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【議事要旨】 

前提 

 ファッションは、身体保護等の機能としての衣服に留まらず、独自の文化やその時代時代の価値観、

人の創造性を表す媒体であり、人口減少、デジタル化が進む我が国において海外需要獲得に向け最

も重要な産業の一つという認識に立ち議論。 

 ファッション領域において、人々が創造性を発揮できる基盤整備と更なる海外需要の獲得を通じ、

持続的な価値創造を実現することを目的に、時間軸も踏まえながらファッションの未来を検討する。 

 なお、繊維産業のサステナビリティについては、別途、報告書がでているので、そちらを参照のこ

と（同じ論点は、本研究会では議論しない）。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/textile_industry/20210712_report.html 

 第 1 回研究会では、自然・社会・経済の３つの観点から「望ましいファッションの未来像」につい

て議論。第 2 回研究会ではファッションのサービス化という動向を踏まえ、日本の競争力向上に向

けて、「買い方・使い方の変化を踏まえた新しいサービスデザイン」、「創造人材の収益獲得」、

「創造人材の活動を支援するサービス」等について議論。第 3 回研究会では、「デジタルが拡張し

た世界観におけるファッションの在り方」、「再資源化・生分解化が可能な素材や製品の開発・普
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及」等について議論。 

 第 4 回研究会となる今回は、「ラグジュアリー概念の変容」、「日本が生かし得る強み」、「海外

需要獲得に向けた方法論」を論点とし、事務局から参考資料を説明した後、自由討議を行った。各

委員からの主な意見は以下のとおり。 

 

１．ラグジュアリー概念の変容 

ラグジュアリー・スタートアップが考えるべき点 

 ファッションのイメージ広告は、大都会を舞台としたものが多い。一方、イタリアのラグジュアリ

ー企業ブルネロ クチネリは、イメージ広告に彼らの本社がある小村の田園風景を使っており、そこ

には「全ては土地から生まれる」という表現が記されている。いわばこの風景が、新しいラグジュ

アリーの方向性を指し示しているのではないか。 

 ラグジュアリーには唯一の絶対的な定義は存在しないが、主流の考え方とそれ以外のいずれにおい

ても、文化創造を伴うソーシャル・イノベーションという側面を持っている。 

 近年、価値観が変化する中、ラグジュアリー市場は、2030 年までには高級品業界という括りではな

くなり、文化と創造性に秀でた作品が評価される、大小様々なプレイヤーが入り乱れる市場になる

という指摘もある。新しいラグジュアリー・スタートアップが活躍する時代になってきている。 

 ラグジュアリー・スタートアップが考えるべき点は以下の 4つに集約される。 

1. 異文化理解とそのエレメントの表現の仕方 

各国の文化の性格や傾向によって、ラグジュアリーと認知される要素が異なることから、文化

圏の背景に即した発信が必要。加えて、文化の盗用に関する感度を上げなければならない。欧

州の企業が、かつての植民地国の文化的要素をビジネスに用い非難されることがあるが、日本

企業が今後注意しなければならないのは、アジア諸国から文化の盗用として批判される可能性

があるという点。 

2. 文化アイデンティティの選択と設定 

昨今ローカル文化を反映することが重要という論調があるが、そもそもローカル文化とは何に

よって規定されるものなのかという点に留意が必要。生まれ育った場所や DNA と考えがちであ

るが、それだけではない。日本の国籍をもっているから日本のエレメントを使わなければなら

ないというような、硬直した思考から脱却する必要がある。 

3. 歴史の切り取り方 

100 年続いたらラグジュアリーだと考えられることもあるが、社歴自体が重要なのではなく、

当該コミュニティや領域で長く評価された価値観や世界観、あるいは様々なことを考えてきた

痕跡等を現代のコンテクストに繋げられていることこそが重要である。 

4. 全体性へのケア：事業、文化、政治を同一の風景に入れる 

社会や文化への貢献やその繋がり無くして、ビジネス単体で成立させることが不可能になって
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きていることは周知の通り。ラグジュアリーの一つの側面であるソーシャル・イノベーション

の文脈には、政治との関係性が含まれる。政治活動をする必要はないが、政治とも無関係では

いられないことを認識すべき。 

 

 

これからのラグジュアリーの特性と日本発のラグジュアリーに向けて 

 日本において、ラグジュアリーとは西洋コングロマリットが提供するものというイメージが支配的

であるが、近年生まれつつある新しい価値観を踏まえると、この領域で、日本がリーダーシップを

取っていくチャンスがあるのではないか。 

 現在の西洋コングロマリットがラグジュアリー領域を席捲するようになったのは 1990年代。ブラン

ドを続々傘下におさめ、グローバリズムが加速した。その結果、コレクションが増殖し、製品は過

剰生産され、廃棄やアウトレットでの叩き売りが常態化した。人文学的にはラグジュアリーの源は

光・豊穣・色欲、すなわち世界を輝かせるもの、世界を豊かにさせるもの、人を誘惑するものであ

るが、ハイブランドの製品は、このような本質的な意味でのラグジュアリーではなくなりかけてい

るのではないか。 

 一方、増えすぎたコレクションを減らしシーズンレスにする、リセールビジネスへの参入、毛皮不

使用・生物多様性の保護、インクルーシブデザイン等、時代の空気に適応する形で自ら変化を起こ

すブランドも出現している。 

 このような動きを象徴し、地球環境問題、人権、プロセスの透明性・公平性、文化盗用、また、な

ぜ自分がそのビジネスを行っているかについて、コンシャス（意識的）であるという、コンシャ

ス・ラグジュアリーがある。 

 その流れの中で、巨大資本を持たない新しいラグジュアリーの創造への動きも生まれている。旧来

の情報や文化格差がある世界での富中心の世界観において、「排他的・特権的」、「階級や名声を

与えるもの」、「永続性」が尊ばれていた価値観から、新たに文化格差が無くなる世界における人

間らしさの本質的な価値追求に向けて、「包摂的」、「文化創造やコミュニティ形成」、「アジャ

イル（機敏）」、「フィジタル（デジタル＋フィジカル）」、「ヒューマニティ」という価値観・

特性を持ったラグジュアリーが出現。 

 近年、人が服を作っているという感覚が薄れてしまっている。人が作っている手仕事感が伝わって

いくことで、消費者側のファッションに関する考え方も変わっていくのではないか。 

 日本発の新しいラグジュアリーとしての好事例も生まれてきているが、さらなる促進に向けて着手

が早期に可能と思われる次の 3点を提言する。 

1. ラグジュアリーに関する議論、最新情報を国内外へ定期的に発信すること 

2. 業界横断的にラグジュアリー領域を緩やかに束ね、支援する組織を組成すること 

3. ラグジュアリーマネジメント教育を扱う大学（院）を設立すること 
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 その他、ラグジュアリーの概念・定義については、価格で競争しないビジネスがラグジュアリーと

いう意見や、従来の階級差を示すラグジュアリーから社会課題に対する問題意識の差を示すものに

変容しているといった声も存在。 

 また、バチカン・ローマ教皇庁が発表した、新たな 7 つの大罪（遺伝子改造、人体実験、環境汚染、

社会的不公正、人を貧乏にさせること、鼻持ちならない程金持ちになること、麻薬中毒）を引用し、

これらの要素に留意することの必要性を指摘する声も存在。 

 現在は、ラグジュアリーの新しい方向を探る唯一のプラットフォーム等は存在せず、複数の場に分

かれて議論されている段階。そのため、日本にとってもチャンスは目の前にある。 

 「ラグジュアリーの概念がどのように変化するか」ではなく、「どのような変化を導くようにする

か」が考えるべき問い。日本は、これからのラグジュアリーに関する国際的な意見形成にどう参画、

貢献するかを検討することが必要。 

 

２．日本が活かし得る強み 

海外ラグジュアリー企業から見たラグジュアリーの変化と日本の可能性 

 ラグジュアリーにおいて永続性、手作り工程があること(クラフトマンシップ)、希少な素材、イノ

ベーション、憧れ・人間の欲望、有形の製品に組み合わせた無形の体験価値が非常に重要な要素で

ある。 

 サステナビリティも重要。近年、日本においても特に消費者の環境意識が変わってきており、物を

捨てたくない、高価でも長く使えるものを求めるという傾向が顕著に現れてきている。捨てたくな

いと思わせる商品であることの重要性を指摘する声も存在。 

 ブランドビジネスにおいて、ブランドアイデンティティを示す旗艦店は必要。インターネットも大

事ではあるが、ブランドのイメージやメッセージを現実世界で見せていかなければならない。旗艦

店はその街の歴史・スピリットに貢献すべきであり、それも 5 年程ではなく 20 年・30 年、もしく

はそれ以上のスパンで考えるべき。その街の歴史・文化・精神に敬意を払い、文脈に合わせてデザ

インしていくことの可能性や、旗艦店を中心とした地域コミュニティ形成の可能性を示唆する声も

存在。 

 ブランドを活性し続けるためには、イベントや雑誌等を通じて、継続的にメッセージを発信してい

くことが必要。 

 日本には一定規模のラグジュアリー市場はあるが、寡占的な大企業が存在せず、小規模企業や職人

が多く存在する。グローバルラグジュアリー企業が、こうした高いポテンシャルを有する日本の小

規模企業やアーティストを掘り起こし、協業することで、海外展開に貢献していけるのではないか。 

 これまで数多くの日本企業やデザイナーとコラボレーションしてきたが、一度も失敗がない。素材

や品質が完璧である。日本のラグジュアリーの未来には希望を感じている。 

 一方で、モノづくりは得意だがビジネスが不得意である点を指摘する声や、プライシングや生産、
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チャネル選定における合理的な戦略・意思決定に改善の余地があるとの声も存在。 

 

産地に眠る日本が活かし得る強みと課題 

 これからのラグジュアリーにおいては、精神的に満たされることが最も重要。今は見た目の華やか

さや美しさから精神性への移行・拡張期間であり、この曖昧なものがミックスされていく感覚をデ

ザインとして追求すべき。また、ラグジュアリーの多様化も同時に進んでおり、日本のデザイナー

がこの「融合感」をどのようにしていけるのかがポイントとなるのではないか。 

 日本は「融合」に秀でている。融合における主要な要素は、伝統文化・五感刺激・サステナブル・

自然調和・カスタマイズ・デジタル等。例えば、伝統文化―未来、自然調和―テクノロジーといっ

た対立概念も念頭に置きながら、融合をデザインしていくことが重要。 

 海外との仕事を通じて、日本の美意識、つまり思いやり、慎ましさ、調和性、秩序といった精神性

と、便利さ、使いやすさ、快適さ、品質といった機能性が評価されていると感じる。 

 一方で、日本から見る日本の特徴は、過度な協調性や平等性、討議を避ける点などネガティブなイ

メージが強い。結果として、自己評価が低く、グローバルで評価されてから日本で受け入れられる

という逆輸入パターンが多くなっている。 

 日本産地の未来づくりに貢献し、価値を創造し続ける活動を考える上で、地方活性化は重要なキー

ワード。特に、テキスタイル産地は地方に多く存在する。これらをグローバルに発信、価値をアッ

プデートしていける人材の教育に力を入れるべき。 

 日本のテキスタイル業界は、産地の職人の高齢化により、事業継承に大きな課題を抱えている。一

部の若いリーダーは、仕事を受託するだけでなく、自ら企画、制作、グローバルへ発信し、付加価

値を生み利益に繋げて行く重要性に気付き、行動に移している。一方、ゼロイチでの商品開発・発

信ツール制作・販路開拓・PR プレスの経験や能力、人材の不足、在庫を抱えられない等課題が存在

する。それらの解消に向けた支援が必要。 

 

その他日本が活用し得る強み 

 民藝という領域で、日本にも現代にも続くデザインの英知が数多く存在している。柳宗悦氏から柳

宗理氏、深澤直人氏へと通じる哲学・思想やアノニマス・デザイン、工芸としてのファッションは

高い可能性を秘めているのではないか。 

 日本には沢山の財産があることは間違いない。戦時中、日本の文化を対外的に示すに当たり、西洋

的な側面だけを発信してしまうと西洋の真似をしている国とみられ、土着的なものにフォーカスす

ると文明が追いついていないと見られてしまう中で、柳宗悦氏が伊万里焼のポットで紅茶を飲んで

いるというような融合感を発信しており、これが海外から見た日本文化の評価の一端となった。こ

の融合感が日本のデザインのベースとなったように感じる。 

 グローバルで評価される日本発の映画やアニメが、日本の歴史をオマージュしているという意味で
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は、古くから脈々と受け継がれる日本の歴史自体も一つの強みとなるのではないか。 

 アニメとのコラボレーションで新たな価値を創出する事例が出現していることからも、アニメ等の

知財コンテンツとのコラボレーションやメタバース空間でのファッションは高いポテンシャルが期

待できる。 

 デジタルでのファッションショー・コレクションの発表は、リアルでのショーの代替にはならない

ものの、新たなプレイヤーとのコラボレーションを可能とすることで新しい体験価値を生み出す。

例えば、ANREALAGEが日本のアニメ映画とコラボレーションしたコレクションは、NFTが高値で取引

され、同時にリアルで発表した服もメトロポリタン美術館に納められることとなった。日本のアニ

メは着物に匹敵する程の文化的な武器だが、アニメの中のファッションはまだ発展途上である。今

回、ファッションのフィールドにアニメを融合させた ANREALAGE の事例は、ショーをきっかけに、

ファッションだけではなく、映画や音楽等その先の経済にまで繋げられた点で強いインパクトを与

えた。このように、今まで届かなかったマーケットにリーチする可能性を秘めているのではないか。 

 多くの人と協業し、改善を繰り返しながら不確実なイノベーションを進める組織的活動そのものが、

日本社会全体の強みなのでは。 

 

３．海外需要獲得に向けた方法論 

日本のデザイナーへの機会作り/海外需要獲得の可能性 

 自分のブランドよりも知名度や規模の大きいブランドとのコラボレーションは、ブランドの認知拡

大、消費者との新たな繋がりにメリット。 

 コラボレーション創出の観点では、コラボレーションのみでは継続的な収益は得られず、顧客創造

が最大のポイントとなる。収益を得られる構造とセットで実施していくことが必要。 

 産地とグローバルで活躍するデザイナーとのコラボレーションについては、西洋の文脈に乗せつつ、

日本らしさを上手く投影するなど、デザイナーの知見を活かせるポテンシャルがある。 

 ファッションのファンとして、他の方が作る美しいものを見てわくわくしたいという気持ちを持っ

ているが、その意味でもデザイナーが日本から誕生してほしいと願い、自身のこれまでの知見や人

脈を生かしデザイナーを発掘・育成するプロジェクトを立ち上げた。同様の取組も必要では。 

 海外で学んだり、活躍したりしている日本の人材をコミュニティ化して、持てるネットワークを最

大限に活用していくことができると良いのではないか。 

 ファッションデザイン人材は比較的増えてきたが、テキスタイルデザイン人材で海外経験がある方

は少ないという現状。 

 デザイナーがビジネスを自分で回すのではなく、ビジネスパートナーを持てる環境が必要。特に、

モノづくりは得意だがビジネスは不得意という課題意識を起点に、優秀なビジネスパートナーが、

日本発のブランドを世界的なものに成長させることや日本人の勝ちパターンを作っていくことが重

要。その方法論として、例えば、ビジネスデザイナーやストラテジックデザイナーの育成やそうし
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たビジネスパートナー(VC、プライベートエクイティ、コングロマリット等)とのマッチング、デザ

イナーを核とした新会社の立ち上げ等が考えられる。 

 

求められる人材像と教育機関 

 コラボレーションを可能とするビジネスのデザインや、文化のデザイン、地域創生や公共政策の観

点から工場とデザイナーを結びつけるデザイン等、今までのファッションデザインやテキスタイル

デザインの概念とは異なるデザインが必要になってきている。こうした人材が、これから求められ

る人材像なのではないか。 

 現状、国内教育機関はこのような人材を生む機能を十分に有していない。日本から数兆円規模のラ

グジュアリー企業が生まれてこない根本的な課題は教育にある。 

 ラグジュアリーマネジメントの観点では、世界各国の大学にあるラグジュアリーマネジメントや文

化ビジネスのマスタークラスに「これからのラグジュアリーをどう考えるか」との寄付講座を提案

することも一案ではないか。これにより、①ラグジュアリーの意見形成への貢献と②各国のラグジ

ュアリー市場のオピニオンリーダーへの接近、が可能となる。 

 

社会潮流への洞察眼の必要性 

 優れたプロダクション・クリエイション・イメージメイキング等が、ラグジュアリーを支える要素

として当然存在する。その上で、より重要なのは、ファッションはそもそもエモーショナルなもの

であるということ。例えば、高揚感や盛り上がりたい、というエモーションによってデザインが生

まれる場合もあれば、落ち着きたい、というエモーションを背景にデザインが生まれる場合もあり、

それらが色や素材感、タッチに影響することがある。これはつまり、エモーションを元にデザイン

された製品は、消費者の手に渡る未来において消費者が感じる感情を先取りしているとも言える。

このような未来の感情の先取りが、ファッションやファッション・デザインなのではないか。これ

からブランドを立ち上げて世界に発信していこうという方は、留意する必要があるのではないか。 

 クリエイティブディレクションをしていく際には、社会潮流を捉え、今後消費者がどこに次の価値

を見出していくのかということを主軸に考えていくことも重要。 

 ラグジュアリーの希少性を担保した結果として、廃棄が生まれていたのが従来の課題。今後も希少

性は重要な要素ではあり続けるものの、それはハンドクラフトや伝統工芸という面で表現されてい

くのではないか。 

 

日本のアセットの展開/アップデートの仕組 

 日本に住む日本人は、日本の文化を捉えることが難しい側面もあると思うが、建築やアニメ、小説、

ファッションにしてもこれまで蓄積されたアセットが世代を超えて豊富に存在し、それらを領域を

跨いで結合すれば、非常に強いものができるのではないか。 
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 糸や生地のビジネスが、最終製品を扱うビジネスのトレーニングの場となるような仕組みを構築し

てはどうか。イタリアは、歴史的にフランスのブランドの下請けとしてビジネスを行うメーカーが

多く存在した。それにより、最終消費財ビジネスの知見を獲得したことで、ファクトリーブランド

を多数輩出する基盤整備に繋がった。BtoB と BtoC ビジネスの間の商習慣のギャップを越えていく

ことが重要だが、その一つの場として、各国の大学等教育機関において、生地メーカーと最終製品

メーカーが共同でワークショップを実施し、両者の知見の共有化を目指す取組も可能ではないか。 

 モノづくりは日本の重要な資産であることを踏まえると、技能や技術の保有者・職人の高齢化、後

継者不足は喫緊の課題。伝統は受け継ぎつつもデジタルツールを用いて革新・アップデートをして

いくことや、工場や一つの組織に閉じない形で、産地や地域全体をデザインしていくことが必要。 

 また、産地に若手が入っても職人に馴染めなかったり、付いていけずに辞めてしまったりする、と

いう問題も。産地全体をうまく盛り上げ、コミュニティ化していくサポートも求められる。 

 サステナビリティがビジネスの大原則となる中、海外大手プレイヤーのサステナビリティ研究所に

日本の知やデザイナーが流出することを懸念する声も。知恵や才能が集まる場を創出すること、そ

のための投資も重要。 

 

PRコミュニケーション強化の必要性 

 PR コミュニケーションの視点でいうと、従来のように、海外進出したデザイナーがデザインやテキ

スタイルの品質で評価されるだけでなく、背景の日本文化や資産、思想、ビジネス上の知財戦略等

を含めて全体として付加価値を高めていくような、より包括的なコミュニケーションが求められる。 

 日本のテキスタイルが海外で知られるようになったのは、1998 年 NY の MoMA で開催された展覧会

「Structure and Surface」にて、日本のテキスタイルが 100点ほど展示されたことが契機との指摘

がある。その時、詳細に記録された出展社データを元に、海外デザイナーが日本のテキスタイル産

地にアクセスする、というように、美術館が産業の発信拠点としての機能を有していた。日本でも、

美術館や博物館に、ファッションやテキスタイルの情報を外部に発信できる、アーカイブ機能を実

装していくことも必要では。 

 日本のテキスタイル等素材は海外から高い評価を受け、海外のラグジュアリーブランドにも多く使

用されている一方、秘密保持契約により外部に公表できない場合が多い。実態として、海外ラグジ

ュアリーブランドにより、日本の素材を使用した製品が素材価格の何十～百倍で販売されているこ

とも。結果、日本人を含む、海外のラグジュアリーの消費者も、海外のラグジュアリーブランドで

日本の素材が使われていることを知らない。 

 海外のラグジュアリー企業が、素材が日本製ということを明かさないのはブランド力の担保という

側面が大きかったが、これからトレーサビリティを表示する流れとなって来た際に日本製の素材を

使っているということがアピール要素に転じるのではないか。 

 生産プロセスの透明化・産地表記の推進により、日本の素材の高い技術力への再評価や海外におけ
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る認知度向上を期待。繊維産業へ若い人材を呼び込むためにも、海外での高い評価を得ていること

を広報していく必要がある。 

 産地のコミュニケーションという観点では、BtoCの商品を作る必要性（BtoCの商品を作らないと大

きい利益は取りづらい）やテキスタイル・産地のブランディング化を進めることも必要。 

 ファッション民間企業が積極的にロビー活動を進めていくことの重要性を指摘する声も存在。 

 日本発ラグジュアリーに係る情報発信も積極的に行っていくべき。PR 費用をかけられない小さな企

業に代わり、ウォルポール（英）やコルベール委員会（仏）、アルタガンマ（伊）のようなラグジ

ュアリー領域を束ねるような民間組織の日本版組織をバックアップし、そこに情報を集めて魅力的

な形で国内外に発信するという手法が、効果的ではないか。 

 海外では、ラグジュアリー領域を束ねるような組織が戦略コンサルティングファームと協業するこ

とで、ラグジュアリー市場のオピニオンのリードやラグジュアリービジネスの知見の共有を可能と

している。こうした基盤づくりが起業家を刺激する文化を醸成し、ラグジュアリー・スタートアッ

プを生みやすくするという結果に繋がる可能性もあるのではないか。 

 

以上 

 


