコピーして大
量生産するビジネスモデルであり、日本のアパレ
ル企業もそのモデルを踏襲したのである。
ヨーロッパは、オートクチュールから高級既製

服であるプレタポルテが派生した。アメリカのよ
うな工業製品としてのアパレル製品ではなく、あ
くまで工芸品としてのアパレル製品である。日本
の消費者も、ヨーロッパの消費者同様、オーダー
メードからいきなり既製服には移行しなかった。
気分はプレタポルテを欲していたのであり、一気
にアメリカの既製服に移行できなかったのである。
その結果、日本のアパレル企業は、多品種少量生
産というシステムを採用し、ヨーロッパとアメリ
カの中間的な市場が生まれた。
日本市場の特徴は、一億総中流と呼ばれるほど

均質な市場でありながら、微細な差異にこだわる

点にある。アメリカ市場のように他人と同じ服で
は嫌だが、ヨーロッパのような他人と全く異なる
服も嫌う。共通したトレンドの中で、微細な差異
を楽しむのである。
一億総中流市場は、全体として高級化が進んで

いった。欧米のような階層社会では、品質が高く
て高額な商品を求める層と、品質は低くても安い
商品が必要という層に明確に分かれている。中間
階層の存在感は希薄であり、資本家と労働者、貴
族と一般市民のような二極化構造が基本だった。
富裕層がファッション市場を支え、一般市民はコ
モディティ市場を支えていたのである。
90 年代までの日本市場は、階層化することなく、

圧倒的多数の中間層全体が豊かになった。その結
果、高品質なコモディティ商品という、世界にも
類を見ない特殊な商品が生まれた。

中間層に支持されたDCブランド、
高級ブランドバッグ
その典型的な例が、80 年代にブームとなった

DC ブランドである。DC ブランドは、若手デザイ
ナーズブランドから発展していった。70 年代中頃
に創業したデザイナーズブランド企業の主要な顧
客はファッションが好きな中間層だった。もちろ
ん、顧客の一部には、高額所得者や富裕層も含ま
れていたが、その割合は DC ブランドブームが進
むにつれ、次第に減少した。あくまで、中間層の
中のファッションフリーク、ファッション愛好家
が主な顧客層だったのである。そして、ファッ
ション雑誌、顧客、ブランドの三者が情報を共有
しながら互いに成長を続け、市場そのものが巨大
化していった。
そのパターンは海外ブランドに受け継がれた。

元々、欧州の高級ブランドは、階層社会のトップ
に位置するミセス層の顧客に支持されていた。そ
れがデザイナーの若返り等で、リッチなヤング層
にも支持されるようになり、日本の中間層に浸透
していったのである。
しかし、売れるアイテムはバッグ中心であり、

アパレル製品の浸透は難しい。バブル時期には、
芸能人から渋谷の高校生までがシャネルを着用し
て話題を集めたが長くは続かなかった。バブルの
崩壊と共に、渋谷の若者はかわいくて安い 109 系
ファッションに移行していった。また、バブル時
にはシャネルを着用していた芸能人の成り金趣味
も目立ったが、バブル崩壊後にはメディアへの露
出が減少している。
欧州ブランド企業は、バッグ偏重の傾向に危惧
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を抱いている。バッグのみでは、いつ飽きられる
か分からない。アパレル製品のシェアが伸びて、
初めて本当にブランドが浸透することになると考
えているのだ。しかし、高級ブランドのバッグは、
あくまで中間層が支持しているのであり、欧州の
ブランド事情とは異なることを忘れてはならない。
本当にブランドを支持している顧客はごく少数に
過ぎないのだ。
昨年後半からの世界的不況で、日本のブランド

ショップは軒並み苦戦している。これまでブラン
ドバッグを持っていた中間層は、「ショ袋」と呼ば
れるショップのロゴの入っている紙袋や、エコ
バッグを好んで持ち歩くようになっている。中間
層が一気にブランドバッグに背を向けることもあ
り得るだろう。

世界的な中間層市場の成長
日本市場が一億総中流から階層化へと変化した

のに対し、世界市場は二極化市場から中間階層が
誕生するという変化を見せた。その新中間層が、
Limited（米）、GAP（米）、NEXT（英）、ZARA
（スペイン）、H ＆ M（スウェーデン）、MANGO
（スペイン）のような適度にトレンドを取り入れた、
リーズナブルなプライスのブランドを支持し、新
たな市場を生み出したのである。そして、グロー
バルな店舗展開により、大量生産のメリットを失
うことなく、新たな市場を創造している。
それに対し、日本市場は、一億総中流市場が崩

壊し、ある程度の格差社会の到来による市場再構
築が進んでいる。日本市場だけ見れば、中間層市
場は減少傾向にあると言えよう。したがって、
H＆M等のブランドも日本市場において一定規模
以上に成長することは難しいだろう。
ファッションやトレンドを楽しむ新しい中間市

場は世界的には成長し、日本では減少している。
ここに、日本のアパレル企業が海外進出する必然
性があるのだ。しかし、現在の日本市場の商品を
そのまま海外市場に投入しても成功は難しい。現
在の日本市場は、DCブランドブームを頂点に、個
性的なファッションより、合理的な定番の着回し、
ファッションより高品質なコモディティという路
線を歩んでいる。ファッションやトレンドを楽し
むより、合理性と品質を追求しているのである。
世界の中間層を狙うブランドは、むしろ、中低価

格商品が中心だった市場に、ファッショントレンド
を取り入れようとしている。つまり、ファッション
やトレンドに対しては、より積極的な姿勢を示して
おり、日本のアパレルとは方向性が逆なのだ。

もし、海外市場に進出するのであれば、盛んに
ヨーロッパのトレンドを取り入れていた 70 年代の
専門店アパレルの時代に戻った方がいい。鈴屋が
パリコレに進出し、青山ベルコモンズができた頃
を思い出すべきだろう。

新たなコモディティ市場を再構築したユニクロ
ファッションやトレンドよりも、高品質のパー

ツやギアを安く提供するという路線を完成させた
のはユニクロである。ある意味で、アパレル製品
はコモディティであると高らかに宣言したのだ。
と言っても、ユニクロはファッションやトレン

ドを否定しているわけではない。ファッションを
楽しむのならば、ユニクロをベースに、トレンド
商品をコーディネートすればいい、と割り切って
いるように思える。
その一例が、織ネームである。通常は、T シャ

ツやシャツの後ろ襟ぐり付近に自社ブランドの織
ネームをつける。これは、高級ブランドも量販ブ
ランドも共通している。しかし、ユニクロでは、
サイズ表示のみを目立たせ、ユニクロというブラ
ンド表示を目立たないようにしている。ユニクロ
であることを自ら隠しているのだ。
ユニクロはトータルコーディネートを提案する

ことよりも、生活グッズや生活ギアとしての優れ
た単品を提供することに尽力している。その代表
が、フリースのジャケットであり、ヒートテック
の下着である。アパレル製品からトレンドや
ファッションの要素を取り去り、パソコンや携帯
のように製品スペックで勝負すること。そのため
には、素材、カラー、サイズ、縫製、パターンと
いうそれぞれの要素を重視している。ユニクロは
国産の素材を中国で縫製するケースが多いのだが、
それは素材性能を重視していることの表れである。
類似素材で良ければ、中国で調達することも可能
だ。ユニクロの何倍もの価格で販売されている商
品が、ユニクロより素材や縫製レベルが劣ってい
ることも珍しくない。
ユニクロは、コモディティとしての衣服を打ち

出した。そして、世界一品質にうるさい日本の消
費者の支持を取り付けた。当初、海外ではユニク
ロの品質や対価格性能が評価されず、苦戦を強い
られた。しかし、ヒートテック等の分かりやすい
商品により、次第にハイテクなコモディティとし
ての評価を確立しつつある。今後は、日本の合繊
や紡績技術とのコラボレーションにより、世界の
コモディティウエアとして定着することが期待さ
れる。

日本のファッション市場の解体と再構築
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細分化し、マニア化する日本のファッション
百貨店、量販店等の大型店の売上が低迷してい

る。一方で、テレビショッピング、カタログ通販、
インターネットや携帯による ECサイトは成長を続
けている。また、目立たないが、堅実な成長を続
けている小規模なヤング向けアパレル企業も存在
している。
百貨店アパレルは、平場（ひらば）からショッ

プ運営に転換することで成長を続けてきた。しか
し、百貨店全体の集客力が低下しており、苦戦が
続いている。
かつては、ファッション雑誌でショップや商品

を紹介し、売場と消費者を連携させるという手法
が効果を上げていた。最近はそのサイクルが崩れ
てきている。特に、消費者のイメージの中で、雑
誌のブランド名と百貨店がリンクしていないこと
が想像できる。なぜなら、一般消費者にとって、
百貨店は目的がなければ行かない施設になってい
るからだ。駅ビル、駅ナカ、駅地下、SCモールは、
特に目的がなくても、必ず通過するエリアになっ
ている。記憶の中にあるブランド名と雑誌がリン
クすることは考えられても、普段行かない百貨店
の中にどんなブランドが展開されているのかさえ、
分からなくなっているだろう。
ファッション雑誌がイベント化したのが「東京

ガールズコレクション」だ。雑誌のモデルがすぐ
に着られる商品を着用してステージに登場し、雑
誌の愛読者であり、消費者でもある観客が、商品
を携帯で撮影し、注文することができる。このビ
ジネスの特徴は、ショップが介在していないこと
である。
通常のファッション雑誌においても、直接、

ショップに連絡して商品を予約したり、通販で購
入できるケースが増えている。また、これから増
加するのが雑誌とWEB の連携である。WEB 上で
雑誌を構築し、直接、商品を購入することができ
るサイトだ。雑誌のブランドを使った、セレクト
ショップとも言えるだろう。ここでは雑誌媒体の
編集が、そのままセレクトショップの編集になる
のである。
ファッション雑誌がインターネットと連携する

ことで、雑誌は店舗を必要としなくなる。むしろ、
店舗を紹介するより、自らのサイトが顧客を囲い
込む方向に動くに違いない。その動きもまた、雑
誌、ショップ、ブランドという三位一体のプロ
モーション体制が崩壊しつつあることを示してい
る。

有名人ブログと展示会招待
ファッション雑誌に変わって、ファッションへ

の影響力を強めているのが、有名人のブログであ
る。サイバーエージェント（http://www.cybera-
gent.co.jp/index.html）が運営する「Ameba（ア
メーバブログ）」は、有名人ブログが多いので有名
だ。同社の発表によると、会員数が 2008 年 1 月 24
日時点で 250 万人を突破した、という。
最近では、有名人（アイドル、歌手、モデル等）

がブログの中で着用したり、話題にした商品が瞬
間的に売れている。サイバーエージェントでは、
オールアバウト（http://allabout.co.jp/）や出版社
とも連携し、ブログ、口コミ等を使った新しい広
告手法の開発に取り組んでいる。
また、アイドルに人気のあるブランドを展開し

ているアパレル企業は、展示会に積極的にアイド
ルを呼び込み、専門の営業担当者を付け、社員割
引での予約発注を受け付けている。展示会場にア
イドルが来ることは、バイヤーへの宣伝効果があ
り、アイドルにとって、展示会に招待されること
は、社員セールに招待されるより喜ばれる。バイ
ヤーと一緒に注文し、ジャストシーズンに割引価
格で購入できるのだから。
そして、展示会の様子をブログに書いてもらえ

ば、一般消費者への PRにもつながる。本来、小売
店を飛ばして、アパレル企業が顧客を展示会に呼
び、割引価格で直接販売することはタブーだった。
しかし、ブログというメディアの存在が、消費者
とプロモーション担当者の境界をあいまいにして
いる。
アイドルでなくても、ファッションに関するア

ルファブロガー（世間に影響を与えるブロガー）
であれば、積極的に展示会等に取り込んだ方が企
業にとってメリットがあるだろう。直接、消費者
に影響を与えるブロガーは、業界マスコミよりも
影響力が強いかもしれない。
ブログを基本に考えれば、芸能人、タレント、

モデル等、魅力があり発信力の強い個人をいかに
囲い込むかが重要な課題になる。旧来のアパレル
企業は、雑誌社等のマスコミとの付き合いはあっ
たかもしれないが、あくまで企業対企業の付き合
いだった。広告を出したり、タイアップ企画を進
めるのもあくまで企業対企業の付き合いである。
ヤング向けのアパレル企業では、社長やデザイ

ナーも積極的にブログを書き、消費者とのネット
ワークを構築している。ブログという媒体は、企
業と顧客、生産者と消費者の境界はあいまいにし
て、個人と個人の関係に戻す力がある。魅力的な
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社長なら、その会社の商品も面白いだろう、とい
う評価を受けるのである。今後のアパレル企業は、
個人同士の関係をいかに構築していくかが、売上
に直結していくことになるだろう。個人のつなが
りが、ダイレクト販売につながっていくのである。

店舗流通の戦略キーワードは
「イベント」「メディア」「個人」
世界的な不況期に突入し、若者を中心にインター

ネットによる購入が増えている。食品を中心とした
「お取り寄せ」、流通ではじかれる「わけあり商品」
は人気を集めているし、ネットオークションによる
買物、価格ドットコム（http://kakaku.com/）のよ
うな価格比較サイトを利用したショッピング等も
増えている。店舗流通にとって脅威なのは、単純
に安い商品を探すという合理的な動機だけでなく、
接客されるのが嫌いで、誰にも邪魔されずに自宅
でゆっくり買物したいという動機が少なくないこ
とである。
かつては、デジタル画像だけで、アパレル製品

が売れるはずがないと言われていたが、現在は携
帯でもアパレル製品が売れる時代になった。その
傾向が、今回の世界的不況で一気に加速している。
この状況に対し、百貨店、量販店、SC はどのよ

うな対策を打つのだろうか。何もせずにいれば、
確実に集客力は落ち、ダイレクト流通にシェアを
奪われるに違いない。
私は、「イベント」「メディア」「個人」を戦略

キーワードとして提示したい。
日本では新しい商業施設ができると、大勢の人

が押しかける。これは中国では見られない光景だ。
中国では、新しくオープンした店が信用できるか
否かを見極めてからでないと、買物をしない。日
本では観光客のように大量の顧客が押し寄せ、数
カ月でその波は引いてしまう。
百貨店や SCモールのオープンイベントは、安売

りや福袋と相場が決まっているが、高級ブランド
のオープニングでは、一般公開の前に、セレブと
メディアだけを招待してパーティーを行うのが通
例だ。
私は、百貨店や SCモールといった日本の流通企

業のイベント企画力はあまりに貧困だと思う。と
にかく店を開いて、売上を上げたいという売り手
側の都合ばかりが優先され、社会的な意義や、地

域コミュニティとの関係に関するビジョンが何も
ない。オープニングというのは最大のイベントで
あり、このイベントをいかに魅力あるものにする
かが、その商業施設の性格を決定することになる
だろう。
また、オープニング効果そのものは半年ももた

ない。むしろ、定期的にイベントを開催し、常に
顧客を呼び込む仕組みを作ることが求められてい
る。
第二のキーワードは「メディア」である。以前

にも、本誌で「百貨店の IT リニューアル」を提案
したが、多くの商業施設は、実際にその場所に行
かない限り、どんな商品やサービスがあるかが分
からない。しかし、インターネットを活用してい
る人ならば、まず検索するに違いない。検索して
も、貧しいホームページしか出てこないのであれ
ば、そこの商品も面白くないと考えるのは当然だ。
逆に、様々な社会的キーワードを検索しても、

真っ先に百貨店や SC モールがアップされるなら
ば、集客力も増すだろう。
第三のキーワードは「個人」である。旧来のシ

ステムは常に組織優先であり、個人の存在を感じ
させない。新しいシステムは、常に中心に個人の
存在感がある。その意味では、企業の経営者、店
長、ショップマネージャー等も個人としての魅力
を磨かなければならない。もし、内部に魅力ある
人材がいなければ、外部の人材を登用すべきだ。
警察でさえ、人気タレントを一日署長として招け
ばマスコミは取りあげるのである。
「イベント」も「メディア」も中心となるのは

「個人」である。デジタルコミュニケーションでは
個人が基本単位になる。イベントもメディアもプ
ロデューサー、編集長の個人に掛かっている。百
貨店も百人の専門家を集めた「百人店」というコ
ンセプトにすれば、それだけでも魅力が増すだろ
う。広大な SCモールにも、モール全体を村と見立
てて、「村長」を置くのはいかがだろうか。そして、
社会的活動や地域社会とのコミュニケーション、
従業員の生活向上等に取り組むのである。
商業施設が商品を売り付け、金を回収するだけ

の装置ならば、インターネットに取って代わられ
るだろう。しかし、人とのコミュニケーションが
商業施設の魅力になれば、店頭に顧客は帰ってく
るはずである。

日本のファッション市場の解体と再構築




