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Ⅰ．はじめに

　近年ファストファッションの店をよく目にするようになった。ファストファッ
ションで取り扱っている商品は、デザイナーと協力したハイファッションな商品
や、多機能で充実した商品である。それに加え、アジア諸国の質、量両面での生
産力の向上やグローバル化の進展から、低価格ながら一定の品質を確保した商品
の大量輸入が可能になったことで、ファストファッション業界は「安いわりに高
品質」な商品を取り扱うことに成功した。つまり、ファストファッションの商品
は、従来の「安いだけ」の商品とは異なった、「安いわりに高品質でオシャレ」
な商品である。テレビや雑誌で取り上げられることも増え、実際に店に入ってみ
ても、多くの客で賑わっていることから人気のほどが伺える。また、近年着実に
新店舗を出店しており、その勢いは止まらない。そこで、なぜファストファッ
ションが多くの人に支持されるようになったのかについて、考えてみる。

Ⅱ．ファストファッションの定義

①ファストファッションとは
　「早くて安い」ファストフードになぞらえて、2000 年代半ば頃から呼ばれるよ
うになった。最先端の流行をいち早く取り入れ、低価格で提供される衣料品のこ
と。商品の移り変わりが早いため、顧客を飽きさせずに何度も店に足を運んでも
らえる。また顧客のニーズにも素早く対応できるのも特長。最新のファッション
は値段が高く、一部の人しか対象にしていないという常識を覆した。
　企画、開発、製造、流通、販売に至るまで一括して行う業態であることが
多い。代表的なブランドはスウェーデンの H&M、スペインの ZARA、米国の
フォーエバー 21、日本のユニクロなど。2008 年から 2009 年にかけて、ファスト
ファッションの海外ブランドが日本進出し、話題となった。
　ファストファッションという言葉は、2009 年新語・流行語大賞のトップテン
にも選ばれた１）。

１）��ユーキャン新語・流行語大賞　全受賞記録より。（http://singo.jiyu.co.jp/）



− 52 − − 53 −

なぜファストファッションは多くの人に支持されるのか

②主なブランド
　日本
　　・ UNIQLO
　　・ g.u.
　　・しまむら
　　・無印良品
　　・ Comme�ça�Ism
　　・ハニーズ
　アメリカ
　　・ GAP
　　・ FOREVER�21
　　・ Abercrombie&Fitch
　　・ Armani�Exchange
　　・ Urban�Outfitters
　　・ Lucky�Brand�Jeans
　スペイン
　　・ ZARA
　　・ Bershka
　スウェーデン
　　・ H&M（売上高業界世界１位）
　イギリス
　　・ TOPSHOP
　ベルギー
　　・ C&A

Ⅲ．ファストファッションの安さの秘密

　ファストファッションの人気の最大の理由はもちろん値段の安さである。で
は、なぜここまで低価格で商品を売り出すことができるのだろうか。

①SPAの採用
　ファストファッションの多くは SPA を取り入れている。SPA とは、“specialty�
store�retailer�of�private�label�apparel”の略語でアメリカのカジュアル・ウエア
の最大手であるギャップが自社の独特のビジネスモデルを指して使った言葉であ
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る。ファッション商品の企画から生産、販売までの機能を垂直統合したビジネス
モデルで、日本語では「製造小売業」と訳される。SPA は、海外、日本国内を
問わず、多くのファストファッションブランドに採用されている。不況のアパレ
ル業界にあって、売り上げを伸ばしている会社のほとんどがファストファッショ
ンだ。つまり、好調なブランドのほとんどが SPA ビジネスモデルで事業を展開
しているとも言えるのだ。
　最大のメリットは在庫管理が容易である点に尽きると考えられる。自社内で企
画から製造、販売まで全てを一貫して行う SPA では、現場の販売員の声をすぐ
に生産現場に届けることができる。生産予定数の変更も、自社内での伝達だけで
簡単にでき、現場で売れ行きが良ければ生産数をすぐに増やすことも可能だ。店
頭には、サイズやカラーの売り切れはほとんどない。欠品が出ないように社内で
在庫のコントロールが行われているからだ。違う店舗間や通販も含めて、全社的
に在庫管理が行われている。
　また、メーカー自らが既存の卸売業者、小売業者に頼らず消費者に直接販売す
るため、流通コストの中抜きによるコスト削減が可能となっている２）。

２）��MBA 用語 Weblio 辞書「SPA」の項目を参考にした。
　　（http://www.weblio.jp/content/%E8%A3%BD%E9%80%A0%E5%B0%8F%E5%A3%B2%E6%A5%AD）

出典：著者作成

図表１　従来のモノの流れ
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②SPAの採用目的
　それでは、もう少し掘り下げて多くのファストファッションブランドが SPA
ビジネスモデルを採用するコンセプトと目的について考えてみよう。
　まずはコンセプトだ。海外、国内にかかわらず多くのファストファッションブ
ランドが SPA を採用するコンセプトはずばり低価格にある。いずれのブランド
も低価格を最大の魅力としている。どんなに品数が多くても、最新のアイテムが
揃っていても、価格が安くなければファストファッションとは言えない。安い
ことが大前提だ。そして、安く商品を提供するために最適のモデルが SPA なの
だ。
　自社内で一貫生産を行うため、コストをぎりぎりまで抑えることができる。大
量に生産しても、一括で仕入れを行うため、値段交渉の主導権も握ることができ
る。値段は独自に設定できる。さらに売れ残りそうな商品は徹底して値下げを敢
行する。
　次に目的について考えてみよう。ファストファッションブランドが SPA を採
用する目的は収益性にあると考えられる。消費者に安く品物を提供するのだか
ら、コストを削減しなければ利益は出ない。単に安く売るだけでは、売れば売る
ほど損をしてしまう。最新のアイテムを競うように安く並べるファストファッ
ションブランドでは、収益性の確保が至上命題だ。そして、収益性を上げると言
う目的を果たすために SPA を導入しているのだ。コストをぎりぎりまで抑えら
れる SPA モデルで事業を展開するから、低価格と収益性の両方が実現するので
ある。

出典：著者作成

図表２　SPA 業態のモノの流れ
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③SPAビジネスモデルのデメリット
　ファストファッションブランドの多くが採用する SPA ビジネスモデルにもリ
スクを抱える危険性はある。１社だけで企画、立案から生産、販売まですべてを
手掛けているわけだから、もしも予想に反して商品が売れず、在庫が残ってし
まったら、自社で全て引き受けなければならない。SPA では一切のリスクを自
社だけで背負うことになる。そのため、SPA では、リスク制御のための対策を
色々と講じている。
　１つがアウトレットやウェブサイトでの商品の販売である。シーズンを過ぎて
売れ残ってしまった商品は、どんどんアウトレットやウェブサイトで安く売って
しまうのだ。店舗でセールにする時よりもずっと高い値下げ率で、とにかく売り
切ることを目指す。アウトレットでは時に 70％、80％、90％引きの商品まで登
場している。もしも半額程度の割引率なら購入しなかった消費者も、安さにつら
れて買ってしまう傾向にあるようだ。
　２つ目が POS３）による徹底した情報の管理だ。複数ある直営店舗のどこにど
の商品がどのくらい余っているのかをチェックし、全体的な管理を行っている。
中には、１週間単位で各店舗での在庫数を細かく見直し、商品をこまめに移動さ
せているところもあるそうだ。いつどの場所でどんな商品が売れるのか、タイム
リーで正確な情報を把握し、共有しているのだ。情報に基づいた販売計画を実行
しているので、在庫が残る危険性は大変低い。SPA ではリスクを背負わないた
めの努力が日常的に行われている４）。

Ⅳ．高級ブランドの不振

①脱・百貨店指向
　14 年連続前年割れ……売り上げ低下に依然として歯止めがかからぬ百貨店。
2011 年５月、JR 大阪三越伊勢丹が開業したが、大惨敗したのは記憶に新しいだ
ろう。関西人には高級志向すぎて敷居が高すぎたという指摘が多かったようであ
る。大手百貨店４社が１日発表した 10 月の既存店売上高（速報）は、三越伊勢
丹ホールディングスを除く３社が前年同月比で減少した。その百貨店を中心販路
にしてきた大手アパレルに新販路開拓の動きが活発になってきた。とくに 2008
年秋のリーマンショック後の世界同時不況や東日本大震災など「負」の連鎖も追

３）��POS とは、販売情報を即時に管理するシステムのこと。
　　コトバンクより。（http://kotobank.jp/word/POS）
４）��打ち寄せるファストファッションの波、より。（http://www.fastfashion-market.com/）
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い討ちをかけ、消費不況やデフレから抜け出せない最近のアパレル業界の状況
が、この動きを加速させている５）。2010 年８月 19 日に発表された全国百貨店売
上高は猛暑でかなり盛り返した結果、前年比で−1.4％にまで回復したとはいえ
29 カ月連続のマイナスとなった。
　国内の市場見通しが当分厳しいため、アジア、特に中国での内販強化はアパレ
ルメーカーの重要な施策のひとつだが、国内では、百貨店が主力にしている 40
代後半以上の層ではなく、団塊ジュニアやヤング向けのブランド開発が進み、直

営店を含めファッションビルやショッピ
ングセンター、駅ビル内への出店、オン
ラインショップの開設などが増えてい
る。
　1960 年代中盤から 80 年代くらいま
で、いわゆる高度成長期における需要拡
大の中で、百貨店は小売業の花形として
市場をリードし、百貨店の要望に応えた
大手・中堅のアパレルメーカーはナショ
ナルブランドメーカー６）として成長し
た。しかし、消費の多様化とともに、専

門店勢力が台頭し、ファッションビルやショッピングセンターの建設も相次いだ。
さらに 90 年代にバブルが崩壊、経済低迷期に入ると、百貨店は力を失い、現在
でも売り上げ減少に歯止めがかかっていない。百貨店とともに成長してきた大手
のアパレルなども、これに伴い、売り上げや利益の低下を余儀なくされてきた
が、といってすぐに脱・百貨店を目指したわけではない。何よりも百貨店の主要
顧客は時のミセス、ハイミセスであり、すぐヤングブランド中心に切り替えるこ
とはできない。中小や後発のアパレルのように新市場をねらうには百貨店の比率
が高すぎるし、百貨店復活の期待もある。このため、基本的に百貨店重視の姿勢
はそう変わらなかった。だが、さすがに 10 年以上にわったって長期低落が進め
ば、考え方を変えざるを得ない。
　厳しい所得・雇用環境の下で、生活防衛意識が高まるなか、百貨店では下取り

５）��佐山・大枝（2011）P.20～21 より。
６）��National�Brand メーカーの持つブランド。もともとは全国的に同じ価格で販売されるブランドを指したが、

今日ではメーカーブランドの総称。PB と対比される。
　　コトバンクより。
　　��（http://kotobank.jp/word/%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%B

B%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89）

出典 : 日本百貨店協会

図表３　百貨店業界売上高の推移
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セールといった企画中心の対応にとどまらず、商品開発などで価格対応を進める
動きも目立ってきている。

②世界のアパレル業界の売上
　高級ブランドが一転、極度の不振に陥ったのとは対照的にファストファッショ
ンが上位を占めている。売上ベスト３は、為替レート次第でその中の順位は変動
するが、インディテックス（スペイン）、H&M（スウェーデン）、ギャップ（米）
で不動である（図表３参照）。３社のうちもっとも早く日本市場に進出したのは
1995 年の「ギャップ」。次いで「ザラ」を傘下に持つインディテックスグループ
である。そして、H&M が 2008 年９月銀座にオープンして、ベスト３が日本に
出揃った。時あたかもリーマンショック時と重なったこともあり、人気は上々、
H&M の１号店や、翌年原宿にオープンしたフォーエバー 21 は開店前から長蛇
の列ができた。

図表４　世界衣料専門店大手の売上高

順位 企　　業 本拠地

売上高
（単位：100 万ドル）

主なブランド
小売売上高 グループ

売上高

１ インディテックス
スペイン

19,157
（１兆 7,919 億円）

19,157
（１兆 7,919 億円）

ザラ、
プル・アンド・ベア、
ベルシュカ、
ザラ・ホーム

２
H&M
ヘネス・アンド・
マウリッツ スウェーデン

16,974
（１兆 5,877 億円）

16,974
（１兆 5,877 億円） エイチ・アンド・エム

３ ギャップ
アメリカ

14,549
（１兆 3,609 億円）

14,549
（１兆 3,609 億円）

ギャップ、
オールド・ネイビー、
バナナ・リパブリック

４ リミテッド・ブランズ
アメリカ

10,364
（9,694 億円）

10,364
（9,694 億円）

ヴィクトリアズ・シークレット、
バス＆ボディワークス

５ ファーストリテイリング
日本

10,028
（9,380 億円）

10,057
（9,407 億円） ユニクロ、ジーユー

出典：世界ランキング統計局（http://10rank.blog.fc2.com/blog-category-1.html）
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Ⅴ．ファストファッションのデザイン性

　ファストファッションが人気な理由は安いだけではない。安いのにおしゃれな
商品が数多く売られているからである。
　ファストファッションは常に最新の流行を追い、新商品が店頭に並ぶスピード
が速い。ショーウインドウに飾られる商品だと週に２回は切り替わる。だが、ブ
ランド間の競争が熾烈な上、正確な分析力が求められる。デザイナーはトレンド
を予測し、短時間で様々な新商品をデザインしなければならない。
　各ブランドは、トレンドの服を提供するために様々な戦略を行っている。そこ
で次項から、海外のブランドから「H&M」、「ザラ」、そして国内からは「ユニ
クロ」、「しまむら」の商品開発について述べる。

①「H&M」の商品開発
　「H&M」ではファッション性を支えている要素としてあげられるのが、トップ
デザイナーとのコラボレーションだ。2008 年 11 月に日本で開店した原宿店では

「コム・デ・ギャルソン」とのコラボレーション商品が世界先行発売された。当
然、この商品も格安な価格で販売された。また、過去にはカール・ラガーフェル
ド、ステラ・マッカートニー、ヴィクター＆ロルフ、マシュー・ウィリアムソン
などの有名デザイナーによるラインナップや、マドンナ、カイリー・ミノーグと
のコラボも実現した７）。
　ファッション性を全面に押し出す H&M は、デザイナーをスウェーデン本部に
抱え、商品企画からデザイン、各国に散らばる生産工場への振り分け、物流の手
配などを一手に担う。スウェーデン本部内に抱える約 100 名のデザイナーを中心
に『インスピレーション・トリップ』と称した、ストリート・ウォッチ、ピープ
ルズ・ウォッチをワールドワイドで絶えず実施し、商品企画やデザインの鮮度を
保つ努力をしている。

②「ザラ」の商品開発
　まず、各国にあるザラの店舗から、携帯情報端末や電話により、顧客のニーズ
や要望が本社の製品開発担当者に直接伝えられ、製品開発担当者２名とデザイ
ナー２名が１チームとなり、即座にその場で話し合い、コレクション作品を参考
にしつつデザインに落とし込む。アパレル製品の場合、染色はタイミングの早い

７）��FASHION�PRESS より。（http://www.fashion-press.net/brands/160）
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順に、糸の段階、生地の段階、そして縫製後の製品の段階という主に３段階で可
能である。これに関してザラでは、流行の変化に対応しやすいよう、生地の半数
を染色しないまま調達しており、染色のタイミングをできるだけ実シーズンに近
づけている。
　製品のうちファッション性の高い約 40％の製品は、本社周辺の自社工場で内
製される。完成するとハンガー掛けの状態でまた値札をつけられ、巨大な物流セ
ンターで仕分けされる。このセンターから店舗へは週に２回出荷され、欧州内の
店舗へはトラック輸送により 24～36 時間以内に米国や日本の店舗へは空輸によ
り 48～72 時間以内にそれぞれ届けられる。
　週２回という頻度で、かつ空輸を伴うとなると、一般的なアパレル企業よりも
物流コストがかかる。だがザラでは、これを迅速にファッション性の高い製品を
店頭に並べるために必要なコストとみなして負担しているのである。逆に広告費
はほとんど負担しておらず、売上高広告費比率は 0.3％と極めて低く、業界平均
の 10 分の１ほどである８）。
　店舗からの製品発注はやはり週に２回行われるが、新製品に関してはこの発注
とは無関係に、必ず店舗に届けられる。こうして同社では、内製品に関してはそ
の 85％が実シーズン中に製品企画後約１ヵ月で生産されている。これに追加発
注後２週間で店舗に到着した分が加わり、常に売り場や製品の鮮度は高く保たれ
ているのだ。
　こうして、年間約１万 3,000 デザインに上るほどの多品種を生産していなが
ら、総売上に占める値下げ品の比率は 15～20％にとどまり、かつ値下げ幅も定
価の 15％引き程度と、値下げに頼らずとも製品を売り切っているのである。

③「ユニクロ」の商品開発
　商品開発は常にマーケット重視で、景気低迷を背景に合理的なユニセックスの
デザインを採用する。さらに、マーチャンダイジングはスピードを前面に押し出
した。
　そして、ニューヨークと東京の R&D 部門（Research�&�Development ／研究
開発）が連携したグローバル R&D 体制を確立。世界のトレンドを素早くキャッ
チアップし、商品開発・デザインに反映させている。また、2001 年の英国出店
をはじめとして中国、香港、韓国、米国、フランスと出店を果たした。2006 年
にはニューヨーク�ソーホーに、2007 年にはロンドンオックスフォードストリー

８）��Feel�Like�A�Fallinstar より（http://www.fallinstar.org/cat144/1101zara.html）
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トに、グローバル旗艦店をオープンした９）。
　世界中から優秀な人材を起用し、これまでの概念を打ち破る新しいファッショ
ンコンセプトをいち早く仕掛け、世界に向けて発信している。ユニクロの強みで
あるベーシックな商品も、日々進化する定番として改良し、いつの日も新鮮な
ベーシックであることをめざしている。
　また、素材メーカーとの戦略的な提携による新素材開発も積極的に取り組んで
いる。その一例が、東レ株式会社との戦略的パートナーシップである。このパー
トナーシップによって、発熱保温素材「ヒートテック」に代表される、機能性に
すぐれた新素材を次々と生み出している。
　広島県福山市に拠点を持つカイハラ株式会社は、デニム業界で「世界のカイハ
ラ」と呼ばれるほど、そのクオリティの高さとオリジナリティに高い評価を得て
いる。国内のデニム生地市場シェア 50％を誇り、世界的にも有名なデニムメー
カーにも生地を供給している。このカイハラとユニクロの出会いは 1998 年、ユ
ニクロの都心１号店である原宿店がオープンした時代にさかのぼる。以来、高品
質デニムを、驚くほどのリーズナブルプライスで提供し続ける、ユニクロの強力
なパートナーだ。

④「しまむら」の商品開発
　基本的な仕入れとは、メーカーや問屋さんの製品から自社の客層に合ったもの
を探し出し買い付けることである。しかし、最近の「しまむら」は、商品仕入れ
の際に、素材選びや服のパターンなど川上の領域にも足を踏み込み始めている。
　それは、複数のアパレルから仕入れる商品で、共通化できる素材をまとめ、全
体の必要量をメーカーに伝えるというやり方である。同社は、衣料流通で横行す
る発注済商品のキャンセルはしない。素材メーカーにとって、直接の売り先はば
らばらでも「しまむら」が伝えてくる数字が覆る懸念はない。事前に数量が判れ
ば生産設備を安定稼動できる。
　「しまむら」では過去３年で、商品管理部の人員を２倍にした。その強化分だ
け、責任を持って管理販売ができるようになった。
　10 年ほど前から、毎年、多数の社員をパリやロンドンなどに派遣し、最新の
ファッショントレンドに触れさせている。また、昨年から一部の社員に専門学校
で衣料パターン（型紙）を学ばせ始めました。

９）��株式会社ファーストリテイリングホームページより
　　（http://www.fastretailing.com/jp/group/strategy/tactics.html）
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　「しまむら」の PB は、食品スーパーにありがちな、メーカー主導の価格だけ
の PB 商品とは一味違う。春夏の「ファイバードライ」というシリーズで展開し
ている商品は、肌着だけと思われがちだが、パンツや上着などのファッション商
品もある。
　このブランドは、同一素材を使うというのではなく、「しまむら」が独自で設
定した機能基準値をクリアした全商品にそのオリジナル機能ブランドをつけてい
るのだ10）。

Ⅵ．ファストブランド“g.u.”でのアルバイト経験から

①g.u. とは
　東京都港区に本社を置く、株式会社ファーストリテイリング傘下の株式会社
ジーユーの社名及び同社が展開するカジュアル衣料品のブランド名。2006 年に
ファーストリテイリングとダイエーの業務提携により、ファーストリテイリング
社の主力ブランドであるユニクロのノウハウを生かしつつ、より低価格なカジュ
アル衣料品を販売する新ブランドとして立ち上げられ、同年 10 月にダイエー南
行徳店に１号店をオープンしている。ジーユー（GU）の由来は、同ブランドの
コンセプトである「もっと『自由』に着よう」で「自由」をアルファベットに置
換えたもの。
　g.u. がここまで急成長を続けられる理由について柚木社長はこう語る。日本
人が考えるファストファッションのニーズはすごくあるのに、ジーユー以外は
それに応えていなかった。なぜか日本では、ファストファッションが H&M や
FOREVER21 などの海外ブランドの ” 専売特許 ” のようになっている。
　だが、日本人にはモノのバランスをとったり、組み合わせたり、細部にこだわ
るという強みがある。それを生かした商品を構成するのがジーユーの目指すとこ
ろだ。実は、ジーユーは他のファストファッションよりも品番数が少なく、この
上海の店舗でも 500～600 品番ぐらい。H&M や ZARA はうちよりもケタが１つ
多い。
　少ない品番数の中でベストヒットアイテムを選び、バランスと組み合わせを考
え抜いている。トレンドは ” ドンズバ ” だが、デザインはしすぎず、ちょうどい
い感じに仕立て上げる。そして品質をよくすることにも徹底的にこだわる。結果
的にジーユーにしかない着やすいファッションになり、ゆるぱん、マキシワン

10）��プランニング倶楽部より（http://blog.livedoor.jp/planning_club/archives/51540976.html）
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ピースなどのヒット商品が生まれた11）。

■プロフィール
　柚木　治（ゆのき・おさむ）
　　��1965 年生まれ。88 年伊藤忠商事入社、GE キャピタル・コーポレーション

を経て、99 年にファーストリテイリング入社。2000 年に同社執行役員。07
年ユニクロ執行役員。08 年 GOV リテイリング（現、ジーユー）副社長、10
年に社長就任。11 年の社名変更でジーユー社長に。

②アルバイトでの体験
　g.u. でアルバイトをしていると、お客様から「最新の流行スタイルの服を破格
の値段で買うことができる。」、「サイズ・カラー展開が豊富だ。」などの嬉しい声
をよく耳にする。
　低価格が最大の魅力である g.u. だが、モバイル会員様には更に、毎週対象商品
を限定価格でお買い求めいただけるサービスを行っている。これを目当てに来店
するお客様も多く、リピーターも多い。また、商品の入れ替わりが早いため毎週
来ても飽きないところも愛される理由だと考えられる。
　消費者にとってはいいことづくめに思えるのだが、問題点もある。それは、回
転が早い分、衣料のゴミが増えるということだ。購入に至るまでにハードルが低
い分多くの品を買ったり、また、トレンドの入れ替わりも早いので、飽きも早く、
すぐ古着屋にいってしまうことも多いというのが現状なのだ。家庭からゴミとし
て出される衣料品は年々増加しているという事実もあり、ファストファッション
の浸透が環境問題に影響を及ぼしている。
　そこで対策として、ファーストリテイリングでは、ユニクロ事業において、
2001 年から ｢全商品リサイクル活動｣ をスタート。これまでに回収点数は 1200
万枚を超え、世界 22 カ国に 420 万枚の服をお届けしてきた（2011 年 12 月末現
在）12）。ジーユーも 2010 年から活動に参加している。
　お客様が不要になったジーユーやユニクロの服を店頭でお預かりし、UNHCR

（国連難民高等弁務官事務所）などを通じて、世界中の難民 ･ 避難民など世界中
に服を必要とする人々への衣料支援や、工業用繊維の材料としてリサイクルする
活動である。

11）��東洋経済オンラインより（http://toyokeizai.net/articles/-/21119）
12）��GU（ジーユー）ホームページより（http://www.gu-japan.com/company/#top）
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Ⅶ．おわりに

　ファストファッションが人気になった背景には 100 年に一度の大不況と呼ばれ
たり、デフレスパイラルが続いていることが考えられる。そのため、消費者はよ
りお得な商品、割安感な商品を求めるようになった。それはファッション業界
も例外でなく、多くの欧米の高級ブランドが日本進出を計る一方で、大手流通
チェーンのプライベートブランド商品が低価格で販売されていくようになった。
　ファストファッションは主に海外の企業が日本に進出してきて、流行が広がっ
ていった。海外の企業は、世界で流行っている商品をリアルタイムで日本の消費
者に安く提供し始めたのだ。これが日本人の消費者（特に若い世代）の消費心理
を上手く掴んで、人気に拍車をかけた。
　ファストブランドは今や、SPA を採用し流通コストを抑えることにより商品
を低価格で販売することが当たり前となっている。多くのファストブランドが混
在する中、安いだけの商品では売り上げはとれない。デザイン性も重要である。
売り上げ上位のブランドは価格とデザインの両方を備えている。おしゃれでトレ
ンドのアイテムを取り入れるために各ブランドは様々な戦略を取っていることが
わかった。
　安くておしゃれと消費者にとっては嬉しいことばかりにも思えるが、環境問題
が浮き彫りになった。安い分、大量生産・大量消費の流れが出来上がり、次の
シーズンには既に古着屋などに出回ることもあり、家庭からゴミとして出される
衣料品は年々増加している。日本人のもったいない精神を大切にし、消費者は衝
動買いをする前に本当に必要か判断する必要がある。企業は既にユニクロのよう
にリサイクル活動などの対策を取っている所もあるが、今後更なる環境問題対策
の取り組みが求められるだろう。
　多くの企業が低価格、トレンドを手に入れた今、環境問題対策は勿論、機能性
や品質の向上などの付加価値を備えた企業が今後、人気となっていくと著者は考
える。
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