
　日本の小売業は、デフレが進展する「モ
ノ余り」の環境に長らくさらされている。高
度経済成長期のようにモノ不足の時代では、
「いかに効率よく作り、効率よく消費者に届け
るか」が重要な価値であったが、昨今のモ
ノ余りの時代では、「いかに消費者のニーズ
を捉え、数ある競合品の中から選んでもらう
か」がますます求められている。
　その結果、独自の世界観を訴求する「ブラ
ンド」の重要性が高まっている。競合と差別
化を図るために、価格や品質といった機能性
だけでなく、顧客の感動や共感を得る「感
性価値」をも訴求することが必要となってい
るためである。例えばルイ・ヴィトンを始めとす

る高級ブティックは、その高い価格にも関わら
ずブランド力の強さで成長を続けている。ま
た、世界で最もブランド価値が高いといわれ
るアップルを目指せとばかりに、「デザイン」を
経営の中核とするデザイン経営に対する関心
も高まっている。
　しかし、消費者の支持を得る「ブランド」
は一朝一夕で構築できるものではない。そこ
でここからは、感性価値の追求に長らく取り
組んできたアパレル業を事例に、ブランド開
発のポイントを探っていく。

　近年のアパレル業界では、市場縮小が継
続する一方、多数の新規ブランドが多様なコ

ンセプトやアプローチに基づいて開発され、
供給過多となっている《図表1》。科学的分
析が難しい「感性」を扱うが故、試行錯誤
した展開が常態化していることが一因だろう。
　こうした供給過多の競争環境の中、ブラ
ンド開発を成功させることは容易ではない。
しかし、その中で巧みにそれを実現する企
業を見ると、その方法は唯一無二ではなく、
いくつかのパターンがある。ここでは、「自社
でブランド開発を行うことにこだわるか否か」
「強みをニーズ開拓力に見出すか、オペレー
ションに求めるか」の切り口で分類し、4つ
の成功パターンを紹介する《図表2》。

　１つ目は、ニーズ開拓力を基に、独自の世
界観を持つブランドを自社で開発するパター
ンである。このパターンでは当然、ブランド
を企画する優秀な人材（デザイナー等）の
確保や、効果的な広告宣伝等により、ブラン
ド開発の成功率を高めることが重要である。
これに加えて、消費者ニーズの多様化が進
み不確実性が高まっている現状では、失敗
の影響を最小限に抑えるための「見切り力」
が極めて重要な要素となっている。
　例えば、国内アパレル最多の100超のブラ
ンドを保有するワールドでは、年間営業損失
3億円等を新規ブランドの撤退基準として厳
格に運用されているといわれている。また、
「23区」「組曲」等を展開するオンワード樫山
は、ホールディングス体制へ移行して経営と
執行を分離することで、スピーディーなブラン
ド改廃を実現している。

　２つ目は、オペレーションの巧みさを基に、
ブランド開発を自社で行うパターンである。
このパターンは、自らニーズを開拓する必要
はないというある種の「割り切り」を行い、
他社が発掘したニーズに「キャッチアップす
る速さ」で差別化を図っている。
　例えば「ローリーズファーム」「グローバル
ワーク」等を展開するポイントでは、「顧客
ニーズ収集の仕組み化（店頭や競合店で
のニーズ調査や、顧客と同年齢層の社員の
採用等）」と「生産リードタイムの短縮（大
胆な権限委譲と仕入先商社との密接な連
携等）」という高度なオペレーションの仕組
みを構築することにより、トレンドへの早期
キャッチアップを可能にしている。この結果、
ポイントは業界トップクラスの商品回転率を
誇り、「常に鮮度の高い品揃え」を実現す
る感度の高いブランドを多数保有している。

 

　３つ目は、ブランド開発は自社で行わず、
他社ブランドの中から「ヒットする可能性の
高いブランド」を高度なニーズ開拓力により
見定め、ライセンス提携等を行うパターンで
ある。最近では商社を中心に、ライセンス
提携に留まらずブランドを買収する動きも活
発化している。
　このパターンでは、「優良提携先とのネッ
トワーク力」や「消費者感性への洞察によ
る高感度ブランドの目利き力」、「即時対応
を可能とする機動力」により、業種・業態
に捉われず、感性価値の高いブランドを開
拓することが極めて重要となる。
　例えばサザビーリーグでは、衣料品の「ロ
ンハーマン」「アンドエー」等だけでなく、雑貨
の「SAZABY」「アガット」や飲食業の「スター
バックス」「アフタヌーンティー」等、幅広い分
野で感度の高いブランドを多く展開している。

　なお、ここで求められる提携先とのネット
ワーク力や目利き力は属人的になりやすく、
人材の引き抜き等により競争優位性が大きく
損なわれるリスクがある。そのため、継続的
に成長するには、いかに個人の能力を組織と
しての強みに転化していくかが重要となる。

　最後４つ目は、ブランド開発は自社で行わ
ず、オペレーションの巧みさを強みに、他社
が開発する優良ブランドとの提携を図るパタ
ーンである。このパターンでは、「高品質・効
率的な製造体制や販売体制」といった圧倒
的なオペレーションの強みを保有することで、
優良ブランドを開発するパートナーから提携
先として指名されることが重要である。
　例えば婦人服業界で販売枚数トップシェ
アを誇るクロスプラスでは、ODM（Original 
Design Manufacturing：相手先ブランドに
よる企画・生産）だけでなく、「オリーブデオ
リーブママン」等の他社開発有力ブランドの
ライセンス販売も広く展開している。

　このように、先進的なアパレル企業は、自

社が強みを保有していない領域は外部の経
営資源を積極的に活用することや、早期の
見切りが可能な体制を構築してリスクを低減
すること等で、不確実な時代の荒波を乗り
越えている。その姿勢は割り切り、開き直り
といったある種の「したたかさ」を兼ね備え
ているように思われる。
　モノ余り時代が継続する昨今では、アパ
レル業に留まらず多くの業種において「感性
価値」を訴求する「ブランド化」の重要性が
高まっているが、その実現にはこうしたアパレ
ル業の事例も大いに参考になるだろう。�
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開発を行う一方、見切り力を高めて失敗
のリスクを最小化

トレンドにいち早く追随する仕組みを高
度化し、鮮度の高い商品展開を実現

高度なニーズ開拓力を活かして、ヒット
する可能性の高い優良ブランドを見極
め、青田買い

オペレーションの巧みさを武器に、外部
優良パートナーから提携先として多数の
指名を獲得
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アパレル業におけるブランド開発戦略

近年のアパレル業における新規ブランド投入状況
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消費財トピック 感性価値を訴求する「ブランド」構築戦略 ～アパレル業にみるブランド開発の「したたかさ」～

モノ余りの時代に顧客に選ばれるためには、価格や品質といった機能性だけでなく、心を動かす「感性価値」を訴求して
競合と差別化を図ることが重要だ。アパレル業での成功パターンから、感性価値を訴求するブランド開発のヒントを探る。

感性価値を訴求する
「ブランド」構築戦略アパレル業にみる

ブランド開発の「したたかさ」
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