
1. まず、ファッションに興味を持ったのは
なぜですか？ あなたのバックグラウンドは、
マネジメント・コンサルティングですよね。
————

僕の成長期における、教育や仕事の経験の
ほとんどは、ビジネス系だったんだけど、い
つも、ファッションとクリエイティビティに
は興味があったんだ。放課後は、たくさんの
時間を舞台芸術の勉強に費やしていたしね。
だから、いつもクリエイティブな人たちに囲
まれていたし、作品作りのクリエイティブな
プロセスも大好きだったんだ。もちろん、い
までもね。

でも、キャリアの進路を決める時期がきて、
僕が情熱を注げるもうひとつの分野である、
ビジネスを選んだんだ。カナダのモントリ
オールにある、マギル大学で商学を学んで、
それから、アメリカのボストンにあるハー
バード・ビジネス・スクールで、MBAを取っ
たんだ。そして自然と、僕のキャリアはビジ
ネス中心になっていって、ロンドンのマッキ
ンゼー・アンド・カンパニーで、マネジメン
ト・コンサルティングの仕事を、何年もする
ことになったんだ。

でも、それから10年が経って、よりクリエ
イティブで事業家的なことがしたいと感じ
始めたんだ。それから、ファッション業界
の人と会ったりして、可能性を模索したん
だ。そしてついに、クリエイティブ系の人
たちとビジネス系の人たちとの間のスペー
スに、チャンスがあるって気づいたんだ。
そして、国際的なブランドの経営戦略にア
ドバイスをすることを始めたのさ。ビジネ
スの、クリエイティブな側面にできるギャッ
プを埋めながらね。

2. なぜ、そして、どのようにしてBoFを
立ち上げたのですか？
————

ファッション業界における仕事の可能性を模
索し始めたときが、2006年あたりだったん

だけど、同時期にファッション・ブログを読
み始めたんだ。そのときは、消費者向けのコ
ンテンツはたくさんある一方で、ファッショ
ンのビジネスのことに焦点をあてて書いてい
る人は誰もいなかった。僕は、すごいことを
しているファッション・ビジネス業界のすば
らしいプロたちと毎日会っていたんだけど、
誰も彼らのことは書いていなかった。これは
誰かがやらないとと思ったんだ。

BoFが進むにつれ、僕たちの立ち位置が、伝
統的なメディアと新しいメディアの間にある
ことがわかってきた。伝統的な新聞みたい
に、僕たちは精密な分析や、オリジナルな内
容、事実確認のチェックも厳しくやってきて
いる。でもBoFは、ブログのシンプルさを持っ
ていて、そこで定期的かつ無理のない程度に
コンテンツを流しながら、僕らが本当に考え
ていることをいうために主張の強い記事を書
いているんだ。

3. BoFが始まってからまだたったの3年
ですが、いまでは、世界中のファッション業界
の人たちの間で、とても重要なブログとされて
います。成功の理由はなんだと思いますか？
————

僕ほど、この成功に驚いている人はいない
と思うよ。最初に始めたときは、ちゃんとし
た戦略やプランといったものは、まったくな
かったんだ。ファッション・ビジネスのトピッ
クを書きたいという衝動から、書き始めただ
けだからね。最初は、自分自身の考えやアイ
デアを融合させるためのものだった。業界の、
影響力のある人たちが読んでくれていること
は、とても誇りに思う。また同時に、僕たち
のエディトリアル・チームにも、そのことは
プレッシャーになって、ハイレベルのクオリ
ティーを保ち続けないといけなくなるんだ。
読者からもそれを求められていると思う。

読者の人たちにいわれるんだけど、ファッ
ション業界でなにが起きているかを毎日知る
ことができて、信用できるところがひとつ欲

しいみたいなんだ。だからBoFでは、僕ら
の記事以外に、デイリーダイジェストとして、
世界中のファッション・ビジネスのニュース
を、厳選して発表しているんだ。そのため、
ほかのどのサイトにも行く必要がないってい
われるよ。

4. ウェブマガジンやブログを成功させる
秘訣はありますか？
————

お金のためではなくて、情熱を持ってやるこ
と。そして、自分独自の主張をすること。

5. 定期的に読む、ウェブマガジンや
ブログはありますか？
————

ありすぎてここではいえないよ!  僕は、どん
欲にいろいろと読むからね。特にインター
ネットでは。

6. 1番好きな雑誌や新聞を教えてください。
また、その理由もお願いします。
————

『The Economist』『The New York Times』
『International Herald Tribune』は大好きで、
ニュースやビジネスの分析のために読むよ。

テクノロジーや新しいメディアの情報を得る
ために『Wired』も読んでいるよ。テクノロ
ジーのコミュニティーが、なんに盛り上がっ
ているのかわかるし、それがファッションに、
どう応用できるかを考えさせられるんだ。

インテリジェントなファッション記事を読
むときは『Fantastic Man』や『Another 
Man』を読むね。すばらしい、ファッショ
ン・エディトリアルの場合は『Vogue Italia』

『Sang Bleu』『Encens』『LOVE』だね。

7. 紙媒体も、いつかは始めたいですか？
————

いまのところはその考えはないけど、未来は
わからないからね!

The Business of Fashion編集長 Imran Amedインタビュー
Interview & Text: Taka Cooper     URL: http://www.businessoffashion.com

Interview with IMRAN AMED

「The Business of Fashion（以後BoF）」は、2006年に始まって以来、世界中のファッション業界、特にファッション・ビジネスに
関わっている人たちの間で必読とされている、カルト的な人気を集めるブログ。ファッションとビジネスの橋渡し的な役割を担い、
高級ブランドのコンサルティングもこなす、BoFの設立者兼編集長であるImran Amed氏をインタビュー。
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3. It's been only 3 years since BoF started, but 

the site is now regarded as a highly important 

blog for those in the fashion industry worldwide. 

What do you think made it so hugely successful? 
----------

No one is more surprised by the success of 
BoF than me. When I first started, I had no 
real strategy or plan. I just started writing 
out of passion for the topic of the business 
of fashion. I wrote for myself, as a way of 
coalescing my thoughts and ideas. That so 
many influential people in the industry are 
reading it is a real honour, and forces our 
editorial team to be even more rigorous 
about maintaining a high level of quality in 
everything we do. This is something I think 
our readers expect from us.

Readers also tell me that they like having one 
trusted place to go everyday to find out about 
what is going on in the industry. In addition to 
our own articles, we curate the best fashion 
business news from around the world in the 
BoF Daily Digest. Our readers tell me they 
don’t have to look anywhere else.

4. Do you have any tips for creating & running 

a successful web magazine / blog? 
----------

Do it for passion, not money, and make sure 
to find our own, unique voice.

5. Are there any web magazines / blogs that 

you read regularly?  
----------

Too many to name! I am a voracious reader of 
media, especially on the Internet.

6. Please name your favorite magazines & 

newspapers. And why do you like them?   
----------

I love The Economist, The New York Times, 
and International Herald Tribune for news 
and business analysis. 

I read Wired to keep up to date on technology 
and new media. It helps me to stay informed 
about what the technology community is 
excited about and forces me to think about 
how this might apply to fashion. 

For intelligent fashion writing, I look to 
Fantastic Man and Another Magazine. And 
for inspiring fashion editorial, there is Vogue 
Italia, Sang Bleu, Encens and LOVE.

7. Would you like to start a print medium 

at some point?     
----------

Not for the time being, but you never know 
what the future holds!

8. You give lectures at Central St Martin's 

College of Art & Design, and you have been 

invited to sit on juries at international fashion 

competitions. Have you found any promising 

fashion talent that intrigue you so far?     
----------

There is no shortage of creative talent in 
fashion. I discover remarkable talent just 
about everywhere I go. What’s missing, 
more often than not, is the management and 
business people to work with these talented 
creatives.

9. Who are your fashion icons? 

And why do you admire them? 
----------

My motto is: “be your own icon.” 
That said, there are certainly people that I 
really respect for the combination of their 
business sense and their creative eye. 
Natalie Massenet has been a mentor almost 
since the beginning, when I first entered 
the fashion business. I love her irrelevant 
approach to things and the fact that she is 
wildly successful, but totally normal and 
down-to-earth. 
I also respect Jefferson Hack, Nick Knight 
and Robert Bensoussan for the contributions 
they have each made to the fashion business. 
Jefferson for being an all-around agent 
provocateur, Nick Knight for pushing 
fashion communication online, and Robert 
Bensoussan for being the kind of fashion 
business person who really has an intuitive 
understanding of product and the creative 
process, in addition to business savvy.

10. The recent global recession has been hitting 

the fashion industries worldwide since last year, 

and this situation does not seem to be improving 

in the near future. In Japan, some foreign 

luxury brands are already starting to pull out, 

although some fast fashion brands, such as 

H&M and Forever 21, seem to be doing really 

well here. Are there any possible solutions that 

could revitalize the fashion world?  
----------

The fashion industry needs to rethink its 
entire approach to engaging with consumers. 
For too long, the industry has cultivated 
an elitist, closed and exclusive aura for 
consumers to aspire to. But today, consumers 
want to be inspired, not to aspire. They want 
to see how beautiful luxury products are 
created, not just to see glossy magazine ads. 
They want to feel they are buying something 
with inherent value, that meets the needs of 
their own personal lifestyle. They want to be 
served with respect and learn about luxury. 
The fashion industry has a long way to go on 
all of this.

11. What are you working on now?  
----------

I have been working with a team in Paris on 
a new website for the luxury industry called 
Luxury Society, which brings together 
luxury professionals from across sectors and 
geographies into one virtual community, to 
exchange ideas, find business opportunities, 
and facilitate networking.

12. What's your future plan?   
----------

To continue to work on with people who 
inspire me on exciting projects at the cutting 
edge of the fashion business.

13. Lastly, if you could choose another 

completely different occupation, what would 

you like to do?   
----------

One day, I’d like to be a full-time teacher 
or professor. Teachers are often the most 
undervalued people in our society, even 
though they play such a critical role in 
shaping our collective future, one student at a 
time. I find working with young people to be 
extremely rewarding.

IMRAN AMED / 
THE BUSINESS OF FASHION

8. セントラル・セントマーチンでレクチャーを
したり、国際的なファッション・コンテストで
審査員をしたりしていますね。いままで、将来
有望なファッション・タレントを見つけたことは
ありますか？
————

ファッションでは、クリエイティブな人材が
尽きることはないんだ。どこに行っても、す
ばらしい人たちを発見できる。でもたいてい
の場合、彼らは、マネジメントやビジネス運
営をしてくれる人たちを欠いているんだ。

9. あなたのファッション・アイコンと、
それを尊敬する理由を教えてください。
————

僕のモットーは、「自分が自分自身のアイコ
ンになれ」なんだ。もちろん、ビジネスとク
リエイティブの両方のセンスを兼ね備えた、
本当に尊敬できる人たちはいるよ。Natalie 
Massenetは、僕がファッション・ビジネス
の世界に入った最初のころからの、良き助言
者で、僕は、彼女のものごとに対するまとは
ずれ的なアプローチと、彼女がとてつもなく
成功しているにもかかわらず、すごくまとも
で現実的なところが大好きなんだ。

あ と、Jefferson Hack と Nick Knight、
Robert Bensoussanも尊敬している。それぞ
れがファッション・ビジネスに貢献してい
るんだ。Jeffersonは、個を活かすことが得
意な経営者で、Nickは、オンラインにおけ
るファッション・コミュニケーションの分野
を開拓し、Robertはビジネスの実践的知識
が豊富で、プロダクトやクリエイティブ・プ
ロセスのことを直感的に理解できる、ファッ
ションのビジネスマンさ。

10. 去年から、世界規模の不況が
世界中のファッション業界を襲っています。
近い将来、改善する見込みもあまり
ありません。日本でも、海外のラグジュラリー・
ブランドがいくつかすでに撤退を始めて
いますが、逆に 「H&M」 や 「Forever 21」 と
いった、ファストファッションがとても売れて
います。ファッション業界を、再び活気づける
解決策はありますでしょうか？
————

ファッション業界は、消費者に対するアプ
ローチ全体を考え直さないといけない。長す
ぎる間、この業界はエリート主義的で、閉ざ
されたエクスクルーシブなオーラを、消費者

に対して作り出してきたんだ。でも今日の消
費者は、そのオーラを求めるのではなくてイ
ンスパイアされたい。ただ単に、ファッショ
ン誌の高級ブランドの広告を見るだけではな
く、美しいラグジュアリープロダクトが、ど
のように作り出されているのかを知りたいん
だ。各個人の私生活のスタイルのニーズに
応える、特有の価値を持ったなにかを買って
いるんだと感じたいんだ。敬意を表したサー
ビスを受けたいし、ラグジュアリーについて
学びたい。ファッション業界が乗り越えない
といけない道はまだまだ長いよ。

11. いまなんに取り組んでいますか？
————

「Luxury Society」という、ラグジュアリー
業界向けのウェブサイトを、パリにいるチー
ムと一緒に取り組んでいるんだ。ラグジュア
リー業界のプロフェッショナルたちを、セク
ターや地理の垣根を乗り越えた、ひとつの
バーチャルなコミュニティーに集めるのが目
的で、そこで参加者は、アイデアを交換した
り、ビジネスチャンスを見つけたり、ネット
ワークを広げたりできるんだ。

12. 今後の予定を教えてください。
————

ファッション・ビジネスの、カッティングエッ
ジなところでおもしろいプロジェクトをやっ
ていて、刺激をくれる人たちと仕事を続ける
ことだね。

13. いまとはまったく別の職業を選べると
したら、なんになりたいですか？
————

いつかフルタイムの先生か教授になりたいん
だ。先生というのは、僕らの社会でしばし
ば、もっとも過小評価される人たちなんだけ
ど、僕らの集合的な未来や生徒ひとりひとり
の未来を形成するのに、非常に重要な役割を
持っているんだよね。僕自身、若い人たちと
仕事をすることは、とてもやりがいがあると
思っているんだ。

1. What got you into fashion? 

You are from a background in management 

consultancy.  
----------

Most of my formative education and work 
experience is in business, but I have always 
had an eye for fashion and creativity in 
general. Growing up, I spent much of my time 
after school studying the performing arts, 
so I had always been around other creative 
people and love the creative process.

But when it came time to choose a path 
for my career, I decided to study business, 
another personal passion of mine. I pursued 
a B.Com at McGill University in Montreal, 
Canada and then an MBA at Harvard 
Business School in Boston, USA. Naturally, 
my work experience was also very focused 
on business, and I spent many years in 
management consulting at McKinsey & 
Company in London, UK.

However, after ten years on this path, I 
started feeling the need for more creativity 
and entrepreneurship in my work. I met with 
people in the fashion industry, to figure out 
how I might add value. Eventually, I realised 
that there was an opportunity for me to sit 
somewhere in between the creative and 
the business people, and started advising 
international fashion brands on their 
strategies and business development, while 
always bridging the gap with the creative 
sides of the business.

2. Why and how did you launch 

The Business of Fashion (BoF)?
----------

In 2006, around the same time that I started 
exploring opportunities in fashion, I also 
began to read fashion blogs. I noticed that 
while there was a lot of content focused on 
consumers, nobody was really focusing on 
the business side. Everyday, I would meet 
inspiring professional people from all parts 
of the fashion business who were doing 
amazing things, but no one was telling their 
stories. I felt that this side of the industry 
also needed to be discussed.

As BoF has developed, we have found that we 
sit somewhere between the traditional media 
and new media. Like traditional newspapers, 
we pride ourselves on being rigorous in 
our analysis, original in our thinking and 
disciplined about fact checking. However, 
BoF is designed to have the simplicity of a 
blog, with a regular but manageable flow 
of content, and opinionated writing, saying 
what we really think.
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