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1．イタリアのファッション産業は知を新しく組み
合わせて出来上がった

本シリーズ第 1 回においてマックス・マーラ社
を創立したアキーレ・マルモッティが縫製工程を
それまでは流れ作業方式一辺倒だったところへ、
パーツを立体化して服作りする工程以降は、職人
による手作業に変革したと述べた。職人による手
作業というのは、従来から存在したいわば伝統技
術である。それを流れ作業と結びつけ新しい組み
合わせを行ったのである。
また、本シリーズ第 2 回において述べたように

アルマーニのデザインの根底にある思想とは“モ
ーダの原点”に帰るということである。権力やス
テイタスを誇示するオートクチュール（アルタモ
ーダ）から、イタリア人がルネッサンス時代に生
み出した“美しい”“人間らしい”“着心地のよい”
服に戻るということである。したがって、このコ
ンセプト自体は新しいものではない。アルマーニ
はこのコンセプトをイタリア型デザインとして結
晶させ新しく興りつつあったプレタポルテに結び
つけたのである。アルマーニが行ったこともまた、

既存のコンセプトの新しい組み合わせである。
イノベーションという言葉が最近しばしば使わ

れ、経済発展を生み出すのはイノベーションであ
るとの認識が定着している。この言葉はシュンペ
ーターが 1912 年に著した『経済発展の理論』の中
で初めて持ち出した概念で、イノベーションとは
新しい結合（NEUER KOMBINATIONEN）である
と言っている。日本ではイノベーションは技術革
新と翻訳され科学的な新しい発見と理解されてい
るが、シュンペーターのいうイノベーションとは、
必ずしも新しい科学的発見に基づく必要はなく、
既存の知の新しい結合も含む。
したがって、上に述べたアキーレ・マルモッテ

ィが行った新しい結合もアルマーニが行ったこと
もイノベーションなのである。

2．イタリアファッション産業を生み出したもう一
つのイノベーション　－製造小売－

イタリアのファッション産業が 60 年代に試行錯
誤を重ね、70 年代に立ち上がる以前、イタリアは
衣服といえば、アルタモーダか、大量生産された、
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以下の4つのイノベーションがイタリアのファッション産業を生み出した。

1 伝統的な手縫いの縫製技術と流れ作業の組み合わせ

2 イタリアの伝統的美の感覚をプレタポルテに表現する

3 製造小売

4 ライフスタイルとブランドを通じて消費者に発信する
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あるいは仕立屋で仕立ててもらった何の変哲もな
い大衆服しかなかったと述べた。大量生産された
ものは、問屋を通じて小売店に販売されていた。
こうした状況の下で、プレタポルテ事業を開始

したマックス・マーラ社はどのような販売戦略を
とったのか。1951 年アキーレは同社を彼とセール
ス担当一人、母親の洋裁学校卒業者 3 人で設立し
たが、当初はパリからクリスチャンディオールの
デザインを買い入れ、イタリアンテイストに変え
てプレタポルテを制作した。1955 年には、従業員
100 人、1958 年には 200 人に増やしたが、50 年代
は既存のセールスルート、つまり問屋を通じて小
売店へ販売していた。
同社が直営店をミラノにオープンしたのは、60

年代初めになってからである。製造する者が小売
まで行う、いわゆる製造小売（SPA）に初めて乗り
出し、次第に直営店を拡充していった。
もう一人この時代、彗星のごとく現れ、時代の

寵児となった男のビジネスのケースをとりあげよ
う。ルチアーノ・ベネトンが興したベネトン社で
ある。彼は、家が貧しかったため小学校を終える
と衣料品店の販売員となった。50 年代の高度成長
のおかげで経済的に余裕のある中流階級の家庭が
増え、人々はそれまでの質の悪いウールで編まれ、
ダサい濃色に限られていたセーターに対し、もっ
とカジュアルなデザインで明るい色のニットを欲
しがっているのを見抜き自ら生産を決意したので
ある。こうした新製品のアイデアを店主に言って
も取り上げてくれなかったからである。
たまたま妹のジリアーナが大量生産型のニット

工場の編工であったので技術面では問題はなかっ
た。
1955 年 4 月使い古された 1 台の編機が北イタリ

アのベネト州トレビゾという小さな町の家に搬入
され、ベネトンビジネスが始まった。こうして生
産したものは問屋または小売店へ持って行くとい
うのが普通の人の考えるところだろうが、彼はそ
うはしなかった。既存の販売ルートがこうした製
品を取り上げることに興味を示さないことを知っ
ていたからである。彼は、自ら売ったのである。
かくして、小さいながらも自分の小売店を開き、
今でいう製造小売を始めた。やがてイタリア国内
に直営小売店とフランチャイズ網を拡げ、70 年代
にはヨーロッパ、70 年代から 80 年代前半には米国
にも拡げていく。
日本の SPA 型ビジネスの代表であるユニクロは、

そのビジネスモデルを、GAP を筆頭とする米国の
SPA から学んだといわれている。しかし、アメリ
カの SPA は、実は 80 年代前半に米国に進出したイ
タリアのファッション産業の SPA 型のビジネスモ
デルより学んだのではないかと筆者は考えている。
いずれにせよ、ベネトンが行ったのは新しい販

路の開拓であり、これもシュンペーターのいうと
ころのイノベーションである。

3．なぜ製造小売でなければならないのか

通常製造小売のビジネスモデルのメリットは、
次の 2つだと言われている。
①製造者が小売段階まで手がけることによって、
消費者の嗜好の変化をすばやくつかみ、自らの
製造活動に迅速に反映できること
②中間者の排除（いわゆる中抜き）によってコス
トを削減できること
イタリアのラグジュアリーブランドビジネスの

場合、製造小売形式をとる理由は、実はもう一つ
あると思う。それは、モノに込めたデザイナーや
生産者のこだわりを消費者に伝えるには第三者で
ある問屋や小売店に販売という工程を任せてはで
きない、自らやる以外にはないとの考えである。
問屋や小売店は究極には自らのビジネスの売上や
利益の拡大化をねらう部分最適を目指す。デザイ
ナーや生産者のこだわりを伝えることは二の次と
なることが多い。
ラグジュアリーブランドのショップでは店員は

この商品には、デザイナーや作る人が、どの様な
コンセプトを込めて作り上げたかを顧客に説明す
る。とくにイタリアのショップでは、“この部分は
職人が心を込めて手縫いした（FATTO A MANO）
ものです。美しいでしょう”といった説明をする。
それはあたかもその 1 個 1 個の商品が独自の個性
を持っている作品であるかのように店員は扱う。
店員は、今消費者に感動を与え、買いたいという
衝動にからせるのはこうした作り手のこだわりや
ストーリーだということをよく知っているのだ。
こうした売り方を小売店頭にまで徹底するのは、
自らが販売まで手がけないとできないと考えてい
る。

4．ライフスタイルをブランドを通じて消費者に発
信する

ここで読者諸兄はお気づきと思うが、彼らが作
り出すモノとは、工業化社会が大量に作り出して

海外動向



55繊維トレンド　2006.11･12月号

イタリアファッション業界の戦略　第3回

いる汎用品（COMMODITY GOODS）とは異なる
ということである。汎用品とは、どの用途にも誰
にも用いられるものであって、それ故に個性を持
たない無機質なものである。
イタリアのラグジュアリーブランド品は、これ

と本質的に異なり、部品（モジュール）が製品と
して立体化された以降は 1 個の製品として個性を
もつと考えられている。つまり汎用品ではなく特
品（SPECIALITY GOODS）なのである。誰にでも
よいものではなく、この製品が持つ個性を理解す
る特定の層の消費者に向けた限定品であり、した
がって生産量も限定される。
特定の層の消費者とは、いったい誰なのか。そ

れは、本シリーズアルマーニのところで述べたよ
うに新しく興りつつあった MIDDLE、とりわけ
UPPER MIDDLE である。彼らは一部の特権階級の
ためのデザインであるアルタモーダに反感を持ち、
自分たちが作り上げる新しい社会のあり方にふさ
わしい装いを求めている。ヨーロッパ文明の原点
であるルネッサンスの“人間らしい”“美しい”
“自然とともに生きる”“着心地の良い”モノを求
める。それはアルマーニのところで述べたように、
“おれがおれが（マズローの欲求の第 4 段階　自
尊）”ではなく、“人と人とが個性的でありながら、
しかも共存を目指す共生社会”のための“共生の
装い”ともいうべきものだ（第 5段階　共生）。
彼等にとってこの世で一番大切なことは、人生

をいかに美しく生きるかということである。この
限りある 1 回限りの「生」を生き生きと楽しく生
きたい、そのための装いとはいかにあるべきかと
彼らは考える。どれだけ売上を上げ、利益を上げ
て、それで世に認められることが生きる目的とす
るあり方とは明らかに異なる。いかに生きるか、
つまり個々人のライフスタイルが下部構造を形成
し、ビジネスとはそのライフスタイル（個々人の
生き様あるいは美学といってもよい）の上部にあ
ってその生き様を生かす 1つの大事な場である。
もう一つの場が自由時間（TEMPO LIBERO）で

ある（図表参照）。

イタリアのラグジュアリーブランドビジネスと
は、そうした人生の生き様をいかに生きるかとい
うことの自分たちの提案をブランドを通じて消費
者に発信し、それに共鳴した消費者がいわば限定
会員制のクラブを形成するというビジネスモデル
である。

5．イタリアではエリートがファッション産業を目
指す

イタリアファッション産業を創りあげた人々の
出身をみるときわめて多岐にわたっていることが
分かる。
筆者はこのシリーズ第 1 回で、マックス・マー

ラを創りあげたアキーレ・マルモッティがボロー
ニャ大学の法学部に学ぶといういわばエリート中
のエリートのステイタスを棄てて、アパレル産業
に身を投じたことを、また、アルマーニは医学部
の学生だった地位を投げ出して、デコレーターに
なったと述べた。ジャンフランコ・フェレは、大
学では建築学を学んだ人である。
こうしたファッションビジネスの門外漢ともい

うべきエリート達がなぜファッション業界に身を
投じるのか。それは、いかに生きるべきかという
人間の根源的な哲学的といってもよい問いに、イ
タリアのファッション産業が深くかかわっている
からである。
イタリアでは、ビジネススクール出身のトップ

クラスがファッション産業を目指す。これは日本
の現状とはだいぶ事情を異にしている。
世界では、繊維産業やアパレル産業はおくれた

伝統産業であり、ハイテク産業ではないと一般的
に見られている。
しかし、ミラノのファッション産業に携わって

いる人々は、この見解を一笑に付す。「我々の産業
はハイテクそのものです。なぜなら、“人間の知”
を最高度に必要とする産業だからです」と言って
いる。

それ故、ビジネススクールのトップクラスがフ
ァッションビジネスをめざすのである。
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