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特別レポートⅡ

東レ株式会社・（株）東レ経営研究所共催　繊維産業シンポジウム

『北陸産地の復権を目指して』

去る３月７に、福井市のフェニックス・プラザ大ホールにおいて、東レ株式会社と株式会社東レ経営研究所の共

催で、繊維産業シンポジウム『北陸産地の復権を目指して』を開催しました。

昨年の１月１日から繊維協定が失効、世界的に完全自由競争の時代に入り、繊維生産流通全体がアジア全域・世

界へと構造転換する中で、日本の繊維産業、産地、各企業のグローバル市場における国際競争力がますます問われ

ています。

こうした中で、繊維産業の復権に向けた試みが各産地、各業界、各企業において真剣に進められています。

そこで、本号と次号の2回に渡り３人の講師にそれぞれの視点から、競争力強化に向けた提言として講演いた

だいた内容の抄録を掲載します。

ファーストリテイリング社の
将来構想

ファーストリテイリングの柳井でございます。

本日はよろしくお願い申し上げます。

東レさんや産地の方々には日頃大変お世話に

なっています。

6、7 年前に前田現名誉会長のところに最初に

お伺いした時のことが、昨日のことのように思い

出されます。

世界に通用するカジュアルと‘日本’という核
コア

私どもの基本コンセプトにも関わることでご

ざいますので、まず最初に私どもに関する世の中

の誤解について少しお話しします。それは、私ど

もの商品のすべてが中国で作られているという誤

解です。縫製に関しては確かに私どもの製品のほ

とんどが中国製です。しかし私どもの製品を支え

る素材や技術に関してはほとんどが日本のもの

で、我々が今後、世界戦略ということで世界中の

市場に本格的に出ていく時には、やはり‘日本’

というものや‘日本の技術’といったものが核と

して非常に大事な要素になると思っています。そ

の中で特に東レさんとは開発初期の段階から戦略

的なパートナーとして一緒にやっていきたいと考

えています。

私どもは、昨年の秋から本格的に世界展開を

始めまして、現在、英国ではロンドン周辺、中国

では上海と北京と香港、米国ではニュージャージ

ーとニューヨーク、韓国ではソウル周辺におのお

の店舗を出しています。

この秋にはニューヨークのSOHOに大型フラグ

シップショップを作りたいと考えています。

ファーストリテイリングを

世界一のカジュアルウエア企業グループに

本日は、主に私どもの将来ビジョンについて

株式会社ファーストリテイリング

代表取締役会長兼社長

柳井 正（やないただし）
1971 年早稲田大学政治経済学部経済学科卒業、株式会社ジ
ャスコ入社。1972 年小郡商事株式会社（現ファーストリテ
イリング）入社、取締役就任。その後専務取締役、代表取
締役社長、代表取締役会長兼ＣＥＯを経て、2005 年から現
職。著書に『一勝九敗』（2003 年 新潮社）などがある。
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お話ししたいと思っております。

我々のビジョンというのは、まず世界中の

人々が喜んで買う、画期的なカジュアルウエアを

開発すること、またそれを、いつでも、どこでも、

だれでも買えるような供給体制や店舗立地体制を

作ることにあると考えています。

ファーストリテイリングは現在ドメスティッ

クな日本企業ではありますが、日本発の革新的な

グローバル企業になることにより、将来的には世

界一のカジュアルウエアの企業グループにしたい

と考えています。

そのビジョン実現のためには、既存の国内会

社をもう１ランク、あるいは２ランクくらいステ

ッアップさせて今とは違う会社に生まれ変わらせ

る必要があります。

そこで、我々が今、取り組んでいる事業構造

改革の骨子の改革ポイントについてお話ししま

す。図表１にありますように、その一つ目が「再

ベンチャー化、グローバル化、グループ化」、二

つ目が「立地・業態開発、商品開発、企業組織開

発」、三つ目が「純粋持株会社への移行とM＆Ａ

戦略」、これは昨年の 11 月に純粋持株会社に変え

たこともありまして、今後積極的にM&A戦略を

進める体制ができました。四つ目が「本格的な海

外展開」です。

その中で一番大事なのは、「再ベンチャー化」

であると考えています。当社もこの業界では大手

企業というカテゴリーに入るようになりました

が、こうした中で大企業病的な体質に陥らないよ

うに、もう一度高収益・高成長が可能な革新的な

企業グループに生まれ変わらないといけないと思

っています。

そのためには「グローバル化」と「グループ

化」が必要であると思っています。そのグローバ

ル化というのは、単に日本の企業が海外に生産拠

点や販売拠点をもつことではなく、市場、商品、

オペレーション、人材、経営などのあらゆる面で

グローバル化した真の国際的企業になろうという

ことです。それともう一つ「グループ化」につい

ては、成長性のある関連事業への進出によって

『ユニクロ』との相乗効果を高め、グループ全体

としての企業価値を向上させたいと思っています

（図表 2参照）。

売上高1兆円の企業グループへ

こうしたことの延長上に、我々は 2010年に１兆

円というグループ売上高の目標を設定しており、そ

の時にはファーストリテイリング・グループは多分

こうなっているのではないかという予想が図表３で

す。これは公約したものではなく、こういうふうに

改革のポイント 

● 再ベンチャー化、グローバル化、グループ化 

● 立地・業態開発、商品開発、企業組織開発 

● 純粋持株会社への移行とM＆A戦略 

● 本格的な海外展開  

図表１　FRグループ事業構造改革の骨子

出所： FAST RETAILING CO.,LTD.

再ベンチャー化 

大企業体質から高収
益・高成長の革新的
な企業グループへ 

グローバル化 

市場、商品、オペレ
ーション、人材、経
営など、あらゆる面
でのグローバル化 

グループ化 

成長性のある関連事
業への進出によって、
『ユニクロ』との相乗
効果を高めグループ企
業価値を向上させる 

図表２　FRグループの事業構造改革

出所： FAST RETAILING CO.,LTD.
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ファーストリテイリング社の将来構想

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 営業利益 

『ユニクロ』国内 3,800 4,500 5,000 5,500 6,000 1,000

『ユニクロ』海外 50 100 300 500 1,000 100

『theory』『ワンゾーン』『ナショナルスタンダード』『アスペジ』他 400 500 550 650 800 100

『コントワー・デ・コトニエ』 150 250 300 350 400 100

柱となる新規事業　１ 500 600 800 900 1,000 100

柱となる新規事業　２ － 600 700 900 1,000 100

柱となる新規事業　３ － － 800 900 1,000 100

FRグループ合計 

※ 上記は、あくまで数値的ステップのイメージです。業績予想などの具体的数値に関しては、決算発表などの都度に開示してまいります 

単位：億円 

4,900 6,550 8,450 9,700 11,200 1,600

図表３　2010 年　FRグループの売上高イメージ

出所： FAST RETAILING CO.,LTD.

すればグループとして１兆円という売り上げが達成

できるんじゃないかということです。

『ユニクロ』単体でも国内売上高 6,000 億円、

海外売上高 1,000 億円までおのおの伸ばせると思

っています。

『theory』『ワンゾーン』などの関連会社数社で

800 億円ぐらいまで伸ばしたい。『コントワー・

デ・コトニエ』、これはフランスの婦人カジュア

ルの SPA 企業で多分ヨーロッパでは一番売場効

率の高いカジュアルの SPA だと思います。そこ

を昨年６月に買収しましたが、例えばこれをこの

図表３の中にある売上水準まで伸ばしていきたい

と考えています。

その次には、新しい業態を立ち上げるか、あ

るいはM&A により売上高約 1,000 億円の企業を

３つぐらい育成したいと思っています。

それで、合計１兆円を超えるグループ売り上

げを達成したいと考えています。

図表４を見ていただきますと、1990 年には売

上高が 40 ～ 50 億円くらいだった当社が以来順調
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図表４　1990 ～ 2010 年　売上・経常利益イメージ

出所： FAST RETAILING CO.,LTD.



繊維トレンド　2006.5･6 月号10

に来まして今期は、売上高が 4,000 億円を超える

とともに経常利益は 700 億円前後くらいは出せる

見通しとなりました。この図表の中で経常利益が

特に 2000 年、2001 年で突出して上がっているの

がいわゆるフリース・ブームの時で、このとき一

時的に売上高が 4,000 億円を超え経常利益が

1,000 億円を超えました。

それで、2010 年までには、何とかグループ売

上高が１兆円を超えるとともに、経常利益は

1,500 億円くらいには持っていきたいと考えてい

ます。

また、『ユニクロ』単体の最終形としましては、

国内売上高１兆円くらいは達成可能だと思ってい

ます。今までは標準店だけを作って、それを郊外

のロードサイドや郊外のショッピングセンターに

主に展開してきましたが、今後に関しては、図表

５のように、標準店のほか大型店や小型店も含め

ておのおのの立地に合わせてしっかり展開してい

きたいと思っています。

『ユニクロ』の成長エンジン

『ユニクロ』の「成長のエンジン」として三つの

基本軸を考えておりまして、それは「立地・業態

開発」「企業組織開発」「商品開発」です（図表６）。

まず、「立地・業態開発」ですが、先ほど申し

上げましたように、これまでは標準的な立地に標

準化されたフォーマットで出店するというのが基

本でした。つまり、標準化されたフォーマットの

① 立地・業態開発 

② 企業組織開発 

③ 商品開発 

 

 

立地・業態開発の戦略転換 

標準化されたフォーマットの多店舗化から、 
立地・売場面積・お客様など様々な条件・状況に合わせた 
最適な業態の出店へ  
 

いつでも、どこでも、だれでも買えるユニクロを実現 
 

■ 郊外の大型店（500～1,000坪） 
■ 都心の小型店（10～100坪）　を重点的に展開する 

　　2010年１兆円の売り上げと 
　　1,500億円の経常利益実現のために、 
　　企業そのものを作り変える 

 ＜FRの現状＞ 
　 今後のグローバルな成長を支えるだけの経営人材の質・量 
    がともに不足している 
    育成の仕組みも確立されていない 
 
　 現状を肯定せず、2010年に向けて世界規模の競合の中で 
　 どのような組織構造、制度にしたら「勝てる」のかを考える 

● 世界中の人材を起用して、質・量とも 
　 世界最高水準の商品開発を行う 
 
● 立地、売場面積、お客様に合わせた 
 　『ユニクロ』の商品構成を開発する 

① 立地・業態開発 

 

② 企業組織開発 

 

③ 商品開発 

 

図表６　『ユニクロ』の成長エンジン

出所： FAST RETAILING CO.,LTD.
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大型店 

標準店 

小型店 

売場面積 店舗数 年間売上高 計 

平均600坪 

平均200坪 

平均50坪 

200店 

1,000店 

1,000店 

18億円 

5億円 

1.5億円 

3,600億円 

5,000億円 

1,500億円 

国内売上高　≒　1兆円 

図表５　国内における『ユニクロ』事業の可能性

出所： FAST RETAILING CO.,LTD.
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ファーストリテイリング社の将来構想

すぐ

多店舗化だったのですが、今後は、そうではなく、

あらゆる立地に出店できる『ユニクロ』というこ

とで多様な店舗展開をしていきたいと考えていま

す。つまり、お客様や市場の違いによってフォー

マットを変えて店を出すことによって、いつでも、

どこでも、だれでも買える『ユニクロ』というの

を実現したいと思っています。

例えば郊外に関しては、500 坪から 1,000 坪ぐ

らいの大型店を主体にします。また都心で大きな

面積の取れないところに関しては、10 坪から 100

坪ぐらいの小型店で重点的に対応するようなこと

を考えています。

大型店、標準店、小型店と店舗フォーマット

の多様化は 10 坪から 1,000 坪まで対応できる商

品開発力、業態開発力、立地開発力を持たないと、

そのオペレーションはできないと思っています。

二つ目の「企業組織開発」に関しては、2010

年のグループ売上高１兆円、経常利益 1,500 億円

という目標を達成するためには、当社の現状とし

てはグローバルな成長を支えるだけの経営人材も

不足していますし、その育成の仕組みも確立され

ていません。現状を肯定せず、2010 年に向けて

グローバルスケールでの競合の中で、どのような

組織構造や制度にしたら勝てるのかを考えていき

たいと思います。

三つ目の「商品開発」の最重点課題としては、

世界各地で選れた人材を起用して、質・量とも世

界最高水準の商品開発を行える体制づくりをする

ということです。それは立地、売場面積、お客様

に合わせた『ユニクロ』の商品構成や業態を開発

することです。

今までは標準店が 200坪ぐらいだったのですが、

郊外で 1,000 坪の店を運営しようと思ったら、こ

れまでの５倍くらいのスケールの幅と奥行きで商

品開発するマーチャンダイジング（以下ＭＤ）力

がないとできない。一方都心で 10坪の店だと高い

家賃のこともあるのでおそらく郊外店の５倍の効

率を上げられる質の高いＭＤ力がないと売場を回

していけません。立地や売場面積やお客様に的確

に合わせた商品開発が今後一層求められます。

各国の商品開発センターを拠点に

世界規模での商品開発

そのためには、「世界規模での商品開発」をや

っていく必要があります。世界中に商品開発の拠

点を確保してグローバルな面からもローカルな面

からも優れた商品の開発をしていきたいと思って

おります。

それで去年、ニューヨーク、パリ、ミラノに

商品開発センターを作りました。今後、上海、ロ

ンドン、香港にも作っていきます。香港の商品開

発センターは今年中に作ろうと思っています。本

当に世界中の人々から「『ユニクロ』の商品はい

い」と言われるような商品開発体制を作りたいと

考えております。

1,000 坪の大型店で高効率ビジネスを可能に

する商品開発体制の実現

Ｒ＆Ｄ（商品開発）本部を設立し、上記のよ

うに世界各地で選れた人材を起用して、質・量と

も世界最高水準の商品開発体制を作ることによ

り、1,000 坪級の大型店でも高効率ビジネスが可

能になるようにもっていけると考えています。

その体制が図表７です。昨年事業部制に移行す

ることでコレクションごとにその性格づけや体制

を明確化することと併せて事業部ごとの自立性を

目指しました。この体制によりコレクションごと

の単独出店も可能になりました。現状のメンズ事

業部、ウィメンズ事業部、キッズ事業部、グッズ

事業部、インナー事業部に加えて、今後、例えば

ジーンズ事業部、スポーツウエア事業部、ホーム

関連事業部なども作っていきたいと考えておりま

す。コレクションごとの単独出店としては、女性

インナー専門の『BODY by UNIQLO』、キッズ・

ベビー専門の『UNIQLO KIDS』が先行しています。

私どもの商品の平均プライスは全商品ならし

て約 1,000 円です。平均プライス 1,000 円の服と

しては、世界的に見て世界最高品質の商品だと自

すぐ
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負しています。何か「ベーシック＝大量生産の服

で品質は犠牲にしている」ようなイメージが世間

一般にはあるようですが、むしろベーシックな服

こそ高品質で完成度が高くないと映えないと思い

ます。だから、ベーシック商品の開発の方がいわ

ゆるデザイン物の開発よりむしろ難しいと思いま

す。小手先のデザインやトレンドで逃げたりでき

ないわけですから。

『ユニクロ』の過去のヒット商品としては、フリ

ース、カシミヤ、ドライ、ヒートテック、エアテ

ック、ボディテックなど、主に優れた質感で評価

されたものから、加えて機能的な面まで評価され

たものまで数々ありますが、これらの商品は単純

なベーシック商品で着回しができるとか単なる流

行のマストレンドに乗ってたまたま売れたわけで

はなく、お客様の潜在ニーズを数年掛けて掘り起

こして新たな需要を創造した結果だと思っていま

す。今後とも潜在ニーズ開拓・新需要創造提案型

の開発により、ワンアイテムで1,000万点売れる商

品の開発を進めるとともに、併せて顧客への提案

キャンペーンやプロモーションに関しても新しい

方法論などの開発をしていきたいと考えています。

第三世代グローバルＳＰＡの開発に向けて

図表８にありますように、これは私の分類で

すが、「グローバル SPA の現状」ということで、

第一世代 SPA は、 80 年代後半から 90 年代にか

けて台頭したビジネスモデルでアメリカの「GAP」

や「Limited」などがジーンズを始めとしたベー

シックなカジュアルウエアの単品展開で市場を席

捲しました。主に香港中心の極東オペレーション

で商品を作ってそれをアメリカで売るという業態

です。

その当時、私どもも香港でバイイング事務所

を設けて「GAP」とか「Limited」がどういう商

売をやっていたのかを見ていました。その次に

90 年代後半から第二世代 SPA として今度はヨー

ロッパの「Zara」とか「H&M」が登場しました。

彼らは、第一世代 SPA のＭＤにテーマとかルッ

クなどのファッション的要素を付け加えて、単品

特別レポートⅡ　東レ株式会社・（株）東レ経営研究所共催　繊維産業シンポジウム

第一世代SPA：GAP、LIMITED（80年代後半～90年代） 
ジーンズ、カジュアルウエアの単品展開、ベーシックな単
品主体、シーズンごとのテーマ設定 

 

第二世代SPA： Zara、H&M （90年代後半から） 
● 最新のファッション、テーマとルックの提案 
                                 ⇒　商品と同等以上の情報価値 
 
● 粗利益率が最高で、瞬間的に売れる 
 
● ウィメンズは、月ごとにテーマを設定し、売りきる 
                                  ⇒　シーズンから、月ごとのテーマへ 

図表８　グローバル SPAの現状

出所： FAST RETAILING CO.,LTD.

最終的に1,000坪の店舗で高効率のビジネスを可能に
する商品開発を実現する 

事業部制へ移行することで、 
① 各コレクションを明確化 
② 事業部ごとの自立 
③ コレクション別の単独出店 
などを目指す 
 メンズ事業部 
 ウィメンズ事業部 
 キッズ事業部 
 グッズ事業部 
 インナー事業部 

商品開発チームを細分化し強化
する 

　メンズ ２チーム 
　ウィメンズ ３チーム 
　キッズ ２チーム 
　インナー ２チーム 
　グッズ ２チーム 
　スポーツ １チーム 
　ジーンズ １チーム 
　ホーム 1チーム 

図表７　商品開発体制

出所： FAST RETAILING CO.,LTD.
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ファーストリテイリング社の将来構想

カジュアルからアイテムも重衣料まで広げるとと

もにオケージョンもオン・ビジネスまで広げたコ

ーディネート提案により市場を獲得しました。ま

た、第一世代の年 2回のシーズンＭＤだけではな

く、月別ＭＤまで踏み込んでリアルタイムにトレ

ンドやコレクションを追いかけるようなことを始

めました。

こうした第二世代の SPA やブランドは、モノ

としての商品価値とともに同等あるいは同等以上

の情報的価値を提供しようとしたビジネス形態で

す。それは高い付加価値を追求する粗利益率の高

いビジネスで、日々鮮度の高い商品を売り切って

いく商売形態だと言えます。

そこで、今後私どもが世界市場に本格的に出

ていくには、この次の世代、つまり第三世代の

SPA 業態を作っていかないといけない。それに

は、どういう事業構造がいいのか、どういう商

品構成がいいのか、それを今一度再定義・再設

計をして、世界一の SPA を作ろうと考えており

ます（図表９）。

世界の SPA と、地域で一番売れる SPA を両立

させるものは残念ながら地球上のどこにもまだあ

りません。「Zara」とか「H&M」にしても両立し

ていないと思います。

そういったものを両立させるようなことをや

っていきたいと思います。

そのためには開発拠点がグローバルにあって、

事業グループも国境を越えてグローバルな企

画・生産体制になってないといけないと思って

います。

そうした体制があってはじめて、世界中のあ

らゆる人々が自分の住んでいる地域で世界最高

水準の商品が買えるような状況になると思いま

す。服というのは、２つの要素があり、生活必

需品的要素とファッション商品的要素の側面が

あります。こういう要素を一つの商品の中で両

立させることを通して、『ユニクロ』としての世

界品質、絶対的な品質というものを実現してい

きたいと考えています。それを言い換えますと、

世界一の商品、世界初の売れるコンセプトを

我々の手で具現化することです。企画の初期か

ら原材料までさかのぼって、さらにどの工場の

どのラインで縫製するかまでのすべての組み立

て工程の管理、また出来上がった商品をどうい

う人にどういうプロモーションで売るのかを含

めたオリジナル・コンセプトで勝負することに

尽きると思います。もう少し具体的には、図表

９にありますように、Affordable High-perform-

ance、つまり今までの概念を打ち破る高機能ウ

エアの開発と、Affordable Luxury、つまり今まで

の贅沢品を手の届く価格で提供ということにな

ります。

例えばヒートテックであれば、これまではそ

ういった機能の防寒下着はスポーツウエア・メー

カーさんが商品化されていて非常に高い価格で売

● 事業構造と商品のすべてを再定義・再設計して 

　 世界一のSPAを作る 
　－世界（グローバル）のSPAと地域（ローカル）で一番

売れるSPAを両立させる 
　－あらゆる人が自分の住んでいる地域で世界最高水準の

商品が買えるようにする 
　－生活必需品にファッション性を加味する 
　－世界品質、絶対的な品質を実現する 
 

● 世界一の商品、世界初の売れるコンセプトを具現化する 
　－ Affordable High-performance 
　　　　　今までの概念を打ち破る高機能ウエア 
　－ Affordable Luxury 
　　　　　今までの“贅沢品”を手の届く価格で提供 
 

● 世界中で売れるテーマ、コンセプト、マストレンド、 

　 ファッション、スタイル、素材、デザイン、商品、店舗

の情報を集め、その情報を整理して、商品・商品構成を

特定し、即商品化する 
 

● グローバルに情報発信をするSPAであること 
　－普段身につける生活必需品とエッセンシャルアイテム

を、世界最高水準の時代性、革新性、品質、ファッシ
ョン性をつけて販売する 

　－実際の商品、商品情報、イメージを作り、これら3つを
すべて伝える 

図表９　第三世代ＳＰＡを開発する

出所： FAST RETAILING CO.,LTD.
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られていました。そういったものを普段の日常生

活でも使えるような商品にすることであり、また

カシミヤ製品のように今まで贅沢品で一部の人し

か身に着けられなかったものであれば、それをだ

れでも手の届く価格で商品化して提供することで

あります。

これを別の角度から説明しますと、世界中で

売れるテーマ、コンセプト、マストレンド、ファ

ッション、スタイル、素材、デザイン、商品、店

舗などの情報を集めてその情報を整理し、その集

約したものの中から『ユニクロ』として商品や商

品構成を特定し、即それを商品化するようなビジ

ネス形態の完成度を上げること、また、単にいい

製品を作っただけでは思うようには売れないの

で、商品情報を顧客に的確に伝えることや、商品

やブランドのイメージが顧客の購買決定の後押し

をする情報価値の高いものにすることなどが必要

です。つまり『ユニクロ』はグローバルに情報発

信できる SPA にならなきゃいけないと思ってい

ます。

第二創業に向けて、一段高い成長への‘活力’

ファーストリテイリング社の現状としまして、

今後の成長を支えるだけの経営人材の質・量が共

に不足しています。また育成の仕組みも確立され

ていないのが現状です。

一段高い成長への‘活力’を醸成するために

2010 年までにファーストリテイリング社として

どういうことをどういうかたちでやっていくの

か。もう一度、第二創業ということで、図表 10

に挙げたようなことに取り組んでいきたいと思っ

ています。

まず第一に短期間で経営者を育成すること、

二番目に外部の経営人材にとって魅力的な企業構

造、制度をつくること、三番目に『ユニクロ』の

慣性を断絶し成功体験を否定すること、四番目に

人事・評価・報酬・コーポレートガバナンスを改

革すること、五番目に大企業体質を全面否定し、

再ベンチャー化すること、最後に社員全員が仕事

のやり方を根本的に見直し、革新的な行動をする

ことが不可欠なことだと考えています。

このことを別の言い方でとらえ直しますと、

図表 11 にありますが、「統治と経営の分離」の

問題、これは、取締役、執行役員、人事などを

ゼロベースで見直して全員が創業者となってそ

れぞれが白紙の状態から新たに事業を構築する

こと、白紙の状態から事業を構築するというこ

とが事業を成長させたり、高収益な事業として

成長への“活力”を醸成するために 

① 短期間で経営者を育成する 

② 外部の経営人材にとって魅力的な企業構造、制度を作る 

③ 『ユニクロ』の慣性を断絶し、成功体験を否定する 

④ 人事・評価・報酬・コーポレートガバナンスを改革する 

⑤ 大企業体質を全面否定し、再ベンチャー化する 

⑥ 社員全員が仕事のやり方を根本的に見直し、革新的な行

動をする 

図表 10 一段高い成長への“活力”

出所： FAST RETAILING CO.,LTD.

取締役、執行役員、人事などをゼロベースで見直し、全員

が創業者となって、それぞれが創業者として白紙の状態か

ら新たに事業を構築する 

 

　● 取締役はコーポレートガバナンスに徹し、執行役員は

経営の実務に責任を負う 

　● 執行役員は経営を請け負い、経営成果にコミットする 

　● 経営成果を達成すれば、創業者と同様の長期インセン

ティブを受け取る 

　● 良いビジネスと優秀な経営者の獲得 

　● 再ベンチャー化、グローバル化、グループ化の実現 

　● グループ企業の企業統治体制の確立 

図表 11 統治と経営の分離

出所： FAST RETAILING CO.,LTD.
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ファーストリテイリング社の将来構想

継続していく上では一番大事なことだと思って

います。

また、我々としては、ドメスティック企業か

らグローバル企業に変わっていかないといけない

ので、例えば、取締役と執行役員の役割機能をは

っきり分け、取締役はコーポレートガバナンスに

徹すること、執行役員は経営の実務に責任を負う

こと、また執行役員は経営を請け負い経営成果に

コミットすること、経営成果を達成すれば創業者

と同様の長期インセンティブを受け取ることがで

きることなども含めて、きちんと制度化しそれを

企業グループ内にシステムや仕組みとして組み込

んでいきたいと考えています。

その次に、「純粋持株会社への移行」ですが、

去年の 11 月にファーストリテイリングと『ユニ

クロ』に分けまして、ファーストリテイリングが

持株会社になって、『ユニクロ』が子会社になり

ました。何のためにこれをやったかということで

すが、まず一つ目の目的は、良いビジネスと優秀

な経営者の獲得をするためです。というのは、例

えば同業者の方に資本提携や資本参加あるいは買

収の提案をしますと、『ユニクロ』が親会社であ

れば、そういうことを嫌がる方もいらっしゃいま

す。世の中にはいい企業やいいブランド、いい人

材がまだまだたくさんあります。そういった企業

や人材が我々と力を合わせてビジネスをやれば、

共にもっともっと成長できるチャンスがあると思

っています。そのチャンスを活かすためにも、

「純粋持株会社への移行」を決断しました。

ユニクロの世界市場でのシェアは 0.4 ％。日本

の衣生活ファッション産業の市場規模が 10 兆円

あると言われています。私どもの会社の売上高は

今期 4,300 億円ですから、国内シェアで 4.3 ％く

らいしかない。日本の経済規模は世界全体の中で

約 10 ％くらいだと言われてます。たぶん現在は

10 ％を切っているかもしれませんが、まあ 10 ％

としますと、『ユニクロ』の世界市場でのシェア

は 0.4 ％にしか過ぎません。私ども企業グループ

としては、残りの 99.6 ％は未開拓市場で、この

潜在事業を開発するためには、多数の優秀な経営

者が必要となります。

その中で、「多数の優秀な経営者の獲得方法」

の一番は、やはりM&A戦略であろうと考えてい

ます。我々の「M&A の事業範囲と規模」として

は、ファッション関連業種でグローバル展開可能

な企業を買収したいと思います。将来的に 1,000

億円以上の売上高と売上高経常利益率 10 ％以上

を確保できる企業を M&A したいと考えていま

す。

二番目は、少し繰り返しになりますが、もう

１回ベンチャー化すること、グローバル化、グル

ープ化の実現を進める中で、グループ企業の企業

統治体制の確立に取り組んでいきたいと考えてい

ます。

終わりにあたって

最後に、「ファーストリテイリングのビジョン」

としまして、本当に良いカジュアルをいつでも、

どこでも、だれでも買っていただけるようにする。

革新的でグローバルな世界一のカジュアル企業グ

ループに是非したいと思っています。私どもが世

界一のカジュアルウエアの企業グループになる上

で、今まで以上に‘日本’というものが大切な要

素であると考えています。我々は、世界に冠たる

日本の繊維技術など‘日本の強み’をしっかり商

品や商品イメージの中に活かし組み込んで、世界

中に通用する『ユニクロ』として打って出て行き

たいと考えています。

そういった目標の達成には、東レさん、北陸

産地の方々のお力を是非お借りしたいと思ってい

ます。本日お越しの皆様のこれまでの絶大なるご

支援に感謝するとともに、今後のご協力ご支援を

お願いしまして本日のお話を終えたいと思いま

す。本日はご清聴ありがとうございました。
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アジアワイドの繊維ビジネス
における北陸産地の位置付け

1．現代が直面している二つの変化
地理的変化と質的変化

我々が直面している課題の一つは地理的変化

です。例えば生産基地が中国に移っています。そ

の背景は、中国のコストが日本より安いというこ

とでしょう。これに関しましては、日本だけの問

題ではありません。アメリカは中米・南米、ヨー

ロッパは東欧からトルコに生産基地が移転してい

ます。

世界のファッションビジネスは先進国から生

まれましたが、現在では製造の部分が分離して、

周辺の新興工業国に移転しています。この変化は

非常に分かりやすい。例えば中国からの輸入製品

が増えたという現象が見られます。私はその陰に、

もう一つ大きな変化があったのではないかと考え

ております。

自動車関連のお話を聞いていると「羨ましい

な」と思います。今までになかった新素材が出て

きて、いち早く世界シェアを攻略していく。これ

は、携帯電話と似ています。少し前はパソコンで

した。

アパレル製品は、半年に 1 回ずつ、新しいコ

レクションを出して、需要を喚起していたはずで

すが、実際にはあまり新しいアイテムが出ていな

い。それに比べると、パソコンは「春のパソコン」

「秋のパソコン」として新商品が発表されていま

す。毎シーズン、性能が良くなって新しい商品に

なっていく。ところが、パソコンも進化が止まり

ました。現在のパソコン業界では、デザインが主

役になっています。

パソコンの次は携帯電話でした。やはり、毎

年のように新しいモデルが出て、「今度はカメラ

が付いた」「今度は着メロだ」と性能や機能が上

がってきた。しかし、現在ではファッションアク

セサリーのような位置付けに変わりつつありま

す。機能からデザインへ、そしてファッションへ

という変化です。

この変化は、腕時計と同じ歩みです。時計は

もともと時刻を知るための製品ですけれども、今

の時計はアクセサリーであり、ブランドとしての

価値を持つようになっています。ロレックスの時

計を持っているということがステータスを表現す

るのです。

このように、一方では人件費が安いから生産

が移転しているという現象があり、他方ではデザ

イン化やブランド化の変化が見られます。特に、

アパレルのような成熟した製品分野に関しては、

デザイン、ブランドがますます重要になってくる

と思います。

経済効率の進化と質的進化の違い

日本では 1991、92 年にいきなりインポートが

売れました。それからイタリアブームが来て、90

年代半ばには「イタリアに学べ」ということで、

繊維業界は毎年のようにイタリアに視察団を送り

ました。しかし、80 年代の段階では、イタリア

には学ぶものがないと言われていました。イタリ

アは生産管理もできておらず、品質もバラバラで、

有限会社シナジープランニング代表取締役

坂口 昌章（さかぐちまさあき）
1957 年東京生まれ。文化服装学院ファッションデザイン専
攻科卒業後、株式会社ニコル等、アパレル数社の商品企画、
ブランド開発業務を担当後、独立。1990 年有限会社シナジ
ープランニング設立同社代表取締役就任。2005 年 6 月から
東レ経営研究所客員研究員兼任。主な著書に『ポスト DC
時代のファッション産業』（1989 年 日本経済新聞社）『脱ト
レンド主義』（1992 年 商業界）などがある。
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不良品も多い。日本のほうが、機械も生産ライン

も管理方法も進んでいるではないか。

しかし、90 年代になってイタリアの工場を見

てみると、手作業が量産の工程の中に入っている。

縫製工場でも小さなアイロンの馬があって、中間

アイロン工程を入れている。日本の場合は、中間

アイロンをせずに最後まで縫製して、最後にプレ

スするという工程です。80 年代と同じものを見

ているのですが、90 年代の我々の目には「あ、

スゴイ。手作業が入っている」と映ったわけです。

イタリアのモデリストという存在も、まさに

テーラーの職人さんがレディースのパターンを学

んで、イタリアの既製服メーカーの中でパターン

メーカーとして勤めている。「職人が量産の中に

入っている。スゴイな」と思いました。

同じイタリアの工場を見て、我々の評価が変

わったのは、全く別のものを見ていたからです。

80 年代には、生産性という基準で見ていた。し

かし、90 年代には商品の質という基準で見るよ

うになった。高級品というのは、こうやって作る

んだということです。全部をオートメーション化

することでは高級品は生まれないんだ、というこ

とに気が付いたわけです。

「玄人の時代」から「素人の時代」への変化

同様のことは繊維でも言えます。70 年以前は、

テキスタイルの分野でも職人仕事が残っていた。

革新織機以前の段階です。職人が機械に張り付い

て、面倒を見ないといい織物ができない。それは

職人気質が残る職人の世界だった。

それが、ウォータージェットからエアジェッ

トというように革新織機に変わって、確かに生産

効率は上がった。しかし見方を変えると、素人で

も動かせる機械になったということです。

70 年代から日本の繊維アパレル業界は、アメ

リカの既製服のノウハウを導入して大量生産大量

消費に転換していった。その陰で、テーラーの職

人さんや織物の職人さんたちが大量に失業しまし

た。それで、専門学校を卒業しただけの素人に近

いデザイナーが大量に輩出され、アパレル企業は

そういう人材を採用して急激に成長していった。

これも玄人から素人への転換と言えます。

また、70 年代から 90 年代まで一番えらそうに

していた業界は、広告代理店ではなかったか。広

告代理店の人は、モノづくりに関しては基本的に

素人です。繊維のことに関しては、皆さんのほう

がよくご存知でしょう。広告代理店が幅を利かせ

ている根拠は、「消費者の気持ちは私たちの方が

よく知ってます」ということです。「メーカーは

モノは作れるけど、市場はリードできない。だか

ら広告代理店である私たちに価値があるんだ」と

いうことを暗黙のうちに主張しており、我々もそ

れを納得しているのです。

そのように考えますと、70 年を境に「玄人の

時代から素人の時代」に移ってきたのではないで

しょうか。技術者や職人は、「頭が固い」「頑固」

「融通が利かない」と言われ、「新しい機械や技術

やコンピュータになじまない、遅れている人だ」

ということで隅に追いやられていった。

再び「玄人の時代」への転換

ところが、21 世紀になって面白いことが起き

てきた。大企業ができない「痛くない注射針」を

中小企業の親父さんが作ってしまった。針は円筒

の金属の中心に穴を開けて作るという常識を破

り、薄い金属板をテーパー型に丸めて針を作った。

その結果、蚊の口と同じぐらいの痛くない注射針

ができた。その親父さんは「うちは社員 6人以上

にしねえんだ」と言っています。

あるいは、世界一の砲丸投げの玉は日本の町

工場が作っている。最初は計測しながら作ってい

たが、今では勘で作っていると言っていました。

普通の工場は、コンピュータ制御の機械で玉を作

る。コンピュータ制御の機械では、大きさは同じ

ものができても、どうしても重さが変わってくる。

金属は温度の違いで膨張しますから。それで重さ

を調節するために、玉に穴を開けて鉛を流し込む。

そうすると、今度は重心が狂ってくる。
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それを手作業で、重さと大きさの両方の要素

をピタッとコントロールしてしまう。重心も狂わ

ないということです。

これは、素人の時代からまた玄人の時代に戻

っているのではないか。70 年から約 30 年間、素

人の時代が続いたけれども、それが玄人の時代に

戻ろうとしている。

そういう意味では、例えばアパレルメーカー

や百貨店でも、最近は本当に玄人がいなくなった

という話を聞きます。デザイナーも素材のことが

分からない。下手をすると、コンバーターにも素

材のことが分かる人間がいない。そういう話がゴ

ロゴロと転がっていますが、それは 30 年もの間、

我々が素人の時代に生きてきたということでしょ

う。

しかし、気がついてみたら、日本の中小企業、

町工場の技術を世界企業が採用している。例えば

iPod のあの鏡面磨き。あれも日本の燕あたりの

金属研磨技術だったと思います。メガネ産地であ

る鯖江のチタン加工技術も世界一ですね。今まで

は、こういう素晴らしい技術が日本に存在すると

いう事実を世界企業は分からなかった。しかし、

情報技術が進んで、世界企業が日本の技術を再発

見するようになった。

工業デザインの分野でも、日本人デザイナー

が注目されています。映画の原作等で日本人の小

説家も注目されるようになった。日本文化という

と、きもの、芸者、京都、歌舞伎というイメージ

でしたが、現代日本も面白いということが次第に

認知されています。

そして新たな国際取引が始まっています。こ

の現象は、新たな時代が既に始まっているという

証拠ではないでしょうか。この現象は、中国に生

産が移転してもしなくても、起きたことではない

か、というのが私の仮説です。

「20世紀型大量生産システム」が中国に移転

確かに、中国の生産量は増加を続けています。

反面で北陸産地の生産量は減少している。しかし、

もし中国に生産が移転せずに、北陸産地の生産量

が増え続けたとしても、やはり、供給過剰で価格

は下落したのではないか、という気がするわけで

すね。

私は、「中国生産とは、日本で飽和状態に達し

ていた『20 世紀型大量生産システム』がそっく

りそのまま中国に移転したもの」と理解していま

す。したがって、中国の産地は日本の産地が経験

したのとまったく同じ悩みを抱えるだろう、と思

います。

「我々が一生懸命生産しているのに、儲けてい

るのは外国の企業じゃないか」「我々が一生懸命

縫製しているのに、儲けているのはアパレルや小

売店じゃないか」「なぜ、産地に利益が落ちない

んだ」。こういう問題を、日本の繊維産地は考え

続けてきたわけですが、これからは中国が直面す

るわけです。

私には既に見えています。中国がこれから取

り組む課題は自立事業であり、ブランド育成、デ

ザイナーの養成です。中国は「世界の工場」と言

われていますが、実は「世界の下請工場」かもし

れません。

その「世界の下請工場」をうまく使っている

ところが実は利益を上げている。これは、日本で

言えば「東京の本社：産地」の構造が、産地を中

国に置き替えたに過ぎない。その一方で、質的な

変化が起こっている、というのが私の仮説です。

2．世界に広がる日本製造業
部品が製品を制する

今、日本の携帯電話はある意味で非常に遅れ

ている。日本の携帯電話は、世界では使えません。

中国の携帯電話はアメリカでも使えるし、アメリ

カの電話をヨーロッパでも中国でも使えるのです

が、日本だけが海外と異なるシステムで動いてい

る。国際企業の Vodafone でも、日本の端末を海

外で使うとDoCoMo と同じ料金になってしまう。

こうした障壁が、日本の携帯電話メーカーの

市場シェアを下げています。中国では、モトロー
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ラ、ノキア、サムソン等のシェアが高い。こうし

たメーカーは世界市場の中でシェアを伸ばしてい

ますが、日本のメーカーは残念ながら世界市場の

中ではシェアを伸ばせない。

しかし、携帯電話の中で使われている部品の

日本製品シェアは非常に高い。先ほどの Apple の

iPod もそうですが、高付加価値製品に占める日

本製部品シェアは意外と高いのです。言い換えれ

ば、組み立てメーカーの市場シェアは低いが、部

品メーカーの市場シェアは高いということです。

国内だけで見ると、組み立てメーカーこそ大手メ

ーカーであり、ビジネスの力関係も強い。部品メ

ーカーはあくまで下請です。しかし、その下請メ

ーカーに海外から引き合いがきて、海外と取引す

るようになった結果、立場が逆転してしまった。

下請メーカーにこそ国際競争力があって、組み立

てメーカーは国際競争力がないという構図が見え

てきたのです。

「インテル入ってる？」というコマーシャルが

ありますね。インテルはパソコンの中枢である

CPU のメーカーであり、パソコン業界でのイン

テルの立場は非常に強い。しかし、考えてみれば、

iPod の鏡面磨きも同じです。「インテル入って

る？」と「磨き技術入ってる？」は同じ価値があ

る。磨きの技術を独占していれば、それを使いた

いという組み立てメーカーにとってインテルと同

じ価値がある。

この事実のすごさは、コンピュータの最先端

技術の結晶と、日本の中小企業の手仕事に近い職

人の仕事が、同じ重さになってきたということで

す。

国際競争力のある下請企業と、国際競争力のない

大企業

痛くない注射針、砲丸の玉、ホイッスル、ロ

ケットの先端部分の板金技術など、現在の日本に

は世界的な名工が多数存在しています。しかし、

日本国内だけでビジネスをしていたら、おそらく

彼らの会社は倒産していたでしょう。情報化社会

になり、世界を相手にしたからこそ生き残れた。

これまで系列構造の中で見えなかった、部品メー

カーや加工メーカーの国際競争力がようやく世界

の中に見えてきたと思っています。

アパレル産業で言えば、国際競争力があるの

は縫製メーカー、テキスタイルメーカー、染色・

加工メーカーだと思います。それとマザーマシン

である工業用ミシン、織機、編機等の機械メーカ

ーです。

国際競争力がないのはアパレルと小売店です。

ようやく、伊勢丹は中国で積極的な店舗展開を始

めましたが、ほかの百貨店はむしろ海外店舗を縮

小しています。百貨店も量販店も海外で勝てるビ

ジネスモデルは確立できていないと思います。ア

パレルも中国進出をスタートしていますが、圧勝

しているわけではありません。私は、現段階で成

功とか失敗とか判断できる状態ではないと思って

います。

こうしたある種の逆転現象は、系列の崩壊と

情報化がもたらした現象です。先ほどの部品メー

カーも、系列関係が維持されていた時には、その

系列で守られている下請です。下請は、一番いい

仕事でもあります。仕事が保障され、工賃が保障

されたら下請ほどリスクのない、確実に利益の上

がる業態はありません。しかし、仕事が出なくな

った瞬間に、下請は一番不安定な業態になってし

まう。しかし、情報化によって、世界から受注す

るということになった瞬間に再び立場が逆転する

のです。

そして、日本の中小製造業の中から次々とス

ターが生まれている。これは情報化以前にはなか

ったことだと思います。常にスターは大企業であ

り、部品メーカーがスターになることはなかった。

しかし、オンリーワンの部品メーカーは、世

界中の組み立てメーカーに販売することができ

る。これほど強いことはないわけです。日本の加

工技術を、国内の力関係ではなくて、世界の競争

力という視点でもう一回捉え直す。「そこで、何

か見えてこないだろうか」と思うわけです。
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旧式の機械と職人の技術が「質」を生み出す

そういう意味では、今、中国に行ったら最新

の織機が入ってます。ところが、世界の高級品を

作っているイタリアのメーカーの設備は最先端の

コンピュータ制御の機械ではない。必ず人の力が

入る旧式の機械です。旧式の機械プラス職人の手

仕事。あるいは、人間の持ってる力。これを組み

合わせて世界最高級のものを作る。あるいは機械

の改造力。機械メーカーの言う通りに機械を使う

のではなく、自分で改造して、オンリーワンの機

械にしてしまう。こういう企業が差別化可能な世

界の高級品を作っている。

コンピュータ制御の機械は改造が難しい。ブラ

ックボックス化した部分があるので手が出せない。

こうした現象は、実は 90 年代から始まってい

ました。例えばジーンズの赤耳付が流行った。革

新織機のエアジェットで織った広幅のデニムでは

なくて、シャトル織機で織った、赤耳のついた狭

幅のデニムに引き合いが集中し、スペースが埋ま

っていました。

あるいは、カットソーのいわゆる裏毛の機械

ですが、「吊り」と言われる旧式の機械がありま

す。非常に効率の高い大口径のシンカーの機械で

編んだ裏毛よりも、旧式で狭い口径の編機で編ん

だ裏毛の方が高密度で風合いが良い。これも取り

合いになっていました。

考えてみますと、革新織機以降、日本の機械

の進歩は、まさに効率追求です。質を追求してき

たのではない。素人でも使える薄利多売の機械。

安くても、傷もムラもない製品ができる。機械開

発の裏側にある思想は、薄利多売で利益が上がる

という考え方だったはずです。

旧式の機械はその反対です。一台の機械に一

人の職人がつかなければならず、常に調整してい

ないと、傷もできるしムラもできる。その代わり、

付加価値の高い製品も作れる。しかし、素人には

動かせない。だから、トータルに考えると、利益

率が低くなるわけです。

この薄利多売の思想に最も適応した産地が北

陸産地だと思います。当時の最先端の思想であり、

技術を駆使した工場です。その北陸産地のシステ

ムが、中国に移転していった。だから、中国との

競争になると北陸産地が最も辛いのです。むしろ、

旧式の機械を使っている小規模産地、レピアやジ

ャカードを使っている産地は、北陸に比べると、

中国との競争も穏やかです。

ですから、今後とも、中国とどのように差別

化していくのかというポイントと、時代の変化に

対応するというポイントが重要になるでしょう。

時代の最先端の変化は、効率追求ではありません。

特に、ファッションの世界では、効率追求ではな

く付加価値追求に転換していることを理解してい

ただきたいと思います。

3．国際競争力と国内競争力
ドメスティックな問屋が支配する日本の繊維流通

（テキスタイル、アパレル）

しかし、ここで矛盾が生じます。先ほど申し

上げた、国際競争力と国内競争力の問題です。日

本の繊維流通はドメスティックな業界であり、ド

メスティックなリーダーが牛耳っています。代表

的な存在が問屋です。日本の繊維流通の特徴は、

問屋を中心とした問屋流通であることです。和装

から始まって、テキスタイルもアパレル製品も問

屋業態が市場をコントロールし、ビジネスを支配

してきました。

ヨーロッパやアメリカは、基本的にメーカー

主導です。問屋という業態は、せいぜい販売代理

店やエージェントにとどまっている。ホールセー

ラーと言っても、日本の問屋ほど業態が成熟して

いません。

ファーストリテイリングは、問屋ではありま

せん。しかし、大手アパレルはアパレル問屋です。

次世代のアパレル企業は、どのような業態モデル

を採用するのでしょうか。いずれにしても、これ

までの問屋流通は確実に崩壊しようとしていま

す。ですから、問屋に依存している業態も苦しい。

自立事業もいかに問屋に依存しないビジネスモデ
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ルを構築するかが問われているのだと思います。

百貨店、量販店もドメスティック市場で成長

そうは言いながら、日本の百貨店も量販店も大

手アパレルも、ドメスティックな市場で成長して

きました。そのドメスティックな市場も、外国資

本に侵食されています。国内で強かった人たちが

今後、10年、20年後も強いままでいるか否かは分

かりません。現在、国内で弱い立場の人たちが、

10年、20年後には立場が逆転しているかもしれま

せん。今、日本の繊維が抱えている矛盾は、国際

競争力がありながら国内の力関係が弱いために淘

汰されているメーカーが多いということです。

その変化に気が付いて国内生産に回帰しよう

としても、一度淘汰されたものを復活させること

は難しい。ですから、公的機関にはなるべく国際

競争力のある企業を応援してもらいたいし、国際

競争力のない企業は国際競争力を付けてもらう

か、あるいは市場競争の中で淘汰されるべきとこ

ろはされるということにならないと、バランスが

悪いわけです。

今、この繊維業界を覆っている閉塞感という

ものは、実際の競争力と力関係のアンバランス、

あるいはリスクと利益配分のアンバランスに由来

しているのではないか。それが、限界まで来てい

るのではないかという印象を持っています。それ

が、これからどうなっていくのか。まさに、今、

そういう時期に来ているような気がしています。

日本製の素材、部品、加工を使うことで

付加価値が上がることをアピール

テキスタイルメーカーが国際競争力を持って

いると仮定した場合、先ほどの「インテル入って

る？」ではありませんが、日本のこういう素材を

使えば、こんなに付加価値が上がる、ということ

をアピールする必要があります。あるいは、こう

いう技術を使ったら、こんなに付加価値が上がる、

ということをグローバル企業にアピールする。

おかげさまで、ここ数年、ジャパン・クリエ

ーションでは海外の一流ブランドからコンスタン

トに引き合いが来ております。おそらく、北陸の

機屋さんの中にも、注文を受けているところがあ

るでしょう。尾州も泉州も桐生もあります。

これは「どの産地が良いのか」ということで

はなく、どの産地の企業でも、本当に差別化でき

る素材を作っているところは一流ブランドから引

き合いが来ているということです。それがあまり

ニュースにならないのは、守秘義務契約があった

り、販売先から「言ってはいけない」と言われて

いるからです。しかし、実際にはかなりの引き合

いが来ています。ただ、それだけでビジネスが成

立するほどの注文は来ていないのかもしれませ

ん。

もう一つの現象は、日本企業のプルミエー

ル・ヴィジョン参加です。プルミエール・ヴィジ

ョンは、国際的に有名なテキスタイル見本市です

が、その出展者の中でも日本企業の人気は非常に

高い。

ヨーロッパのデザイナーから見ると、イタリ

ア製のテキスタイルは定番素材です。ニューヨー

ク、パリ、ミラノのデザイナー達の多くはイタリ

ア製の素材を使っています。ですから、同質化し

てしまう。他のデザイナーと差別化するには、イ

タリア以外の付加価値の高い素材を探さなければ

ならない。そういうニーズの中で、日本の素材に

注目が集まっている。

日本の職人技のクリエイティビティ

確かに日本の素材には、独自の特徴がありま

す。イタリア製のテキスタイルは、非常に合理的

かつ論理的に、色の組み立て、経糸と緯糸の組み

立て、糸の密度設計、組織の変化等を行っていま

す。しかし、日本の職人さんは感覚的にアプロー

チしていく。偶然性を生かしたモノづくりをしま

す。「いろいろいじっていて、試しに緯糸を打っ

てみたら、こんなのができちゃった。これは、何

に使ったらいいのかな」と聞かれることも非常に

多いのです。
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明確な目的を持たずに、偶然性を生かしてモ

ノを作るというのは、世界でも稀だと思います。

多分、ヨーロッパ人には考えられない。これは日

本人の良いところでもあり、悪いところでもある。

多分、世界のほとんどの工場では、一つの製

品が売れ続ける限り、同じ製品を作り続けると思

います。しかし、日本の工場では、売れている商

品でも常に改善しています。改善する必要のない

部分まで改善するのです。これは日本人の本能的

な行為かもしれません。「同じものを作り続けて

もつまらない」「自分なりに工夫して面白いもの

を作りたい」「相手を驚かせたい」というような、

経済合理性だけでは説明できないクリエイティビ

ティがあります。

だから、日本の機屋さんは、とてつもなく面

白い素材を生み出します。洋服の伝統がない分だ

け自由だということもあるでしょう。洋服の生地

は、経緯の密度を基本的に揃えます。ですから、

バイヤスに使うと、美しいドレープが生まれる。

しかし、日本の着物の生地、着尺は基本的に経緯

の密度が異なります。緯方向にハリを持たせる。

そうしないと着物に仕立てた時に、きれいに落ち

ない。そういうアンバランスな織物に慣れていま

すから、平然とそれを作ります。それが、ヨーロ

ッパのデザイナーの目には、この上なく新鮮に映

るのでしょう。今、ヨーロッパでは「面白いもの

だったら日本に行け」ということになっています。

これは非常にいい傾向です。楽観的に過ぎる

かもしれませんが、この状況が続けば、日本のジ

ャパン・クリエーションにも、海外からのバイヤ

ーが増えるだろうと考えています。「面白いもの

を探したいのならば日本に行こう」「日本に宝探

しに行こう」というキャンペーンを打ち出さなけ

ればいけないのかと思います。

日本における現地生産の可能性

もう一つは、グローバルソーシング、グロー

バルな生産、グローバルなサプライチェーンとい

う話です。なぜ、ファッションではこういう動き

が出てこないんだろう、ということですね。日本

のファッション市場がこれほど大きいのに、なぜ

海外企業は日本で現地生産しないのか。私は、こ

の問題も将来的には可能性があると見ています。

日本で売るものは、ヨーロッパから輸入するより

も、日本で調達して日本で作った方がいいんじゃ

ないか、ということですね。

4．脱価格競争、脱大量生産
中国の優位性は絶対ではない

いずれにせよ、価格競争には未来がないと思

います。もちろん、今の日本にも中国よりも安い

織物があるでしょう。また、中国生産が未来永劫

に安いということもないでしょう。多分、中国で

も価格競争は不毛になると思います。

去年の今ごろまで、中国の労働力は無限だと

言われていました。だから、中国で人手不足にな

るとか、人件費が上がることはない、と。ところ

が今年になると、華南地区で明らかに人手不足が

起きてきた。同時に、人件費も上がり始めていま

す。経済発展の結果、地元が豊かになって仕事が

増えてくれば、出稼ぎに行く必要もなくなるとい

うことです。あるいは出稼ぎに行っても、よりい

い給料の職場に移っていきます。これまでは縫製

しか仕事がなかったから繊維で働いたけれど、も

っと良い産業が出てくれば、そちらに移っていく

ということです。

また、為替レートが変化する可能性もありま

す。日本が輸出から内需に転換したのも、為替の

変化によるものでした。急激な輸入の増加も為替

の変化によるものです。中国がそうならないとい

う保証はありません。

投資環境の変化も考えられます。人権問題、

中国国内の貧富の差によるアクシデントの発生に

よって、外国からの投資が急激に減少するかもし

れません。中国は外資の力で動いています。

中国の経営者は内部留保をしない。銀行から

ジャブジャブ借金をして、規模を拡大し、急成

長してきました。ですから、資金が止められた
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瞬間にお金が回らなくなります。中国の企業は、

売上が大きい企業ほど、借り入れも大きいんで

す。利益は会社に留保するのではなく、個人の

資産に換えていきます。個人で不動産投資を行

い、海外に資金を蓄える。子どもは海外に留学

させて、奥さんも自分も海外の市民権を取得す

る。いつでも逃げられる用意ですね。要するに、

会社を経営するという思想が異なっているので

す。あくまで、会社は個人の資産を製造する仕

組みに過ぎない。

そういうことが少しずつ分かってきて、中国

株の国際的な信用も落ちています。日本の書店に

は「中国株で儲けよう」という本が山積みされて

いますが、あれは日本人の素人をカモにしようと

いう陰謀だと思っています。

そういう何か一つでも環境の変化が起これば、

中国の優位性は揺らぐでしょう。

既に工賃だけ見たら、ASEAN のほうが低くな

っています。我々が「中国プラスワン」というこ

とで、ASEAN やインドに注目していますが、実

は中国企業が自ら ASEAN に生産の移転を始めて

います。中国自身がプラスワンまで囲い込んでい

るということです。ですから、中国人自身が今の

状況を少し怖いと思っているのでしょう。

価格競争に未来はない（常に生産拠点を移動）

価格競争を追求すると、常に生産拠点を移動

させなければならない。まさに、ジプシーのビジ

ネスです。日本の商社もそうでした。韓国、台湾

から始まって、それがインドネシアに行き、今、

中国に行っています。それなら、中国のコストが

高くなったら、どこに行くのでしょうか。そうや

って、さすらい続けていく。さすらいの製造業と

いうのは、どうなんですか？　ということですね。

商業はいいです。商業はさすらうことが必要

条件かもしれません。だから商社はそれでいい。

しかし、製造業が果てしなくさすらうというのは、

間尺に合わない。ですから、製造業にとって価格

競争は未来がないと思います。

いかに高く販売するかがファッションビジネスの基本

我々が考えなければいけないのは、いかに高

く売るかです。中国で作ろうと、国内で作ろうと、

いかに高く売るかというノウハウが必要です。こ

のノウハウは、ヨーロッパ企業が非常に強いです

ね。

彼らは高く売るために、コマーシャル、プロ

モーションには何億円も掛けます。一時話題にな

ったスーパーモデルは 1 ステージ 1,000 万円と言

われました。コレクションを一回開くと、何億円

も掛かる。また、東京の最も地価が高い場所に、

一流の建築家にデザインさせたビルを建てる。

「何のため？」って言ったら、製品を高く売るた

めです。ですから、いかに安く作るかということ

と、いかに高く売るかということは、全く別のビ

ジネスモデルと言えます。

日本の製造業は、「いかに安く作るか」を追求

してきました。その間、世界のアパレル企業、小

売企業は、「いかに高く売るか」を追求してきた。

例えば、販売員だって、スタイルのいい美人を揃

えれば高くつきます。スーパーのパートに来てい

るおばさんなら安い。でも、コストの高い人を置

かないと売れないわけです。

高く売るためには、商品原価に含まれないも

のに投資しなければならない。デザイン、技術開

発力、商品開発等です。イタリアのアパレルは、

売上の 10 ～ 15 ％を企画開発費に使っています。

日本のアパレルでは考えられないことです。彼ら

は、そのコストを価格に乗せてくる。このように、

いかにコストを掛けて、いかに開発して、いかに

高く売るのかというビジネスモデルもあります

よ、ということです。

常に供給過少の状態を維持すること

オンリーワンになった瞬間に価格は相場では

なくなります。価格は需要と供給のバランスで決

まります。ですから、いかに高く売るかを考える

のならば、いかに供給を押さえて、常に需要過剰

な状況を維持するかに懸かっています。
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ですから、イタリアの機屋さんは生産増強の

ための設備投資を行わない。拡大した途端に値段

が下がるということを理解しています。これは今

までの北陸産地や紡績や合繊メーカーの考え方と

は逆だと思います。いかに生産を増やし、市場シ

ェアを取るかということと、正反対の考え方です。

そして、いかに需要と供給のバランスをコントロ

ールしていくかを考えている。

既に、中国も完全に供給過剰です。一部の商

品では値崩れが始まっています。ワイシャツも自

転車も供給過剰です。その在庫商品が日本に入っ

てきたら、まだまだデフレになるくらいに供給過

剰です。

一流ブランドや高付加価値のビジネスは、い

かに供給しないか、を考える。今、繊維産地の生

産量は、ピークの 2割か 3割になっている。よう

やく、供給過剰の状態から抜け出しました。その

次に考えるべきことは、いかに付加価値を高め、

いかに供給が足りない状況を維持できるか、だと

思います。

いかに手を掛けるか、手作業の復権

これは皮肉な話ですが、和装、着物の世界がお

手本になると思います。私は、和装の機屋さんと

も付き合いがありますが、ある時、和装の機屋さ

んが、「広幅はいいよね。まだ、問屋さんから注文

来るんでしょう。我々はとっくの昔に問屋から注

文が来ることはなくなったから。自分たちで作っ

て自分で売りに行くしかないんだ」と言いました。

和装の世界が面白いのは、洋服の世界がいか

に合理化して値段を安くするかを考えていた何十

年もの間、いかに手を掛けて高く売るかを考えて

きたんですね。結城紬も昔はあんなに細かい亀甲

の絣はなかった。紬はもともと普段着ですから、

矢絣や簡単な絣が多かった。それを高く売るため

に、だんだんと亀甲柄を小さくして、最終的には

究極の絣を作ったということです。

確かに、和装の世界でも問題はあります、価

格の信頼性の問題や、詐欺まがいの商法があるの

も事実です。しかし、いかに高く売るかという面

では、世界の一流ブランドの戦略と非常に近いと

思います。和装の売り方は非常に面白い。

西陣も一時、力織機で帯を織っていましたが、

今は手織りに戻っています。技術的な進化を捨て

て、質的な進化を追求するようになっている。ど

のように希少価値を生むのか、という革新です。

つまり、21 世紀の革新は、20 世紀の革新とは

正反対の方向を向いているということです。。20

世紀の人は、「それは革新ではなく退化だ」と言

うでしょう。しかし、高級品の世界では、それが

進化になるわけです。

周辺技術、機械技術、素材技術とのコラボレーション

あるいは周辺技術とのコラボレーションです。

特に、日本の機械技術は素晴らしい。なぜ、織機

メーカーは日本バージョンの機械を日本のメーカ

ーと共同で開発しないのでしょうか。それで、パ

テントを取り、海外で生産する場合には、機械メ

ーカーと共に日本のメーカーにも利益を還元す

る。そうすれば、国内メーカーも残るし、日本の

機械メーカーも世界の中でアドバンテージが取れ

るのではないか。

あるいは、合繊メーカー、紡績の素材技術力

とのコラボレーション。大きなメーカーではなく

ても、例えば撚糸や後加工でも十分に差別化がで

きるのではないか。

素人考えですが、せっかくですので、いくつ

か提案したいと思います。

例えば、昔、経糸を整経した後で捺染する

「ほぐし」がありましたが、ポリエステルならば

経糸に昇華転写ができます。そういう技術を利用

して、日本が持っているコンテンツ、漫画やアニ

メ、現代アートを表現する。そういう加工を北陸

でできないのか。

あるいは、糸にブランド表示することはでき

ないのでしょうか。これは絶対に特許が取れると

思います。例えば、フィルムにレーザー等の技術

を使って極小の印刷を行い、それをスリット糸に
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加工する。肉眼で見えなくても、顕微鏡で見ると

糸の中にブランド名が表示されている。そういう

糸ならば、おそらくキロ 100 万円でもいいのでは

ないか。その糸を何十センチかの間隔で 1本打て

ばいいわけです。偽物防止ですね。

あるいは、マイナスイオンを発生する金属や

鉱物をパウダーにして、糸に練り込む。健康にい

い様々な物質です。既に、備長炭の練り込みなど

はありますが、そういう新しい合繊の糸を開発で

きないのか。

あるいは、中国人も嫌気がさすような複合織

物。中国は一貫生産が基本です。ですから、

100 ％ものは中国というイメージです。シルク

100 ％、カシミヤ 100 ％は中国。ポリエステル

100 ％も中国です。

日本は、繊維流通が複雑であることをマイナ

スのように言われていますが、流通が複雑だから

複合が簡単にできるわけです。糸屋さんも撚糸屋

さんもいるから、複合糸が簡単にできる。そうや

って、中国がやりたくないような複合を行う。複

合の織り、複合の染色、複合加工などを駆使して、

いかに高く売るかです。

あるいは和紙です。和紙でも不織布でも、ス

リット糸にはまだまだ可能性があると思います。

和紙と最先端のフィルムの複合、あるいは、それ

らの糸との撚糸による複合糸。

それから、東レが得意な炭素繊維など。ファ

ッションの場合、最先端の糸を全面に使う必要は

ありません。少しだけ使って差別化する。あまり

合繊メーカーは喜ばない考え方ですが、差別化の

ための特殊糸開発はファッションでは重要になり

ます。しかも、できれば生産性の低いものがいい

ですね。偽物が出にくい素材を開発するという発

想。

だから、私は原着の糸で、もっと色を増やし

て欲しいと思います。グレー、ブルー、ベージュ

をグラディエーションで出してくれれば、どれだ

け多彩なジャカード織物ができるかですね。三者

混、四者混、五者混の複合織物が可能になります。

なぜ、原着は黒しかないのかなあと思います。で

すから、ぜひ、シートベルトと一緒にファッショ

ン衣料用も開発していただきたいですね。

5．中国を活用したモノづくり戦略
基本的な組み立てを中国で行い、日本の部品で差

別化

もう一つは、「中国というものをいかに活用す

るか」です。中国をいかに活用して、しかもメー

カーが儲けるかというのが私の課題です。今まで

は商社、アパレル、量販店が儲けました。しかし、

メーカーは儲けていません。メーカーは中国と競

争して、仕事を減らされた。メーカーが中国を利

用しない限り、中国が発展すればするほど、日本

の製造業は落ち込みます。だから「何とか中国を

利用する方法はないだろうか」をいろいろと考え

ています。

例えば、基本的な組み立ては中国で行う。組

み立てをどこまでやるか。製品までやって、製品

染めや製品刺繍を日本で行うというのも一つだ

し、生機を中国で作って日本で染色・加工・整理

するっていうのも一つの方法です。とにかく、フ

ィニッシュを日本で行う。そういう考え方はでき

ないだろうか。

あるいは何か一つ加える。中国のものだけだ

と安いけれども、何か一つの要素を加えて高くす

ることはできないだろうか。

中国企業への技術ライセンス

私が中国に行って、中国企業の経営者の方と

お会いしましたが、彼らは非常に困っています。

経営のノウハウがない。ノウハウがなくても、景

気がいいから大きくなってしまった。会社の中身

はまだ、お父ちゃん、お母ちゃんの中小企業でし

ょう。日本で言えば、多分 60 年代末から 70 年代

初頭だと思います。創立してから、まだ、10 年

か 15 年であり、その間は右肩上がりの成長を続

けた。

経験は皆さんの半分以下です。まだ小僧、若
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造です。何も分からない。だから想定外のことが

起きたら、対応できません。だから「ノウハウを

教えてくれ」と我々のところに来るわけです。

「ノウハウの流出は困る」と言われますが、報酬

を取ればいいのではないか、と思います。現に、

機械・金属関係では相当の技術ライセンス料を海

外から受け取っています。

どういうわけか、繊維は全部ノウハウを中国

に提供しています。ノウハウではお金を取らない。

あるいは商社が日本のメーカーから技術者を連れ

て行って、中国にノウハウを教えてしまうだけで、

メーカーにはメリットがありません。本来ならば

メーカーが行って、メーカーが報酬を受け取らな

ければなりません。

私は、やはりメーカーが「中国を利用して儲

けるんだ」という意識も持つべきだと思いますし、

そういう戦略を持って中国に出かけていただきた

い。そういう目で中国を見ると、たくさんの提携

先があります。

ただ、漠然と我々は中国が怖いと思っている。

騙されると言って、出かけていかない。本当に

我々は優位に立てますから「教えに行ってやるん

だ」という気持ちを持って、「あなたたちにも儲

けさせるから、こちらにも利益を配分しろ」とき

ちっと言えば彼らも理解します。得することなら

やります。裏切らない方が儲かるのならば裏切ら

ない。裏切った方が儲かるのなら裏切るというこ

とです。

6．ヨーロッパのキャッチアップから、

ジャパンオリジナルへ
日本にある資産、リソースを活用する

（マンガ、現代アート、伝統工芸等）

それから最後に言いたいことが、私たちは日

本の資産を利用していないのではないか、という

ことです。私もジャパン・クリエーションに関わ

っていますし、JFW ということで、東京コレク

ションが新しくなっていますが、その中でヨーロ

ッパの真似をしようとしている部分があるんです

ね。プルミエール・ヴィジョンを真似るとか、パ

リコレを真似るとか。でも、ヨーロッパのキャッ

チアップでは、ヨーロッパには勝てないと思いま

す。

日本のアパレルがヨーロッパに勝つ方法は、

簡単です。日本国民が全員「きもの」を着たら、

日本製が最も良いに決まっているわけです。それ

は極論としても、日本独自の服を皆が着れば、そ

れが本物になります。

ヨーロッパに起源がある洋服では、やはりヨ

ーロッパが有利です。その中で、日本のジーンズ

やストリートカジュアル。漫画や現代アートにつ

いては、日本のものは素晴らしいとヨーロッパ人

やアメリカ人から評価されています。あるいはア

キバ系のオタクもそうかもしれません。オタクは

輸出産業になり得ます。コスプレやゴスロリには、

非常に大きな可能性があります。今、コスプレの

製品を輸出しようという話が実際にあります。フ

ランスやスペインで人気らしいですね。そういう

市場が世界中にあります。我々が関係ないと思っ

ている分野でも、外国人がスゴイと思っているも

のは沢山あります。

日本に眠っている人材資源

（ニートの活用、高齢者の活用、女性の活用等）

私は、オタクやニートと呼ばれている若者た

ちをすごい資産だと思っています。ただ、彼らは

今までの社会にはなじんでいない。今までの仕事

スタイルではなじめない。しかし、好きなことを

やらせることができたら世界に通用するのではな

いか。彼らは世界にはない資産です。世界では働

かなければ食えない国が多い。働かなくても食え

るのがニートです。

働かなくても食えている人で、朝から晩まで

好きなことをやってる。ゲームでも達人です。そ

ういう人が大勢いる。ただし、我々は彼らの活用

の方法が分からないんです。あるいは、今の会社

になじめない若い人たちの活用の方法が分からな

い。あるいは今の会社が取りこぼしている高齢者
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や女性の活用方法が分からない。

あるいは世界の誰が見ても素晴らしいという

日本の伝統、芸術をどのようにビジネス化するか

が分からない。以前、私はあるセミナーで、「世

界の金持ちに茶室を輸出しろ」と言ったことがあ

ります。マンションやビルの中に茶室を作る。茶

室を作ることになれば、日本の素材が最高級です

から、それを輸出することができる。また、茶室

の建築も日本人しかできない。

日本人にしかできないことを輸出するべきで

す。だから今は、和食がいいですね。寿司屋もい

いし、和食の板前もいい。

繊維の世界で、日本人しかできないものは何

かということですね。繊維では何か。アパレルで

は何か。なぜ、出て来ないのでしょうか。世界で

は日本のブームが起きています。日本ブーム、

COOL JAPAN です。日本は面白いと思われてい

ます。

日本で見逃している資産という意味では、こ

ういう話がありました。私の友人で、卒業してか

らすぐにイタリアに渡った男がいます。彼が言う

には、「日本のニッターさんに行ったらニットの

編地サンプルがいっぱいある。機屋さんに行った

ら試織のサンプルがある。デザイナーがそこに行

って、良いと思うものをピックアップし、それに

合わせたデザイン画を描く。それを、生地と一緒

に中国に持っていったら売れるじゃないか」パタ

ーンやサンプルをつければ、なお売れるというこ

とです。

こうした作業そのものは、アパレルのデザイ

ナーと同じです。デザイナーも編地や生地を選ん

で、それに合わせたデザインをする。それを自社

で生産して製品を販売するというビジネスモデル

です。しかし、それを企画として販売するという

発想です。現物では製品の価格が押さえられます

が、企画ならば高く売れます。なぜ、日本人はそ

ういうふうに考えないんだろう、と言われたんで

すね。

そういう意味でも、欧米のキャッチアップで

はなくて、やはりジャパンオリジナルでなければ

ならない。あるいは、欧米にコンプレックスを持

っていない人が輸出しなければ駄目だと思いま

す。多くのファッションの専門家は、欧米コンプ

レックスの塊です。アパレルもそうで、欧米崇拝

主義者の集まりです。

今の若い人達、アキバ系もそうですが、欧米

コンプレックスなんか持っていません。日本の方

がいいと思っています。欧米のブランドには興味

がない。そういう世代に世界に出て行ってほしい

と思います。

ブランドだけがファッションではない

（脱ブランドも視野に）

最近は、どこに行ってもブランド、ブランド

と言われますが、例えば中国人から見て日本のア

パレルのすごさは「常に変化していること」だと

言います。世界のブランドは年に 2回しかコレク

ションをやらない。でも、日本はいつも変わって

いる。2 週間に 1 回、1 週間に 1 回、商品が変わ

っている。なぜ、次から次へと変わったものが出

せるんだろう。これがノウハウです。

機屋さんも同じです。あの試織力、サンプル

生産力はすごい。私は、日本の工場は世界のサン

プル生産を全部受けてもいいと思います。力はあ

り余るくらいです。その分、ボツになっている。

だったら、サンプル専門のメーカーも有りだと思

います。

例えば、Web で世界中から試作の注文を取る

というのはいかがでしょうか。試作は小ロット

ですが、例えば、アメリカではセールスマンサ

ンプルとして、200 ～ 300 枚作ることも珍しくは

ありません。日本のアパレルの量産分ぐらいは

あります。中国も同じことになると思います。

中国全土の FC にサンプルを配布したらかなりの

数になると思います。世界の市場はそれぐらい

の規模です。

日本の中だけを見て、「量産は中国に行ってし

まうから、うちは落穂拾いしかない。細かいもの

アジアワイドの繊維ビジネスにおける北陸産地の位置付け
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を拾って集めるんです」という機屋さんがいまし

たが、「落穂拾いじゃなくて、その落穂を種にし

て蒔けよ。そして刈り取れよ」ということです。

そこまでやれば、初めて落穂拾いもビジネスにな

るんです。単に落穂拾いでは、あまりにも可哀想

だと思います。

日本人が世界に誇り得るライフスタイルとは？

最近のキーワードに「LOHAS ～ Lifestyles Of

Health And Sustainability ～」があります。継続

可能な健康的な生活スタイルですね。これはまさ

に江戸時代末期の日本です。完全なリサイクル社

会。し尿処理も全部畑に戻して、しかもそれをお

百姓さんが買い取っていたわけです。その実入り

で、大家さんは地域社会のボランティア活動がで

きていた。

そういうエコロジカルで継続可能なシステム

を、日本人は DNA として持っています。最近

「もったいない」が流行語になっていますね。

我々はアメリカの使い捨て文化に憧れて、大量生

産を始めたのですが、今、世界の時流は「もった

いない」「LOHAS」になっています。

そう考えると、明治以降、忘れ去られた江戸

文化も実は世界最高水準、最先端のものがあった

のかもしれない。日本という国は、非常に古いも

のと世界の最先端のものが同居している国です。

中国を見ても韓国を見ても、古い技術はすべて消

失しています。それが日本には残されている。最

先端もあって、伝統技術もある。その両方を持っ

ている国なのに、なぜか、自信を失っているんで

すね。

もう一度、考え方を変えて、「日本の製造業は

世界に広がる」というコンセプトを持てないのか。

多少楽観的ではありますが、私からの提言という

ことで聞いていただきました。お時間が来ました。

ありがとうございました。
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