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2017 Autumn & Winter Ladies' Shoes Trend

サイドゴアが消えた。流れが変わる！

Helen Ververg（Belgium）

Arche（France）

Perlato
（Portugal）

●サイドゴアがやっと後退

　2017 年秋冬の第一の変化は、サイドゴア・ブーツが、
大きく後退したことだ。
　チェルシーブーツとも言うが、このスタイルのショート
ブーツが、トレンド前線に登場したのは、2012 年シーズ
ン。その後、一時、後退する気配もあったが、再び盛り返
し、昨年秋冬もカジュアルは元よりヒール物もサイドゴア・
デザインが主流を占めた。
　2012 年から数えると、５年も続いたことになる。飽き
てもくるし、何より主流のスタイルが変わらないと、消費
が活性化されない。
　それがついに後退したのだ。
　代わって主役になりそうなのは、サイドファスナーのプ
レーンなショートだ。2017 年秋冬も、ショートブーツが

主流であることに変わりない。昨年のショートとの違いを
挙げるなら、丈がやや長くなり、筒は幾分細めが傾向。ヒー
ルは、７、８㎝のいわゆるブロックヒール。太くてストレー
トなシルエットが主流だが、アッパーがシンプルな分、一
工夫加えたヒールが目立つ。素材は木目調でそのアゴを曲
面にするなどして造形性を持たせたり、スタックの積み上
げをツートンにしたり、またマーブル模様のアクリル、透
明アクリルの中に造形モチーフを仕込んだりといったもの
だ。

●チラ見せコーディネートでニーハイ

　この主役交代の背景には、ボトムの変化がありそうだ。
今現在、デニムを中心にワイドパンツが席巻の勢いだ。併
せてスカートも、ミディ丈、フルレングスを含むプリーツ、
加えてスリット入りなどと話題が豊富だ。要するにボトム
の傾向は、広く、ゆったりと、
また長く。そこで足元がすっき
り見えるプレーンなショート、
ということのようだ。
　そしてもう一つ、注目してお
きたいのが、太腿まであるサ
イハイや膝上のニーハイブー

Megumi Ochi
(Spain)

    Pomme Do'r
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ツ。パリ・コレなどの主要ブランドのランウェイショーを
チェックすると、スリットスカートやラップスカートから
覗く、あるいはチュールなど透ける素材のスカートの下に
サイハイやニーハイが散見される。中にはスキンタイト
なパンツとハイヒール・パンプスを一体化してしまった
“pantashoe” なるものも登場している。当然、革を含むス
トレッチ素材が中心だ。
　ミカムで話を聞いたデザイナーは「膝上の長いブーツは
３年前に流行った」と言ったが、事実、靴ブランドにおけ
るニーハイやサイハイの提案は、その頃に始まり、ヨーロッ
パの著名靴ブランドの秋冬立ち上がりディスプレイにも見
られた。その後も毎秋冬、提案されているが、積極的に押
している訳ではなく、聞くと「売れているところもある」
というコメント。2017 秋冬も、その状況に大きな変化が
出ている訳ではないが、前記したようなチラ見せコーディ
ネートが登場したことによって、日本のセレクト系の中に
は、膝上の長いブーツに注目しているところもある。
　そんなファッション状況が存在することは、胸に留めて
おきたい。

●ビロード、ゴブラン、刺しゅう等、装飾系が台頭

　ミカムより早く開催された GDS を一巡した多くが口に
したのが「ビロードが目立ちますね」のひと言だった。
　ベルベットとも言うが、説明するまでもなく、レーヨン
や絹などで織られた毛が立った素材。光沢があり、優雅で
贅沢な印象がするのが特徴だが、これと同系統の素材とし
ては、ゴブラン、植物モチーフのプリント、刺しゅう。ま
た唐草のような模様をカットワークした革とスムース革と
の貼り合わせで模様を表現したものが見られた。
　この背景には、ロココへの注目があるようだ。
　ロココは、18 世紀フランスの宮廷文化から始まったス
タイル。建築、絵画他、多岐に渡り、ファッションではコ
ルセットで上半身を締め、一種のペチコートであるパニエ
でスカートを大きく膨らませたスタイルが特徴だ。素材は
刺しゅうなどで花や植物モチーフを施した絹のサテン、ブ
ロケードやレース。襟元などにフリンジのような縁飾、シ
ノワズリ（中国趣味）も見られた。また縞や格子柄も特徴
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として上がられるが、今春夏にパンツなどに見られる縞は、
ロココがモチーフという解釈も成り立つ。そして秋冬に至
ると装飾性に焦点が当てられ、前記のような素材への注目
となったと見られる。
　なぜ、ロココかと言えば、近年は、ノームコアというト
レンドが言われていたが、その意味は「究極の普通」。デ
ニムやスニーカー人気の背景には、このトレンドがあると
思われるが、スニーカーの動きに陰りが出て来ており、「普
通に」変わる新しいトレンドが求められ始めている。それ
で普通の対極にあるような、贅沢、豪華、かつ装飾を特徴
とするロココに目が向いたと考えられないだろうか。
　ただし取り入れ方は、おとなしい。花や植物モチーフの
ゴブラン風やプリント素材は、プレーンなショートブーツ、
またビロードはパンプスの一部に採用されているのみだ。

●ファーやメタリックは引き続き継続

　以上の他、フェイクを含むファーも、傾向素材の一つだ。
　昨年秋冬にも見られたが、この春夏の売場に民族調の刺

しゅうを施すなどしたスモック調のブラウスが多く見ら
れ、ここから推しても、トレンドとして民族調が存在して
いることは明らかだ。
　それが秋冬なので、エスキモーなど、極寒地の民族衣装
や風俗にヒントを得たスタイルやデザインに注目となり、
ファーとなったと思われる。
　また、天板にファーを敷いたミュールも特徴的アイテム
だが、このスタイルが某著名ブランドでヒットしたことに
よるものと見られる。
　メタリックも継続している。シルバーよりゴールド系と
いう流れにあるが、新しい傾向としてオレンジ系、黄緑系
のメタリックが出て来ている。これは、来春夏に向けて強
くなって行きそうだ。
　その他、パールのアクセサリー使いも目立った。小さな
パールを並べてヒールの装飾に、パンプスのフロントに大
きなものを一つといった使い方だ。パールにはミステリア
スなイメージもあり、前記したロココから来ている可能性
もあるし、1960 年代の清楚さへの注目といったことも考
えられそうだ。
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世界をリードした見本市 GDS が、2 月を最後に終止符！
後継見本市は、Gallery Shoes

最後の記者会見で歴史を振り返る GDS のディレクター

　GDS は、この２月で終止符を打った。靴の世界にな
を馳せた国際靴見本市 GDS は、消えたのだ。
　GDS は、「Grosse Deutsche Schuh Musterschau（ 大
ドイツ靴見本展示会）」という国内向け展示会として
1954 年に始まった。それがドイツ小売市場の拡大に
伴って国際見本市に成長。ピークは、2000 年頃。筆者
の記憶では、出展者 1600 社、来場者は世界から６万人
レベル。「Top Style」というゾーンには、世界の靴デザ
イナーが勢揃いしていた。因みに当時のミカムの出展者
は 800 社レベル。かつ、イタリア・メーカーに限られ
ていた。
　日本人にとっては、かつて靴見本市とは、トレンド情
報を収集するためのものだったが、1986 年に革靴輸入
制度が、IQ（Import Quota ＝輸入割当）から TQ（Tariff 
Quota ＝関税割当）に変更され、革靴輸入が基本的に自
由化されて変わった。取引が目的となり、毎回、数百人
レベルの日本人バイヤーが、GDS に足を運んだ。
　しかし、2005 年に近付くに従って陰りが見え始め
た。要因として考えられるのは、セレクトショップが差
別化を狙って靴を積極的に扱い始めたことだ。セレクト
ショップの主要アイテムはアパレル。そのメイン仕入れ
地はパリ。アパレルと一緒に靴を仕入れたい。靴のため
だけにデュッセルドルフには来ない。そこで、まず靴デ
ザイナーがパリに移った。
　またミカムは、こうした状況への対応として、ミラノ
コレクションと連動できる会期に変更し、それまで３月
はボローニャ開催だったが、ミラノに一本化を図った。
　加えてドイツは、1990 年の東西統一後、旧東ドイツ
援助コストの増大などによって経済が低迷。当時、イタ
リア最大の靴輸出国はドイツだったが、1993 年をピー
クに下降の一途を辿り、2005 年には足数で見ると半分
に減少。この状況にイタリア・メーカーは、GDS 出展
を取り止めるようになった。
　こうして GDS は、靴見本市トップの座をミカムに譲
ることになった。

●大胆な会期繰り上げも奏功せず

　GDS は、打開策を講じたが、状況は好転せず、2014
年に大転換を打ち出した。会期の大幅繰り上げだ。そ
れまでの 3 月（秋冬物展）を 2 月に、9 月（春夏物展）
を 7 月としたのだ。
　理由は、小売市場の構造変化だが、それは、デュッセ
ルドルの中心街を歩くだけでも明らかになる。アルト
シュタット（旧市街）には、クラークス、タマリス、リッ
カルド・カルティッローネ、エコー、ポール・グリーン
等々の靴店。このうちドイツ、イタリア、スペインなど
のブランドをミックスした品揃え店は、リッカルドだけ。
他は、靴メーカーの直営店、もしくはメーカーによるフ
ランチャイズ店だ。つまり市場の主流は、自社 PB（プ
ライベートブランド）による製造小売店になっている。
　こうした小売店は、製造して売るので、仕入れない。
つまり、仕入れの場である見本市を必要としない。そこ
でもう一つの見本市の役割である情報発信にスポットを
当て、どの見本市よりも早くトレンドの発信することで
吸引力を高めようとした。これが、大転換の狙いだ。
　しかし、状況は好転しなかった。むしろ回を重ねるご
とに出展社、来場者共に減少した。それで最終決断となっ
た訳だが、最後の GDS の出展社は約 700 ブランド。来
場者数は発表されなかった。
　靴の世界に一時代を築いた GDS の終焉は、「仕入れて
売る」から「製造して売る」という流通の変化が決定的
になっていることを告げているのかもしれない。
　だが、デュッセルドルフから靴見本市がなくなる訳で
はない。メッセ・デュッセルドルフの子会社イゲドーが
引き継ぎ、新しい靴見本市がスタートする。
　名称は、「gallery SHOES」。会場は、デュッセルドル
フ市内の「Areal Böhler（アレアル・ブーラー）」。元
鉄工所をリモデルしたイベント施設だ。展示面積 1 万
500 平米、出展社数 500 ブランド、来場者数 8000 〜
1 万人を予定だ。
　第 1 回は、今年 8 月 27 〜 29 日に開催される。「Gallery Shoes」会場アレアル・ブーラー（Areal Böhler HP より）
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【表 1】2016 年イタリア靴産業

【表 2】2016 年イタリア輸出相手国ランキング

ラグジュアリーブランドを登場させたミカム・スクエア

【MICAM】
来場者は前年同期を上回るも、伊靴産業は拭いきれない影…。　
　2017 年 秋 冬 ミ カ ム は、2 月 12 〜 15
日に開催された。来場者数は、前年同期比
5％増の 4 万 4610 人、うち海外が同 8％
増の 2 万 6505 人だった。
　これからすると好調だ。しかし出展社
数は、合計 1405 社、その内国内 795 社。
前 回 の 昨 年 9 月 は、 そ れ ぞ れ 1478 社、
827 社と発表されており、前回比合計 73
社、国内 32 社、海外 41 社のそれぞれ減だ。
　2016 年イタリア靴産業データ（表 1）
も公表されたが、2016 年の靴企業数（工
場数）は 4839 社で前年比 2.0％減、雇用
者数は 7 万 6744 人で同 0.4％減となって
いる。
　産地の状況は、決して良くないようなのだが、これを
裏付ける具体的な情報もある。日本にも輸出している婦
人靴メーカーが民事再生というのだ。規模縮小となった
ものの、生産は継続されており、日本の取引先への影響
はないようだが、６、７年前にエコシステムを取り入れ
た新工場を建設、ミカムや GDS のブースも賑わってお
り、民事再生は意外だった。
　要因は、主要輸出先に成長していたロシアの不振があ
るようだ。背景は、政治的要因だ。ウクライナ問題をきっ
かけに 2014 年、EU がロシアに対して制裁措置を発動。
ロシアはそれに対して報復措置に出た。それによってイ
タリアの対ロシア靴輸出は大きく影響を受け、2014 年、
続く 15 年と 30 〜 40％台の落ち込みとなった。2016
年は、回復してきている（表 2 参照）が、いまだ制裁
発動前のレベルには至っていない状況だ。
　では、対日輸出はというと、金額が前年同期比 9％

増、数量が同 1.9％減。やや回復して来ているようでは
ある。しかし、低価格品を求める傾向に変化はないよう
で、OEM の仲介している業者からは「セレクト系が求
めている価格は FOB30 ユーロ台。非常に厳しい」とい
う声が聞かれた。
　MICAM そのものハイライトは、ゾーニングを変更し、

イベントスペース “ ミカ
ム・スクエア ” にラグジュ
アリーブランドのブースを
登場させたことだ。顔触れ
は、フェンディ、フェラガ
モ、グッチ、プラダ、それ
にトッズ。実際のブティッ
クを思わせる豪華な設え
だったが、製品を一つも展
示していないブランドもあ
り、もちろん仕入れられる
訳ではない。これらのブラ
ンドの靴は、イタリアで製
造されており、靴産業とラ
グジュアリーブランドとの
親和性を表現するための企
画だったようだ。
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世界靴生産量は、年間約 230 億足

　このデータ集が発行されるようになったのは、2011
年からだが、その初版に掲載の 2010 年データから
2016 年の推移を追うと、右図のようになる。
　2010 年から順調に伸びて来たが、2015 年は、前年
を割った。それも 5.4％減と、微減とは言えない落ち込
みだ。世界経済の状況が、それほど低迷しているという
ことだろう。本データ集は、毎年 9 月に発行されるので、
まもなく 2017 年版が出るが、2016 年の数字はどうなっ
ているか、気になるところだ。

「World Footwear Yearbook 2016」で俯瞰する
世界の靴産業

　下の地図は、「Yearbook」から転載させてもらった生
産の大陸別シェアだが、何と 8 割をアジアで生産して
いる。
　国別のランキングは、下表の通りだ。
　第一位は、ダントツに中国。シェアは、60％近い。
また世界靴生産地図が示す通り、上位 10 ヵ国中 8 ヵ国
は、アジアの国。残るのは、ブラジルとメキシコ。世界
の靴は、アジアと南アメリカで賄っている。

世界の靴の 8 割をアジアで生産、
国別では中国がダントツトップ

　 輸 出 ト ー タ ル に 占 め る 中 国 の シ ェ ア は、 何 と 約
70％！靴生産国順位で名を連ねた、他のアジア諸国の
追随を全く許していない。
　しかし、奇妙なことに気付く。3 位にベルギーがラン
クされていることだ。このデータ集のベルギーの項を見
ると、生産は「０」。ベルギーにも靴メーカーは存在す
るので、実数が 0 ということはないと思われるが、集
計単位の 100 万足以下。カウント不可能ということだ。
それに対して輸入は 3 億足以上。消費の 6500 万足を
優に超えている。
　要するに、再輸出が極めて多いということ。三国貿易
の中継点になっているのだ。
　4 位ドイツも意外だと思うが、ドイツの生産は 3300
万足、輸入 6 億 5000 万足、消費 4 億 4500 万足。こ
れらの数字から見ると、ドイツ靴企業は他国で生産し、
それを輸入し、さらに再輸出することで、輸出ビジネス
でも伸ばしているのだ。
　ベトナムは 2 位だが、シェアを高めており、2010 年
は全輸出に占めるシェアが 2.0％だったものが、2017
年には 4 倍に迫る 7.3％になっている。

輸出も中国がトップ。しかし…。

　 ポ ル ト ガ ル の 靴 及 び 関 連 業 者 団 体 APICCAPS（ ア ピ カ ッ プ ス ） が、「World 
Footwear Yearbook」という靴産業データ集を発行している。世界約 70 ヵ国の生産、
輸出、輸入、それに消費が足数で分かる他、世界の生産、輸出、輸入の動向を分析
している。
　その 2016 年版 ( 掲載データは 2015 年）で世界の靴産業の状況を俯瞰してみたい。

「World Footwear Yearbook 2016」」より転載

生産世界ランキング

世界靴輸出
に占める
ベトナムの
シェア推移
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　消費も、またしても中国がトップだ。今でこそ弱まっ
ているが、日本企業が中国小売市場にこぞって進出しよ
うとしたのは、この消費の大きさに理由があるのは言う
までもない。
　その理由は、人口だ。中国の 2016 年人口は、13 億
7500 万人で世界一。以下、インド 12 億 9300 万人、
米国 3 億 2200 万人と続いており、人口ベスト３と靴
消費ベスト３の顔触れは一致している。
　では、消費レベルはどうなのか。
　靴消費トップ10の一人当たり消費足数を算出すると、
下表の順位になる。
　中国は、第 8 位で、2.76 足。2012 年頃は 2 足以下だっ
たので、上がって来てはいるが、筆者の感触だと一人当
たり消費足数 4 足が、市場成熟のガイドラインになり
そうなのだが、それにはまだ 1 足以上足らない。日本
企業が進出しても、なかなか成功を収められないのは、
この消費レベルに要因がありそうだ。
　またインドは、まだ 1.69 足であり、まだまだこれか
らの市場だと言える。

靴消費ベスト３は、中国、米国、インド

　HS コード（関税番号）で集計した素材別の輸出動向
も分析している。
　それによると、革製履物（HS コード＝ 6403）のシェ
アは、2005 年は金額約 60％、同足数約 30％だったも
のが、2015 年には、それぞれ 42％、15％に下落。そ
れに対してテキスタイル製履物（同 6404）は、2005
年が金額、足数ともに 10％台前半だったが、2015 年
にはそれぞれ 30％に迫るまでにシェアを伸ばしている。
　靴・履物は、革からテキスタイルの流れにあるのは、
確実なようだ。

輸出素材別シェア、この 10 年間で革が半減、
テキスタイルが倍増

　日本の状況は、見出しに記した通り。消費と輸入は、
経済大国の面目躍如だが、輸出相当な下位だ。足数で
言うと、200 万足。生産は、世界ランキング 19 位・
7700 万足となっており、生産に占める輸出のシェアは、
2.5％。非常にわずかだ。
　参考に主要先進国の生産と輸出を記す。
　米　　国　生産 2900 万足　輸出 8300 万足
　ド イ ツ　生産 3300 万足　輸出 2 億 3800 万足
　イギリス　生産 600 万足　輸出 1 億 9500 万足
　フランス　生産 2300 万足　輸出 1 億 1000 万足
　日本の靴産業構造は、先進国の中でも異質。日本が何
をしなければならないか、自明だ。

日本の世界ランキングは、消費 6 位、輸入 4 位、
輸出は 73 位

「World Footwear Yearbook 2016」」より転載

「World Footwear Yearbook 2016」」より転載

消費世界ランキング

消費トップ 10 の 1 人当たり消費足数ランキング

輸出世界ランキング
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　フィレンツェでビスポーク靴工房「il micio」を営む
深谷秀隆が、東京・原宿のジャイル内のギャラリー「EYE 
OF GYRE」で、「靴の彫刻ー伝統工芸の町の仲間と」と
題したアート作品展を行った。
　深谷は、ビスポーク店「il micio」開店 10 周年となる
2015 年 1 月、フィレンツェのマリーノ・マリーニ美術
館で、作品展を開いたが、今回は、その時に制作した靴
作品と富山の工芸家とのコラボレーション展だ。

フィレンツェ「il micio」の深谷秀隆が
東京・表参道でアート展

「靴の彫刻」−伝統工芸の町の仲間と

　靴作品は、人間が持つ様々な感情や性格、また行動を
靴という造形を借りて表現したもの。例えば、ギャラリー
の隅に人目に触れないように蹲る靴が表すのは「羞恥」

（イタリア語タイトル＝ FIGURA SEDUTA）、木型とおぼ
しき物体が履き口から盛り上がり、もがきの果てに伸び
てしまったかのようなトウの靴は引き伸ばさ「叫び、わ
めき、葛藤」（IL GRIDO）等々。
　これらと工芸作品が競演するが、陶器は、深谷自身に
よる作品だ。フィレンツェと日本を行き来しつつ 8 ヵ
月間、富山の陶芸家・釋永陽氏の下に通い、教えを受け、
手を借り創り上げた。「陶芸家への転向を考えるほど」
という力の入れようだ。
　靴とのコラボレーションが最も成功しているのは、

「才能」をキュービズムで表現した靴（UNA FORMA 
UN'IDEA）と花器（タイトル＝ GETTO GETO）。ソール
に至るま幾つもの面で立体化された靴の意味が、同じ手
法で用いた花器によって増幅され伝わって来る。さらに
同テーマのガラス工芸作品も添えられている。
　7 月 4 〜 31 日まで開催されたが、今後も様々な趣向
を加え、世界の主要都市で巡回展をしたいとの意向だ。

マラソン足袋開発で蘇る足袋屋のサクセス物語
『陸王」池井戸 潤著

　1 年も前の出版だが、TBS テ
レビ「日曜劇場」で 10 月から
放映ということなので、池井戸
潤著「陸王」を紹介する。
　 埼 玉 県 行 田 市 の 足 袋 メ ー
カー、こはぜ屋が、マラソン足
袋「陸王」の開発・製品化し、
伝統産業を蘇らせるとい成功物
語だ。
　物語の舞台が、行田市という

“ それ、どこ？ ” という土地なのには、理由がある。行
田市は、かつては「年産 8400 万足、日本で生産される
足袋の 8 割ほどを生産していたこともある」（本書より）
ところなのだ。
　マラソン足袋は、本書オリジナルではなく、日本のス
ポーツシューズの原点のような存在だ。日本マラソンの

父とも称される金栗四三（かなぐり・しそう）が、走る
ために改良した足袋を履いてストックホルム五輪（1912
年）に出場。その後も日本五輪選手が着用し、戦績を残
している。
　しかしこの物語が大きく違うのは、ソールに新素材を
採用することだ。しかも、その原料は、かつて日本の輸
出産業を牽引した絹の原料の繭。斜陽の伝統を同じよう
な境遇の伝統が蘇らせるのだ。加えて走れる履物にする
ためにシューフィッターが登場するし、池井戸お得意の
銀行も活躍（暗躍？）する。
　靴との親和性が高いのが、靴関係者には何よりだ。足
袋の爪先を縫う「つま縫いミシン」は、ドイツで開発さ
れた靴用八方ミシンを改良したものだという記述も出て
来る。
　付け加えとおくと、主人公「こはぜ屋」の「こはぜ」とは、
足袋の合わせ目を留める爪形の金属製部品。三枚こはぜ
といったものがあるが、靴で言えば、3 ホール。こはぜ
の枚数を意味し、数が多いほど丈が長い。
　集英社刊・四六版・588 ページ・定価 1700 円＋税　　

UNA FORMA UN'IDEA（一番奥）と花器。手前にガラス工芸作品。

IL GRIDO


