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佐々木：本日は、お忙しい中ありがとうございま
す。10 月に、インターテキスタイル上海に行って
きましたが、中国企業のブースのレベルが相当上
がっているのには驚かされました。欧米人のバイ
ヤーも増えていましたし、彼らは中国企業と活発
な商談をしていました。欧米バイヤーにとって、
アジアの拠点として中国を軸にビジネスを組み立
てていることがはっきり分かりました。
一方、その中のジャパンパビリオンは、前年と

比べて出展者も減り、寂しい印象でしたね。

蘇：日系企業の商品の水準が落ちたわけではない
のですが、特に中国企業を中心に周囲がどんどん

進化しているので、相対的に見劣りしてしまうの
でしょう。

佐々木：そうなのですが、成長を続けるアジアに
おいて、停滞は衰退を意味しますね。今回はそん
な危機感を強く感じました。例えば、インテキと
は別に、ZARA や Calvin Klein などの OEMも行っ
ているヘンペルインターナショナル社（漢帛国際
集団有限公司）の高社長と面談して食事も一緒に
しましたが、オフィスや工場、サンプル室なども
立派でした。また、麻をテーマとしたファッショ
ンショーも見ましたが、その水準の高さと完成度
は平均的な日本のアパレルのレベルを遥かに超え
ていました。そのショーは中国業界の公式行事で、
中国の主だった業界トップはほとんど顔を見せて
いました。ただ、我々以外に日本人は誰も来てい
ませんでしたが、日本のアパレルや百貨店のトッ
プがあれを見ていたら、その急速な発展ぶりに危
機感を持って、内外の基本戦略が変わるはずなん
ですが。日本の企業が留まっている間に、向こう
はまたたく間に追い越していくのではないでしょ
うか。
こうした中で、本日は、企業が国際競争力を持

つための日中企業連携のあり方などについて蘇社
長にお話し頂ければと思っています。

生機ビジネスから製品ビジネスへの転換

佐々木：蘇社長は、日本でビジネスをされて相当
長いですか？
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成長を続けるアジアにおいて停滞は衰退を意味する

蘇：東京駐在はちょうど 1 年になります。その前
は、1986 年にチャイナテックス入社以来、20 年間
中国にいて日本向けの仕事を担当しまして、東京
に来る前は、チャイナテックスグループの子会社
である国際服装有限公司の副総裁をしていました。
この会社はアパレルで、商品のほとんどを輸出し
ています。中国で生産し、アメリカ、ヨーロッパ、
日本などに輸出しています。
チャイナテックスグループは、綿花から製品ま

で繊維全般を扱う専門商社が核になっています。
現在は、多角経営が進んでいますが、メインの事
業はやはり繊維ですね。

佐々木：生産部門も持っておられるのですね。

蘇：はい。95 年までは純粋の貿易会社でしたが、
その後、自社工場を作りました。いま自社工場は 7
つあります。ほとんどが縫製工場ですね。北京と
天津の間の廊坊開発区に物作りの拠点があります。
その開発区の中に 6 つの会社が入っています。も
う 1つは江蘇省の中央地区にあります。

佐々木：チャイナテックスグループは 100 パーセ
ント国営会社ですか？

蘇：今のところまだ 100 パーセント国営です。今
では珍しいほうですよ。いまなお、中央政府が直
轄でコントロールしている会社は 160 社ぐらいで
す。その中には、石油関係や航空会社といった大
掛かりな投資の必要な会社もありますし、当社の
ような業種の会社もあります。中央政府の方針と
しては、30 社か 40 社だけをコントロール下におい
て、残りはすべて順次民営化する方針です。

佐々木：日本への進出はいつ頃でしたか。

蘇：東京に拠点を作ったのは 4 年前です。グルー
プで一番古いのは大阪の中大株式会社です。中大
は、綿花をはじめとした繊維原料の輸出入をメイ
ンにやっていました。それに加えてライセンスの
配給など、政府の連絡窓口や業務代行を主にやっ
ていました。製品商いの実務を始めたのは 95 年で
す。中大の中に製品部隊を作り、製品ビジネスを始
めました。97年末、エターナルという会社を独立さ
せて本格的に製品ビジネスを始めました。今でも東
京より売上も多く、現在 20 億円ぐらいの年商です。

佐々木：ここ 4 年間のビジネスはどんな推移です
か。

蘇：大阪にいた前任者は、生機ビジネス専門でし
た。本社でも生機だけの商売は、今後厳しいから、
東京に移って製品ビジネスに変えましょうという
ことで、新たに東京に拠点を作りました。

佐々木：中国で作った製品を日本で売ろうという
ことですか？

蘇：そうですね。狙いの 1つはそれです。

佐々木：中国における繊維生産ビジネスの最近の
実情はいかがですか。日本の商社や中国の会社な
ど、かなり多くの企業が同じようなビジネスに参
入していると思いますが。

蘇：非常に競争が厳しくなっています。今のやり
方はほとんど OEM です。だから最後は値段の競
争、叩き合いになってしまう。上代はあまり変わ
っていないのに、下代や工賃の値段競争が激しく
なっています。

佐々木：取り組み先は商社ですか？　アパレルで
すか？

蘇：今までは商社とのビジネスが多かったのです
が、東京に来てからは当社が商社と同じ立場・業
態になっています。ですから、新しい売り先や取り
組み先としてアパレルメーカーを開発しています。

日本向けOEMから、日本商品の中国内販へ

佐々木：今後は OEM 形態を縮小して、オリジナ
ル商品の開発を自分達でやろうかということです
か？

蘇：いや、必ずしもそうではありません。単なる
OEMだけでは儲からない。一方、中国経済や市場
はどんどん伸びています。ですから、日本の商品
を逆に中国に出すことができないかと考えていて、
日本の取引先と共同で中国内販に取り組んでいま
す。

佐々木：内販する対象の商品は中国で作ったもの
ですか、それとも日本で作ったものですか。
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蘇：両方考えています。グレードの高い商品は日
本で作ったものをそのまま輸出する一方で、中級
以下の商品はやはり中国現地で作った日本企画の
商品を調達して販売します。

佐々木：日本生産品を向こうで売ろうとすると、
結構高い上代になりますよね。

蘇：今狙っているゾーンは、そんなに高くありま
せん。中より少し上のゾーンです。

佐々木：そういった商品はどういう客層が買うの
でしょうか。

蘇：みなさんご存知のように、中国では高級商品
ならすぐ百貨店に行きます。百貨店の商品は非常
に高いのです。東京で買うより高いかもしれませ
ん。でも、下の商品は本当に安い。輸出向けの商
品の残品等が向けられているからです。中間層は
ほとんどありません。

佐々木：中間を狙うわけですか。

蘇：中間を狙って、日本企業と一緒に商品開発や
市場開発をしたいんですよ。日本では、百貨店・
専門店・スーパー等、様々ありますね。中国は、
現状では高級百貨店と残った商品を街頭で売って
いるような安物店に二極化しています。中間ゾー
ンの商品はあまりありません。ファッション性の
ある比較的値頃な商品はほとんど売っていません。
だからミドルレンジの専門店で中国市場の開発を
したいんですよ。

佐々木：具体的には、どうやってやろうとしてい
るんですか。

蘇：今はほとんどが OEMです。OEMは企画デザ
インを日本で行って、生産は中国で、出来た製品
を日本へ輸出します。これからは、日本の企画デ
ザインを利用して中国で縫製して、中国国内の販
売は中国のパートナーに任せるという方法ができ
ないかということです。

佐々木：いま日本のアパレルや業界団体も中国で
展示会を行っていますが、展示会に内販のキーと
なる中国人のフランチャイズオーナーや代理商を

招待することができていません。そのリストもな
いし、方法も分からないから困っているのが実情
です。

蘇：チャイナテックスグループの中に、展示会の
企画運営をやっている会社があります。例えば、
その会社に代理商や FC オーナーの集客を条件に、
展示会の企画・施工・運営の仕事を依頼すること
ができます。

佐々木：日本のアパレル企業には、もう 1 つの課
題があります。日本の企業が中国にこれまで作っ
てきたのは、日本向け輸出の合弁企業で内販のラ
イセンスを持っていません。ですから、生産量の
一定の比率しか内販できないと聞いています。

蘇：確かに昔はそういった合弁企業は、例えば出
来た商品の 7 割は日本に輸出しなければならず、
内販は 3 割以内という規定がありましたが、最近
の法律ではその辺りも随分緩和されています。

佐々木：そうなんですか。中国ではすごい勢いで
法律が改正されているので、日本人が理解するの
は非常に大変ですね。

蘇：まず法律の規定をチェックすることは、なか
なか難しい。この種の法律はだいぶ緩和されてい
ますが、その正確なところを、多分日本企業の皆
さんは把握しきれないでしょう。こうしたことも
あって中国で内販展開する場合は、どうしてもパ
ートナーが必要になります。パートナーなしに独
自でやる場合は、やはり難しいところがあります。
大手企業は別として、中小企業の場合は特に現地
のパートナーを探すのが賢明です。

佐々木：中国の皆さんにそう言われますが、具体
的にその方法が分からない。すごい人脈があると
自称する人は多いけれど、日本の企業にはそれが
本当なのかどうかも分かりません。極論すれば、
誰を信用していいのかも日本人にはなかなか分か
らないのが現状です。

中国の卸商を活用した内販を

蘇：確かにそれはあります。ただ、今、私達がや
ろうとしていることは、そんなに難しいことでは
ありません。

新春対談
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たとえば今、私どもは東京のアパレルメーカー
さんの OEM 生産を受けていますが、そこと一緒
に内販に取り組み始めています。でもその会社に
そんなに資金力があるわけでもなく、その会社と
しても大きなリスクはおかしたくありません。そ
こで、内販の比率を決めて、例えば、生産量の 2
割を内販に回す。残りの 8 割は日本に輸出するよ
うに、今はしています。
内販と言っても、最初から店を出すと大きな資

金が必要です。そこで、卸業態からスタートしま
した。ただし、日本企業は現地法人を作っていな
いので、現地で代金決済をすることはできません。
そこで、企画デザイン料、あるいは下代の何パー
セントかの手数料という形で見合う分を充当する
スタイルの取り組みからスタートしています。
これはお互いにメリットのある方法です。比較

的小さな投資で実績を重ねながら、生産数量も拡
大できるし、内販も徐々に展開できます。その中
で互いに理解しあってから、次のステップは互い
により大きな投資をして、アンテナショップを 2
～ 3 店舗作りましょうか、という話に今なってき
ています。

佐々木：なるほど。卸から入ってステップバイス
テップで事業展開し、最終的には SPA スタイルに
まで持っていくわけですね。

蘇：そうです。我々が現在付き合っている中国現
地パートナーは、OEM の工場を持っています。
我々は輸出向けのオーダーを彼らの工場でやって
もらって、その中から 2 割とか 3 割を彼らのルー

トを利用して中国内販向けの卸をやっているので
す。でも今や卸だけでなく、直接小売まで一緒に
やりましょうという形に発展してきています。

佐々木：そういう動きは、中国のあちこちで起こ
っているんですか？

蘇：よそのことはあまり知りませんが、チャイナ
テックス東京はこういうやり方をしています。

佐々木：日本のアパレル企業の多くは、中国内販
をやってもあまり儲かると思ってないのかもしれ
ませんね。

蘇：でも、内販の利幅は、輸出よりもかなりいい
ですよ。

佐々木：内販のほうが利幅が大きいのは分かりま
すが、内販で成功するにはいろんな問題点をクリ
アしないといけないですから。

蘇：そうですね。例えば日本の皆さんは、回収を
心配していますが、確かに中国で日本のやり方を
すれば、回収は問題になります。しかし、現地の
スタイルでやれば、海外企業でもそんなに大きな
問題はありません。

佐々木：具体的にはどうやってやられています？

蘇：まず、きちんと契約を結びます。日本では口
約束で発注していますが、中国ではそういう古い
やり方は絶対にしません。あまり知らない相手で
あれば、前払いで、例えば 3 割を払ってもらって、
互いに現場で検品して、荷物を渡す前に、残りの 7
割を払ってもらう。支払いは、小切手か振り込み
です。でも日本では、だいたい手形ですね。1カ月
後の現金とか、そういうやり方は絶対に駄目ですよ。

佐々木：浙江省の南通にある織物工場で作ってい
る東レの製品は、当初はほとんどが日本への持ち
帰りでした。でも、随分前から内販に切り替えて
います。半分は全部前受けです。それでも売り先
はあります。そうすれば集金の困難さはあまりあ
りません。東レの場合は生地ですが、製品でも同
じことのような気がします。ビジネスの全体にお
いて、日系企業の多くは相手から言ってくれば対

成長を続けるアジアにおいて停滞は衰退を意味する
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応するけれど、自分から仕掛けていないのではな
いでしょうか。

蘇：自分から仕掛けるという意味では、日本企業
から中国へビジネスに行く人は、だいたい課長ク
ラスでしょう。部長以上、社長クラスはあまり行
かない。だから中国人の経営者達も例えば、何ら
かの投資をともなうプロジェクトなど重要な話は
日系企業の駐在員にはしないと思います。ですか
ら、日本企業の多くはそういう次元の話も耳に入
らない。でも、実際には、中国には「一緒に何か
新しい形態のビジネスをやりたい」という人は結構
いますよ。

佐々木：特に中国では、やはりトップが現地に出
向いてリアルな現場や現実を日々実感しながら判
断しないと駄目なんでしょうね。日本に持ち帰っ
てから検討します、なんていうのでは間に合わな
い。また、現地駐在員が、パワーポイントや紙の資
料を一生懸命作って本社に説明しても、刻々と変
化するその問題の重要度や緊急度がなかなか伝わ
らない。

蘇：そうですね。

佐々木：日本のアパレルは、卸の時代を経て、現
在の SPA のように、自分で小売店を展開する時代
になってきました。でも、中国は最初から直営店
とフランチャイズでやってきたと聞いています。
アパレル業界の進化の方向が日本と中国では違っ
ていますね。
日本のアパレル企業もテレビ CM 等のマスの媒

体に莫大な投資をした時代もありますが、今では
ほとんどやっていません。その違いがよく理解で
きていないような気がします。 卸も同じで、中国
の卸についてはよく理解していないと思います。
そういうギャップが非常に大きいですね。

内販向け工場との付き合いがない日本企業

蘇：やはりお互いによく理解できていない。中国
の展示会に出展するにしても、どういう目的で展
示会に参加しているのか。単純な輸出ビジネスの
ためなのか、それとも内販パートナーのフランチ
ャイズ募集のためなのか、目的が曖昧ですね。
一方で、今の日中の繊維ファッション産業には、

実際深い繋がりがあります。そして、その 99 ％は

OEMでしょう。しかし、なぜほとんどが OEMな
のか。理由の 1 つは中国の繊維業界には、あまり
優秀なエリートが行かないことです。優秀な人材
が足りません。繊維縫製ビジネスでは、最初は
OEMからスタートして、後は自分で企画デザイン
力を持って、オリジナルブランドを展開するとい
うのが一つの流れでしょう。でも、最初は OEM、
今でもOEM。そういうケースが非常に多いんです。
でも中国の OEM の工場は面白いですよ。内販

向けの工場はほとんど内販専門で、輸出向けの工
場はほとんど輸出向けの仕事しかしません。例え
ば、生産工場のキャパが足りない時に、「新しい工
場を開拓して欲しい」と頼まれますが、必ず輸出
向けか内販向けかを聞きます。加工賃が全然違う
んですよ。内販の方がむちゃくちゃ高い。例えば
シャツは、輸出向けの工場の加工賃が 2 ドルだと
すれば、内販向けは 3～ 4ドルになります。

佐々木：内販がどうして高いんですか。

蘇：内販の場合は、工場の人が小売を見て工賃を
判断するんですよ。結構高い上代で売っているの
で工賃も高く設定しています。 だから内販をやる
場合は、ただ工場とジョイントしても難しい。工
場は確かに生産には詳しい、でもルートやオペレ
ーションを含めて販売ノウハウはないんですよ。
だからパートナーを探す場合は、生産機能を持っ
ていて、内販の経験や能力のあるところを探すと、
成功する可能性が出てきます。

佐々木：日本企業は、これまで輸出向け OEM 工
場としか付き合いがありません。内販向け工場の
ことはほとんど知らないでしょう。だから、チャ
イナテックスのような国営の名門企業が間に入る
ことによってうまくいくかもしれませんね。それ
以外の民間企業では、何を基準に信頼していいか
分からない。だから組みたがらない。広告や PRで
も日系企業は日系の代理店だけを使いたがる。得
手不得手があるので、使い分ければいいのに。

蘇：だからそういう現地のパートナーの輪を広め
なければいけない。単なる生産のパートナーでは
なくて、現地の販売やマーケティングに精通して
いる人に広げる必要があります。

佐々木：日本のアパレルの場合には、間に商社を

新春対談
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入れることが多いので、それも問題ですね。内販
を推進することが日系商社のビジネスに繋がれば
積極的に取り組むのでしょうが、まだ内販につい
てはどうやればいいのか分からないので、手も出
しにくいのでしょう。

蘇：そうですね。今、OEMのビジネスで日本の商
社やアパレルメーカーが付き合っている中国の相
手はだいたい輸出向けの縫製工場です。内販・卸
のビジネスと付き合う接点がありません。だから、
いかにそういう接点を見つけるかがポイントにな
ります。
中国で卸、内販、小売をやっている人は、日本

の企業と協力してやりたいんですよ。なぜかと言
いますと、先程も言ったように、高級といえば百
貨店、安いといったら露店や市場

いちば

というように、
中間がない。だから、いかに中間ゾーンの市場

しじょう

を
作ろうかと考えているのですよ。

佐々木：内販向けと輸出向けの工場は、技術レベ
ル的にはどうなんでしょうか。

蘇：今では大して変わらないです。内販の品質基
準はだいぶ厳しくなっています。だから、内販だ
から品質が落ちるということはありません。

佐々木：日本も輸出向けの工場と内販向けは明確
に分かれていました。輸出向けは、工賃は安くて
も返品もないし数がまとまった。内販向けは、工
賃は高くても発注ロットが小さかったり、返品が
あるなど取引条件が曖昧だった。だから、中国も
それと同じだと思います。
ただ日本のアパレルからすると、これまでは商

社を経由して、輸出向けのアパレルの縫製工場に
生産委託していた。 一方中国内販を進める場合は、
独資で中国に会社を作って駐在を置き、営業をさ
せ展示会に出て店を作っています。非常に大きな
経費が掛かっています。一方で原価を安く抑えて、
他方で莫大な営業経費を掛けているのであれば、
最初から工賃は高くても内販向けのところに頼ん
で、自ら直接進出しなくても内販ができるような
ビジネスモデルを作ることも、トータルでみたら
合理的ではないか、ということを日本のアパレル
にきちんと説明しないと分からないでしょうね。
それからもう 1 つは、日本でも今、商品原価率

がどんどん下がっていますけれど、中国の方が、

見えないコストが掛かるので日本の掛け率では合
わないという話も聞いています。だから、同じ商
品でも中国の方が高くなるのかもしれません。

中国の百貨店ビジネス

蘇：中国の百貨店の場合はテナント料として、例
えば売上の 30 何％かを取られます。それ以上に、
いろいろと経費が掛かります。だから、百貨店に
入るのではなくて、専門店を出した方がいいと思
います。専門店の場合は、全部自分でコストをコ
ントロールできます。百貨店ルートは、自分でコ
ントロールできません。

佐々木：先日も同様の話を聞いてなるほどと思い
ました。昔の百貨店は、買い取りをしていた。と
ころが、買い取りをすると利益が上がらないとい
うことに気がついて、アパレルにすべてのリスク
を持たせて場所を貸し、売り上げの歩合を取る方
法に変えたということですね。それで、百貨店は
大きな利益を上げられるようになったと。

蘇：そうです。百貨店はリスクを一切持ちません。

佐々木：ただ、今度は百貨店同士の競争が厳しく
なると、そんなやり方だけでは他店との差別化が
できず、同質化による価格競争になってバーゲン
の打ち合いになるわけですよね。

蘇：そうです。そういう悪循環です。

佐々木：日本もそういう時代があって、その後専
門店の時代になりました。日本では 70 年代ですね。
だから中国も今は百貨店しかありませんが、やが
て専門店が増えてくると共に、専門店ルートの内
販向けアパレルが急激に成長して、すごい市場を
作り上げていく可能性は大きいと思います。

蘇：私もそう思います。

日本企業と連携するニーズは高い

佐々木：今の中国の生産体制は輸出中心ですが、
しばらくこれも増え続けるでしょう。さらに内販
も増えますね。輸出向けの生産をしている人達が
内販を始めるし、内販をしている人達も拡大強化
していく。市場がより豊かになりつつ、量的にも
拡大していくわけですから。

成長を続けるアジアにおいて停滞は衰退を意味する
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それで、先ほど言われた、中間ゾーンやミドル
レンジの商品も売場も充実してくる。そこに向け
ては今の中国の工場が生産供給機能を果たしてい
く。その主たる担い手は中国の人達である。日本
企業はそのやり方も知らないし、ルートやパイプ
もないままマッチングもできないから、そのビジ
ネスサークルの中に入れず置いていかれる。こう
いう推移になりますかね。

蘇：そうですね、でもそこまでいくには時間が掛
かるんです。今までの内販のアパレルメーカーは
ほとんど自分で独自にやっています。でも、だん
だんオペレーションの規模が大きくなって壁にぶ
つかって悩んでいます。

佐々木：やはり、日本の企業の力を借りたほうが
早いと。

蘇：そうです。内販がある程度拡大できたら、例
えば企画デザイン力が足りない。物流システムが
整っていない。この面で日本はもう整っています。
成熟しているんです。だから自分で一からこつこ
つやるより、パートナーを探してジョイントして
同業他社より早く体制を整えて市場ポジションを
先に獲るということです。

佐々木：そうすると、日本の企業が積極的に動か
なくても、中国にニーズがあるんだから、中国の
人達から声が掛かるんですかね。

蘇：このままではお互いに声は掛けにくいです、接
点がないんですよ。言葉の問題や人脈の問題など、
色々な問題があります。だから接点を作る役割が大
切なんです。
例えば、中国で結構大きく拡大できているアパ

レルメーカーは、何らかの形で海外の会社とジョ
イントをしています。
今までは、欧米とパートナーを組んでいました

が、結局失敗したところも多い。文化基盤が違い
すぎてコミュニケーションがうまくいかないこと
が少なくない。また実際の商品づくりでは欧米人
とは体型も違うし顔、髪、瞳、肌の色も違う。だ
から例えば、向こうのデザインやパターンを無理
やり導入して、欧米人企画スタッフが自分の考え
が正しいと思っても、結局、マーケットが受け容
れない。だからうまくいかないんです。僕の広州

の知り合いの会社も、イギリス、イタリアのデザ
イナーを雇いましたが、結局うまくいきませんで
した。

佐々木：韓国との提携はどうですか。

蘇：韓国は独自でやっているケースが多いんです。
結構うまくいっているところがあります。韓国人
は、たまたま、2、3 年前から韓国のドラマが中国
で流行ったおかげで成功している部分もあります。

佐々木：韓流ですね。中国では多くのチャンネル
で韓国ドラマをやっているけど、日本の映画やド
ラマは 1つもやっていないと聞きました。

蘇：そうですね。韓国人は色の使い方も派手で中
国人の好みに近い。それからビジネスのやり方も
似ている。どちらもビジネスには情熱的で積極的
です。その点、駐在員含めて日本人は冷静で冷め
ているように感じるところがあります。
また、韓国企業の場合は、中国国内にも朝鮮族

がいて、そのつながりがあります。だから、コミ
ュニケーションも全然問題がありません。言葉も
日本語よりはるかに通じます。

上海に集中する日本企業

佐々木：日本企業は中国ビジネスの拠点を選ぶと
きに上海を選ぶ傾向が強いのですが、一方で政治
的な理由から今後は北京や東北部に投資が集まっ
ていくという話も聞きます。このあたりは、どう
なんでしょうか。

蘇：日本の皆さんは主に上海を狙っていて、あま
り北京の方は狙っていないような感じですね。で
も、今の上海は競争が激しくなっていて、ビジネ
スが難しくなっています。
不動産のマーケットを見れば分かります。例え

ば上海マーケットは上海現地の金持ちだけじゃな
くて、江蘇省、浙江省の金持ちがみんな上海に集
中して投資しています。北京もやはり北京だけじ
ゃなくて、北京周辺の河北省、山西省、遼寧省周
辺の金持ちが北京周辺に集まります。だから購買
力の高い人間は、北京だけじゃなくて北京周辺の
人です。だから不動産から見れば、北京と上海は、
あんまり差がありません。都会の真ん中の不動産
価格は北京も上海もあまり変わらないんです。買

新春対談
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う人をみても、どちらも地方の人が 5 割から 7 割
を買っています。例えば北京の有名な百貨店の客
も、地方から来ている人が多いんです。地方の人
が土日になると車で集まってきます。

佐々木：北京のルイ・ヴィトンの店に行ったら、
一目で地方から来たと分かる人が大量に買い物を
していました。上海の店より勢いがありましたね。
でも、どうしても、街のイメージやそこにお洒落
な人が多いということで、上海の市場の方が大き
いと思うのでしょうね。それに、日本人には不動
産価格の統計も見られないので、どうしても見た
目の印象で判断するしかない。それに、みんなで
渡れば怖くないという横並びの考え方もあるから、
やはり進出している日本企業の多い上海を選ぶの
でしょうね。

蘇：そのかわりに競争が激しいわけです。僕は、北
京の方がまだまだ市場の空間があると思いますね。

中国の収入格差と環境問題

佐々木：ここにきて中国で最低賃金が上がってい
ます。安いものを狙うのなら、更に内陸部や東南
アジアに行かなければならない。一方で、所得が
上がることは中間層を増やすことにもつながる。
その市場を狙うのなら歓迎すべき動きですね。そ
の裏腹な関係がどうなるかが気になります。
もう一つは、日系だろうが中国系だろうが、日

本向けの OEM ビジネスは競争が激しく儲からな
くなっている。これから更に中国の縫製工場は欧
米向けにシフトしたいという話もよく聞きます。
その問題は非常に危惧しています。そのあたりに
ついてはどうお考えですか。

蘇：縫製工の賃金は、他の分野から見れば確かに
一番安かった。これが 1 つの要因です。もう 1 つ
は、今の縫製工、例えば 20 歳前後の縫い子さんは
農村から出てきても、やはり一人っ子です。だか
ら親は遠くに出したくない。出稼ぎさせたくない
んですよ。これが、最近人手不足を招いている原
因の 1つでしょう。

佐々木：やはり農村部もある程度豊かになってき
たということですね。

蘇：そうです。もう 1 つは、昔は農村では、いく

らがんばってもあまり現金収入がなかった。
でも最近は、国の政策が変わってきて、現地で

何か仕事をやっても現金収入が得られるようにな
った。だから、出稼ぎに行く必要がなくなったと
いうことです。われわれ中国人にとっても、こん
なに短い時間で人手不足になるとは、とても思え
ませんでしたし、想像がつきませんでした。

佐々木：ついこの間まで、農村の余剰人口は 1 億
5,000 万人とも 2 億人とも言われていて、この人達
が無尽蔵に都会に出てくると言われていたんで
すけどね。それは供給サイドに起こった変化です
ね。

蘇：繊維縫製分野が、ずっとこのままの賃金だっ
たら多分誰もこの産業に来ないでしょう。例えば
20 歳の縫い子さんは縫製工場に行くより、都会で
レストランなどのサービス業に行った方が、職場
の環境もいいし残業もないし収入も多い。そうい
う状況では誰も来ません。

佐々木：三農問題、要するに、農村が疲弊してい
るという話ですね。都会と農村の格差が数字の数
倍とか 10 倍ぐらいの差があると言う人がいます。
農村が貧しければ一人っ子だろうと何だろうと、1
回都会に出て行って稼いでもらうということには
ならないですか。今は、言ってみればそこそこリ
ッチになってきたのでしょうか。

蘇：今おっしゃったように三農問題はあります。
だから、近年は政府も意識しています。農民への
優遇政策をどんどん出しています。今までは農村
の税負担率がかなり高かったし、農民は確かに苦
しかった。だから政府は税金を含めた農民への負
担をどんどん減らしています。だから出稼ぎに行
くより、農業やっていた方が儲かる。そのため出
稼ぎの人は減っているんです。

佐々木：もう 1 つ、戸籍の問題がありますね。農
村から都会へ出て行っても戸籍制度のために、社
会保障を受けられないとか。
また、話が脱線しますが、私が不安を感じてい

るのは環境問題ですね。水の問題などを聞いてい
ると、空恐ろしくなるんですよね。例えば北京で
は、水が無いために地下水をくみ上げて、地盤沈
下が起ころうとしているらしいですね。上海はも
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っとひどいとか。ビルも 20 階建て以上のものが、
4,000 棟だか 2,000 棟だか建っているらしくて、東
京を遙かに凌駕している。それが、耐震性を含め
てしっかりと建設されているかどうか。それと空
気や水の汚染問題ですね。様々考えると、本当に
中国は大丈夫かなという不安があります。この国
を信頼して工場を作って運営していけるのか、と
いう潜在的な不安感があるんですね。

蘇：確かにそういう危惧はあると思います。でも、
今の政府はもう分かっているんです。だからそう
いった問題に受身ではなく、積極的に取り組んで
います。例えば水の問題もちゃんと意識していま
す。だからいろいろなプロジェクトを設けていま
す。中国の水をいかに北の方に持っていくかとい
うプロジェクトもやっています。だからそこまで
心配しなくてもいいと思いますよ。

佐々木：本当に大丈夫？

蘇：日本も一時、東京などで地盤沈下の問題があ
りましたし、河川の汚染問題、大気汚染もありま
した。でも、今では改善されています。中国も同
じ道をたどっているとも言えます。

日本企業と中国企業の人材問題

佐々木：今日の話の中で驚いたのは、人材不足と
いうことですね。中国の優秀な人は繊維産業には
行かないという。日本でもかなり以前から言われ
ています。もう大学にも繊維工学部や学科がほと
んどなくなってしまいました。

蘇：そうですね。でも、日本の大企業、例えば東
レや旭化成とか、伊藤忠、トヨタ、ほとんど繊維
から出てきた企業ですね。だから、昔は優秀な人
材が入ってきたのではないですか。

佐々木：世界の産業の発展の歴史として、最初は
軽工業から、次いで重工業や化学工業へと順次産
業の担い手が変わっていきます。それにつれてエ
リートの集まる業種が変わります。一方中国では
軽工業も重化学工業も IT 産業も同時期に一気に立
ち上がりましたから、より先端の産業に人材が偏
るのは仕方がないのかもしれません。

蘇：だから中国では繊維関係にはエリートは最初

からあまり行かない。これが今困っているところ
ですよ。今、専攻を選ぶ時は IT 関係とか科学関係
に行きます。特にアパレル関係は困っています。

佐々木：困りますね。友人の大連のアパレルの女
性社長さんも、工場長は特別な人じゃないとでき
ないと言っていましたね。やはり我々のビジネス
は人材が要だと。

蘇：実はそうなんです。繊維の工場経営は結構難
しいんですよ。特に人間関係などが難しい。

佐々木：北京に名門国立大学の清華大学ってある
でしょう。私はそこの歴史学やマーケティングの
先生と親しくて、暮れに全学部の学生を対象に歴
史学の特別講義をしてきたのですが、政府も業界
も人材教育には熱心でその清華大学のテキスタイ
ル科は競争率が 200 倍以上で、1 学年確か 20 数名
だそうです。先生は美術系ではなく、実践的な技
術者やデザイナーを招く一方、テキスタイル生産
に必要な設備をすべて導入しています。日本の業
界も安閑としていられない。ところで、人材の話
でよく聞くのは、中国の日本企業は外資系並みの
報酬を中国人に払わない。だから優秀な人材がす
ぐ辞めて外資系に行くと。

蘇：いわば段々畑みたいに一番高いのは欧米系
の企業、次は日系企業。次は中国系企業。あとは
韓国系、あるいは香港系企業というようになって
います。日系企業は、給料はそんなに高くもない
し上にもいけない。欧米企業の場合は、本当の白
人は現地にあまりいない。ほとんど現地の人に任
せてやっています。でも日系企業に入ったら日本
人駐在員がトップマネジメントやミドルマネジメ
ントとして来ているから中国人社員は上にいけな
い。

佐々木：日本の企業は、やはり日本人が管理・監
督しないと心配だと思っています。アメリカの企
業などは現地に任せたらいいじゃないかと言って
いる。この差って何ですかね。僕が聞くのも変で
すけど。中国の現場を見ていると、日本人を 1 人
か 2 人だけ残して全部引き上げて、あとは現地と
いうのはまだ心配ですね。

蘇：欧米の現地企業のトップは、本当に中国人が
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多いんですよ。

佐々木：欧米の企業ではそうやって任せても、中
国の人だけでちゃんとやるんですか？

蘇：ちゃんとやりますよ。例えば北京のマイクロ
ソフト社のトップは北京の人ですよ。欧米の企業
はそういうケースが普通ですよ。

佐々木：あんなにたくさん日本人駐在員が現地法
人にいる必要はないと思うけども、1人 2 人だけ残
してと言われるとね、ちょっと心配する。
逆に言うと、日系企業には現地スタッフに任せ

られるシステムができてない。システムといって
もコンピューターではなくて、権限委譲や意思決
定の仕組みができていない。日本人は、日本人同
士、阿吽の呼吸で仕事をするけれど、きちんとす
べて書面にして、文書化して伝えるということが
苦手ですね。考えてみると、アメリカに行っても
日系企業はアメリカ人の現地スタッフに任せてい
ない。日本はそういう国なんですね。
会社をうまく運営しようと思ったら任せたほう

がいい。中国の人が現地法人のトップになれば、
内販もやりやすいでしょうね。小売も卸も消費者
も同じ中国人同士なんだから。

蘇：そうですね。

佐々木：考えてみれば、欧米企業が日本進出をす
る場合では、日本現地法人のトップに日本人を据
えますね。欧米人だけでは日本市場で販売し事業
展開することは難しい。それは中国市場でも同じ
ということですね。日本人では中国市場を十分理
解できない。

蘇：難しいですね。中国人の考え方、中国人のラ
イフスタイル、中国人の市場を外国の方がリアル
に理解するのは非常に困難です。

佐々木：いずれにせよ、マッチングが必要ですね。
両方共欠けているところがある。ここでまた同じ
問題が出てくる。中国のことは中国人に任せれば
いいじゃないか。じゃあどういう人に任せればい
いのか。その人をどのように処遇したらいいのか。
扱い方を間違えたら 1 年で辞めてしまう。それで
振り出しに戻ってしまう。

蘇：やはり、人の雇用と教育が重要です。長い目
で見るのならば、現地の人の雇用と教育をやらな
ければならない。現地の人を雇用して、日本で働
いてもらって、日本の事情をよく理解してもらっ
て現地へ帰す。それが一番うまくいくと思います。
向こうで即時雇用しても、互いに理解できない。
そういう場合には必ずトラブルが起こります。
たとえば東レさんなら東レさんが中国に行って

優秀な中国人を採用して、3年か 5年日本で働かせ
て、その人が信頼できると判断したら現地の代表
者として派遣するということですね。

佐々木：これほど中国にコミットしている会社で
もそういったプロセスを経た人材はごく少数です
ね。僕の知っている限りでは、まだ 1人です。

中国市場ではプロモーションが重要

蘇：私の先生の息子さんは、資生堂で 4 ～ 5 年働
きましたが、資生堂は中国内販強化を前提に、彼
を雇用して教育していました。だから資生堂の各
部門を経験させたそうです。その人は技術開発に
非常に興味があって、よく勉強して中国に帰りま
した。彼は、自分で工場をやりたいということで、
資生堂がお金を出して工場を作りました。今のと
ころ、できた商品は 100 パーセント資生堂に売っ
ています。結局うまくいっているんです。彼は資
生堂の決まりもよく分かっているし、向こうでの
指示もよく分かっている。だからお互いのコミュ
ニケーションには全然問題がないです。

佐々木：資生堂は、マーケティング戦略で成功し
た会社と言われていますね。市場ポジションが高
いランクの商品ということになっています。

蘇： 1 セットで 2,000 元ぐらいです。30,000 円ぐら
いですね。資生堂は、高いイメージがあるのでギ
フト商品でよく売れています。

佐々木：日本の繊維製品では、なかなかそこまで
はいかない。やはり中国ではヨーロッパブランド
のものは別格に高いというような市場ポジション
が確立していますか？

蘇：やはり宣伝と関係があります。日本の繊維企
業はあまり宣伝をしていません。日本のアパレル
ブランドの認知度は低いですね。宣伝をしないの

成長を続けるアジアにおいて停滞は衰退を意味する
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で、みんな知らないんですよ。
日本の会社は、まだ中国をただの生産基地とし

て認識していると思います。

佐々木：日本のアパレル企業は、マスメディアに
よる宣伝の必要性を感じていないこともあるので
しょう。日本市場は成熟しているので、マスプロ
モーションより、雑誌のようなセグメントされた
媒体の方が有効と考えていますから。欧米ブラン
ドは結構泥臭いマス宣伝をしていますね。

蘇：そうですよね。きちんと宣伝したら、きっと
効果があると思います。例えば今の中国の若い人
は日本のトレンドや日本の歌手をよく知っていま
す。だから、中国でも知られた歌手などを PRキャ
ラクターとして前面に出して宣伝活動を行えば効
果があると思います。

佐々木：しかし上海の 66 プラザなどを見ると、ヨ
ーロッパのブランドは、よくまあ、こんなにお金
を掛けるなというくらいプロモーションや店作り
に使いますね。費用対効果なんていったら絶対合
わないですよ。

蘇：そうですね。やはり戦略的に考えてやってい
ます。最初はたぶん儲からないんですよ。

佐々木：長期計画ですね。10 年間ぐらいはブラン
ドイメージ形成のための投資として、当面の経費
は捨ててもいいと思っているのでしょう。彼らの
ブランドビジネスは、市場ポジションを高くする
ためにコストを掛けることで、最終的に高い値段
で商品を売る戦略です。いかに高く売るかという
のが基本ですね。反面、日本のアパレルはいかに
安く作って安く売るかを追求してきた。本当は、
日本で作るものは高く売らなければいけないんで
すけどね。あれだけコストが高いんですから。

蘇：やはり中国に対する認識は、生産拠点という
ことなんでしょうね。高い商品が売れる市場とし
ては見ていない。でも、ヨーロッパの企業は将来
的に高い商品が売れる市場と見て、将来に投資し
ているということです。

日本の強みを生かした連携を

佐々木：僕はいつも言っているんですが、昔、松

下、トヨタ、東レが三種の神器といわれた時代が
ありました。松下とトヨタと東レの違いとは何か。
選んだ事業が違うということもありますが、「なぜ
日本の繊維産業は駄目になったか」という最大の
理由は、繊維の一番のリーダーメーカーが川下に
いなかったということだと思うんです。トヨタと
松下は最終製品を売っているわけです。したがっ
て小売と接点を持つところにいるので、素材、部
材など川上からすべての段階で競争力を付けない
と勝てないわけです。ところが繊維のリーダーメ
ーカーというのは、川上にいて糸を作っていたん
です。糸を作ったら織物にしなければならない。
ところが、アパレルや流通には一切関係がなかっ
たわけです。
消費者との接点になるのはアパレルです。しか

し、アパレル卸は投資規模も小さく自らの企業規
模が小さいので、トータルとしての繊維産業の競
争力強化なんてことはやらないわけですね。東レ
や帝人は、ただ糸を売るだけで終わりでしょう。
そうすると、産業全体としては、全然競争力がつ
かないような構造になっているんです。

蘇：そうですね。

佐々木：ここが、繊維と自動車や家電業界と違う
ところなんです。これを半世紀以上やっていたら、
非常に大きな差になります。
だから日本の繊維産業は、製造業で唯一赤字な

んです。あとは全部黒字です、鉄鋼も自動車も化
学も電気も、コストの高いこの国で全部黒字です
よ。日本の製造業は世界でも強い産業ですが、唯
一繊維製造業だけが産業として赤字なんです。
話を日中連携やマッチングに戻しますが、繊維

産業の生産機能としては、日本はすごく中国にコ
ミットしてやっているのですが、本来、両方の力
を合わせれば、もっと強くなるはずなのに、それ
をやっていない。それについて焦りがあります。
あと 10 年もたつと、特に日本サイドはものすごく
反省するんじゃないかと。だから、どうしてもお
互いの繊維ファッション産業の接点を作りたいな
と思っています。

蘇：私はずっと繊維をやっている人間なので、欧
米も一通り回ってきました。その上で強く思うの
は、日本のアパレルメーカーの企画、デザイン力
はすごいと思うんですよ。例えば、イトーヨーカ

新春対談
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ドーに行くと、北京の店より安くて良い商品が、ず
らっと並んでいる。でも、ほとんどが中国生産です。
そこが問題です。中国のアパレルと内販業者の問
題です。なぜ、できないのか。やはり人材とシス
テムが大切だということです。

佐々木：今後、日本のアパレルは、ヨーロッパの
一流ブランドと対抗するぐらいにブランドの広告
宣伝やデザイナーに投資して同じ土俵で戦うのか。
それとも、今言ったような安くて良い商品で戦う
のか。あるいは、世界の日本マニアの人に対して
商品を供給するのか。そういう絞り込みが見えて
こないですね。目は高級ブランドを向いているけ
ど、同じことはできない。一方で量販店の良い商
品を百貨店アパレルは見ていない。なぜか強いと
ころが結集できていないという感じがします。

蘇：僕は、ピラミッドの最上層カテゴリーはやる
必要がないと思っています。欧米と戦っても勝て
ないと思う。欧米はブランドビジネスの歴史が長
い。中国人の頭の中には、そういうイメージが強
いんです。だから上層部で戦うより、中間の分野
で戦うことが正しいと思います。あまり安い分野
では、中国人との戦いになってしまう。それでは
日本と中国が組むメリットが出てこない。だから
中間ゾーン、例えば日本で今伸びている SPA のハ
ニーズのような商品です。本当に安くてファッシ
ョン性もある商品。そういうMD 力を活かして中
国で販売すればいいと思います。

佐々木：確かに、その部分は日本が最も得意な分
野だと思います。しかし、日本国内だけを見ると、
最も競争の激しいところでもある。だから、もっ
と上を狙うか、もっと安い部分を狙おうとしてい
るんです。でも、やはりその塊の中間ボリューム
ゾーンが最も強いのかもしれませんね。 それで日
本企画で生産した商品の中国での内販は中国人に
任せる。そういうことかもしれませんね。

蘇：そうです。企画デザインは日本でやって、販
売は中国人に任せるというビジネスモデルを日中
の企業間連携で早急に作り上げることが重要です。
もちろん、店舗展開やオペレーションなど日本の
良いやり方は中国人に教えればいいと思います。

佐々木：ハニーズが面白いのは、デザイナーでは

なくて、販売スタッフが企画を考えているところ
です。しかも、ファッションの先頭を走っている
わけではない。地方の駅ビルなどを狙って、その
中で圧倒的な品揃えと価格競争力で勝負している。
本社は福島県いわき市にあって、本社も低コスト
で運営しています。そこに、韓国や中国の工場が
直接行って商談をしている。
だから、ハニーズは確かに伸びているし、業績

もいいんだけれども、日本のアパレル業界ではあ
まり評価されていないと思います。でも、冷静に
考えれば理に適った経営であり、成功するビジネ
スモデルです。

蘇：中国は日本のように消費者カテゴリーに合わ
せて流通が明確に分かれていません。例えば収入
が増えてきているOLさんも、今の収入ではまだ百
貨店には行けない。でも下の市場や露店にも行き
たくない。中間の、例えば 200 元以上 1,000 元以下
ぐらいの商品を買いたいんですよ。でも中間ゾー
ンの商品があまりないから困っています。日本な
ら百貨店、専門店、スーパーのように、流通がは
っきりと分かれていますが、中国はまだそこまで
行っていないんです。
消費は成長しているのに、供給サイドがついて

いけていない。だから、市場や流通が細分化する
必要があるのです。

佐々木：中国のアパレルも、これまでは OEM 受
注して輸出をするか、欧米や日本のヒット商品の
サンプルを買ってきて、その真似をして内販を行
うのかを考えれば良かった。しかし、内販もオペ
レーション規模が大きくなるにつれて、単に真似
をするだけでは間に合わないというところにいる
んでしょうね。

蘇：そうですね。今、中国の消費者は内販の商品
にあまり満足していません。ファッション性に乏
しい割には値段も高いし。だから、おしゃれな連
中は苦労して、輸出向けの商品を取り扱っている
店に探しに行っているのです。

海外企業とのチャイナテックスの取り組み

佐々木：話は変わりますが、チャイナテックスの
会社案内の中に、海外企業の中国支社や代理販売
とありますが、これはどういうビジネスモデルで
すか。
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蘇：例えば、1つのブランドは先ほど申し上げたよ
うに、最初は輸出ビジネスの相手として始まり、
現在は内販もやっています。お互いにハッピーで
す。また、あるレディスのブランドは輸入販売の
代理店をやっています。こちらの話も進んでいま
す。

佐々木：輸出もしているし、そのうちの一部中国
内販分は、こちらで販売代理もやっているという
ことですね。

蘇：最初は 100 パーセント輸出でした。その後だ
んだんと内販を増やしていった。そのパーセンテ
ージがシーズンごとに拡大しつつあります。

佐々木：そこも、重要なポイントですね。日本の
アパレル企業は日系商社と取引をしています。商
社は内販をしていないから、こうした取り組みに

はつながっていきません。工賃の安いところ、ス
ペースの空いているところを探して振っていくだ
けですから。しかし、こういう内販機能を持った
中国アパレルと組むと新しい取り組みが出てきま
すね。今の話のように最初は 100 パーセント日本
に輸出して、気心が分かってきたら次第に内販を
増やしていく。これは非常に分かりやすい話です。
ところが商社が仲介することで、パートナーが見
えなくなってしまう。
そういう意味では、今後中国と取り組む場合も

商社経由の中国縫製だけではなく、優良な中国
OEM アパレル企業で、かつ、内販の経験がある
ところと、最初から組んだらどうですか、という
話ができそうですね。当社と蘇社長が共同で、こ
のような日中の企業間連携の橋渡し役や接点作り
をぜひやりたいですね。近々北京で具体的に相談
しましょう。本日はどうもありがとうございまし
た。
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