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REPORT

今どき「スピリチュアル」が流行るワケ

我々伊藤忠プロミネントUSA（IPU）は昨
年 7 月、伊藤忠インターナショナルのテキスタ
吹き荒れるM&A
イル部門とアパレル部門のプロミネントUSA が
合併して誕生しました。M＆A（企業の買収 ･
成長著しいインド、ベトナム
合併）が成功し、商売としては、アジア各
社の皆さんが持つ生産背景という支えもあって、
小関 まず各地の繊維・ファッションビジネ
順調に推移しています。
スを巡るトピックスを紹介ください。
岡 ミラノに駐在し、イタリー会社の社長も
玉巻 2005 年４月に米国に赴任し、2 年
兼ねています。赴任してからまだ３カ月しか経
が経ちました。最近、ユニクロを傘下に持つ
っていません。欧州といっても一国ではなく英
ファーストリテイリング（FR）がバーニーズ・
国、フランス、イタリア、ドイツの４カ国をメー
ニューヨークの買収に名乗りを上げました。も
ンに全体を見る形になっています。約 60 人
ともとジョーンズグループが 2005 年に 4 億
のスタッフがおり、９割はナショナルスタッフです。
8000 万ドルで買収し、アパレルが小売業に
最近、欧州でもM ＆ A が盛んで、とくに
進出したということで非常に注目されていました。
エクイティーファンドが介在し、大型物件の買
これをあり余るオイルマネーを背景にドバイの
収の話があちこちで表面化しています。PPR
政府系ファンドが約８億 2500 万ドルで買収す
グループがプーマを 53 億ユーロで買収しまし
るということで、2 年間で倍くらいの値段が付
たが、日本円だと8000 億円になります。これ
くことになったわけです。ファッション業界へフ
は我々から見るとなんでこんな買収額なのか
ァンドからの資金が大量に流れています。そ
といった数字です。またアパックスグループが
れを上回る9 億ドルを FR が付けた。

URL

アディダスを買収するなど、買収合戦が欧州
で加速しています。
大口 中国に 2003 年 6 月に赴任してから
４年経ち、その間にかなりの変化がありました。
WTO（世界貿易機関）加盟後のクオータフ
リーから人民元や人件費の高騰など事業環
境は激動しています。
７月１日には増値税還付率が引き下げられま
した。また、第 11 次５カ年計画で掲げる政
府の環境対策が非常に厳しくなっています。
つい最近も江蘇省の廃水汚染で工場が操業
停止などの厳しい措置が取られました。右肩
上がりの成長のなかで逆にマイナスの動きも
目立っています。
中西 香港へは 2005 年 4 月に赴任し、2
年が経ちました。香港が中国に返還されて
からちょうど 10 年になりましたが、かなり中国
化が進んでいます。市況は中国バブルの影
響を受け、失業率４％、経済成長率６％を
維持し、かなりの活況を呈しています。
小林 ベトナム・ホーチミン、ハノイ事務
所の繊維部人員は、日本駐在員が研修生を
含め 7 人、ナショナルスタッフは 20 人、品質
管理スタッフが約 90 人、総勢 120 人近くに
なっています。対日をはじめ、三国間貿易を
行い、幅広く繊維製品の縫製や品質管理を
通じ、本社や海外事業会社の事業拡大をサ
ポートしています。
今年 1 月、ベトナムは世界で 150 番目に
WTO に加盟しました。対米繊維製品のクオ
ータが撤廃され、中国に次ぐ繊維加工拠点
といった存在感がますます強まっています。日
本とは経済連携協定（EPA）の来年度成
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伊藤忠商事ホーチミン事務所長 小林 宗太郎
伊藤忠商事欧州繊維グループ長 兼伊藤忠イタリー会社社長 岡 広史
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本紙は、下記のアドレスからでもご覧いただけます。

世界マーケットにおいて、インターネットによる情報普及、「グローバル化」はもはや当たり
前。すでに繊維、ファッション業界でもこの大きな流れを受け、世界各地でダイナミックなビジ
ネスの動きが始まっています。７月の伊藤忠商事・北米繊維会議に参集した繊維カンパニー
の世界各地域の主管者に、各地の最新トピックスとともに、繊維 ･ ファッションビジネスの新
しい流れを語っていただきました。

世界各地から――
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世界の繊維・ファッション市場

2007年（平成19年）8月号

消費国

米国の繊維M&A 48億ドル
欧州企業、軒並み売り上げ増

の拡大に伴い、消費者として選択肢が広が
っています。
生産地として見ると貿易摩擦、欧米への
数量規制など不透明な状況を懸念し、06 年
前半は極端に欧米バイヤーが慎重姿勢を強め、

小関 消費国側、供給国側と分けて見て
いきたい。まずは消費国側の現状は。
玉巻 米国経済は引き続き好調を維持し

他の国に生産拠点を移しました。後半になっ
て枠が余ったから消化しようと枠単価が下がり、
追っかけ受注が増えました。
ています。一部住宅着工件数の増加に加え、
今年は昨年の反省もあって、欧米向けクオ
不動産分野でここ 4 〜 5 年相当な価格上昇
ータの消化率も高い。ニット、カットソー、ボト
が続いていたのが、昨年中盤から頭打ちと
ムを見ると、1 〜 5 月の前年同期比でメンズパ
なり、不動産バブルが弾けた場合の揺り戻し
が非常に懸念されています。
米国の場合、セカンドモーゲイジといって、
不動産の値上がり部分を利用してファイナン
ス活用することがあって、その分がかなり消
伊藤忠プロミネントUSA
チェアマン兼CEO

玉巻 裕章

費に回っています。現状不動産はそれほど
値下がりしていないので、今のところ心配は
遠のいたと言われていますが、不安要素に
はなっています。
5 月の米国の小売売上高は前月比 1.4％増
で、雇用情勢も堅調に推移しています。ガソ
リン代の高騰ですが、私の感覚だと20 年前
に比べ 4 〜 5 倍になった気がします。そういう

立を目指して交渉を始めています。EPA が
結ばれれば、日本向け繊維製品の関税がゼ
ロになるため、かなり注目を集めています。

ンツ500％増、メンズのカットソー 300％増、レ
ディースも同じように 2 〜 3 倍の進捗状況です。
小関 中国の生産を見ると、人民元高、
労働者不足などものすごくアゲンストの要素
があるように見えますが、その要素以上に欧
米向けに伸びているというような見方でもいい
のですか。
大口 中長期的に伸びていくと思われます。
素材から縫製までというパッケージビジネスが
構築でき、また生産背景における懐の深さが
欧米客先にとっては大きな魅力といえます。
他方、先ほど述べました衣類の輸出に伴う
増値税の還付率が 13％から 11％へ引き下
げられ、人民元高もあってざっくり７％のコスト
アップになっています。他産業への人材流出

影響も多少小売りのマスの部分にあるのかと
思われますが、全体的に見ると高所得者層
は一段と豊かになり、二極化が進んでいます。 による人件費の高騰で以前よりは容易に儲か
奥井 昨年 4 月、インド事務所が現地法
M ＆ A が加速して、ファンドが躍進してい
らない産業になったといえます。大手企業を
人化しましたが、時期を同じくしてムンバイに
ます。参考までに米国を含む繊維産業の M
中心に内陸などへ工場を求め、近隣諸国で
赴任しました。現在、駐在員２人、ナショナ
＆ A は昨年、前年比 218％増の 48 億 2000
はベトナムなどに工場を作り、対応しています。
ルスタッフ、品質管理要員を含め総勢 25 人
万ドルと言われていて、原油高を背景とした
中西 中国の豊富で低廉な労働力を背景
の体制です。きょうは生産地としてだけでなく、 オイルマネーを持つ中東、躍進を続ける中国、 に今までやってきたわけですが、やはり人手
消費地としてのインドの魅力を紹介したいと考
ロシア、インドなどからの資金が、ファンドの跳
不足、賃金高騰で、深 や珠海では縫製
えています。
梁につながっています。
業を続けるのが非常に難しくなってきました。
トピックスとしては 7 月に日本の甘利経済産
岡 経済的には国によって多少の差はあり
奥の方へ入っていくか、ベトナムに向かう方

業大臣が、経済界の一行とともにデリー、ム
ンバイを訪問されました。日本政府は民間企
業も含めてインフラ整備に協力する姿勢を見
せています。
インド経済は高成長が続き、2006 年度通
年でも前年比 9.4％成長を記録していますが、
日本企業の進出促進のみならず、繊維業
界を含めインドの工業製品の競争力向上、

ますが、ユーロ高、ポンド高、金利高、物
価高というような形が続いています。全体的
に景気は好調です。失業率ではイタリアが
6.5％、フランスが 8.5％で、高いように見えま
すが、この 20 年間で最低と、雇用状況も好
転しています。賃金も国によって差があります
が年間で 3 〜 4％上がっています。
個別ブランドの売り上げを見ますと、例えば
アルマーニは 15 億ユーロ（約 2500 億円）、
前年比 19％増でした。ザラも前年比 19％増

向です。香港は昔からの製造業者がサプラ
イチェーンを管理する形に変わってきました。
逆に欧米の企業を買収するなどソーシング相
手を買い取ってしまうケースもあります。
日系商社は、全般にやはり日本向けが各
社とも軒並み苦しい。これには北の方に生産
拠点が上がっていったということがあります。

日本向けで埋まらない生産キャパシティーを何
とか第三国向けで商売しようと動きが加熱し
ています。メーカーの動きは日本向けで減っ
で 2 兆円の売り上げ規模を誇り、店舗数は
たところを欧米向けでカバーする状況になっ
高です。この 3カ月で約 10％上昇し、経済界、 3400 店舗、今年新規に 350 店舗増やします。 ています。
とくに輸出企業の間では問題視され、繊維
リシュモングループが 50 億ユーロ、約 1 兆円
業界でも製品、織物などでここに来て成約が
の売上高で前年比 12％増でした。バーバリ
鈍ってきています。
ーも売上高が 10 億ポンド（約 2500 億円）で、 ベトナム 欧米主導変わらず
消費市場拡大にはインフラ整備は絶対必要
です。
一方、最近の事象で気になるのはルピー

前年比 20％増と非常に好調です。ただ、日
本向けは大手ブランドであってもマイナスのと
ころが多い。また、自国の人間の消費が好

インド

調というよりロシア、中国マネーがけん引して
いると見る人が多いですね。

の最右翼と言われていますが。
小林 この 15 年の流れとして、中国から
のシフトという意味合いも含め、ベトナムの縫
製が注目されてきたのは間違いありません。
2006 年年間で 58 億ドルの縫製品の輸出が

供給国

小関 日本から見ているとうらやましいぐら
いです（笑）。供給国側の状況は。

お客さんです。
クオータは撤廃されましたが、まだモニタリ
ングシステムをとっており、場合によっては今
秋にもセーフガードが発動されたり、アンチダ
ンピングでクロの決定が出たりするのではない

中西 英雄

卸業に対して開放が進み、欧州勢のザラ、
H ＆ M、C ＆ A などが上海に進出しました。
それに対して日系および香港勢のアパレル企
業が少し押されています。一方、所得格差

小林 欧米の方が中国に対するリスクをも
っと感じているのではないでしょうか。日本向
けの場合、どうしても納期との兼ね合いがあり、
短納期の商品はベトナムに移すのが難しい。
中国からのシフトは、 ゆっくり ですね。
玉巻 米国から見ていると、日本で語られ
ているチャイナ・プラスワンという言い方はな
いですね。米国から見ると、産地というのは、
高級品と言えば欧州があって、その高級品
から少し下に東欧やトルコがある。もっと、近
いところでいえば中米、NAFTA（北米自由
貿易協定）諸国がもともとあって、もちろんア
ジアは最初からある。だからどこから持ってき
てもあまり変わらないわけです。
そういったことで、大手企業は最初からイ
ンポートに対してはポートフォリオというか、リ
スク分散を必ずやっています。例えば、中国
のメーカーから直接買えば安いことは分かっ
ているわけですが、伊藤忠にまかせようかと。
ベトナムから買う場合でも、最近こういうケー
スがありました。大手百貨店ですが、自分た
ちが LC を開設して直接輸入していたのを、
アンチダンピングやセーフガードなどを恐れて、
逆に LDP で下さいというケースです。リスク
ヘッジですが、こうした何か動きがあるときが
ビジネスチャンスで、日本で見ておられる動き

ベトナムは チャイナ・プラスワン

ありましたが、対日は 6 億ドル強しかありません。
一方で対米が 33 億ドルと全体の 57％を占め
ています。ベトナムにとって、米国が最大の

（約 9 兆円）、2001 年から毎年 10％強の成
長を遂げ、06 年では前年比 16％増とその成
長は拡大基調にあります。
市場開放については WTO 加盟後、小売・

大口 和男

伸びる中産階級市場

中国 コストアップが痛手
香港 華南生産に見切りも

大口 マーケットについて言えば、中国は
拡大と開放という2 つの側面があります。ア
パレル関連市場が 2005 年に 5600 億人民元

プロミネントアパレル
社長

小関

伊藤忠繊維貿易（中国）有限公司
董事長兼中国繊維グループ長

かとの噂もあります。
小関 欧州向けはどうでしょうか。
小林 欧州向けは日本の倍、約 13 億ドル
です。1 番が米国、2 番がＥＵ、3 番が日本
の順です。
小関 ということは日本にとってのチャイナ・
プラスワンはベトナムだと言う期待以上に、欧
米向けの方がもっと期待が大きい？

伊藤忠インド会社
ムンバイ支店長

奥井 忠之
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になっていますが、インドもルピー高で、繊維
業界のみならず、問題になっています。1ド
ル＝ 45 ルピーだったのが、3カ月で 40 ルピー
になっていますから。インド中央銀行はインフ
レ抑制策の一環で介入を控えており、コント
ロールをどこまでするか悩んでいるところです。
一方、インドを消費地としてみますと、インド
の全産業の小売市場は年間 3300 億ドルで、
これが 2010 年には 4400 億ドルぐらいになると
言われています。このうち 3％が大企業の経
営する小売業で、あとの 97％はいわゆるパパ
ママショップです。近代化に向けて、リライアン
スなど大手財閥が非常に力を入れています。
ウォルマートもインドに今年進出すると発表して

伊藤忠商事ホーチミン
事務所長

小林 宗太郎

ーとしての自分たちの機能を生かしながら、
サービスをしていくというような形で、ほとんど
の企業が動いています。プロミネントアパレル
としても、消費地で生まれる新しいマーケット
に対して、その流れに乗り遅れないようにし
たい。バングラデシュ、インドシナ、それから
中国と、分散させながら最適な生産地を選
びながらやっていきます。
日本の素材・技術

強み生かす手法を
移転含めビジネス構築へ

楽しむ人がこれだけおり、今後ますます伸び
ると考えられます。欧米系のラグジュアリーブ
ランドも含めて、著名なブランドがほぼ大体出
揃ってきました。この分野でも伊藤忠の資産
を小売企業に紹介していきたいと考えています。

小関 世界は大きいうねりのなかでどんど
ん変わっています。日本で素材にこだわり一

M&Aにどう対応するか

生懸命やっているわけですが、海外から見
た場合、日本の素材、テキスタイルはどう映
るのでしょうか。
小林 ベトナムから見ますと、伊藤忠の場
合も対日輸出が多い。生地はやはり日本の生
地が欲しいと言うケースが多いですね。例え
ば北陸で作った生地をベトナムで縫製して持
ち返るという流れで、日本向けの生産に関し
てはどこか軸足が日本にあるという感じはします。

バル関係です。ただし日本向けを考えた場合、 製造業でも取り組み可能
とくに衣料品は距離感、納期の面でいかんと
もしがたいですね。インド繊維産業の 2006 年
小関 ここ数年の動きとは全く違った新し
大口 合繊テキスタイルとかデニム、とくに
の輸出総額は前年比 13％増の約 190 億ドル。 い動きがいま出ています。そこにオイルマネー
デニムでは高品質で安定感があって、割安
品目別ではアパレル製品が半分を占めています。 も入ってきて、繊維も巻き込まれるという構図
感もあるということで、かなり中国にも浸透し
190 億ドルのうち日本向け輸出は約 3 億ドルと、 があります。この変化にどう対応するかですが。 ています。それを欧米向けに使うケースも多い。
中国の日本向け輸出約 2000 億ドルと比較に
岡 大手はすごく調子がいいですが、倒
まだまだ得意分野での活躍があると思います。
もなりません。日本のアパレルさんもインドを勉
産も増えていて、それをどこが買うかというと
奥井 インドも小売りでいえば、日本の形
強してみようと、この 2 〜 3 年は発注もいただ
中国なんですよね。例えばあるアパレルを買
態安定シャツが売れています。小売りがこれ
いていますが、残念ながらなかなかメーンディ
収した会社がやはり中国の供給先で、アパレ
だけ競争が激しくなると、やはり差別化が必
ッシュになるという位置付けにはなっていません。 ルごと買ってしまうという事例もあります。
要となってきます。当然、インドは原料の産地
一方で米国は距離感でいうと、中国、ベト
玉巻 株主を調べてみたら中国人だった
として素材は何でもありますが、形態安定シ
ナムとそれほど変わりません。インドの縫製業
というのが結構あります。
ャツ地に加えスポーツ系の機能繊維など付加
やそのほかの繊維産業もそうですが、やはり
中西 確かに香港の株式市場の半分は
欧米向けの方が伸びています。金額的には、 中国系だといわれていますね。
日本向けと同じく中国品とは比較になりません
岡 欧州のＰＰＲ、リシュモンなどのグルー
が、仕向け地別で言いますと、EU 向けが
プ以外は、たぶんオーナーを調べたら中国、
約 65 億ドル、米国向けが約 50 億ドルと1、 香港系と……。
2 位を占めています。インド繊維部にとって米
小関 そうした中で、北米での取り組みは？
国 向けは順 調に伸びています が 、 人 口 、
玉巻 伊藤忠の強みとしてはブランドマー
GDP で米国を凌ぐ EU 向けの拡大が課題と
ケティングと言う部分がありますが、これまで
なっています。
輸出の問題は先ほども述べましたが為替。
日本では中国の人民元の上昇ばかりが話題

研修生を含め 20 人、ナショナルスタッフが
100 人でブランディングはまずできない。ブラン
ドそのものへの投資は本社が見ながらやって
いく、我々としてはそのお手伝いをしていきた
いと考えています。
ただ、全世界市場を視野に投資していく
姿勢を崩すべきではありません。自分たちの
強み、パートナーの強み双方を生かしてやっ
ていく。例えばレスポートサックのように環太
平洋――ハワイ、グアム、サンフランシスコを
結ぶビジネスをディストリビューションとブランド
を絡め、製造販売を限りなく小売りに近づけ
るような卸売業のノウハウを蓄積していきたい

伊藤忠商事欧州繊維グループ長
兼伊藤忠イタリー会社社長

岡

広史

価値のある素材も求めてきています。
玉巻 やはり強い部分は残っています。
米国ではプレミアムデニムは今、ピークアウト
の感はあっても、ブランドの淘汰は進んでいま
せん。欧州向けはユーロ高の影響もあって、
日本のデニムがコンスタントに売れています。

米国でシャツと言えば、ほとんどが形態安定、
テープ素材です。どういう風に素材の強みを
の消費地のビジネスではライセンスの供給など、 生かしたビジネスを進めるかですね。
対日ビジネスの構築に力を入れていました。
岡 欧州の原料部隊では、ユーロ高の影

引き続き強化していきますが、海外消費地に
いて、所帯として我々は小さい。駐在員が

響もありますが、キュプラなどが好調です。

スーツを扱う人たちも技術を評価するし、お
そらく米国の高級スーツを扱う人も評価する
でしょう。だから日本のソフトをいかに海外に
移転するか、そういうソフトの移転をもう少し
考えなくてはいけません。
縫製技術だけではありません。例えば日本
では綿の産業がすごく小さくなっていますが、
しかし、産地の彼らの機械の使い方というの
は素晴らしいと思います。でも中国を見たら、
浜松にある機械よりももっとすごい最先端の機
械を使っています。二重織り、三重織りがで
きるのにツイルくらいしか織れない。そういっ
たところをうまくリードできればもっと高付加価
値の織物の製造が可能になります。
奥井 インドでも当社によく求められるのは、
「技術面で組めないか」ということです。毛
織物では世界一の生産量を誇るレイモンドが
ベトナムをはじめアセアンでの織物工場、先々
は縫製工場の設立を検討しています。伊藤
忠としては生産面のみならず、消費地向け
販売にどのように関与していくか、課題として
考えているところです。
小林 伊藤忠の産地プラットフォームを使い、
ソフトと抱き合わせて、消費地に持っていける
商売が作れないか。日本の技術でベトナムで
も織物を作り、縫製工場も設けて、それを欧
米、日本向けに輸出したいですね。
小関 日本でしかできないものはまだまだ
強い。ハードでは中国やインドはすごく強くな
ってきましたが、ソフトがなければ宝の持ち腐
れです。日本が関与できるビジネスをいかに
構築していくか、これをオーガナイズしていく
責務を我々が担っているといえます。皆さん
の今後の各地での奮闘を期待しています。

ほかに作っているところがありませんからね。
奥井 インドではサリー用としてキュプラ糸
を輸入していて、非常に好調ですね。シルク
に次ぐ位置付けとして確立しています。
玉巻 シャツでもそうですが、液体アンモ
ニア加工を使ったものは日本から始まっていて、
今主流は中国の合弁で作っています。日本
の技術が入り、生産体系に組み込まれてい
るわけです。日本のアパレルメーカーがここで
もう一歩、海外に設けた工場を日本市場だけ
を見るのではなく、もう一度、外に向けてい
ただけたら、我々のネットワークでビジネスを
構築できるのではないかと考えています。
大口 中国ではコストアップが大問題です。

と思います。
そうなるとやはりそういった付加価値の部分を
岡 M ＆ A でファンドが活躍していますが、 取り入れたいという動きが加速しそうです。こ
インダストリアルパートナーを欲しがる動きもある。 れからますますソフトを吸収し、コスト高を吸
そこに当社が入る余地があります。
収していく動きになっていくでしょうね。
例えば「ポール・スミス」にとって我々はイ
中西 外にいて思うのは、日本の繊維産
ンダストリアルパートナーでもあります。中国や
業は厳しいな、とつくづく感じます。と言うの
米国、ヨーロッパで未だやっていないところな
は外国にいて、簡単に日本のソフトが使える
どを一緒にやっていく。そういう形でグローバ
ルに動けるのではないかと思っています。
小関 アジアでのモノ作りが大事ですが、

3

香港からの発信の方向は。
中西 香港はバランスを取ることに長けて
います。生産地を自ら選び、コントロールタワ

いますが、小売りをめぐり競争が激化しそうです。
インドには中産階級が 2 億〜 3 億人いると
言われています。中産階級のライフスタイルを

パートナーシップ

とは少し違うかなと思います。
奥井 中国とインドはいつも比較され、ライ
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わけですから。例えばスーツでは、日本の技
術者が入っているか、いないかで工場は全く
違ってくる。シャツでもそうです。欧州の高級

伊藤忠商事執行役員
繊維原料・テキスタイル部門長

小関 秀一
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関係会社紹介 ／ マーケット発進！
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グループ経営を目指して

会社名

UNIMAX SAIGON CO.,LTD
ユニマックスサイゴン

関係会社

所在地

Road12,TAN THUAN EXPORT PROCESSING ZONE, DIST.7 HOCHIMINH CITY, VIETNAM
電話：84-8-7701790
FAX：84-8-7701794

代表者

GENERAL DIRECTOR 笹山

業 種

レディスユニフォーム製造

資本金
出資比率

2,500,000 USD
伊藤忠商事㈱ 70％

従業員数

520 人（日本人 2 人）

生産（販売）
アイテム

レディスユニフォーム（ジャケット、ベスト、スカート、パンツ、ブラウス）
レディスアパレル（ジャケット、パンツ、スカート）
レディスブラックフォーマル（スーツ）

企業沿革

設立 1996 年 9 月
操業 1997 年 5 月
1997 年 従業員 80 人でスタート、 2000 年黒字化 2002 年より配当開始
2002 年 従来のユニフォーム以外に米国 PVH 社向けシャツライン開始
2004 年 PVH 社 HUMAN RIGHTS AUDIT 取得
2006 年 増築工事完了、床面積約 1.8 倍になり、レディスアパレルライン増設
2007 年 ブラックフォーマルライン増設

企業概要

1990 年代中ごろ 高品質のレディスユニフォームを製造できる工場が海外にほとんど存
在しない時代に株式会社ボンマックスと伊藤忠グループが組んで当工場を設立。備蓄ユニ
フォームと特注ユニフォームを共存させた、戦略的なレディスユニフォームの製造拠点を
確立した。加工賃ベースの売上高で 2006 年は 230 万 USD、2007 年は 300 万
USD 超の予想である。2006 年は日本向けが 95％、米国向けが 5％。

特 徴

米国 PVH 社の厳しい AUDIT もパスした、優良工場。IC チップ技術を導入済みで、IC チ
ップとアイテムの紐つけを自社で加工可能。

お国自慢

ホーチミンは料理、雑貨、エステ―― この 3 点ですでに多くの女性観光客の人気のスポ
ットといえるでしょう。フォーや生春巻き、シーフードといったヘルシーな料理を食べ、手
刺繍などの凝ったカバンや雑貨。そしてリッチな気分に浸れるエステ。これが大変お得な
値段で満喫できるのは、やはりベトナムならではでしょう。

ユニマックスサイゴン

女性が主役。その情熱が礎に
ベトナムのファッションといえばアオザイを
思い浮かべる方も多いかと思うが、アオ
ザイを注文するには３０カ所以上の採寸が
必要で、非常に高度で繊細なファッションだ。
そんなアオザイを高校の制服として着用し
ていた女性たちが主役の会社が、このユ
ニマックスサイゴンである。現在５２０人の
社員のうち約８割は女性で、日本人を除く
課長以上の管理職では６人のうち５人が
女性というのが特徴。彼女たちの縫製に
かける情熱が現在のユニマックスサイゴン
の礎となっている。
ユニマックスサイゴンは、ベトナム南部
の商都ホーチミン市の輸出加工区にある、
レディスユニフォームの専門工場だ。主に

前列右端が藤田工場長、右から３人目が笹山社長
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日本のレディスユニフォームアパレルである
ボンマックス向けの、いわゆる備蓄ユニフ
ォームといわれる商品と、企業がオリジナ
ルでデザインを決定する特注ユニフォーム
を生産している。例を挙げれば日本航空
のキャビンアテンダント向け制服や銀行・
信用金庫などの金融機関向け制服、ドコ
モグループの携帯販売ショップの制服、
化粧品の販売員向け制服などを生産・
輸出している。
１９９７年に操業を開始した直後は８０人
弱の小人数で、建物の規模に比べるとこ
じんまりと生産していた。それが現在では
１２ラインを抱え、生産アイテムもジャケット、
ベスト、スカート、パンツ、ブラウスとレディ
スユニフォームをフルカバーしている。なお
かつ２００６年に増築工事を完成させてか
らは、一般レディスアパレルやブラックフォ
ーマルも手がけ、商品はより以上に幅広く
なった。
また、海外素材メーカーの生地をストッ
クし、小ロットでしかも短納期で生産・納
入する仕組みは高く評価され、注文の飛
躍的拡大と生産ラインの安定化に結びつ
いている。
品質管理においては、ボンマックスから

裕二（伊藤忠商事株式会社より出向）

㈱ボンマックス 20％

派遣されている藤田次男工場長の厳しい
指導のもと、QC スタッフやラインの班長た
ちが日々懸命に努力を続け、エンドユー
ザーに喜んでいただける高品質のレディス
ユニフォームを作り出している。
ユニマックスサイゴンも操業１０年を迎えた。
最近は第２次ベトナムブームということでベ
トナム全体が活気づいているが、それゆ
えの人件費の高騰等、少しずつ難しい
局面を迎えつつある｡

㈱ユニコ 10％

しかし、そんな状況も技術力を裏付け
とした高付加価値商品への移行と生産性
の改善で乗り越え、伊藤忠商事のベトナ
ムでのレディス生産における戦略的拠点と
して成長させたい。また、ＦＴＡ（自由貿
易協定）がらみのアセアン諸地域での販
売や、成長著しいベトナム国内の需要も
見定めながら、新しいビジネスチャンスを
手中にしていきたいと考えている｡
（笹山裕二・記）

マーケット

発 進！
伊藤忠商事
ブランドマーケティング第三部
ブランドマーケティング第十課

糸井重里さん（左端）も参加して
商品を企画する

糸井重里さんのモノ作り

斉藤

武

10 月には、なんと伊藤忠ウールリミテッドと
を位置づけ、企画・開発が行われた。
取り組み、内モンゴルのカシミヤ 100% セ
販売・プロモーションでは、素材の詳
ブランドマーケティング十課が生産する
ーターをプロデュースする予定だ。
細や工場の製作現場のみならず、実際
㈱東京糸井重里事務所向け商品を紹介
ここでも誰もしたことのない、素材から
に取り組んでくれているスタッフまでを紹介
する。
のトレーサビリティーを徹底紹介する予定
し、作るプロセス自体を、読者への ｢お
糸井重里さんが主宰する「ほぼ日刊イ
である。寧波・モンゴルでの取材は実際
たのしみ」として提供する。このことは商
トイ新聞」
（以下「ほぼ日」
）は、常に「ご
品開発・販売やブランド構築において、 に「ほぼ日」内のコーナー「ほぼ日グッズ
きげん」で「たのしいこと｣ を作り出すエ
など製作中！」で見られる。
（http://www.
注目すべき新しい試みといえる。
ンタテインメント・サイトとして、1998 年の
1101.com/seisakuchu/）
今回ブランドマーケティング十課が取り
開設以来、毎日更新を続けている。現在、 組む商材は、新疆綿 100% のポロシャツ・
皆さん、すぐに完売してしまうので、ぜ
１日に約 130 万ページビュー、30 万人の
ひ web サイ
トを見て、すぐに購入してみて
Ｔシャツとスポーツ素材（ポリエステル吸
アクセスがある。
ください。いい素材で感動間違いないです！
水速乾）のシャツ。5 〜 9 月に事業会社
「ほぼ日」では、様々なオリジナル・グ
http://www.1101.com/store/T/2007/
である中国・寧波申洲工場で生産し、
ッズを販売しているが、「グッズも読み物と
同じコンテンツのひとつ」と考えていて、
問い合わせ先
今年のＴシャツでは「センチメンタルテリト
リー」という、 すべての哀しみを肯定する
伊藤忠商事
架空の場所のイメージ・世界観を作り出し、 ブランドマーケティング第三部 ブランドマーケティング第十課 斉藤 武
Tel：03-3497-2159
Email：saitou-take@itochu.co.jp
その世界観を伝えるメディアとしてＴシャツ

この著者に聞く

第2回

信頼関係の醸成
張晟・著

『中国人をやる気にさせる人材マネジメント』
（ダイヤモンド社）

7月号から新シリーズ「この著者に聞く」の連載が始まりました。初回は『中
国人をやる気にさせる人材マネジメント』の著者、張晟氏に中国ビジネスに
おける重要なポイントを解説していただきます。第1回の「現地化」に続き、第
2回目の今回は「信頼関係の醸成」です。

張晟

人の性格や考え方がどのようなものであるかを考えられれば、
信頼関係も築きやすいでしょう。価値観の近い人同士は仲良
くなりやすいですから。
次に、歴史や文化の切り口で考えてみましょう。世界の文
化は、大きく2 つに分けることができます。遊牧文化と農耕
文化です。日本人や中国人に「中国は何文化ですか」と聞
くと、多くの人は「中国は農耕文化です」と答えるでしょう。
確かに中国 5000 年の歴史からみれば、中国は農耕文化です。
1000 年前の隋、唐の時代、日本から派遣された使徒たちは、
中国の文化に対して大きな違和感はなかったはずです。だ
から多くの中国の文化を日本に伝えたわけです。
たしかに、宋の時代までは中国も日本と同じ純粋な農耕文
化でした。しかし、その後の中国の歴史をたどってみれば、
元（モンゴル族）、清（満洲族）、半植民地、ソビエト文化
などの影響を受けているのです。だから、近代の中国は純
粋の農耕文化から、ある程度遊牧文化も融合された農耕文
化へ変化したと見るべきです。

氏

1967年上海市生まれ。95年
慶大・経済卒、ユニ・チャーム
（株）入社。1996〜2003年上
海ユニ・チャーム出向。この間、
上海ユニ・チャーム営業本部
長など歴任。2003年12月退社、
上海アイクションマーケティン
グコンサルティング有限公司
を設立し董事長。

相手の価値観を理解、
尊重したうえで信頼関係を
日本人から見た中国は、お互いの歴史的なつながりや同じ
顔つき、漢字、農耕文化を持つ国というイメージが強いと思
います。一方、中国でビジネスをしている日本人の間には、
これとは逆に中国人と上手に付き合うのが大変だと感じている
方も多いようです。最近は、中国というビッグマーケットに目を
向ける日本のビジネスマンから、中国の流通の人々とどう付き
合えばいいのかとよく質問されます。

中国人でも中国人と付き合うのは大変
筆者が 1995 年から今まで全国 100 以上の都市を巡り、中
国の流通市場の方々と長く付き合って来ました。そこで感じた
自分なりの考えを皆さんに紹介したいと思います。実は、日本
人だけでなく、中国人も中国人とうまく付き合うのが大変だと感
じている人が大勢にいるのです。たとえば中国 NO.１ブランド
の青島ビールが同じ省の済南では人気がない、なんてケース
はよくあります。また、杭州では上海人を嫌う傾向が見られます。
なぜこのような差異性が存在しているのでしょうか。人間は
生存環境や歴史的文化背景、経済レベルがそれぞれの価
値観に影響を与えています。中国は広い国土を持ち、貧富
の差も大きい。また複雑な歴史的文化背景が、各地域にお
ける中国人の価値観の差を生み出したわけです。これをビジ
ネスに置き換えれば、相手の価値観を理解、尊重し、中国

農耕文化と遊牧文化の違い
農耕文化と遊牧文化の違いはふたつの観点から説明でき
ます。まず農耕文化は人間関係の維持を重要視するのに対
して、遊牧文化は人間関係というよりも、それが自分にとって
得か損かを冷静に見ます。つまり、ビジネスの部分で見えるメ
リット・デメリットを非常に重視します。農耕文化では、たとえ
短期のメリットが少なくても中長期のメリットがあれば、それを
重視するのに対して、遊牧文化のビジネスは短期的なメリット
にウエートを置きます。
もうひとつは、モノに対する判断のポイントです。農耕文化
の人は商品の品質に対するこだわりが非常に強いようです。
一方、遊牧文化の人は商品の実用性を先に考えます。ここで
中国人も遊牧文化の影響を受けているもう一つの例を挙げます。
中国と日本は同じ漢字の国なので、言語が非常に似通ってい
ますが、中国語で日本語訳が難しい言葉も数多くあります。
例えば、自然災害を避けるために、自分が住んでいる土地を
捨てて逃れるという意味の「逃荒（タオホアン）
」という言葉が
あります。日本語の「避難」の意味に近いと思うかも知れませ
んが、避難は再び戻ってくることを前提にしているのに比べ、逃
荒は一生戻らないことを前提にするので、基本的に同じ意味で
はありません。この「逃荒」こそ、遊牧文化の発想なのです。
中国で委託して物を作ってもらう場合を考えてみましょう。「私

（USセント/LB）
70.00

が伝えた通りの製品を作ってください。それだけの品質を維
持していただかないと、今後の取引はないものとお考え下さい」
というのが農耕文化的なプレッシャーのかけ方であります。こ
れは農耕文化の人に対しては大変効果的な言い方でありま
すが、遊牧文化の人にこれを言うと、「そんなに厳しくいわれ
るなら、御社と取引しなくても、他の会社とやりますよ」となり、
全然プレッシャーになりません。
しかし、それをこんな言い方に変えれば、遊牧文化の人も
考えを改めるに違いありません。「御社に製造をお願いしてい
る製品は世界的に評判の高いものです。そういう製品を加工
できるメーカーという評判が立てば、他社からも依頼がやって
くるはずです。逆に、うちからの委託が切られた場合は、評
判が落ちて他からの委託もなくなるかもしれなませんよ」。この
ように、同じ内容でも伝達の仕方によって、相手に響く場合と
響かない場合があります。
中国では、北京より北の地域に遊牧文化の影響が強く残
っています。北京の GDP は上海より低いですが、自動車の
普及率は北京の方が高い。私の仮説では、北京人は遊牧
民の血が濃いからこそ、馬の代わりとして、自動車を欲しが
るのではないかとみています。一方の上海人は自動車よりも
住居を欲しがります。まさに農耕文化の影響が強いからです。
アジアの人は農耕民族が多いから、住居を持ちたがる傾向
が強いですね。
上海はビジネスの世界では遊牧民族の考え方に近いですが、
生活習慣面では農耕文化の影響を残す地域であると考えれ
ばいいでしょう。北京はビジネス、生活双方で遊牧文化の影
響が強い。一方、成都など、西の奥地に行けば、農耕文
化が強くなります。だから、中国のビジネス世界で出会った
遊牧傾向の強い人に対しては、中長期の関係構築メリットを
示すと同時に短期的なメリットも見せないといけません。

当てはまるマズローの欲求階層理論
そして、前回も指摘したように人間の価値観も経済レベル
によって変わります。ここでは、アブラハム・マズローの欲求
階層理論を使って考えてみましょう。中国で最も貧しい地域
のひとつ、貴州省の一人当たりGDP は 500ドル程度しかあり
ません。一方、富裕な地域である上海や深 のそれは 5000
ドルから 7000ドルにも達しています。私は、一人当たりの
GDP が 1000ドル以下、1000ドルから 3000ドル、3000ドル
から 5000ドル、5000ドル以上という４つの段階で、人間の考
えも異なるという仮説を持っています。
1000ドル以下の場合、マズローの欲求階層理論でいけば、
生理的欲求が満たされればよいので、物を仕入れる場合に
はまず耐久性を考えるでしょう。1000 から 3000ドルになると、
安全的な欲求を求める段階であり、モノを購入する時には安
さと汎用性を注目します。3000 から 5000ドルになると、消費
のニーズが多様化し、モノを選ぶ時は斬新性を基準にするで
しょう。5000ドルを超えると、言わば自尊の時代で、豊かにな
り始めた時代でもあります。その場合、モノを選択するときは
より冷静になり、より全面的な基準で決めるわけです。
つまり、中国人とビジネスをする場合、相手の生活環境の
違いによって、求めるニーズが違う可能性があります。日本
人が認識している生活環境（ＧＤＰ1 人当り３万ドル）から、
中国人も同じだろうと簡単に思い込んだら危険です。モノを
売るときは、スキルだけではなく相手の価値観に対して理解、
尊重しなければいけません。中国人同士でさえ、相手の価
値観を理解できなければ、同じ失敗をするのですから……。
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バイオ燃料作物（とくにトウモロコシ）の高騰を背景に、
米綿の来季の作付反別予想は 1106 万エーカーとなっ
ており、今季を 25％下回った。一方、中国、インド、
ベトナムでは綿花消費が 8％以上の伸びを示し、中国
の来季の綿花輸入は 50％増の 1740 万俵に達する見
通しだ。インド、パキスタンの増産を考えても来季末の
世界綿花在庫は 4％減の 5590 万俵の見通しのため、
引き続き堅調な綿花相場が予想される。

5
月
7
日

5
月
22
日

6
月
6
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日

7
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6
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豪州羊毛価格が5月30日の最高値 1025 豪州セント（米ドル換算 839セント）
をつけた後、今秋冬物の買い付け終息と高騰する豪州ドルを背景に 7月5日に
929 豪州セント（同 797 セント）まで下落し、3 週間の休会に入った。一方、
今季の豪州羊毛生産量は、3月での予測 42 万トンが 6月末に 41 万トンに下方
修正された。欧州の夏季休暇入り、端境期を迎えること、中国の羊毛輸入クオ
ータの残量懸念、水質浄化から太湖周辺の洗毛設備の一部停止などの弱材料
と、旱魃の後遺症に由来する供給減、中国国内需要の増加、その他需要国
の身軽なポジションなどの強材料の交錯する神経質な価格展開が予想される。

125.00

5
月
17
日

6
月
1
日

6
月
16
日

7
月
1
日

7
月
16
日

米系証券傘下のヘッジファンドがサブプライム住宅ロ
ーン関連証券で大きな損失を被るなど、住宅市場不振
の影響を米国経済は受け、ドルは対主要通貨全般で弱
含みに推移している。しかし、本邦個人投資家などによ
る円売り意欲は引き続き旺盛であるため、対円でのドル
下落は限定的となっている。125 円に向けた円安方向の
動きを予想するが、住宅市場の「重石」がとれるまでド
ルの上昇スピードは緩やかになる可能性が高い。（7/19 記）
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今どき「スピリチュアル」が
流行るワケ

No.524

コンシューマーマーケティングチーム チーム長

吉水 由美子
yoshimizu@ifs.co.jp

「スピリチュアル」が流行っている。「オーラの泉」や「守護霊」「チャネ
リング」「前世占い」、はては「千の風になって」「ジュピター」まで、あ
げればキリがない。全国各地で「すぴこん（スピリチュアルコンベンショ
ンの略：癒しとスピリチュアルの見本市）
」が開かれ、美容の世界では「ス
ピ系サロン」「スピリチュアルスパ」まで登場した。魂・霊・前世・死
後の世界などオカルト的要素を取り上げながらも、どこか明るく、ポジテ
ィブなのである。そんなブームとしての「スピリチュアル」の背景にある、人々
の気持ちを探りたい。

図2 「スピリチュアル」のカバー領域
現世志向
医学・精神医学
心理学・カウンセリング
癒し

自己啓発
パワードレッシング
エステ

「自分探し」の
延長として

シリアスな
悩み解決型
「大きなものとつながりたい」
気持ちの延長として

処世術としてのスピリチュアル
セラピーとしてのスピリチュアル

ミラクルハッピーなみちゃん
ビューティセラピー

江原啓之・オーラの泉・透視/霊視・守護霊
ストーンセラピー・オーラソーマ・お悩み解決館

お導きとしてのスピリチュアル

感動体験としてのスピリチュアル
チャネリング・オーラ写真
千の風になって・ジュピター

「自分磨き」の
延長として

ライトなポジティブ
シンキング型

風水・前世占い・タロット占い
「人生の指針が欲しい」
守護樹占い
気持ちの延長として

宗教・超越的世界
オカルト

占い
神秘世界志向

「スピリチュアル」

や離死別の悲しみの軽減といったシリアスな
悩み解決から、恋愛・健康・幸運などシア
ワセの成就、世界平和まで幅広い。
江原氏がウケるのは、豊かだが生き甲斐
が見つけにくい社会の中で、自身の存在価
値を追求する自分探し傾向が顕著なこと、か
つての「癒し」ブームを経てセラピーやカウン
セリングに頼ることが特殊なことでなくなったこ
とからであろう。自分はどうしたらいいかわか
らないけど守護霊が寄り添ってくれている、現
状に満足できないけどその原因は前世にある、
と言われると妙に安心したり納得できたりする
ものだ。つらい状況は自己責任ではなく、自
分で自分の評価を下げずにすみ、行く末を自
を分解すると…
己決定しなくてすむのだから。自己責任や自
曖昧かつ幅広い今どき「スピリチュアル」は、 立を問う社会や実力主義を標榜する会社から
つかの間解放される、精神的エスケープゾー
自分探しや自分磨き、大きなものとつながりた
ン、安全地帯になっていると想定される。
い気持ちや人生の指針が欲しい気持ちを幅
広くカバーしている（図 2 参照）。例えばカウ
ンセリングや癒しはセラピーとしての「スピリチ
ュアル」に置き換わっているし、オカルト的な
としてのスピリチュアル
感動体験を求める気持ちも「オーラ」「透視
/ 霊視」「チャネリング」などで受け止める。
「すぴこん」では「チャネリング」「オーラ
このような幅広さが、多くの支持を集める理
写真」「透視」「波動」「パワーストーン」な
由だと考えられる。以下、各々の領域につい
どのブースが数多く出店され、様々なスピリ
て、起こっている現象とその背後にある人々
チュアル体験ができるという。それらの非日常
の気持ちを考察したい。
的な体験を通じて感動が生まれ、不可視で

もある（図 1 参照）。そもそもあの世での救
済を訴えて現世での我慢や修行を強いてきた
の発端から今に至るまで
宗教が、現世利益肯定に変化している時代
だ。ストイックだった宗教やミステリアスだった「オ
今どき「スピリチュアル」は、心の深層を
カルト」も、どうすればよりよく生きられるか、
分析するユング心理学に端を発し、70 年代
シアワセになれるかという「スピリチュアル」
アメリカの「ニューエイジ運動」（霊的・心的
に変換・統合された。我慢や真面目さを要
なものとつながるためにヨガや瞑想などを行い
求する「エコロジー」が、環境に配慮しつ
意識の変容を目指す運動）へとつながった、
つも自分の美容 ･ 健康に気を配るおしゃれな
欧米先進諸国の「スピリチュアリズム」が基
盤となっている。言葉のもともとの意味は霊性、 ライフスタイル「ロハス」へシフトしたのと同じ
時代の気分がそこにある。
心霊主義だ。
日本には 70 年代後半に「精神世界」とし
て上陸、80 年代以降の「オカルト」ブームへ
と引き継がれた。ユリ･ ゲラーの「スプーン曲
げ」や矢追純一の「UFO」番組を覚えてい
らっしゃる方も多いだろう。高度経済成長期を
背景に、経済至上主義・科学万能主義へ
のカウンターとして、不可思議なものや説明不
可能なことに対する人々の関心が高まった。
バブル経済期を経て 90 年代不況期には人々
の関心が内向きになり、「癒し」「自己啓発」
などがトレンドになった。いわゆる新興宗教に
走る人も出たが、「オウム」事件を契機にそ
れらは一気にタブー視された。「オウム」を連
想させるヨガや瞑想も、当時は避けるべきこと
であった。その忌まわしい記憶も薄れた 2000
年頃から、ハリウッドセレブのおしゃれヨガとと
もに、江原啓之氏をカリスマとする「スピリチ
ュアル」が再び台頭したのである。

「スピリチュアル」

処世術
としてのスピリチュアル

注意深く読まないとそれと気がつかない、
明るくきらびやかでお金や成功とダイレクトに
結びついている「スピリチュアル」も存在する。
例えば「ミラクルハッピーなみちゃん」こと佳
川奈未氏は、その著書やセミナーやワークシ
ョップでセレブやリッチになることを肯定し、
「オ
ーラ」や「波動」を高めることでお金や素敵
な恋を得ましょうと主張する。メークアップアー
ティストの TAKAKOさんは、もともと芸能人
のメークを担当していたが、聖地シャスタ山で
神秘的な大きなものとつながった気分になれる。 の自然やヒーラーとの出会いを契機に「スピ
リチュアル」領域に進出。得意の美容ジャン
なんとなくだるい日常の中で、思いもよらない
ルと「スピリチュアル」を融合した「ビューテ
出会いやサプライズを得たいという、現代人
ィセラピスト」として、人気を博している。
の持つ感動欲求に応える舞台装置である。
このように自己啓発に近いジャンルにも「ス
また「千の風になって」も大変な人気で、
「私
ピリチュアル」は進出し、女性のモテ願望や
のお墓の前で泣かないでください、私は千の
美しくシアワセになりたい欲求をすくい上げて
風になってあの大きな空を吹き渡っています」
いるのである。
という歌は、昨年末の紅白歌合戦でも披露さ
れた。「ジュピター」は 2003 年に発売された
後じわじわと売上げを伸ばし、シングル CD だ
パワーストーンセラピー
が 100 万枚を超えるヒットを記録した。歌詞に
含まれるキイワードは「宇宙とつながっている、
東西の古代文明や先住民族の文化の中で祭祀
ひとりじゃない、ありのままで愛されている」だ。
や装飾品に用いられてきた天然石。その拡大解
自分の存在が承認され、かつ宇宙とのつなが
釈的に健康、対人関係、恋愛、仕事など様々
な目的別の天然石を手に入れることでそのご利益
りという高次元へ高められていることが、今ど
が得られるとされる。
きスピリチュアリストのツボにハマったようである。

感動体験

セラピー
としてのスピリチュアル

「スピリチュアル」

いよりも、個人化・カスタマイズ化の要素が大
きい。例えば「あなたの前世は中世ヨーロッ
パの小さな国で王侯貴族の子息たちに学問
などを教える教官だった。彼の前世はそこの
生徒。だからあなたは彼を導く立場にある」
と言われたほうが、「あなたは姉さん女房タイ
プだから、彼を尻に敷く」と言われるよりスト
ーリーとして面白いし、納得できる。自分とい
う存在の特別感も確認でき、カウンセリングに
は行かないまでも、パーソナルな処方箋を切
ってもらったような気分になれることが、ヒット
要因と言えよう。もちろん人とのコミュニケーシ
ョンに使えるといった、エンタメ効果も大きい。

スピリチュアルカウンセラー江原啓之氏は、
現代の導師であり時代の寵児だ。幼少の頃
から超常現象を体験し、神道・仏教の修行
「スピリチュアル」が流行る理由として、人
やイギリスでのスピリチュアリズム留学を経て、
間は豊かになるほど本質的・神秘的なものに
カウンセリングを始めた。その評判が口コミで
惹かれる性向があるが、それに加えて、自
広がり、「幸運を引きよせるスピリチュアル・
我への関心の高まり（自分探し）、幸福への
ブック」が 70 万部を超えるベストセラー、「オ
執着（自分磨き）がありそうだ。「スピリチュ
ーラの泉」や「天国からの手紙」といった
アル」にはアンチ科学万能主義や死後の世
界という要素がある反面、それとは矛盾するが、 TV 番組は軒並み高視聴率を獲得するに至
った。カウンセリングの範囲は、病気の治癒
現世での幸福や利益の追求を肯定する要素

が流行る時代の気分

図1 「スピリチュアル」の時代背景と構成要素
宗教の変質
● 制度宗教から非制度宗教へ
● 死後の救済から現世の幸福追求へ

● 個人の幸福や利益の追求

● 意識の研究から無意識の研究へ（ユング）
● 科学的領域から非科学的領域へ

人智を超えた神秘的世界への傾倒
● 科学万能主義/経済至上主義へのアンチテーゼ
● ニューエイジ運動やオカルトブーム

● 自我・超自我の追求

「 ス ピリチュア ル 」
● 神秘性の追求

自分の存在価値や生き甲斐の追求
● 物質的豊かさから精神的豊かさへ
● 孤独の回避と他者とのつながり確認

お導き
としてのスピリチュアル

深層心理学の興隆

● 心の豊かさの追求

「スピリチュアル」系占いも相変わらず人気だ。
「風水」「前世占い」「タロット占い」に加えて、
最近は「守護樹占い」まで登場した。これら
は、血液型や星座や四柱推命といった類型
化や統計学によって成立している伝統的な占

▲ローズクォーツのブレスレット。恋愛・結婚に導くとされ女
性に人気。周囲でしている人よく見かけませんか？

