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1．イタリアの事例に学ぶ

前号において、日本市場がアッパーミドルと

ロウアーミドルへと二極分化し始めている今、

日本のアパレル卸が生き残る道はミドル向けの

中量産型付加価値品であろうと述べ、実はこの

アッパーミドル層にターゲットをしぼって第二

次世界大戦後世界的地位を築き上げたのが、イ

タリアのプレタポルテビジネスであると述べた。

今回この過程を詳細に見ていくことにする。

今、「日本発のラグジュアリーファッションブラ

ンドを育成しよう」と声高に叫ばれているが、

イタリアが、なかんずくミラノが 1950 年代から

80 年代にかけていかにしてパリと並び称される

ファッションセンターとしての地位を築き上げ

たかを見れば、日本の産業界はそこに多くの教

訓を見出すことができるだろうと考えるからで

ある。

2．ファッションは、ルネッサンス時代フィレ

ンツェに生まれた

フランス語のモードという言葉の語源はイタ

リア語のモーダであり、“モーダ”はルネッサン

スを生んだ偉大な都市フィレンツェに生まれたも

のである。フィレンツェの経済的繁栄に伴い、富

裕な市民階級が生まれ、装いが彼らの大きな関心

事になり、ファッションの先駆けといえるものが

生まれ、それがモーダといわれたのである。16

世紀中頃、フランス王家に嫁いだメディチ家のカ

テリーナは当時ヨーロッパで最先端にあったフィ

レンツェのモーダをパリに持っていった。その後
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1 ファッションはもともとルネッサンス時代にフィレンツェで生まれたものである。

2 その後、その中心地はパリに移り、一部の特権階級向けのオートクチュール（デザイナーブランドによる

高級注文服）の全盛期を迎えた。

3 1950年代になって、イタリア版オートクチュール（アルタモーダ）を興そうという動きが起こり、フィ

レンツェ、ローマに根づいた。

4 同じ頃、プレタポルテ（デザイナーブランドによる既製服）を作ろうという動きがフランスとイタリアで

起こるが、その生産システムを確立したのは北イタリアであった。デザイナーを取り囲むモノづくりの

ネットワークが北イタリアにあったからである。

要　点
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ブルボン家の興隆に伴ってパリにモードが根づ

き、17 世紀以降パリはヨーロッパのモードの中

心地となった。ただ、織物、レース、刺繍といっ

た繊維素材の多くがイタリアから供給されていた

ことは注目に値する。

イタリアが国家として統一されるのは 19 世紀

後半であったが、国としてまず取り組んだのは産

業革命の結果生まれた工場制工業による大規模生

産体制の導入であった。その間、服づくりなどの

伝統産業は地方に分散する零細企業によって細々

と生き残り、遅れた産業とみなされていた。

ファッションというのはもともとイタリアが生

んだものでありパリの後塵を拝している状況はお

かしい。イタリアを再びファッションセンターに

すべきだと高らかに主張したのが、かのムッソリ

ーニであり、「イタリアファッション宣言」を 1930

年に発表したがそれは掛け声倒れに終わった。

3．バッティスタ・ジョルジーニの登場

第二次大戦が終わり、1950 年代に入って一人

の男が現れる。彼こそが今日のイタリアファッシ

ョン産業の礎を築いたといわれている。

彼は 1951年にフィレンツェに「イタリア女性ク

リエーター協会」を設立し、自宅でファッション

ショーを開催した。その男の名はジョバンニ・バ

ッティスタ・ジョルジーニ（Giovanni Battista

Giorgini）侯爵という。彼はアメリカ市場向けのイ

タリア製服飾品の商売を始めたばかりであった。

アメリカ市場では、サルバトーレ・フェラガモの

靴などイタリア製品に関心が出始めていた。

当時欧米のファッション業界を圧倒的な強さ

で支配していたのはパリのオートクチュール（デ

ザイナーブランドによる高級注文服）でありディ

オール、バレンシアガ、カルヴァン、バルマン、

ランバンらクチュリエ達が成功を収めていた。

そんな中で、ジョルジーニが注目したのはパ

リで有名クチュリエの陰に隠れてはいるがイタリ

ア人のクチュリエ達が着実に力をつけていること

であった。

彼らをイタリアへ呼び戻してイタリア人の固

有の美の感性によるデザインを描かせてはどう

か。繊維素材はもともとイタリア地場のものが豊

富にあるではないか。この 2つの要素を結びつけ

てイタリア版オートクチュール“ALTAMODA

（アルタモーダ）”を立ち上げる。これがジョルジ

ーニの構想であった。当初は、名の通ったイタリ

ア人デザイナーには相手にされず無名のデザイナ

ーを起用し、1951 年に第一回アルタモーダファ

ッションショーをフィレンツェの自宅で開催し、

53 年からは場所をピッティ宮殿に移して行った。

彼が市場としてねらいをつけたのはアメリカ

であった。既に述べたようにハリウッドなどでサ

ルバトーレ・フェラガモの靴、ロベルタ・ダ・カ

メリーノの鞄などが注目されていたが、アメリカ

の富裕層に入りこむために彼は、アルタモーダと

イタリアの貴族社会を結びつける戦略をとった。

ファッションショーにはアメリカの大手バイヤー

とジャーナリストを招待し、イタリアの貴族達に

引き合わせることによって、このイメージづくり

に成功した。

ここで注目すべきことは、ジョルジーニは、

単にアルタモーダだけでなく、プレタポルテ（デ

ザイナーブランドによる高級既製服）を世界に先

駆けてこのファッションショーに登場させたこと

である。

プレタポルテとは 1 9 4 8 年にアメリカの

“READY TO WEAR”から作られた新語であった。

ファッションの中心地であったパリでさえプ

レタポルテ婦人服のファッションショーが開催さ

れたのは 1957 年であったから、いかに彼が斬新

な構想力を持っていたかが分かる。

その当時モード（ファッション）といえば、

パリのオートクチュール、そのイタリア版アルタ

モーダしかなく、それらはごく一部の特権階級の

ためのものであった。一般の人は、素材の劣る、

何の変哲もないスタイルで工場で大量生産された

服かまたは近くの仕立屋で縫ってもらった安物の

服を着ていた。
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しかし、第二次大戦後しばらくたって、イタ

リアでは女性が解放され、たくましく職場に進出

し始めていた。彼女達は、いままで身にまとって

いた服に飽き足らなくなり、少しファッション性

があり周りの人とはちょっと違った服を着たいと

いう欲求が出てきているのをジョルジーニは敏感

に感じ取っていた。

こうした欲求に応え、かつ彼女達の支払える

範囲の価格に収めるにはいままでのアルタモーダ

では不可能で、新しいビジネスの形態（ビジネス

モデル）を必要とする。それは以下の 4つの要素

を結びつけることで可能となると考えた。

①イタリア産の繊維素材

②イタリア人の美の感覚によるデザイン

③イタリアが伝統的に培ってきた手づくりに

よる服づくり技術

④工場における既製服の生産

①から③は、アルタモーダにおいて既に生か

してきたものである。今新たに加わった④工場生

産と①から③、特に③の手づくりの技術をどう結

びつけるかが彼の前に立ちふさがった最大の難問

であった。

彼は上記構想のもとに、プレタポルテの試作

を重ね、出来たもののいくつかをファッション

ショーに登場させたが、結果は芳しいものではな

かった。というのも、彼がねらいをつけた購買層

というのは、生まれたばかりで工場生産する注文

単位としてはまとまっていなかった。従って彼の

構想は先駆者としての動きに止まった。

4．アルタモーダの中心はフィレンツェからローマへ

アルタモーダの発祥の地はフィレンツェで

あったが、50 年代末からその中心はローマへ移

ってゆく。ローマとりわけベネト通りは映画「甘

い生活」などを通して世界に知られるようになり、

そこに行き交う人々のライフスタイルはアルタ

モーダの中心的テーマとなった。この時代のアルタ

モーダはくびれた腰、胸の強調、ゆったりとした

スカートのシルエットを特徴とした。イタリアの

クチュリエ達がそこに表現したのは、刺繍やレー

ス、織物など伝統的なイタリアの素材を使って、

古くからローマカトリック教会のために築き上げ

てきた色、スタイルなどの美であった。こうした

アルタモーダを代表する者として 1959 年にヴァ

レンティーノ・ガラバーニ（VALENT INO

GARAVANI）がパリでの修行の後、ローマのコ

ンドッティ通りにアトリエを開いた。

オートクチュール、そのイタリア版であるア

ルタモーダは既に述べたように、一部の特権階級

のものであった。第二次大戦後、彼等は社会のあ

りようを家族や母性の中に見出していた。つまり

女性は魅力的でありながらもあくまでも、男性の

保護を受ける対象と考えていた。だからそのファ

ッションも女性の弱さを強調したものとなってお

り、アルタモーダにも基本的には同様の考えが貫

かれていた。アルタモーダがジョルジーニ

侯爵といういわば特権階級の人物
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

がフィレンツェ

でまず手がけ、その後ローマの同じ階級の人々が

それを支持していたというのもうなずける。

5．1960 年代後半から 70 年代にイタリア

に起こったファッション革命

イタリアは 1950 年から 63 年にかけて「イタ

リアの奇跡」といわれる高度経済成長を遂げたこ

とにより、中産階級が増え、経済的繁栄を享受し

始めていた。その結果として大学教育が普及し、

大学生の数も増大していた。

日本人駐在員としては早い時期、60 年代前半

にミラノに住んでいた人の証言によると、ドーモ

広場には豪華な装いに身を包んだ紳士淑女がしゃ

なりしゃなりとそぞろ歩きをし、学生達といえば、

ジャケットにネクタイという端正な身なりをする

のがならわしであったという。

ところが、60 年代半ばになると増大しつつあ

った中産階級の人々や学生達は、新しく生まれ

つつあった社会に適した衣服を求め始めていた。
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アルタモーダのような豪華絢爛さを見せびらかす

ものを排し、大衆のファッションを求めたのであ

る。折から、ロンドンのカーナビーストリートの

ツィギーファッションも彼らに刺激を与えた。

こうした社会的変動のうねりに関連して、当

時起こった事件として、今でもミラネーゼ（ミラ

ノ人）の間に語り継がれている話がある。着飾っ

た紳士淑女がイタリアオペラの殿堂といわれるス

カラ座に入ろうとした際、学生達が「スカラ座を

大衆のものに」と叫んで生卵をぶつけたというの

である。ヴァンニ・コデルッピ（ミラノ自由大学

教授）の言葉を借りると「アルタモーダにたずさ

わっていた人々は世界的な評価を手に入れていた

が、その獲得したものすべてを産業という概念に

結びつける方策については、いまだに全く無知で

あった。ローマの仕立職人たちは芸術家のように

振る舞っていたし、プレタポルテを中心とするフ

ァッション産業に自分達の世界が明け渡されつつ

あることに気づいていなかった」

6．イタリア式プレタポルテの生産システムを

確立したマックスマーラ

このように、高度経済成長のお陰で、中産階

級が増え、プレタポルテへの需要は着実に増えつ

つあった。しかし、③の伝統的な手づくりによる

服づくりの技術と④の工場生産という 2つの異な

ったモノづくりのシステムをどう結びつけるかの

試行錯誤は続いていた。

プレタポルテという言葉が英語から仏語に訳

されたものであることから分かるように、そのビ

ジネスのコンセプトの議論は早くからパリで華や

かに行われていた。1957 年、初めて婦人服プレ

タポルテのファッションショーが開催され、1961

年デザイナーのピエール・カルダン（彼はもとは

と言えばイタリア人）が同じくパリでプレタ事業

を開始している。彼がプレタポルテの試作品をフ

ランスで作ろうとしたがうまくいかず、イタリア

の縫製工場へ持ってきて初めて作り上げることが

できたという話が伝わっている。このことは既に

イタリアはジョルジーニが提唱した工場生産によ

るデザイナーブランド品（プレタポルテ）の生産

において、当時フランスより一歩先んじていたこ

とを示している。

それはなぜだろうか。それはフランスのファッ

ション業界というのが、デザインの創造とオート

クチュール方式による手づくりの服づくり、それ

とプレゼンテーションには大変長けているが、服

を工場規模で作るモノづくりの強い基盤を持って

いなかったからである。つまりフランスは今日で

もそうだが、ファッションの創造とプレゼンテー

ション基地としては強力だが、モノづくりには弱

いという体質を持っているのだ。

これとは異なり、イタリアのアルタモーダ業

界は、地場のテキスタイルメーカーに取り囲まれ

ていたし、プレタポルテの試作をしようとする動

きに対しても、既存の縫製工場の中には、デザイ

ナー達と積極的に協力しようという連携の輪、つ

まりネットワークが出来始めていた。

この連携の輪を更に強固にしイタリア式プレタ

ポルテの生産システムを確立した男が登場する。

それがマックスマーラ社を創立したア・キー

レ・マルモッティ（前社長、故人）である。彼は

ボローニャとミラノの間に位置するレッジョエミ

リアという小さな都市に生まれた。

そこは古くからの繊維素材の産地であり、祖

母も母も服づくりを教えていた。彼女達は「素材

を作っていてどうして洋服を作らないの。これか

らは洋服の時代ですよ」と言っていたという。

つまり彼女らは、今様の言い方をすれば、

「いつまでも素材を供給するというパリの下請け

の地位に満足していないで、自分で服をデザイ

ンし、自分の手で服づくりをして付加価値をつ

けて売ればいいんじゃない」と言っていたのだ

と思う。

ア・キーレはボローニャ大学の法学部で学ん

でいた。ボローニャ大学といえば世界最古の大学

であり、そこに学ぶ学生はいわばエリート中のエ

リートである。その彼が法学を棄てて、突如プレ
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タポルテ事業に乗り出す。その契機となったのは、

たまたま彼が英語を学ぶために訪れたスイスでレ

インコートの大規模工場を見たことであった。

その工場には、先に述べた産業革命の結果と

して生まれてきた大規模工場制工業による大量生

産システムを採用しており、出来上がってくる服

の量が当時一般的であった仕立による縫製の何十

倍も多いことにア・キーレは衝撃を覚えた。この

とき一つのインスピレーションが彼にひらめいた

という。祖母や母が培ってきた手づくりの服の職

人的技術とここで見た大工場における効率的な生

産システムを組み合わせ、地場が供給してきた繊

維素材を原料にして服づくりの新しいモデル（プ

レタポルテ）を作り上げたらという思いが彼の脳

裏に浮かんだのだ。

1951 年彼はセールスの担当者 1 人、母親の洋

裁学校卒業者 3 人でマックスマーラ社を興した。

1955 年には従業員 100 人、1958 年には 200 人に

増やし 60 年代初めには、ミラノに直営店をオー

プンした。自らの構想を一つの生産システムとし

て確立するまでは試行錯誤の連続だったらしい。

それが確立するのは、1970 年代近くになってか

らといわれている。彼がこのシステムを「インダ

ストリーと仕立屋の結婚」と呼んでいるのは大変

興味深い。

その当時イタリーの縫製業界にいて、初めは

職人として、後にコンサルタントであった男に、

筆者は話を聞くことができた。その男の証言によ

ると、当時の大規模縫製工場の生産工程は、図表

1のごとくであった。

パーツ生産 縫製 プレス 検査 

裁 
断 

　流　れ　作　業　 

図表１

出所：筆者

イタリアファッション業界の戦略　第1回
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すなわち、パーツ（背、身ごろ、袖など）の

生産工程とそれらパーツを立体化して服にしてプ

レスする工程、出来上がった服を検査台の上にの

せて検査する工程、すべて流れ作業であった。そ

こではいかに早く、大量に、そしてコストを安く

作るかが最重要課題で、品質は二の次だったとい

う。市場は安い服を大量に求めていたのである。

大規模工場は、こうした生産ラインを 5～ 8ぐら

いかかえ、従業員も 3,000 ～ 5,000 人というのが

普通だった。

ところが、イタリアの北部に 1960 年代から 70

年代にかけて生まれたプレタポルテ用の生産ライ

ンは、これとは全く様相を異にしたものだった。

会社によって多少の差はあるが、一般化していう

と図表 2のような生産工程となっている。

何が以前のものと違うかというと、パーツ生

産までは同じように流れ作業だが、パーツを立体

化する縫製工程以降は、1 人の職人が縫製からア

イロンがけまでやる（プレス機械は使わない）。

その後出来上がった服をベステビリタといわれる

職人が実際に着用してみて出来上がりを検査す

る。つまり「パーツを立体化した後の工程を、伝

統的な手法である職人による手作業（今の言葉で

いうとセル方式）に戻してしまったのだ。生産ラ

インは一つのブランド専用のものだけで、従業員

も 200 人ぐらいの中量産工場だ」と。

以上の説明を聞いて、ルイジ・マルモッティ

が新しい生産システムを「インダストリーと仕立

屋の結婚」と呼んだ意味が今、読者諸兄にはお分

かりになったと思う。

○ 

○ 

○ 

○ 

流　れ　作　業 

裁 
断 

○　　　○　　　○ 

○　　　○　　　○ 

○　　　○　　　○ 

○　　　○　　　○ 

（○は1人の職人を示す） 

セ　　ル　　方　　式 
（　職　人　に　よ　る　手　作　業　） 

図表２

出所：筆者
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