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1   当課では、昨年7月に公表した「取組方針」で示した消費者本位、Connected Industries等の視点の下で、
創意工夫をもって前向きかつ意欲的に取り組む事業者をしっかり支援する。

2   生活製品における IoT等の活用の可能性や方向性等について、スマートテキスタイルやファッションテッ
クを中心に、研究会を実施している。

3   繊維産業は世界的には成長産業であり、拡大する海外需要を積極的に開拓していくことが重要であり、
JETRO やクールジャパン施策等と連携して支援する。

4   産地発のサプライチェーンの再構築が重要であり、産地内の事業再編や産地間・異業種間の連携等を支援
する。また、商慣行における価格の信頼性の向上に係る業界の取組に期待する。

要 点

特別レポート

1．はじめに
昨今の国内の繊維産業を取り巻く状況を顧み

ると、生産の海外移転等により、国内の繊維事

業所数・製造品出荷額とも 1991年比で約4分
の 1 に減少している。

国内アパレルの市場規模についても、バブル
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出所：（国内供給量）経済産業省「生産動態統計」、財務省「貿易統計」
（国内市場）矢野経済研究所「繊維白書」

図表1　国内アパレル供給量・市場規模の推移
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期の 15兆円から近年は 10兆円程度に減少する
一方、供給量は 20億点から 40億点程度へとほ
ぼ倍増し、購入単価および輸入単価は、1991年
比で 6割前後の水準に下落している。こうした
中、輸入浸透率は増加の一途をたどり、足下で
は 97％に上っている。

他方、世界的には繊維産業は成長産業である。
長年の厳しい国際競争の中で生き残った素材
メーカー等は相応に強いものづくりの地力を有
し、我が国は糸やテキスタイルの主要輸出国の
ひとつとなっている。海外の展示会に多数の国
内生地メーカーが出展し、受賞等もしているこ
とから、日本のテキスタイルは世界でも高く評
価されているものといえる。ただし、テキスタ
イルは一定程度の国際競争力を持つものの、衣
料品の輸出は先進国の中でも極めて少ない。

国産のテキスタイルがこうした競争力の高さ
を持つ背景には、我が国繊維産業が古い織機等
を使って創意工夫した独創的なテキスタイルを
開発しているということの他、汎用繊維に特殊
な機能を付与した高機能繊維や繊維自体に高強
度、耐熱性等の特性を持たせた高性能繊維を製
造する技術に関して世界をリードしていること
があげられる。

インターネットが普及した現在、分野に限ら

ず商品の小売における EC市場が右肩上がりの
伸びを見せているが、衣料品の販売形態も例外
ではなく、従来の百貨店、量販店、専門店から
EC に販売チャネルが移行している。衣類・服
飾雑貨等の EC市場は、2016年には 1.5兆円（前
年比10.5％増）、EC化率は 10％を超え、今後
も EC市場の拡大が見込まれる。また、単なる
売買に限らず、リユース、レンタル、クラウド
ファンディングなど消費者のニーズに応じる
サービスも続々と登場し消費者への販売形態に
革命が起こっている。

このような環境の中、昨年7月、生活製品課
は発足1年を機に、繊維行政を含め当課の行政
を行う上での取組・考え方を整理した「取組方
針」をとりまとめた。この取組方針では、「生
活をよくする製品（生活の質の向上）」「消費者
本位でのものづくり」「適正な価格」「Connected 
Industries（ソリューション志向）」の 4 つの視
点を掲げた。

これは、繊維産業を含む生活製品産業は、人々
の生活の質の向上に貢献できるという社会的意
義を認識し、消費者本位の良質な商品・サービ
スをその価値に見合う適正な価格で提供するこ
と、IoT等の新たな技術を活用しつつ、作り手
と消費者、産地間や異業種間等の様々なつなが
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出所：（国内供給量）経済産業省「生産動態統計」、財務省「貿易統計」
（国内市場）矢野経済研究所「繊維白書」

図表2　国内市場における衣類の輸入浸透率
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出所：経済産業省「電子商取引に関する市場調査」

図表3　衣類・服飾雑貨等の EC市場規模及び EC化率 
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りをもって、ソリューション志向のものづくり
を進めることが重要である ､ との考えに基づく
ものである。

当課としては、この方針の下で、繊維業界の
皆様方と双方向の対話・議論を進めながら当課
の取組を進めていくこととしている。また、こ
れら 4 つの視点の下、創意工夫を持って前向き
かつ意欲的に取り組む事業者の皆様方をしっか
り支援していきたいと考えている。

2．取組内容
（1）Connected Industries

経済産業省では、第四次産業革命の動きを
Society 5.0 の実現につなげるため、機械、デー
タ、技術、人、組織など様々なものがつながり
により新たな付加価値を創出する「Connected 
Industries」のコンセプトの下、社会課題解決
と産業競争力を強化する取組を進めている。

このコンセプトは一部の先端的な技術分野に
限られたものでなく、消費者のライフスタイル
が多様化する中、様々な業種と従来の枠を超え
てつながることで、消費者のニーズに即した新
たな商品・価値を提供していくということであ

り、繊維産業においても新たな価値創造が期待
される。

例えば、導電性繊維製造企業によるウェアラ
ブル端末やクラウド型アプリを一体とした見守
りサービスの提供や、複数企業の製造工程のシ
ステム連携によるアパレル製品のマスカスタマ
イズ生産プラットフォーム事業等の事例が出て
きており、既存の繊維業界の事業領域からでも
新しいデータのつながりに目を向けることで、
新しい付加価値創造、技術革新、生産性向上な
どの実現が可能になってきている。

これらの動きに向けて中堅・中小製造企業へ
の支援施策も積極的に行っている。例えば、ま
ず何をすればいいのか分からない場合は『ス
マートものづくり応援隊』に相談できる体制を
整えている。これは、中小企業に IoT・ロボッ
トなどに関する専門人材を派遣し、その中小企
業の課題に応じた改善策や技術についてアドバ
イスを受けられる、というものである。

また、手軽に低コストで使えるツールを知り
たい場合には『スマートものづくり応援ツール』
を活用していただきたい。これは、より簡単に、
より低コストで使える業務アプリケーションや

図表4　生活製品課の取組方針のポイント

出所：経済産業省生活製品課
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センサーモジュール等のツールについて、収集・
審査の上公表しているものである。

さらに、IoT等を活用した新しいビジネスモ
デルの実証事業として、『スマート工場実証事
業』を実施している。この事業では、様々な機械・

設備のデータを共有し、更にこうした現場情報
を用いたデータ活用システムを開発することを
目的としたプロジェクトを対象としており、繊
維業界でも、クラウドシステムにより工場やデ
ザイナー等をつなぎ、多品種小ロット時代に適

出所：経済産業省

図表5　Connected Industries の考え方 ～我が国産業が目指す姿（コンセプト）～ 

出所：経済産業省生活製品課

図表6　「生活製品IoT研究会」の概要
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合したクラウド型生産の実現を図る企業が採択
されている。

当課ではこうした動きを受けて、「生活製品
における IoT等の活用の可能性に関する調査事
業」を行っている。本事業では、繊維に限らず
生活製品産業における AI やビッグデータを活
用した消費者ニーズの把握や、生活製品分野に
おける IoT等のデジタルツールの活用事例の収
集等の他、繊維関連企業にも参加いただき、「生
活製品における IoT等のデジタルツールの活用
による生活の質の向上に関する研究会」（「生活
製品IoT研究会」）を開催している。

この研究会では、IoT等の活用による生活の
質を向上させるために生活製品産業が取り組む
べき方向性を検討することを目的としており、
スマートテキスタイルやファッションテックを
中心に、今年度中に報告書をとりまとめ、当省
HP に公表する予定である。

（2）スマートテキスタイル
スマートテキスタイルの開発は、小型セン

サーやバッテリー等の電子部品をテキスタイル
に装着する方法から始まり、現在では繊維やテ
キスタイルそのものに導電性を持たせる、ある
いは、テキスタイルに導電性素材を回路のよう
に配置する方法が取られるようになり、心拍等
生体データや行動データ、更には人の動きを捉
えたモーションデータ等の多様なデータの取得
に向けた開発が進んでいる。また、ここ数年で
こうしたスマートテキスタイルの開発が実証段
階にシフトしてきている。

例えば、フランスでは、医療現場においてテ
キスタイルに組み込まれたセンサーから患者情
報を収集し診断に活用する試みがなされている。
また、我が国においても、スマートテキスタイ
ルを用いたスポーツ選手のモーション解析や医
療・介護現場での見守り、更には建設、運輸、
農業や製造現場での作業管理等の実証が進めら

れている。
このようなスマートテキスタイルの実用化に向

けては、情報・エレクトロニクス・スポーツ・医
療・介護・建設等の異業種との連携が必要である。
異業種連携、すなわち従来の枠を超えて様々な
業種・産業と「つながる」ことは、新たなサプ
ライチェーンの構築と、それに伴いリアルタイム
で消費者のニーズを吸い上げ、製品開発に反映
させるといった消費者本位でのものづくりが可
能となることや、これまで BtoB専業だった事業
者が、エンドユーザーに直接訴求する BtoCビジ
ネスを展開していく可能性も広がる。

今後は、ウェアラブル技術におけるスマート
テキスタイルの優位性を活用・発揮できる需要
開拓が求められると考えており、関係各社の積
極的な取組に期待している。

当課としても、先述の生活製品IoT研究会に
おいてスマートテキスタイルをテーマのひとつ
として取り上げ、今後、取り組むべき方向性に
ついて検討する予定である他、スマートテキス
タイル分野における海外との連携協力として、
今年5月に日仏間において、スマートテキスタ
イルを両国の戦略的協力分野として位置付けた
日仏繊維協力文書を改訂・更新し、産学官での
共同研究開発を進めていくこととしている。

また、ウェアラブル技術に関する国際標準化
の動きも出てきており、国内関係者が一丸と
なって我が国の優位性を確保すべく戦略的な提
案を図っていくと聞いていることから、こうし
た動きを後押ししていきたいと考えている。

（3） 通商関係、二国間協力　
2017年夏に大枠合意、12月に交渉妥結に至っ

た日EU・EPA では、協定発効後、繊維・繊維
製品の関税が相互即時撤廃となる。また、繊維
の原産地規則においては日EU の産業界間で
ルールづくりを先行し、政府間交渉を後押しし
たことは今後のグッドプラクティスといえる。
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また、「環太平洋パートナーシップ協定（TPP
協定）」は、2016年2月の署名の後米国が離脱
を表明したことにより、残る 11カ国での発効
を目指し、2017年11月、TPP11「包括的及び
先 進 的 な 環 太 平 洋 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 協 定

（CPTPP）」が大筋合意された。
日EU・EPA と CPTPP は、欧州並びにアジ

ア太平洋地域における繊維産業の輸出競争力を
向上させ、サプライチェーンを強化するもので
あり、これらにより世界で自由貿易の潮流が強
まることが期待される。

東アジア地域包括的経済連携（RCEP）等そ
の他の連携協定交渉に関しても、自由で公正な
高いレベルの通商ルールの構築を実現するべ
く、業界のご意見も踏まえつつ対応してまいり
たい。

繊維分野における二国間協力では、政策対話
や協力覚書に基づき、ベトナム、タイ、ミャン
マー等ASEAN諸国に分野別専門家を派遣し、
各種研修事業を実施。現地の人材育成や事業高
度化、共同製品開発に向けた取組を行っている。

また、先進国との連携では、フランスとの間
で、日仏間繊維協力文書に基づき、スマートテ
キスタイル分野における共同研究開発事業の実
施等に向けた二国間での検討を開始したことは
先述のとおりである。

今後も、あらゆる機会を活用し、日本の繊維
企業が更なる高付加価値化により、引き続き競
争力を強化し、内外の需要開拓・市場拡大を図
れるよう支援していきたい。

（4）標準化
日本の技術力を生かした高機能繊維は、その

遮熱、防臭、吸水、速乾といった機能により、
インテリアやスポーツウェアなどの特殊用途
や、医療・介護施設や建設現場などの過酷な環
境下の作業着の素材として利用されている他、
近年は、生体情報を計測することで現場作業員

や高齢者の見守りなどを可能とする衣料の開発
も進んでいる。

しかし同時に、新たな素材であることから統
一的な評価基準がなく、製品間で的確な性能比
較が困難であることから、安価な外国製品に対
する日本製品の優位性が発揮できないケース
や、使用者に対して正しい情報が提供されてい
ないケースがある。

このため、高機能繊維を用いた新素材や商品
の開発に当たっては、試験・評価手法に関する
標準化を推し進め、その利用促進を図ることが
重要であるという観点から、引き続き標準化に
係る民間団体・企業の取組を支援していきたい。

また、IEC（国際電気標準会議）で、2017年
2月に TC124（ウェアラブルエレクトロニック
デバイス及びテクノロジー）が設置され、ウェ
アラブル技術に関する国際標準化の動きが出て
きている。こうした標準策定の動きが我が国の
スマートテキスタイルの開発や普及にどのよう
な影響を及ぼすか等について、関係業界ともよ
く連携をしながら、動向を注視していきたい。

（5）海外市場への展開
国内市場は少子高齢化等により成熟化が進む

一方、世界経済は今後も拡大を続けることから、
インバウンドを含めた海外需要を積極的に開拓
していくことが必要である。

テキスタイルの分野では、イタリアのミラノ・
ウニカやフランスのプルミエール・ヴィジョン
などの海外展示会に出展、海外バイヤー向けに
開発するなど創意工夫したテキスタイルを発信
し、海外顧客の獲得につながっているテキスタ
イ ル メ ー カ ー も あ る。 さ ら に、 本 年1月 に
JETRO の主催により米国・ニューヨークで日
本の優れたテキスタイルを扱う 22社の展示会
が行われると聞いている。

また、アパレル分野でも、外国に直営店舗を
出店するなどの方法で日本製衣料品の販売に果
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敢に挑戦している企業もある。
当課としては引き続き、自らの努力で海外展

開に挑戦する企業の海外販路開拓を積極的にサ
ポートしていきたい。中小企業庁の HP には中
小企業向けの海外展開支援施策集があり、リス
ト化された施策一覧から受けたい支援メニュー
を探すことが可能となっている。

直近当課で行っている施策としては「産地ブ
ランド化推進事業」がある。これは、海外展開
に意欲的な産地を選定し、海外マーケットに精
通しているプロデューサーや有識者が徹底した
海外目線で産地を再評価し、世界が注目するブ
ランド生成に向けて活動を行う事業として実施
している。繊維業界からは染工場を中心に「江戸」
をテーマにした和モダンの繊維製品の企画・販
売を手がける東京都墨田区と幅広い顧客ニーズ
に対応したデニム生地・製品の開発を手がける
広島県福山市の二つの産地が採択されており、
インバウンド・アウトバウンドの両面に効果的
なブランド構築を目指すべく、各産地において
チーム一丸となって取組を行っている。

JETRO においては引き続き、製品輸出・海
外進出・海外展示会出展などに対する様々な支
援メニューを用意しており、専門コンシェル
ジュにより適切なアドバイスがもらえる仕組み
が構築されている。例えば『輸出有望案件支援
サービス』は事前審査をクリアすれば、専門家
による、輸出戦略の策定から契約締結までの一
貫したサポートが受けられる。国内繊維業界か
らも、これまで多くの採用事例があるため参考
にしていただきたい。

また、クールジャパン機構の出資案件として、
マレーシア・クアラルンプール及び中国・寧波
のジャパンモール、フランス・パリの地域産品
セレクトショップ等があり、ビジネス拠点とし
て活用いただきたい。当課でも、国内の繊維・
ファッションを世界へ発信するべく、クール
ジャパン施策と連携しつつ支援していきたい。

（6）サプライチェーンの再構築
アパレルについては、生産の海外移転や低価

格の輸入品の流入等で、産地の優れた素材や技
術がアパレル企業によって国内でのものづくり
に十分活用されていない状況にある。アパレル
企業には、主体的に創意工夫を発揮して産地の
優れた素材や技術を積極的に開拓・活用し、我
が国ならではの高品質な衣料品を企画・販売し
て消費者に訴求していくことや、海外展開を進
めていくことが期待されている。

同時に産地企業においては、価格競争によっ
て海外生産に代替されることのない付加価値の
高い素材や技術を提供・訴求することが重要で
ある。また、海外需要を積極的に開拓するとと
もに、国内での良質なものづくりにこだわる意
欲的なアパレル企業等との連携や、工程の産地
企業間（産地内のみならず産地間も含め）の連
携・統合を積極的に模索し、また、自社製品を
ファクトリー・ブランドとして確立したり、E
コマースなどを通じて直接販売することも有効
だと思われる。

このようにアパレル企業、産地企業それぞれ
の側から、主体的にサプライチェーンの再構築
を図っていく必要があると考える。

特に産地発のアパレル・サプライチェーンの
再構築に大いに期待したいと思っており、産地
企業が川下企業等と連携したり、出資・子会社
化したりする事例や、無縫製横編み機の導入に
より国内での OEM生産の拡大を目指す事例が
進展していることに注目している。当課として
は、後継者問題を抱える企業の事業承継を含む
産地内の事業再編や産地間・異業種間の連携等
を通じたサプライチェーンの再構築・合理化に
対してしっかり支援をしていきたい。

（7）商取引慣行の見直し
2016年に世耕経済産業大臣が発表した「未来

志向型の取引慣行に向けて（通称：世耕プラン）」
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に沿って、当課においても非合理的な商取引慣
行の改善を図り、健全なサプライチェーンへと
再構築していくことを目的とし、取組を続けて
いる。日本繊維産業連盟と繊維産業流通構造改
革推進協議会が連携し、「繊維産業の適正取引
の推進と生産性・付加価値向上に向けた自主行
動計画」を策定し、昨年3月に公表された。

当課としては、特に「適正な価格」の観点から、
過剰供給（余剰在庫）と値引き販売等の常態化・
悪循環が原価率や品質の低下を招き、価格の信
頼性を損ねていることに鑑み、自主行動計画に
おける「適正な原価率及び利益の確保」、「消費
者に対する正価の信頼性の維持・向上」につい
て、業界の前向きな取組が進むよう強く期待し
ている。価格が信頼できないことほど消費者利
益に反するものはないという当たり前のことを
よく認識する必要がある。近年では、原価率を
何らかの形で開示したり、値引き販売等を行わ
ないことをポリシーとして明言するアパレル企
業も増えてきており、消費者本位の観点からも
注目すべき動きである。

昨年秋に行った自主行動計画のフォローアッ
プ調査では、両団体傘下の企業から自主行動計
画の各項目についての実施状況について回答い
ただいたが、全般的に実施済と回答した企業よ
り未実施の企業の方が多い状況にあった。繊維
業界全体での「適正取引」や「付加価値向上」
の浸透・定着という商取引慣行の抜本的改善に
向けて、今後も両団体及び傘下の会員団体によ
る組織としての自主的取組を促すとともに、発
注側の大企業、下請側の中小企業の両方に対し
ても機会を通じて浸透・徹底を図っていく。

また、繊維産業流通構造改革推進協議会では、
一昨年11月に「歩引き」取引の廃止を宣言して
いるが、前世紀の遺物としか言いようのない「歩
引き」は廃止して当然であり、繊維業界全体で

引き続きしっかり取り組んでいただきたい。

（8）和装振興
2017年5月の和装振興協議会において、『和

装の持続的発展のための商慣行のあり方につい
て』と題する報告書がとりまとめられた。和装
業界は、前近代的な取引慣行や不透明な販売方
法等が指摘されており、この報告書において和
装の持続的発展に向けた、「和装業界の商慣行に
関する指針」を定めた。今後とも目指すべきあ
り方を業界全体で共有していくことで、和装業
界の活性化につなげたいと考えている。今後、
本指針の取組状況等について、和装振興協議会
において定期的にフォローアップを行っていく。

業界を盛り上げる様々なイベントとの連携も
図りつつ、多面的な視点で引き続き和装振興に
向けて取り組んでいきたい。

3．おわりに
日本のものづくりの中でも、繊維産業は高度

な技術力と感性により、利便性、機能性におい
て、あるいは、デザイン性、ファッション性、
ストーリー性において、あるいはレジャー、ヘ
ルスケア、スポーツ、エシカル等の観点におい
て、国内外の消費者ニーズに対応した付加価値
の高い商品・サービスを提供することにより、
人々の生活の質の向上や生活文化の発展に貢献
できる重要な産業である。特に繊維製品が出来
上がるまでの長いサプライチェーンの中には、
日本人として自信を持ってアピールできる高い
技術力がある。こうした日本の強みを活かして
サプライチェーン全体を発展させていくことが
重要となる中、当課としても、業界の皆様と意
見交換を密にし、御理解と御協力を賜りながら、
意義ある取組を進めてまいりたい。


