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流通近代化が加速
生産、
アジア移転進む

中西（悦） 世界の繊維貿易の自由化
の流れが定まり、
アジアから欧米市場への
繊維物流が巨大な流れとなりつつあります。
また、
われわれ商社をはじめ日本の繊維企
業にとっても、
こうした流れを取り込み、収
益力の拡大につなげることが課題となります。
ミラノでの当社繊維会議開催の機会に、
欧
米マーケットの動向、今後の世界の繊維・
ファッションビジネスの展望について報告し
てもらいたいと思います。
まず、
イタリアを中
心とする欧州市場の動きはいかがでしょうか。
細井 欧州の小売市場の動向からご
紹介します。
まずブランドにしてもアパレル、
小 売りにしても、2 0 0 4 年 以 降 、非 常に
M&Aが加速し、
その中には「プラダ」や「ジ
ル・サンダー」などのビッグネームも含まれま
すが、
それが今年辺りから沈静化してきた
のが特徴です。
流通については、欧州連合（EU）統合
以後、近代化の動きが特筆されます。川
下の小売店が主導権を握る、
あるいは川
中の問屋が疲弊するという日本と同様の

展開が、
ここ欧州でも進みました。その流
れは英国、
ドイツ、
フランス、
イタリア、
スペイ
ンの順に進んでいるように思われます。
繊維産業の構造的変遷を受け、
英国は
小売りがイニシアチブを発揮し、生産シス
テムにまでダイレクトに影響を及ぼす構図と
なっています。一方、
他のヨーロッパ諸国に
比べ、流通の近代化が遅れているイタリア、
スペインは、依然中小規模の小売りが大き
なシェアを占め、生地･製品問屋が機能を
発揮する場が残されています。
一方、生産をめぐる動きを見ると、結論
から言えば モザイク模様 といえる状況
です。メゾンにおけるファッションビジネスも
海外生産が進み、
例えば「ヒューゴボス」
「ア
ルマーニ ジーンズ」などでは中国生産が
急増しています。反対に欧州生産に固執
するメゾンもあり、大手、中小を問わず、
ア
パレル、
メゾンは生き残りをかけてそれぞれ
の取り組みを深めるというモザイク模様に
あります。そのベースにあるのは 繊維貿
易の自由化 です。

M&Aは沈静化
中西（悦） ロンドンでメンズを中心に手
掛けている立場から見て、
いかがですか。
香月 メンズシャツの場合でみると、
この
10年で小売価格が大幅に下がりました。
マークス＆スペンサーに代表される大手の
PB型百貨店が主導したのが特徴です。
05年1月からの繊維貿易の自由化もあって、
アジア生産への関心が高まり、
中国を中心

高級ブランドが立ち並ぶモンテナポレオーネ

に発注が増えました。
しかし、昨年7月ごろ
にはクオータが満杯となってエンバーゴ
（禁
輸措置）騒ぎとなり、
「中国（アジア）生産も
なかなか難しいもの」と嫌気がさした向き
も少なくなかったようです。
それでも高級品メーカーの中国への関
心は依然強いものがあります。全体にベン
ダーの値入率が低下しているだけに、中
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国生産を「一度はかじってみたい」空気は
強いですね。
M&Aについて言えば、
確かに沈静化し
てきましたが、
その中で限られたグループが
買収を仕掛けるという動きも一方ではあります。
中西（悦） 沈静化の背景は。
細井 「買収したものの企業のメンテナ
ンスが大変」
「マネーゲームに嫌気がさした」
「キャッシュフローがしんどくなってきた」な
どがその理由ですが、
ずばり
「売買価格が
上がり過ぎた」が主因でしょう。
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The Westin Palace Milan「マザッチョの間」で

米国市場

底辺広がり頂上高く
豊かさ 得て高額品拡大

中西（悦） 生産地に関してはEPA（経
済連携協定）
、
FTA
（自由貿易協定）
など様々
な要素が絡んではいますが、
中南米から米
国市場というモノの流れが弱まり、
アジアが
供給地としてその存在感を増した点は否
定できません。米国市場から見た場合は。
玉巻 ビジネス動向に触れる前に、
米国
市場の質的な変化に言及したいと思います。
わたしは1986年に初めての駐在地とし
てニューヨークに赴任し、1年前に2回目の
駐在として戻ってきました。約20年ぶりに見
た米国市場は以前とは様変わりでした。
86年当時、
日本の人口は1.2億人、米国
のそれは2.5億人とざっと2倍でした。20年
が経過して、
日本は1.26億人と微増はして
はいますが、
少子化が現実のものとなり、
05
年には人口が減少に向かうという大転換
期を迎えました。一方、
米国は2割増加して、
今年3億人を突破しています。
ヒスパニック系、

伊藤忠商事
欧州繊維グループアパレルチーム長

香月 俊 哉
中国・香港

アジア系人種の増加が大幅な人口増をも
たらしています。その結果、
消費構造も大き
く変化してきました。
消費の構造はピラミッドに例えられますが、
三角形の底辺が大きく広がり、
その分頂上
も高くなっています。わたしは日本で昨年ま
でジーンズやシャツを手掛けましたが、
20年
前の米国でのジーンズ価格はせいぜい10
〜20ドル、
高くても40〜50ドルが常識でした。
もっと安い商品もたくさんあります。
ところが今、
驚くことにプレミアムジーンズ市場では150〜
200ドルの商品が飛ぶように売れ、
300ドルを
超える商品さえ登場しています。
綿花マーケティング会社のコットンインクの
調べによると、 ジーンズマニア と称される
人たちの年間ジーンズ購買量は日本が4〜
5本であるのに対し米国では12本と言います。
また、
わたしが職場で聞き取り調査したところ、
OLの年間靴購買量は日本がせいぜい4〜
6足、米国では12足という回答を得ました。
コットンインクよりは不正確かもしれませんが、
かなり精度の高い数字だと思います（笑）。
この20年で米国市場は一段と豊かさを
手に入れたようです。衣食住すべてがそう
ですが、
スーパーマーケットはきれいで買い
やすく、
全体的なレベルアップを肌で感じます。
一方、
アパレルビジネスですが、
この20年
でプレーヤーの数が大きく減少しました。ア
パレル業態ではとくに減ったように思います。
ブランドを多く抱え、
そのポートフォリオで勝
負といいますか、
その中で優勝劣敗が鮮明
になってきました。
当社もこうした市場背景から、
米国会社
本体の伊藤忠インターナショナル・インクのテ
キスタイル部門とアパレル部門のプロミネント
USAを4月1日付で統合し、
「伊藤忠プロミネ
ントUSA」として発足させ、一元管理の体
制を敷きました。同時にブランドマーケティン
グ部門を強化するため、同要員をこれまで
の2人から一気に5人へ増強したところです。

再編を例に取ると、
アディダスがリーボッ
クを買収しました。香港のリーボックのエ
ージェントは最大手の衣料品・雑貨商社
のリー&フンでした。アディダスとリー&フ
ンの関係がどうなるのかまだ不透明な部
分がありますが、
日本ではすでに動きが
表面化しました。リーボックジャパンへは
主軸にアディダスからの人員派遣が決ま
っており、今後、
リーボックジャパンはアデ
ィダスの影響を大きく受けていくことが予
想されます。
香港のサプライヤーの動きをみると、大
手メーカーは当然ながら マニュファクチャ
ラー でした。それが最近 SCMコーディ
ネーター に変貌してきました。素材探し
から始まり、
デザイン、生産場の提供、物流
までSCM（サプライチェーン・マネジメント）
を組み、
その提供者という立場です。われ
われ商社にとっても、
参考にすべきビジネス
モデルといえます。
また、製造部門と小売部門を持つ企
業が増えています。例えばカジュアル店
チェーンの「ボッシーニ」。昔、対米ニット
ウエア輸出で活躍したローズニットが展
開する小売り部門です。YGM集団（ワイ
ジーエムグループ）、そして、あの「ジョル
ダーノ」しかりです。小売りまでわれわれ

プロミネントアパレル（香港）社長

中西 英雄
商 社 が 手 掛 けるのは 難しいで す が 、
SCMコーディネーターには香港、米国、
欧州のPALの力を総結集すれば可能
です 。そうした流れに香港をはじめとし
たサプライヤーは向かわざるを得なくなる
でしょう。

異なる機能をクロス
細井 商社は大別して「生産」と「ブラ
ンドマネジメント」
という2つの機能で活動し
ていますが、
この2つの機能をクロスさせる
ことも大切になってきました。ブランド展開
だけでなく生産にも関与していく、
そうする
ための投資も重要です。
香月 機能の変化といえば、
これまで生
地供給していた先から二次製品供給を求
められる事例も欧州で増えてきました。こ
れもアパレル・プレーヤーが減少した余波
ともいえます。また、SPAの台頭がビジネス
チャンスを膨らませています。彼らはマーケ
ティングに集中したい気持ちが強く、生産
面での支援をわれわれ商社に求めています。
その彼らがアジア市場への進出を本格化
させている。これも市場の変化が生産面
へ影響している事例の一つでしょう。

玉巻 欧米の大手アパレル、小売店は、
アジアに大規模な生産管理会社を持って
います。これが彼らの強みでもありました。
GAP、LLビーンなどは香港に300人規模
の管理会社を抱えています。ところが、最
近の動きを見ると、欧米大手は生産管理
部門をどうも切り離したいと考えているフシ
があります。M&Aの際に、
コスト面で足か
せになるためです。M&Aを機動的に成
功させるには身軽なほうが、
と考えているよ
うです。
一般に 中抜き 志向が強く、
中間流通
排除の動きは今も続いています。しかし、
潮流として、
「しっかりしたプラットホームを
持っている企業ならば、
そうしたところを利
用したほうが便利だ」という考え方が生ま
れてきました。

企業再編、供給国にも影響
SCMコーディネーターに脚光 アウトソーシングの流れ

中西（悦） 欧米市場の変化が供給国
側にはどのような影響を与えているのでし
ょうか。

中西（英） 先ほどのＭ＆Ａの動きは、
中西（悦） アウトソーシング的な動きで
中西（英） 日本では逆の動きも見られ
商品生産受発注の変化にストレートに反
すね。一番お金、つまりコストがかかる部
ます。 丸投げ とう言葉に代表されるように、
映しています 。大手スポーツメジャーの
分ですから外出ししたいということでしょうね。 極端な話、商品企画やデザインまで商社
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伊藤忠インターナショナル・インク
繊維部門長

玉巻 裕章
テキスタイル
の可能性

任せにする流れがありました。
しかし、
「ブ
ランドの真価はなに？」と自問すると、
やはり
企画やデザインに戻ってくる。
「やはり自前
でやろう」という空気が最近感じられるよう
になりました。
中西（悦） 米国アパレルはデザインま
で人任せにはしない。そのあたりは日本と
異なるところです。
中西（英） 日本は丸投げという意味で
は先進国ですが、
さすがに行き過ぎを感じ
始めたということかもしれません。米国アパ
レルはコモディティー・アイテムについてアウ
トソーシングに取り組んでいますが、
欧州企
業となると、
やや趣が異なる。自らのアイデ
ンティティーを大事にする気持ちが強いで
すから。
モノ作りの中身を大事にするためには、
素材･テキスタイルの部分をおろそかにし
てはいけない、
と考えています。最後に残
るのはこの部分です。

ビジネス縮小も重要
ブラックボックス に

タイルは決して減っておらず 、以 前と同
様の規模を維持しています 。二次製品
の売り方にしてもまずテキスタイル提案
からスタートし、結 果として最 後に製 品
納めになる形です。素材での付加価値は、
CMT（副資材込み縫製工賃）が高い、
安いといったものと違い、置き換えがで
きません。 ブラックボックス といえるも
ので、
この部分は引き続き力を入れたい
ですね。
中西（悦） 中西（英）
さんはアパレル
貿易、
ここにいる残りのメンバーは全員テキ
スタイル貿易の出身です。わたしはテキス
タイルを売るということに強い愛着を持って
いますが、生地を生地で売るということに
限界もまた感じています。日本品はとくにそ
うですが、
アジアからのテキスタイル輸出の
伊藤忠商事欧州繊維グループ長
可能性はどう
でしょうか。
兼伊藤忠イタリー会社社長
香月 欧州では小売りの力が非常に強
くなり、中間が排除されて二次製品ビジネ
スが主流となっていることは否定できません。
その分、
テキスタイルの取り扱いが減って
中西（悦） われわれは付加価値を提
います。また、長く続くテキスタイルビジネス
供していますが、
それはブランドであったり、 の疲弊の中で、
日本をはじめ、極東のサプ
素材の部分であったりします。米国では、 ライヤーのテキスタイル対応力が弱まって
メンズ部門でテキスタイル展開から二次製
いることも事実です。
品ビジネスへ大きく発展してきましたが、
や
こう申し上げるとかなり悲観的だと受け
はりテキスタイルを大事にしたことがその要
取られそうですが、
日本なら日本のオリジナ
因であったと思いますが。
リティーを強く持った素材が登場してほしい、
玉巻 メンズ部 門ではアパレル製 品
と願っています。それを顧客は待っている、
販売の比率を高めてきましたが、
テキス
と感じることもあります。

細井 富夫

枠撤廃で素材水準上昇？
企画連携、
取り組み主に
中西（悦） 香港のPALは、
いまだにテ
キスタイルの取り扱いが多いですが。
中西（英） 2つの理由があります。一
つは顧客であるアパレル企業、SPAが自ら
テキスタイルとアパレルをパッケージできる
能力、
機能を保持している点です。ですか
らテキスタイルを調達して自ら製品化する。
もう一つは、
当社自身が日本品と中国品
の中間ゾーンの商品をファブレスメーカー
として作っている点です。ちょっとした工夫

ですが、
これが米国顧客を中心とする中
高級品のゾーンにはまっています。
テキスタイルビジネスはどこもかも厳しい
状況にはありますが、少し明るい展望もあ
ります。それは本当の意味で繊維貿易が
自由化されれば、現存するクオータチャー
ジは消滅します。買う側にとって、
この少な
くないコストメリットがどこに向かうのか？
バイヤーがポケットにねじ込めばそれで
終わりですが、
決してそうはならないと思い

ます。そのお金は、
もう少しいい素材の採
用などの開発に向かうはず、
と考えるから
です。クオータ撤廃の暁には、世界の素材
のレベルが全体的に上がるのではないで
しょうか。
細井 ミラノで14年間、
テキスタイルを販
売してきましたが、最近の特徴は、商品企
画から連携して、取り組み型のビジネスが
増えてきたことです。当社が展開するテキ
スタイルオペレーション JFK が代表的で
すが、大手メゾンに オンリー・ユー の商
品を提供することで、
深く浸透してきました。
この種の取り組みが今後さらに増えていく
と見ています。
中西（悦） 中国製テキスタイルの評価は。
中西（英） 天然繊維に関して言えば、
日本の有力綿産地に劣らないレベルに上
がってきました。綿100双は当たり前の世
界になっています。加工仕上げに関して、
中国では硬めの米国スタンダードが幅を利
かせてきましたが、
ソフトな仕上げにもかな
り上達してきたな、
というのがわたしの感想
です。
中西（悦） 設備は最新式でしょう？
中西（英） 設備の問題よりも生産ノウ
ハウの蓄積ですね。最新のドビー機でツイ

司
会
進
行

伊藤忠商事 常務執行役員
繊維カンパニー エグゼクティブバイスプレジデント

中西 悦朗
ルを織るようなもったいない織機の使い方
をしていました。それに対して助言してき
た結果、織物のレベルが上がってきました。
ただ、
合繊に関してはまだまだですね。

スターバックス の貢献
プレミアム市場成長へ
玉巻 少し角度を変えて、米国市場の
変化からテキスタイルの今後を考えてみます。
再び、
20年前との比較で恐縮ですが、
当時、
米国のコーヒーはすごくまずかった。マン
ハッタンの屋台で今でも一杯65セントで売
られていますが、
これが嫌われて多くの人
たちがスターバックスに列を作るようになり
ました。
スタバのコーヒーで一番安いのが1.85
ドル。これでも3倍します。ところが彼らは
3ドル、4ドルのコーヒーを朝から飲んでいる。
欧米人と日本人とのディナーにおける根
本的な違いは、食前酒の注文の仕方です。
多くの日本人は「とりあえずビール」
（笑）。
彼らは、
これでもかというばかりにみんな
違う物を注文する。スタバでもやれフレー
バーだのキャラメル入りだのややこしい注
文をつける。だから3、4ドルと高くなるわ
けですが、列もまたなかなか前に進まな
い（苦笑）。
このスタバの成功のカギは カスタマイ
ズ化 です。デニムジーンズに話を戻すと、
「セブン」や「アールジーン」などのプレミ
アムジーンズブランドの成功は、
このカスタ
マイズ化にあったと思います。そのブラン
ドを表現する生地がすべて同じようで実
は違う、
ということを消費者に分からせた
ことが成功の要因でした。だからこそ消
費者は普通のジーンズの3倍も5倍ものお
金を出して買った。カスタマイズ化、すな
わち自分自身のために作られたと感じる
モノには、汎用品の何倍もの値段がつい
ても惜しくない、
という消費者心理がポイ
ントです。
こうした動きはデニムだけでなく、
チノの
世界でも生まれてきました。 プレミアム・チ
ノパンツ の登場です。せいぜいチノパン
は20〜30ドルでしたが100ドル、150ドルの
マーケットが誕生しています。この高い商
品を購入する層が米国で生まれてきたこ
とに注目し、
それに合致するテキスタイル開
発を進めるべきです。
生地販売で生き残るためには、
プロダ
クトアウトでは駄目です。香港PALとニュ
ーヨークが組んで販売している中高級テ

キスタイルが順調なのもこの辺に理由が
あります。
中西（悦） 日本のテキスタイルメーカー
もカスタマイズを意識したテキスタイル開発
を始めていますし、
インナーやスポーツウエ
ア向けのニットは日本の製造ノウハウを凝
縮した商品だと思います。原糸メーカーか
らは、
このところ新しい糸が続々と登場し
てきました。日本のオリジナリティーを再興し、
世界のテキスタイル、
アパレルビジネスの中で、
日本品ここにあり として、
その存在に輝
きをもたせられるよう、
皆さんの奮闘に期待
します。

4

2006年（平成18年）８月号
産地シリーズ 番外編

産地シリーズ 番外編

Milano

Bologna
Firenze

Roma

イタリア プラート産地 を往く
Napoli

創造性と職人気質

多品種少量生産を支えるテッシーレ社のレピア織機

規模縮小も存在感発揮

プラート
（Prato）は、
イタリア・
トスカーナ州の県の一つで人口約30万人。東と南をフィレンツェ、西をピストイア、北をボローニ
ャと接する。繊維の歴史は14世紀に始まり、700年の伝統を誇る。第二次大戦の初めには繊維の一大中心地となり、規模が縮
小してきたとはいえ現在でも企業数8478社、従事員数5万270人（2004年。
プラート産業連盟調べ）で構成されるイタリア最大
の繊維産地の一つだ。中小・零細企業中心の分業体制で知られる同産地は、 創造性 職人的なモノ作り とで危機を乗り
越え、輸出市場でもその存在感を際立たせている。本紙は4〜6月号で、
日本のテキスタイル産地の現状をシリーズで報告したが、
今月号では番外編としてイタリア、
プラート産地を紹介する。

小企業でもチャレンジ精神

を理解することもなく追随するのみ」と手
厳しい。そして、
トレンドにあっているかどうか、
そればかりが重視される風潮を嘆く。
プラートの強みは、
「大理石の塊から彫
像を発想するミケランジェロの彫刻技術に
も例えられる アルチザン 的存在」である
だけに、
「これではプラートの強みを発揮
する場面はなく、
その意味でも厳しい時代」
とみる。個々の企業が独自性を保ちながら
も、
「産地全体の戦略は一つであるべき。
そうでなければ競争に勝てない。そういう
意味で、
25年間の議論の末にやっと ミラノ・
ウニカ（イタリアの5素材展が合同）がスタ
ートしたが、
あまりに遅すぎる」と、
プラート
の強みでありながらも弱みとなるインパナト
ーレ
（＊注参照）の弊害を強調する。
このほか、
ユーロ高による競争力の減退
に加え、
「若い世代が労働集約型産業で
ある繊維産業に魅力を感じておらず、
いず
れ技術の継承が難しくなる」との懸念もあ
る。別段プラートに限らないが、
若者たちが
アパレルよりもケータイやiPodに関心を寄せ、
「ファッションとしてのアパレルは二の次に
なっている」こともイタリアの繊維・ファッショ
ン産業にとって問題、
とも指摘する。

プラート産地は、
再生ウールの織物生産
を中心に進んできたが、1980年代後半か
ら深刻な危機をむかえた。中国など途上
国との競争力低下がその原因だ。その後、
企業リストラと産地の再編で危機を乗り越え、
多品種少量のファッション性に富むテキス
タイルを生産する産地に変貌した。90年代
半ばに大きな危機を脱出したプラート産地
の特徴は、大企業にはない特質を生かし
た個性的なモノ作りにある。
エルメネジルド・ゼニア ロロピアーナ
など著名な企業を輩出し、毛織物産地で
知られる北部のビエラ産地と比較すると、
このプラートの特徴がよく分かる
（表参照）。
ビエラ産地の1社当たり売上高は364万ユ
ーロ
（1ユーロ＝約147円）、
1社当たり従業
員数は18.2人。対してプラートはそれぞれ
58万ユーロ、
5.9人と規模が小さい。いわゆ
る小回りを利かした生産体制が、小さくと
もイタリア、
あるいは世界の消費市場での
存在感を高める理由となっている。
「過去にとらわれない柔軟性、常に新し
いものに挑戦するチャレンジ精神。それが
プラートの強み」と言うのは、同地でデザイ
ン企画会社ラミ
・リッカルド・スタジオを経営 「もっと世界を知ろう」
するラミ
・リッカルドさん。同社はテキスタイル
リッカルドさんは12年前から日本企業と
デザインからスタートし、現在では7人のデ
の取り組みを始め、
そのためたびたび来日
ザイナーを擁してアパレル、
インテリア、空
しているが、
日本、
中国、
インド、
トルコのテキ
間デザインなどを手掛ける。2005年には中
スタイル産業を比較してこう言う。
国･上海、
トルコ･イスタンブールに事務所を
「日本は素材を見る目があり、
アドバイス
新設、
プラートで培ったノウハウを新興繊
またはそれ以上のものを作り
維工業国で生かす取り組みを行っている。 すれば完璧、
上げる。中国は技術面でのアドバイスが欠
伊藤忠商事テキスタイル貿易課は、同
かせず、
まだ、
それ以上のものはできない。
社と業務提携を結び、
イタリア発の企画を
インドはデザイン提供すると十分それをこな
日本産地でテキスタイルにして欧米中心に
す。潜在能力も高い。
トルコは独自のテー
展開中だ。市場での評価も高く、
日本国内
ストとアイデンティティーを持ち有望だ」
市場への販売も進めていく。
そして、
日本のテキスタイルメーカーに対
リッカルドさんは、
プラートの将来に対し
し、
「もっと外の世界を知ろうとするべきだ。
て不安を隠さない。イタリア全体として、
「ブ
今見ていると、多くを知りたいとは思ってい
ランド
（アパレル）側のクリエーティビティー
の不足」をその理由に挙げる。彼によれば、 ないように見える」と辛らつな言葉を送る。
実力がありながら、
それを知らない 井の
真のクリエーティビティーがあるデザイナー
中の蛙 と言いたげだ。
は世界に3人。彼ら以外は「３人の想像力
プラートはその零細性にもかかわらず、
常に変化するこ
とで生きてきた。その一つ
＊インパナトーレ
の事例がグル
ッ
ポ
・コンパニーア･テッシーレだ。
プラートではインパナトーレと呼ばれる人々が
重要な役割を果たしてきた。インパナトーレとは
生産全体のコーディネーターであり、
プラート独
特の呼称。一般にはコンバーターと呼ばれる役
割だ。インパナトーレは製品を企画（テキスタイル
デザインや織り組織）
して生産者にサンプル依
頼する。それに対する注文を展示会で取り、注文
に基づき各工程の専門業者に委託する。インパ
ナトーレは企画段階で市場情報を消化しなけれ
ばならないので、市場と生産の結節点でもある。
財団法人産業研究所
『イタリアにおける産地の活性化と新たな
産業集積モデルに関する調査研究』から

リッカルドさんはInsituto
Tecnico（インスティ
トゥー
ト テクニコ）卒。
「わたし
のクリエーティビティーは９
歳のときに止まった」
と笑い、
顔写真の撮影をやんわり
拒否。机の引き出しから１
９６４年当時の写真を取り
出した。機業が手元で色
の組み合わせを試行錯誤する作業にヒントを受け、現在
conscious color システムを構築中。色の印象を変
えずに国民性に合った組み合わせを提案できる

ウルトラ社で出荷を待つ反物

企業訪問

コンパニーア･テッシーレ

素材ならなんでもこなす
グルッポ・コンパニーア･テッシーレは紡毛
紡 績と織 布の2 社で構 成 する。創 業は
1939年と古い。80年に経営破たんし、大
手のカルピーニ社が経営権を取得、
ゼニア
社から社長にブルガッティ氏をスカウトし、
再建を果たした。
マネジャーのアンドレア・ブルガッティさん
は現社長の子息。アンドレアさんによれば
82年にウール一辺倒から脱却し、
リネン、
コ
ットン、
ビスコースなど「なんでもこなせるメ
ーカーに変身した」という。93年には紡毛
紡績に進出、現在、
グループとして紡毛設
備5台、
レピアなど織機20台を保有する。
染色･整理加工は外注だ。年商はドル換
算で5000万ドル（うち輸出70％）。今年末
には織機10台を増設する。
織物の販売価格は1メートル当たり7〜
70ユーロと幅広い。
ドルチェ＆ガッバーナな
どの有力ブランド向けに、
あらゆる素材を
提供する。
企業戦略として「コモディティーとクリエ
ーティビティーの両立」をうたう。つまりファッ
ション市場で、高級品とコモディティー商品
を交えてマーケティングすることで、
トータル
展開が可能になるというもの。双方を組み
合わせたスタイリングをイメージし、
それを
消費者に向けて提供していく考えを企業
ポリシーに置く。
アンドレアさんは「インパナトーレの仕組み
の中で、伸縮自在なのがプラートの強み。
織布･染色･整理がそれぞれ分業体制にあ
り、契約によって相互の利益を分け合う
WIN-WINの関係がある。
この関係と、
つね
に新たな素材を開発するエネルギーがある
限り、
他産地に負けない」
と自信たっぷりだ。

皮切りに、
デザイン、営業の各分野を10社
の企業に勤めながら学び、1999年に独立
した。28人の従業員（うちテキスタイルデザ
イナー8人、品質管理・納期管理などの技
術者7人）で年間2000万ユーロ
（うち輸出
70％）
を売り上げる。
外注するテキスタイルのうち婦人物が70％、
メンズが30％。素材は天然繊維から合繊ま
ですべてこなす。自社のテキスタイルブランド
として「ウルトラ」
（1メートル当たり7〜15ユー
ロ。
シーズン提案企画数400〜500点）、
「ディ
ナモ」
（12〜30ユーロ。同100〜150点）、
「キ
ューブ」
（6〜9ユーロ。同約50点）
とコンセプ
トによって価格帯を分けている。販売先はマ
ックスマーラ、
アルマーニ、
ケンゾー、
バナナリ
パブリックと幅広い。
「このところトラックがよく壊れる」
とサンド
ロさん。意味が分からず問いかけると、
「1
反の注文が多く、
その分、納品が煩雑。
ト
ラックが悲鳴を上げている」と冗談めかし
て笑う。1点100メートルの注文から受け付
けるというが、
「それくらいの対応力がない
と外国や他社との競争に負ける」ためだ。
中国製品がイタリアでも市場を席巻して
いるが、
「別の土俵で勝負している」
と意に
介さない。
しかし、
中国品に対する意識は強
く、
新ブランドのキューブにはタグに メードイン・
イタリー と記し、
イタリア製の良さを訴える。
サンドロさんは「織布や染色企業が設備
投資しないとプラート産地の将来が心配だ
が、取引先約30社はきちんと投資をしてい
る企業が多いので安心。品質管理を含め
てプロである彼らと共に生きていくためにも、
消費トレンドを見据えた商品企画を打ち出
したい」
と笑顔を見せたのが印象的だった。
アンドレア・ブルガッティさん

ウルトラ

自社ブランドで生地企画
このインパナトーレに近い企業体として
プラートで注目を浴びているのがウルトラ社
だ。共同経営者のサンドロ・チアルディさん
は39歳。学卒後、繊維の品質管理会社を

サンドロ・チアルディさん

イタリアのテキスタイル・クロージング産業の概要

プラート
ヴィチェンツァ
ビエラ
イタリア合計

1社当たり売上高 1社当たり従業員

売上高

うち輸出

企業数

従業員数

100万ユーロ

％

社

人

万ユーロ

人

生地/衣料品

4,948

54

8,478

50,270

58

5.9

同

5,863

29

2,081

36,400

282

17.5

4,000

35

1,100

20,000

364

18.2

28,912

274,648

133

9.5

生 地

38,579
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海外成

長

市場動向②
市場動向①

「ロシアの成長分野とビジネス上の問題」
伊藤忠商事海外市場部 シニア・アドバイザー

ロシア

上原 憲太郎

ロシア経済データ

豪州のメルボ
ルンに6年、
モス
クワに5年、通算
1 1 年の駐 在か
らこのほど帰国
した。モスクワは
2回目。1回目は
1982年から85
年まで、
ブレジネ
フ書記長の時代。
当時はソ連邦で
共産主義と冷戦の真っ只中。緊張はしたが、商売
は公団相手でリスクは少なかったという。
「今のロ
シアの変貌には誰もが目を見張っている」。

人口（2005年12月末）

1億4,280万人

一人当りGDP（2005年）

10,700ドル

平均月額賃金（2005年）

302ドル

外貨準備高（2006年6月末）

2,506億ドル

GDP成長率（2005年）

6.4％

インフレ率（2005年）

10.9％

失業率（2005年）

7.6％

公定歩合（2006年6月末）

11.5％

出所：ロシア国家統計局、世銀統計

「屈辱の時代に戻りたくない」

テイル」となる。ロシアは世界第2位の産油
国で、天然ガスの生産は世界一。その他
駐在した豪州とロシアを比較すると、豪
石炭、
非鉄、
木材、
水、
ほとんど全ての資源
州は一口で言えば Small & Matured 。 がある。また、国内の生産設備の老朽化
市場規模が小さく成熟している。ロシアは
が著しい。電力、
ガス、住宅、通信等いわ
その正反対で、
まさに成長市場で人口も1
ゆるライフラインの老朽化も深刻だ。これら
億４000万人と豪州の7倍。両国とも資源
設備の更新にビジネスチャンスがある。
国という共通点はあるが、
ビジネスの広がり
リーテイル分野は消費ブームに支えられ
が違う。
急速に拡大している。自動車、家電、携帯
ロシアはいまBRICsの一員として注目を
電話端末、化粧品、
アパレル、食品等ロシ
浴びる。その背景には、①プーチン政権の
アの消費市場は昨年3600億ドルに達した
基盤が強化され政治が安定②原油価格
といわれている。ちなみに昨今の健康食品
の高騰を追い風に消費が増大――など
ブームを反映してモスクワでは日本食がブ
がある。賃金水準はこの５年間で５倍になり、 ーム。500軒以上のレストランで寿司がメニ
貧富の差は大きいが月収14万〜28万円
ューにある。
の中産階級が確実に育ってきた。GDP成
中でも成長が著しいのは自動車。2005
長率7％のうち5％が国内消費とのデータ
年のロシアの乗用車（新車）の販売台数
もある。
は152万台、
うち外国車が61万台。自動車
最近欧米諸国がロシアの民主主義の
でも家電でも所得の少ない順に、国産・韓
後退に憂慮する声明を出している。確かに、 国製・日本製となる。スウェーデンの家具メ
ロシア政府、特にプーチン側近による基幹
ーカーのイケアは、2000年にモスクワに一
産業の国有化、知事任命制度、資源を武
号店を開店。それに隣接して「メガモール」
器にした恫喝外交、
メディア検閲など民主
という大ショッピングセンターを建設した。
化が後退している。エリツィン大統領の
2008年までにさらに20店舗をロシア全土で
1990年代は、中央のタガが外れ、地方が
新設する。
バラバラになった。政治家は政争に明け
携帯電話の普及率も急激に伸びてす
暮れ腐敗が蔓延、貧富の差が拡大し給
でに飽和状態。小売業界もディスカウントシ
与の未払いは日常茶飯事だった。言わば
ョップから中産階級、
さらにはミリオネア相
屈辱の時代に戻りたくないという国民の気
手の超高級店まで様々な業態が出現して
持ちがプーチンの70％という高い支持率
いる。
に表れている。

アパレル市場は200億ドル
キーワードは
「資源」
「産業再生」
「リーテイル」

アパレルの年間市場規模は200億ドル
程度で、年率15％程度の伸び。唯一国内
産業が育っておらず、80％が輸入品で占
める。ロシア女性はブランド、特に欧州ブラ

今後のロシアの成長分野を考えると、
そ
のキーワードは「資源」
「産業再生」
「リー

NY綿花

年率15％でアパレル市場は伸長

整備など手を打っているが、
なかなか改善
しない。一部外国企業は法的側面を無視
して商売をしているケースがある。法律家
のアドバイスを聞きロシアの法律から外れ
ないことが肝要だ。外国人である分、
自ら
を守るため最大限ロシアの法律をプロテク
ションに使う。ちなみに今ロシアで一番儲け
ているのは法律事務所と言われている。
ロシアで事業を計画する場合、単独で
やるか、
合弁でやるかそれとも企業買収か。
許認可との関連、事業の目的との関連で
検討する必要がある。合弁の場合はパ
ートナーの選択がカギになる。パートナー
の信頼性を図るのに慎重になり過ぎると
いうことはない。特に政権との関係もよく
見極める必要がある。単に政権に従順と
いうだけでなく、地域振興、雇用確保、納
税義務などの社会的責任を果たしている
かチェックする。ロシア側のパートナーの
思惑と日本側の思惑とは根本的に異なっ
ているという認識を持ち、パートナーの経
営哲学を知ることだ。チーフアカウンタント
と社長が組んだら、会社を好きなように操
作できる。
ロシアには コーポレート・ガバナンス と
いう観念がない。90年代前半に発生した
極東での合弁乗っ取り事件の教訓を思い
出す必要がある。ロシアの経営者の一般
的特徴として、会社の存続、株主・社員の
パートナーの選択がカギ
保護は二の次で、稼いだ利益はすべて経
営陣で分配してしまう傾向が強い。パート
プーチン政権も残りあと2年弱。先行き
ナーの裏情報を取るルートを確保しておく
不透明なこともあり、
贈収賄等の腐敗が問
必要がある。欧米企業はパートナーリスク
題になっている。ロシア政府も法制度の改革、 を避けるため、
単独での進出が多い。

ンド志向が強く、
商品の独自性がカギとなる。
ロシアは世界の工場としてではなく、市
場としてとらえるべきだろう。共産主義時
代の反動からかロシア人は流行に敏感で
ファッションショーが頻繁に開かれるが、
い
つも満員だ。アルマーニ、
ヴェルサーチとい
った欧州の一流ブランドショップがモスクワ
の目抜き通りに軒を連ねている。
しかし、問題がないわけではない。まだ
市場経済に移行してから15年しか経って
おらず、
特に金融システムを中心に市場経
済のメカニズムが完全には機能していない。
銀行に対する信用度が低く金利も高いため、
銀行が資金のポンプ役を果たしていない。
さらに、
企業情報の入手が極めて困難だ。
多くのロシア企業がキプロスとかオランダな
ど、
いわゆるタックスヘブンに会社を登録し
ている。これは合法だが、
財務諸表を見て
も企業の状態が分からない。税務申告用
の財務諸表のほかにマネジメント用の裏帳
簿があり、企業会計が不透明。我々にとっ
て一番の問題は与信が立たないことだ。
また、一時期ほど公然とではないが、
マ
フィアによる支配がある。マフィアはロシア
語で「クリーシャ」
と言われるがこれは「屋根」
という意味。ロシア企業が自分の保護のた
めにクリーシャを利用するわけだが、
「軒を
貸して母屋を取られる」ケースが少なくない。

豪州羊毛 M/I

（USセント/LB）
60.00

（AUSTセント/KG）
800

55.00
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45.00

4
月
1
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5
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6
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6
月
5
日

7
月
5
日

7
月
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日

米国農務省の7月12日発表の世界綿花需給見通しに
よると、生産、消費ともに減少となっている。米国の３分
の１の生産量を占めるテキサス州では干ばつの影響で
作柄不良が懸念されているが、米国全体の生産量が増
加しているためトータルでは微減。しかし、世界季末在庫
率が昨年同期の45％に対し39％と低下する見通しで、需
給が引き締まる可能性があり、NY定期は50〜53セントの
水準から53〜56セントの水準に移行している。
（7/19記）
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6月最終週は保ち合いに終始し、29日の最終セールは７２９
豪州セントで終わった。結局昨シーズンは７２４セントで始まり、
昨年12月14日に６３２セントの安値を付けるまで下げ、本年入
り後は3月9日の７５４セントまで急騰し、その後は少し下げて
引けた格好。今シーズンはEMIの計算基準の変更に伴い７２
９セントは７４９セントとなった。シーズン初めの２週間のセー
ルは幅広い需要に支えられ豪ドル高にもかかわらず堅調に
推移。しばらくはこの基調が続くものと予想する。（7/19記）
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日

7月14日、
日銀はゼロ金利を解除したが、相場には織り
込み済みで全く円高にならず。むしろ中東情勢不安、世
界的株安を受けたドルへの資金回帰が優勢となりドル
高円安が進行した。かつての米低金利時代とは違い、短
期米国債など安全資産で5％以上の金利が稼げる中、
ド
ルは避難通貨として買われやすい。115〜120円程度で
の推移を予想。
（7/19記）
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モバイルコマース市場拡大に伴う
新しい消費スタイルの可能性
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BtoCのＥコマース市場全体が2004年度5.6兆円（前年比128％）
と成長
する中、
ケータイを用いたモバイルコマースの市場規模は2,013億円（前年
比145％）
と高い伸びを示している。モバイルコマースを利用したことのある
人の購入商品ジャンルを見ると、
「ファッション関連（衣料・アクセサリー）」
が最も多く、売上も約339億円、前年比179％と高い。
あの名刺よりも小さな
画面で、
どうしてファッション消費が伸びているのか、今回はモバイルコマー
スの物販市場を中心に、
その仕掛けと傾向を考察したい。

モバイルコマースに取り組む企業の大半
はパソコンでのＥコマースで成功してモバイ
ルに参入してくるケースが多い。パソコンと
の大きな違いは、
モバイルは一人一台持ち
歩き、
いつでもどこでも自分の手元で利用
できるという お手軽さ である。雑誌、
カタ
ログなどを見ながらいつでもアクセスできる
上に、他のメディアを補完する役割を果た
すことも可能なのだ。また、通信料金が定
額制にシフトし、画質も向上して動画も見ら
れるようになると、
その お手軽さ と リア
リティ はますます加速している。
そして、パソコンに較べ主なユーザーの年
齢層が低く女性比率が高いことが、
ファッ
ション関連商品がよく売れることの理由の
一つと考えられる。以下、代表的なサイトを
とりあげてみる。
メディアミックス型
エンターテイメント系の

girlsshopping
http://gws.st

パソコンではなくまさにモバイルから事業
を始めて成功している例として1999年に
「girllswalker.com」を立ち上げた株式会
社ゼイヴェルがあげられる。
「girlswalker
.com」はターゲットを20代前半中心のF１層
に徹底的に絞り込み、
占い、芸能情報、掲
示板など２３１種類ものサイトを有するポー
タルサイトで、年間50億円（2005年9月期）
を売り上げている。
人気ファッション雑誌掲載商品、
読者モデ
ル、音楽情報、
口コミ情報やリアルのイベン
トなど、
その情報の多様さとユーザー参画
型という双方向のエンターテイメント性が、
「girlsshopping」という小さな画面で、思
わず買わせる仕掛けである。午後9時から
深夜3時にアクセスが集中するというから、
彼女たちがベッドに寝転びながら、
ケータイ

片手に雑誌をめくる姿が目に浮かぶ。サイ
トへのアクセスは商品購入のためというより
もメディアミックスされた情報に参加するた
めであり、
もはや生活の一部となっている。
その中で「今すぐ欲しい」をお手軽にショッ
ピングしているのだ。

年比116％、
そのうちモバイルコマース売上
店舗と同一のイメージが訴求できることが、
は約5億円、PCで約4億円と、後発のモバ
他のネット系企業にはない強みとなっている。
イルの売上が上回っている。
もはやモバイ
ルが商品とのタッチポイントの一つとして欠
消費者にとっては、
リアル店舗で商品を
かせないものとなっているといえよう。
見て選ぶ過程もショッピングの楽しみの一
さらに、
巧みな割引システムでハウスカー
つであり、現実に試着して買い物することが
ド利用のメリットを訴求することで、
リアル店
なくなるわけではない。
しかし、彼女らにとっ
雑誌連動型ファッション系の
舗・カタログ・ＰＣ・モバイルの顧客の連動も
ては、
「欲しい」と思いたったそのときに、一
進めている。
番便利で身近な商品とのタッチポイントを
丸井の場合、
カタログＶＯＩやＰＣ、
モバイ
提供してくれることが重要なのである。それが、
ルともリアル店舗同様、
テナントであるアパ
リアル店舗や通販カタログ、PCでなく、
いつ
レルブランドだけでなく、
自社のPB商品の
も肌身離さず持ち歩いているケータイにな
掲載にも力を入れ、
また、
ファッション雑誌を
る割合は今後ますます高くなっていくであろう。
意識したつくりになっている。商品の奥行
さらには、手軽なだけでなく、
モデルとコラボ
きに差はあるもののモバイルでも約120ブラ
のモバイル限定商品、
モバイル先行販売、
http://magaseek.com/
ンドを取扱い、
リアル店舗と同一イメージの
数量限定販売など、サイト側からの数々の
訴求ができているため、
どこで買っても 丸
仕掛けが「今すぐ欲しい、今買わなくちゃ」と
女性ファッション雑誌十数誌の掲載商品、 井でショッピング という意識は変わらない。 いうユーザーの気持ちを盛り上げるのである。
約120ブランドを、
ＰＣ・モバイルで販売する
丸井のテナントになっているアパレル企
のが2003年設立のマガシークである。2005
業が運営するネットショップもあるが、
自社
現状ではファッション雑誌・モデルなどが
年3月期売上19億円（前年比153％）
のうち
ブランドだけでは、
取り扱いブランド数・商品
キーファクターになっている傾向が強い。た
モバイルコマースが約15億円強を占め、
そ
バリエーションの多い丸井には及ばないの
だし、モバイルコマース市場拡大に伴って
の売上および比率は伸び続けているという。 が現状である。このような丸井のバーチャ
若い女性以外にも利用者が広がりつつあり、
ユーザーは、雑誌が発売されると同時
ルファッションビルという考え方は、約50店
ターゲットと取扱商品によって、サイトの特
にチェックして、お店で売り切れる前に目
舗を展開しＰＣ・モバイルで売上18億円
（2005
性がメディアミックス型のエンターテイメント
当ての商品を手に入れようと昼休みや帰
年3月期）の（株）スタートトゥデイのＺＯＺＯ
系なのか、雑誌連動ファッション系なのか、
宅途中にケータイでアクセスする。例え
ＴＯＷＮと一部、共通性がある。
ＺＯＺＯＴ
リアル店舗系なのか、
そのコンプレックス型
ばエビちゃん（人気モデル蛯原友里）が
ＯＷＮというファションビルはリアルでは存
なのか、
その仕掛け方がさまざまに展開さ
CanCamで身に付けた某ブランドのワンピ
在しないが、各店舗（＝テナント）がリアル
れていくことになるであろう。いずれにしても
ースが雑誌発売直後、
一晩で数百着、
約1
店舗と連動したイメージで作りこまれている
モバイルコマース市場が今まで以上に大き
千万円分売れたりするのだ。そのうちの約
ため、
ユーザーにとってはリアル店舗でもＺ
なチャネルのひとつになることは間違いなく、
半分はケータイからの購入だったという。
ＯＺＯＴＯＷＮ内の店舗でも同じ気持ちで
それに伴い新しい消費スタイルが生まれて
ファッションは色、
素材、
サイズなど実際に
買い物ができるのだ。ユーザーに、
リアル
くるものと思われる。
試着しないとわかりにくい面があるにもか
かわらず、
そのハードルをあっさり越えさせ
モバイルコマース市場の内訳
るのが人気モデル、雑誌の影響力であり、
（億円）
その場で今すぐ買える事なのである。マガ
2,500
シークでは新たに雑誌別のサイトを開設す
サービス系＋トランザクション系市場
ることで、
その仕掛けがますます強化され
2,000
物販系市場
るものと考える。
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丸井は自社のカタログVOIと連動して
2004年ＰＣ版、2005年モバイル版でEコマ
ースをスタートさせ、200６年春にカタログと
Ｅコマースの連動強化を図るために別会
社を立ち上げている。ネット経由の受注を
スタートしたことで、2005年上期売上は前
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対前年比
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出所：ケータイ白書2006 モバイルコンテンツフォーラム
今回定義するモバイルコマースは、通販を中心とする物販系、
イベントや航空券などのチケットを扱うサービス系、証券取引やオー
クションなどの手数料を扱うトランザクション系の3分野で、着うた、
ゲームなどのモバイルコンテンツは含まない。
物販系の主な企業は、
カタログ通販を主とする千趣会、
ニッセン、
ネット専業の楽天、
ネットプライス、
ゼイヴェル、
マガシーク、店舗
販売を中心とする丸井、
ローソンなどである。

