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特集／間違いだらけの健康常識

第１特集

間違い だらけの
健康常 識
健康寿命の延伸は永遠のテーマ。人生100年時代を
できるだけ健康に生きたいと誰もが願っているだろ
う。だが、世の中には、根拠があやふやな健康食品
や情報が氾濫している。あなたが今、正しいと信じ
ている常識はほとんど間違っているかもしれない。

本誌：中山一貴、許斐健太、秦 卓弥

デザイン：熊谷直美 進行管理：三隅多香子
物撮り：今井康一
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ＡＩ時代を勝ち抜くための教養

アート

知覚と思考をフル活用

で人間には新しい価値を生み出す

はますます加速する︒ＡＩ化の中

とで︑数値分析や効率化への傾斜

じっくり見て︑そこから得た情報

能力を意識的に使うこと︒作品を

る︑考える︑話す︑聞く﹂の四つの

鑑 賞 で す︒キ ー コ ン セ プ ト は﹁見

品を鑑賞することが対話型

ではありません︒観察力や論理的

る力に結び付くのです︒それだけ

いては課題を発見する力や解決す

法を身に付けるのが目的です︒ひ

みにとらわれない新しい発想の方

これによって自分の思考の枠組

いう意見が生まれます︒

ためのスキルが求められており︑

を基に論理的に考えをまとめます︒

な思考力なども鍛えられます︒

と対話をしながらアート作

対話型鑑賞を学んで
新しい発想を生み出す

基本編

ビジネスに効く

効率が重視されている︒ところが
﹁マーケティングなどで数字を突
き詰めていくと︑各社とも同じ戦
略になりがちで︑同質化競争に陥
ってしまう︒すると︑規模の大き
い企業が勝つか︑価格競争となっ
てしまう﹂と佐藤可士和氏︵詳細
は ㌻︶は指摘する︒
さらに今後︑ＡＩ︵人工知能︶

人の感性に訴えるアートは絶好の

それを言葉にして話し︑ほかの人

人

教材なのだ︒

が作品をどう解釈したのかを聞き
ます︒

で勝ち抜くための力を︑ど

化が激しく熾烈な競争社会

超入門
変
う身に付けるか︒世界のエリート
たちが注目するのがアートだ︒
いま米国ではビジネスパーソン
がこぞって美術館のギャラリート
ーク︵作品を鑑賞しながら話をす
るイベント︶に集まっている︒英
国のロイヤル・カレッジ・オブ・
アートをはじめとした名門美術大
学では︑グローバル企業向けにア
ートを用いた研修が積極的に行わ
れている︒
日本でも︑デザイナーやクリエ
ーターを経営のアドバイザーとし
て起用するケースは少なくない︒
ユニクロやセブン ︱イレブン・ジ
ャパンなどのブランディングを手
掛ける佐藤可士和氏や無印良品を
展開する良品計画のアドバイザリ
ーボードメンバーを務める深澤直
人氏などが好例だ︒
アートに注目が集まる背景には︑
経営の差別化戦略がある︒
昨今のビジネスでは数値分析や

いるなら︑大きな間違いだ︒アー

トに興味ないから無駄﹂と思って

﹁自分は感性に乏しいし︑アー

聞いてＢという見方があることを

Ａと考えていたが︑相手の意見を

方が異なる点にあります︒自分は

モノを見ているのに人によって見

絵を見て︑どんなものが描かれて

してください︒もう一人は左上の

二人一組になり︑一人は目隠しを

では実際にやってみましょう︒

てもらいました︒

隠しをした部下に上司から説明し

対話型鑑賞が面白いのは︑同じ

トを深く学ぶことで︑観察力や論

ノと実際の絵が合っているの

てもらって︑イメージしたモ

明が終わったら目隠しを外し

も︑漠然としているからです︒当

す︒ヨーロッパのいすと言われて

ろが目隠しをした部下は戸惑いま

パのいす﹂と説明しました︒とこ

学習︶で実施したものです︒

ョップ︵参加体験型グループ

これはある企業のワークシ

﹁ヨーロッパのいすといったら

こう返しました︒

と質問するのですが︑その上司は

は具体的にどういうものですか﹂

然︑部下は﹁ヨーロッパのいすと

上司と部下がペアを組み︑目

い合います︒

かを確認し︑さらに意見を言

ある上司は絵を見て﹁ヨーロッ

いるのかを口頭で説明します︒説

説してもらった︒アートの世界に

である﹁対話型鑑賞﹂について解

アートを実践的に学ぶ手法の一つ

伊達隆洋准教授と岡崎大輔講師に︑

で定評のある京都造形芸術大学の

次のパートでは︑企業向け研修

ない能力が鍛えられる︒

力などビジネスパーソンに欠かせ

知る︒さらに対話することでＣと

主観的な解釈を
客観的な根拠で伝える

感性が乏しくても
アートは学べる

がビジネスに本格的に入り込むこ

Blend Images/Getty Images

対話型鑑賞で論理的思
考力やコミュニケーシ
ョン力が身に付く
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岡崎大輔

伊達隆洋

本誌：富田頌子

AI時代に求められるの
は数値分析や効率とは違
う価値を生み出す力だ。
アートでそれを養おう。
理的思考力︑コミュニケーション

イラスト：新藤真実

京都造形芸術大学
芸術学部
アートプロデュース学科
准教授・学科長

京都造形芸術大学
アート・
コミュニケーション
研究センター
専任講師
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足を踏み入れてみよう︒

その絵を見ていない相手にどう説明
しますか？
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ビジネスに効くアート超入門

年前︑会社を創業した

ときには︑時価総額1兆

20

こうなった以上は5兆︑ 兆︑そ
2017年 月末︑ファッショ

れ以上を目指していく﹂
││︒

10

同社にとって上場 年目に当た

慨深げにこう切り出した︒

澤友作社長はマイクを握ると︑感

トトゥデイの中間決算説明会︒前

︵ゾゾタウン︶
﹂を運営するスター

ンＥＣサイト﹁ＺＯＺＯＴＯＷＮ

10

る 年は︑大きな節目の年となっ

10

月には︑ＰＢ︵プライベートブ

た︒8月に時価総額1兆円を突破︒

17

2120億円︵ 年度︶と5年前

ド数が6000超︒商品取扱高は

を続けた同社は︑今や出店ブラン

売れない﹂との常識を覆し︑成長

﹁試着ができないネットで服は

ゾゾは物流網を拡張
巨人アマゾンも参戦

みは︑世間をあっと驚かせた︒

で配る﹂という前代未聞の取り組

の寸法を一瞬で測るスーツを無料

を無料配布すると発表した︒
﹁体

Ｏ Ｚ Ｏ Ｓ Ｕ Ｉ Ｔ︵ゾ ゾ ス ー ツ︶
﹂

が瞬時にできるボディスーツ﹁Ｚ

ランド︶商品発売に先立ち︑採寸

11
と比べ2・6倍に拡大︒ 年度も

16

巨人アマゾンも参戦
既存勢力に危機感

機能を持たせる可能性が高い︒

から発送するが︑新倉庫にも出荷

すべて千葉県習志野市の物流拠点

少子化などを背景に国内のアパ

最高益を更新する見込みだ︒

17

楽天︒ただ︑流行に応じたファッ

いえば︑国内1位とみられるのが

︵図上︶
︒同市場における取扱高で

ァッションＥＣ市場は伸びが続く

レル市場は漸減傾向にあるが︑フ

っている︒同社の栁澤孝旨副社長

感ではない﹂と自社サイトでうた

ープを﹁特段留意するような規模

ートトゥデイはこれら2番手グル

型ＥＣはあまた存在するが︑スタ

得のため出店を続ける︒

の獲得とサイト運営のノウハウ習

利益はわずか﹂と嘆くが︑新規客

ル幹部は﹁販促クーポンも出せば

こをつかまれた状態︒あるアパレ

年春に東京・品川シーサイドに世

ッション強化に本腰を入れる︒

Ｃの巨人アマゾンジャパンもファ

年秋までに︑茨城県つくば市で

の大幅な拡張に乗り出している︒

スタートトゥデイは今︑物流網

ージが強かったアマゾンだが︑高

表︵左写真︶
︒本 や 日 用 品 の イ メ

撮影スタジオをオープンすると発

界最大規模のファッション専用の

18

げ間もない時期から出店する有力

テッドアローズは︑ゾゾの立ち上

セレクトショップ大手・ユナイ

ランドから売上高に応じて得る販

収益柱は︑ゾゾに出店する各ブ

は強いて言えば百貨店﹂と語った︒

定︒現在ゾゾで販売された商品は

新物流倉庫を稼働させることを決

きる体制を確立するなど︑ファッ

精細な画像や動画を大量に撮影で

6

（出所）
経済産業省「電子商取引に関する市場調査」

30

程度だ︒出店時期などにより異な

マガシーク

その他
アイルミネ

（出所）
ユナイテッドアロー
ズ決算資料

ＥＣ売上高を見ると︑約6割をゾ

0.5

るが︑年々引き上げているとみら

─ユナイテッドアローズのEC 売上高内訳─

ゾが占める︵図下︶
︒

8

れ︑アパレル各社はゾゾに首根っ

年度

追する︒
こうした中︑危機感を
隠さないのが︑実店舗中
心の既存勢力だ︒ここに
来て彼らのＥＣ戦略に︑
急な動きが出ている︒
﹁リ ア ル 施 設 を 利 用 す
るお客様の行動やニーズ
は変化している︒リアル
年

とネットの価値を高め合
う Ｅ Ｃ を 目 指 す﹂
︒

月︑三井不動産はファ

17
ンドモール事業室長は会

設立︒同社の森政治・ア

ｌ︵ア ン ド モ ー ル︶
﹂を

ッションＥＣ﹁＆ｍａｌ

11

ゾゾ
タウン

2016

自社
サイト
楽天
ブランド
アベニュー

10

ション市場でもゾゾを急

売手数料︒手数料比率は平均 ％

年の本誌インタビューで︑
﹁競合

17

ブランドの一つ︒同社の 年度の

19

強さが目立っている︒

兼ＣＦＯ︵最高財務責任者︶は

ゾゾの牙城に食い込もうと︑Ｅ

1/13号̲3特̲ゾゾ
P02

器に勢いを増すファッションEC。実店舗中心のショッピングモールや百貨店に活路はあるのか。

安さや品ぞろえを武

円に行くなんて思いもしなかった︒

「約

ZO ZO・アマゾンが攻勢
瀬戸 際に立つアパレル店舗

ション性の高い衣服では︑ゾゾの

ゾゾタウンが巻き起こしたファ ッション
EC旋風。スマホ上での簡易な買い物が、ら
らぽーとなどのリアル店舗を脅かしている

3年間で3割増 ─ファッションEC市場規模─

Amazon
アマゾンファッションの
サイト
（右）
と、品川に開
設する世界最大級の撮影
スタジオ（下）
。年間 100
万点超の商品画像や動画
を撮り、制作する
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1.0

ゾゾ以外にもファッション特化

ネット売り上げはゾゾタウンが圧倒的

16
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2.0

衣類・服装雑貨などの
EC市場規模（左目盛）
1.5

EC化率（右目盛）（%）
（兆円）
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瀬戸際に立つアパレル店舗

