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海外動向〔中国アパレル動向〕

Ⅰ．はじめに

人民元高進行中の中国繊維アパレル産業は、生
産資源の諸要素価格の上昇及び政策調整によるコ
スト高の問題に悩まされている。特に人民元高が
加速度的に進む影響を受けて、中国の繊維アパレ
ル産業は、全体的には企業収益が圧迫されている
状態になり、現在、それを背景として業界再編が
加速してきている。

中国の繊維アパレル産業は長期的な再編期に入
り、粗放型経営企業、低収益低効率の企業は次第
に市場から淘汰される一方、技術力と一定水準の
規模経済性があって、多品種小ロット生産などに
対応できる管理能力の高い企業が生き残ることが
できる。この現在進行中の再編と淘汰は、過当競
争の結果、過剰参入から起こった反動によるもの
だと理解すれば、むしろ望ましいことである。整
理と再編を通して、繊維アパレル産業の技術力の
高度化を促し、競争力は維持され、進化すること
が期待できる。もちろん、それを可能とするには、
中国の繊維アパレル産業が抱えている課題を解
決することと、新たな方向への転換が必要条件と

なる。
本稿は、まず、中国の繊維アパレル産業の現状

を概観し、この産業が直面している諸要素、価格
上昇及び政策調整によるコスト増加と人民元高な
どの問題による影響を検討する。更に現在すでに
進行し始めている業界整理と再編の動きを検討す
る。最後に、中国繊維アパレル産業が国際市場で高
い競争力を維持するために、今後解決しなければな
らないいくつかの重要な課題を論じ、更に当該産業
の今後の発展方向性について若干の提言を行いたい。

Ⅱ．中国の繊維アパレル産業の成長状態

2007 年、中国の繊維アパレル産業は、人民元高、
諸要素価格の上昇、欧米などの貿易保護政策とい
った逆境の中で、生産と輸出と共に引き続き比較
的高い成長を遂げた。

1．産出の高い成長

2007 年 1 ～ 8 月の統計資料によれば、規模以上
の企業 2 の化学繊維産出量は 1,562.7 万トン、前年
同期比で 18.32 ％増加、糸産出量は 1,270.2 万トン、
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前年同期より 18.69 ％増加している。また、生地生
産は 322.7 億 m で、同 12.82 ％の増加である。衣料
は 126.5 億点で、同 14.31 ％増加した。ただし、増
加は持続されている状況は確認されたものの、図
表 1 のように減速傾向が表れていることも指摘し
なければならない。

持続的な成長に寄与した要素は主に二つ指摘で
きる。一つは外需の持続拡大であり、もう一つは
内需の好調である。特に内需拡大の寄与度が最も
大きいことを指摘すべきである。

2．産出増加に寄与する輸出の持続成長

図表 2 に示されている通り、輸出金額と輸出数
量は共に継続的に拡大しているが、輸出金額ベー
スの成長率は、06 年度よりやや低下する可能性が
ある 3。

今後の輸出成長の可能性については、依然 10 ～
15 ％の高い成長を維持していくと考えられる。そ
の要因について、下記のことを取り上げることが

できる。
第一に中国繊維アパレル産業に形成された自己

完結的な連携の強い産業組織構造は、比較的高い
総合競争力を持ち、しかも、この総合競争力は、
新興勢力の追い上げがあるものの、しばらく維持
されていくと思われる。

第二に多様なニーズに対応する生産能力が平均
的に確立されており、今後その能力を更に発揮し
ていくと思われる。

第三に世界経済の成長に伴い、衣料品のファッ
ション化が更に発展し、世界の繊維アパレル消費
は今後も拡大していくと推測される。つまり、内
外市場のさらなる拡大につれて、需要もまた拡大
していく。

第四に新興アパレル生産国の生産拡大に伴い、
衣料品以外の繊維製品に対する需要が増加してい
く。つまり当該産業において、中国と新興アパレ
ル生産国との関係は、分業的連携関係を形成し、
競合関係と補完関係の双方を持つことになる。

3 ：本報告の約 1カ月後の 1月 7日に、中国紡績工業協会統計センターが 2007 年 11 月までの中国紡績・衣類の輸出総額は、1,451.7 億米ドルに達し、
前年同期と比べ、約 31％増加した。また、輸出額だけでなく、生産額、販売額も、着実に増加していると発表した。

図表 1 中国繊維アパレル産業の産出推移状況

出所：中国紡織工業協会統計中心

図表 2 中国繊維アパレル産業の輸出推移状況

出所：中国紡織工業協会統計中心

人民元高進行期における中国繊維アパレル産業の現状と課題
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3．内需が堅調に拡大し、消費が高級化志向へ

生活者の所得向上は国内消費の増加をもたらし
た。特筆すべきなのは、農村住民の収入の増加速
度がこの 10 年間において最も高い水準となったこ
とである。（農村住民所得急増の背景としては、主
として、2003 年からの農業税廃止の政策、「新農村
建設」といった農村開発政策及び農民社会保障政
策などを推進したことが挙げられる）。

統計によると、衣料、靴、帽子類の売上は 2006
年以後急増している。2007 年第一四半期は 27.2 ％、
4 ～ 8 月は、それぞれ 22.3 ％、23.5 ％、25 ％、
24.9 ％、25.7 ％増加した。この速度は同時期の小
売増加速度よりも高かった。

また、アパレル製品消費量の拡大と共に消費単
価上昇の傾向が見られた。中華商業信息中心の統
計によると、衣料品の平均売上単価は、2006 年は
2005 年より 3.12 ％上昇した。2007 年の 1 ～ 5 月は
2006 年同期より 17.6 ％上昇した。衣料品消費は所
得向上につれて、高級化、ファッション化の傾向
が表れた。中国人の衣料品消費の傾向は、生活基
本消耗品から文化ファッション化段階へと向かっ
ているとの仮説を提起できると思う。

Ⅲ．繊維アパレル産業を巡る厳しい内外環境

しかしながら、中国の繊維アパレル産業が厳し
い内外環境に置かれている側面もある。中国の繊
維アパレル産業は当面、主に五つの圧迫を受けて
いる。つまり、①諸要素価格の上昇圧迫、②国家

政策調整の圧迫、③人民元高による圧迫、④欧米
などからの貿易保護政策の圧力 4、⑤新興国の成長
による競争圧力等が挙げられる。

1．諸要素価格上昇圧力

諸要素価格上昇の圧力については、要するに繊
維製品の原材料価格上昇と労働賃金上昇によるも
のである。

まず、原材料価格上昇の状況を見てみよう。綿
花、アクリル、レーヨンは主な原材料であるが、
綿花、アクリル、レーヨンの紡績用比率は、それ
ぞれ約 65 ％、25 ％、7.5 ％を占める程度である。
2007 年では、綿花価格が年初の 12,900 元/トンか
ら 8 月の 14,530 元/トンに上がり、2006 年度に引
き続き上昇している。

アクリル価格は比較的安定しており、11,200 元/
トンから 11,600 元/トン程度であったが、最近の石
油価格の高騰の影響で、小幅ながら上昇傾向が見
られる。

一方、レーヨン価格は、国際市場の需要増加と
産業用レーヨン繊維の需要増加の影響で急騰して
おり、レーヨン繊維生産企業はほぼ在庫ゼロの状
態が続いている。ただし、綿花は 2004 年と 2005
年を比べると、その当時のレベル辺りで、アクリ
ルは供給が需要を上回る状態のため、価格上昇圧
力はそれほど大きくはないと言える。中国の繊維
アパレル産業に影響が大きいのは特に羊毛価格と
麻価格の上昇である。

何年も続いたオーストラリアの旱魃災害を受け、
国際羊毛価格が高騰している。その影響で中国の
輸入価格も急上昇した。中国の税関統計によれば、
2007 年 1 ～ 8 月の羊毛輸入価格は 26.23 ％も上昇
した。なお、1 ～ 8 月の麻輸入価格も昨年同期より
22.3 ％上昇した。その影響で、国内の麻価格も約
30 ％も上昇した。羊毛、麻の原材料価格の高騰を
受けて、毛糸紡績、麻紡績及びその関連商品の業
種は、コスト上昇の圧力が最も大きいと言える。

続いて、労働賃金上昇の状況について検討して
みたい。繊維アパレル産業は一般的には労働集約
型産業と言われている。労働力コストは繊維アパ
レル及び染色産業のコストにおいて約 10 ％前後を
占める。その内特にアパレル産業は労働集約型で、
その比重は約 13 ％前後になる。2007 年の上半期に
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「限額以上」の定義：卸売（商社を含む）で売上総額2,000万元以上かつ年末従業員20名以上；小売で
売上総額500万元以上、かつ年末従業員60名以上、星付きのホテル及び旅行飯店、飲食業で売上総
額200万元以上、かつ年末従業員は40名以上。この基準以下の企業の売上げは統計対象外。 
 

図表 3 限額以上の衣料・靴・帽子類紡績製品卸売及び小売の推移変動

出所：中国紡績工業協会統計中心、中国銀河証券研究所

4 ：2006 年 10 月の第一回研究会の報告において、この点についてすでに検討した。本稿では、この点を省略したい。詳しい内容は、『繊維トレンド』
2005 年 11 ・ 12 月号（東レ経営研究所）を参照。
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おいて中国の労働賃金は約 5 ％増加した。
先進国の経緯から見れば、労働賃金の増加傾向

は、経済発展に伴い今後も続いていくと判断でき
る。これは労働集約型の繊維アパレル産業にとっ
てコストアップの圧力がますます大きくなること
を示唆している。

2003 年頃から、中国の労働賃金が上昇傾向に転
じたという話題が増えてきた。いわゆる労働力市
場でほぼ無限に供給できた農村労働力が、供給不
足気味の状況になったというのだ。だが労働力不
足は、実は、ホワイトカラー（専門人材）とブルー
カラー（単純作業工員）の二つの次元で表れた 5。
労働賃金の上昇傾向は、労働力資源の高い流動性
に伴って生じたと考えられる。一方、利益分配の
先進国側偏在と資本側偏在（国際貿易経路と企業
内利益分配経路）による発展の偏在現象を制度的
に是正するため、政府は法定最低賃金水準を段階
的に引き上げ、更に 2008 年 1 月から新たな「労働
法」が施行されることになり、制度の是正が労働力
コスト急増の新たな要因になることも予想される。

次に、労働賃金上昇が日本市場に与える影響に
ついて検討してみよう。2007 年 11 月 14 日の「繊
研新聞」の記事によると、2006 年の日本の輸入衣
料点数は約 37 億点であり、その内の 92 ％（約 34
億点）は中国からの輸入である。また、中国から
の衣料品輸入金額は、衣料品輸入総額の約 84 ％の
1 兆 8,000 億円になると推定される。

図表 5 のデータによれば、中国から輸入衣料品
の平均単価は約 530 円/点、約 35 元/点となる

（1 元＝ 15 円で計算）。
中国の繊維アパレル企業の平均粗利益率を約

10 ％で計算した場合、平均約 530 円（約 35 元）で
輸入された中国製衣料品の製造コストは約 477 円

（32 元）となると推定できる。
製造コストに占める労働賃金が約 10 ％前後であ

る中国の業界の平均事情に基づいて推定すると、
477 円（32 元）の製造コストの内に、労働賃金は
約 48 円（3.2 元）である。少々高めに計算して
13 ％程度で推定しても、62 円（4.2 元）程度であ
る。

中国紡績工業協会の統計によると 2007 年上半期
に、中国のこの業界の労働賃金は約 15 ％上昇した。
これによって単純に計算すれば、中国の繊維アパ
レル産業の労働賃金上昇による日本市場への影響
は、1 点当たりで約 7.2 ～ 9.3 円と推定される。実
際に、ファッション性が高い衣料品の輸入コスト
は、1,500 ～ 3,000 円程度が最も多いと考えられる
ので、人件費上昇による影響は、21 円（1,500 円仕
入れの場合）～ 42 円（3,000 円仕入れの場合）程
度になると推定される。

仮に中国の労働賃金が 50 ％上昇した場合、日本
市場への影響は 1 点当たりで約 24 ～ 31 円となる。
更に労働賃金が 100 ％増加する場合でも、その増
加分は約 48 ～ 62 円程度である。そうなると、例
えば平均 2,000 円で仕入れたファッション性の高い
商品の場合でも、約 134 ～ 173 円の影響に収まる
と単純に推定できる。ゆえに、結論から言えば、
中国繊維アパレル製品の労働賃金の価格上昇要因

人民元高進行期における中国繊維アパレル産業の現状と課題

5 ：その背景等についての分析は、宋立水「中国経済における人的資源流動性リスクとそのマネジメントについて」（『経済研究』第 139 号、明治学院
大学、2007 年 7月）をご参照。
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図表 4 主要繊維原材料価格推移変動

出所：中国銀河証券研究所資料を基に筆者作成

図表 5 日本の輸入市場における中国産アパレル製品のシェア

出所：財務省貿易統計〔「繊研新聞」（2007.11.14）〕
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に限ってみると、日本市場への影響はさほど深刻
になるとは考えにくいと言える。

2．国家政策調整による影響
（1）経済政策

最近の経済政策調整による影響としては、主に
輸出還付率の調整に伴う利益圧迫、環境政策に伴
うコスト増加などが挙げられる。

まず、還付税政策調整による利益圧迫について
見ると、2001 年 11 月に、中国が WTO 加盟を実現
し、更に 2005 年に、世界の繊維製品に対するク
オータ（割り当て）制度が解除された。それを背
景に、中国の繊維アパレル製品の輸出は毎年 2 桁
で増加した。2005 年にクオータ制度が WTO 加盟
国間で解除されたが、欧米を始めとする一部の加
盟国が、中国の繊維アパレル製品輸入急増による
国内産業へのダメージが大きいという理由で、そ
の直後に再び中国製品に対してのクオータ制度を
復活させた。他方、中国も貿易摩擦の政治問題化
を避けるため、自主制限措置に踏み切った。例え
ば、2005 年 1 月から繊維アパレル製品に対して輸
出税を導入した（効果は限られていたことと、欧
米がクオータ制度を再び発動したことに伴い、
2006 年 1 月停止）。

輸出企業に対して最も影響が大きいのは、付加
価値税（いわゆる増値税）の還付率を引き下げる
政策である。付加価値税は中国国内では消費税

（間接税）に相当する税種として理解できる。商品
取引が発生する諸段階で、その生産過程において
生じた付加価値分を対象に、17 ％の付加価値税が
課される。輸出企業は取引価格の中で新たに発生
した付加価値部分の 17 ％を付加価値税として一旦

納税するが、輸出を奨励する政策として還付の制
度がある。商品が最終的に中国国内で消費される
ものではないという説明の下で、納めた税金は輸
出企業に再び還付される。このいわゆる還付税は
輸出企業の輸出コストを引き下げ、価格競争力を
高める効果があり、還付率が高ければ高いほど効
果が大きい。

類似の政策措置は、輸出奨励・促進政策として、
世界の多くの国々で運用されている。1997 年のア
ジア通貨危機の際に、中国はアジア地域の通貨切
り下げ競争にストップをかけ、地域の通貨安定に
貢献するため、人民元切り下げをしないと約束し
ていたが、輸出不況を避けるため、付加価値税の
還付率を 6 ％から段階的に 17 ％（衣料以外の繊維
製品は 15 ％）にまで引き上げた。その後 WTO 加
盟後の貿易黒字急増、人民元高圧力を背景に、中
国政府は 2004 年に還付率を 17 ％から 13 ％に引き
下げた。また 2007 年 7 月 1 日から、更に 2 ％引き
下げ 11 ％になった。還付率の引き下げに伴い、輸
出価格にその分を転嫁することは、輸出企業には
とてもできないため生産コスト増と収益減の影響
が大きく響いた。あるアパレル企業の事例である
が、年間輸出総額は約 5,000 万元だったが、還付率
の 2 ％引き下げによって、約 50 万元の還付税収入
がなくなった。結局 50 万元のコスト増加によって、
利益の約 20 ％が消えたという。

また 2008 年には付加価値税還付率が更に 2 ％を
引き下げられ、9 ％になると予測される。中国の輸
出企業は、技術進歩及び経営管理能力向上による
生産性の向上が大きく進まなければ、企業経営へ
の圧迫が一段と厳しくなるに違いないと認識すべ
きであろう。

（2）環境保護政策

次にもう一つの制度要素である環境保護政策に
よる生産コスト増について見てみたい。

資源節約と環境保護意識が中国社会で次第に高
まってきており、資源節約と環境保護関連の政策
措置もますます強化されるようになっている。80
年代急速に台頭した郷鎮企業などの小工業は、
GDP 成長と雇用拡大に大きく貢献したが、資源浪
費・環境汚染の社会問題を同時に深刻化させた。
工業廃水による河川の汚染など水資源環境の悪化
は中国全土に共通した現象となっている。

2007 年の春、太湖でアオコが大量に発生し、太
湖及び流域の水質汚染がかなり深刻となり、水道
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・ 付加価値税＝国内消費税：商品取引各段階でその付加価値部分に対して発生する。 
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図表 6 付加価値税還付率の推移変動

出所：筆者作成
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水が飲めなくなった。中国政府は湖に隣接する宜
興市の政府職員 5 人に、監督責任を果たさなかっ
たことなどを理由に免職などの処分を発動したと
同時に、周辺の染色工場を含む化学工場を重点に
して整理・閉鎖が行われた。この件では染色産業
が最も影響を受け、一時生産停止、更には閉鎖さ
れる企業も多くあった。この整理に伴い、排水処
理施設の義務付けを強化し、排水基準が国家標準
を満たしていない企業は生産を中止させている。
更に、管理を強化する手段として、生産上水制限
措置と排水規制制限措置をセットで発動している。
実際、筆者の調査によれば、上水、排水制限で生
産高が低下して困っている企業が多くあり、廃業
した染色企業もある。

太湖水域の環境対策の例を見ると、無法状態だっ
た水資源利用の改善に繋がるが、繊維アパレル関
連の染色企業のコスト上昇、産出量低下の影響は
避けられないと言える。染色企業にとっては、こ
の環境保護政策強化によるコスト増加分を、染色
工場の内部で吸収できるかが課題となっている。
当然、染色コスト増加分を最終製品に転嫁する動
きもあり、アパレル企業にとって染色コスト上昇
は既に現実となっている。ということは、環境保
護政策の強化は、繊維アパレル産業にもコスト増
加の影響があると理解すべきである。

3．人民元高の影響について

人民元対米ドル為替レートの変動は、中国の輸
出入の商品価格を調整する効果がある。為替変動
は自由主義市場経済における市場行為の一つであ
るが、国民経済が世界経済の基本単位である以上、
国家間の異なる経済的利害関係の影響下では、政
策調整の手段として利用されることは否定できな
い。国民経済の総支出と総供給のバランス関係を
調整する手段として、経済発展段階と関係なく、
世界経済にとって意味が大きいことは、経済史的
経験と経済学的理論によって証明されている。こ
れは中国も例外ではなく、為替レートは、制度的
な意味と政策調整の意味がかなり大きいと言える。

2007 年 11 月には、人民元対ドルの換算レートが
すでに 2005 年 7 月の為替政策調整前より約 10 ％
切り上げられた（2005 年 7 月、為替水準を政策調
整によって一気に 2 ％切り上げ、その後市場取引
の結果、約 8 ％の切り上げが進行し、2007 年 11 月
の 1 カ月間では、0.85 ％高になるなど、元高は加
速された）。

『中国針織網』の情報によれば、1 ％の人民元高
で繊維アパレル産業の利益率は 2 ～ 6 ％、5 ～
10 ％の元高であれば、当該業界の利益率は 10 ～
60 ％下がると推定される。

中国の綿紡績産業の輸出依存度は約 20 ％である
ため、1 ％の元高で利益率は少なくとも 3.19 ％下
がることとなる。紡毛産業の輸出依存度は約 27 ％
であるため、1 ％の元高があれば、利益率が少なく
とも 2.27 ％下がることとなる。最も影響を受ける
のは輸出依存度の高いアパレル産業である。当該
産業の輸出依存度は約 60 ％であり、そのため 1 ％
の元高が進めば、利益率は約 6.18 ％下がることと
なる。

広東省にある綿紡績から衣料品縫製までの商品
をカバーしている大手繊維アパレルメーカーの例
では、2007 年度の売上は前年度より 20 ％増加した
が、利益は前年と同水準にとどまった。この企業
は原材料の約 80 ％は国内で調達し、製品の約
80 ％は米ドル建てで輸出していたため、売上は増
加したにもかかわらず、人民元換算の利益は増加
しなかった。この現象は他の地域の企業にも見ら
れる。例えば、蘇州大倉高級時装の張遅迅総経理
は 2007 年に「人民元高によって利益が 10 ％消え
た」と証言している。

なお、筆者は 2007 年 9 月に常州地域において現
地調査を行った。その代表的な二つのケースを取
り上げて説明していきたい。

ケース①：T企業の事例

これは 100 ％日本向け輸出のケースである。
2006 年 6 月の対ドルレートは 8.1 元で、2007 年 6
月のレートは 7.6 元となり、約 0.5 元の元高である。

７ 月 

2％切り上げ 

人民元 

2005年 2006年 2007年 

8.2
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7.8

7.6

7.4

8.4

11月1カ月間の 
上昇率は0.85％ 

図表 7 人民元対米ドル相場の推移変動

出所：「日本経済新聞」（2007.12.2）記事から筆者作成
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T 社のドル建て輸出高は 360 万ドルで、人民元高
による貿易所得損失は、単純に計算すると、
（360 万× 8.1 元）－（360 万× 7.6 元）＝
2,916 万－ 2,736 万＝ 180 万元
となる。T 企業にとっては、平均商品単価が下が
ったこととなる。つまり、輸出点数は不変だと仮
定して、平均単価は約 4.5 元下げられた結果となる。

「取引先は、元高であるから商品価格をその分高く
することは受け入れず、更に安くするか、せいぜ
い昨年と同じにしてくれと要求する」と姜副総経
理が説明された。

ケース②：C企業の事例

T 企業のケースと違い、C 企業の商品の市場構成
は、米国向け輸出が約 60 ％であり、その他の
40 ％は欧州向け輸出である。夏総経理の説明によ
れば、人民元高による商品の単価減の現象はほと
んどなかった。米国との取引については、元高の
分を取引先と相談した上で、お互いに半分ずつ吸
収する形を取り、欧州との取引はむしろ多少の元
安のため、コスト面の負担増はなかった。「全体的
には、今のところは（07 年 9 月末）元高による影
響は限られている」ということである。

事例によって一つの仮説を提起すれば、日本市
場の慣習（上代の一定割合で仕入れ価格を決める
こと、そして上代は硬直化に近い状態）の関係で、
人民元高の影響は、日本向けのメーカーにとって
は、欧米向けのメーカーより、もっと厳しいとい
う結論となるだろう。

江蘇省常州地域のアパレルメーカーの経営状況
に対する筆者の調査によると、輸出依存度が高い
アパレル企業にとっては、現在の経営管理及び技
術レベルなどの生産性要件が不変とすれば、1 米ド
ルに対する人民元レートは 6.5 ～ 7.0 元当たりで死
活の臨界点にくるのではないかと考えられる。

付加価値税還付率が更に低減されることを考え
ると、繊維アパレル業界は自転車操業に近い状況
にあり、淘汰と再編を迫られていると認識してい
る。

4．世界的なインフレリスクと新興国参入圧力

世界経済は、環境資源恐慌の心理環境を次第に
形成しつつあり、更に世界規模の経済開発に伴う
需要増加の予測の下で、原油高、資源高の局面を
迎えた。金融不安が進行している状況の中では、

投機資金が金融市場から一層石油、資源など先物
市場に流入し、その動きは、一気に原油などの資
源価格を押し上げる。世界経済は再びインフレ時
代を迎えると予想される。

中国は改革開放以後、かつて 2 回のインフレを
経験した。80 年代後期の供給不足を背景としたイ
ンフレと 90 年代前期に発生した過剰投資による需
要超過を背景としたインフレである。そして 2007
年以降、中程度（5 ％前後）のインフレが進行して
いる。今回のインフレは、国際的な石油高、資源
高を背景とするコストプッシュ型のインフレ現象
と、国内において何年間も続いた旺盛な投資ブー
ムによる需要牽引型のインフレの複合型であり、
この複合型のインフレは、今後もしばらくの間進
行し続けていくのではないかと考えられる。

現在進行中の複合型インフレの特徴は、主に下
記の四点に絞られると考えられる。①原材料価格

海外動向

人民元 

10.5

10.0

9.5 
 

9.0 
 

11.0

対ユーロ相場は2006年年初以来
6％も下落している。 
米ドルに対する元高はユーロ地域
にとっては、コスト増の影響はなかっ
たと言える。 

2005年 2006年 2007年 

図表 8 人民元対ユーロ相場推移変動

出所：「日本経済新聞」（2007.12.2）記事から筆者作成
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図表 9 ユーロ対米ドル為替相場の推移変動

出所：筆者作成
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上昇、②労働賃金上昇、③投資率上昇、④人民元
高である。

人民元高の進行に伴い、輸入コストが安くなる
というメリットがあり、世界的な資源価格上昇に
よる国内価格への影響を緩和させる効果が期待さ
れ、国内インフレ圧力を幾分吸収する効果はある
と論理的に考えられる。しかし完全に吸収するこ
とはできない。また国内原材料調達率が高ければ
高いほど、人民元高による輸入コストが安くなる
メリットは享受できない。繊維アパレル産業の原
材料の調達は国内調達比率が平均的には高い一方、
販売市場は海外比率が高いため、人民元高による
デメリットは大きいと判断される。

このような経済環境の中で、中国の繊維アパレ
ル産業にとって、生産コストの上昇と国際市場価
格の上昇は避けられないであろう。一方、ベトナ
ムなど東南アジア及びインドなど南アジア諸国の
繊維アパレル産業には、相対的に国際価格優位性
が表れることになる。つまり、中国の繊維アパレ
ル産業は、新興国からの価格競争に晒されること
になる。

近年、南アジアのインド、パキスタンの繊維最
終製品輸出が急増しており、輸出先では、すでに
中国と競合関係にある。例えば、米国市場ではイ
ンド、パキスタンからの輸出が 20 ％以上の成長を
続け、中国製品と競っている。人口の多いインド、
パキスタンの賃金コストは中国の 50 ％程度と言わ
れ、良質な綿花と麻の原材料生産地という優位性
をも持っている。その他に、東南アジアを見ると、
ベトナムへの繊維アパレル生産移行の動きは最近
加速し始めている。ベトナムの場合は、人件費は
中国の約 75 ％程であって、人件費上昇気味の中国
に対して優位性が見られる。ただ、ベトナムの場
合、原材料供給地としての優位性がほとんどなく、

「綿を手に入れるのが最も難しく、布を織るのが次
に難しい」と言われる程である。現在、ベトナム
は綿原料の 95 ％を輸入に頼り、化学染料や繊維製
品用の機械に至っては 100 ％輸入に依存している
状況だ。このためベトナム繊維製品は中国製の輸
入品に比べ約 50 ％も高く、その点では中国の総合
コストがまだ安いことが分かる。

ただし、10 年という長期の視点で見れば、イン
ド、ベトナムの紡績、染色などの工程の技術成長
が見込まれ、10 年先も中国にとっての厳しい競合
関係が続くと思われる。ゆえに、中国にとって、
繊維アパレル産業の優位性を継続的に維持するた

めには、紡績、染色、製品加工（特に付加価値強
化の加工）、及び企画開発等の技術・技能レベルの
向上が必須条件となるであろう。

上述した通り、中国の繊維アパレル産業が直面
している収益圧迫要素をまとめると、図表 10 に示
される通り、価格要素である原材料価格上昇、労
働賃金上昇、付加価値税還付率の引き下げ、人民
元レートの切り上げなどが指摘できる一方、非価
格要素としては環境保護政策強化によるコスト増、
労働法規整備に伴うコスト上昇と諸外国からの中
国輸出品に対する保護政策の台頭などが挙げられ
る。本稿ではこれらの諸要素をすべて取り上げて
論じるつもりはないが、これらの諸要素は、それ
ぞれの経路を通して直接的、間接的に商品のコス
ト増加に繋がるに違いない。もし、このコスト増
加分を何らかの形で吸収できず、更に輸出価格へ
の転嫁もできない場合は、生産者にとっては、商
品単価の引き下げと生産費用増加ということにな
る。このことは、企業の利益率の低下になり、企
業経営は収益が圧迫される状況に陥ることを意味
する。

Ⅳ．業界の淘汰と再編が加速

厳しい経営環境の中で、繊維アパレル全産業平
均のレベルを見れば、図表 11 に示されている通り、
労働生産性を高める努力は一定の効果を上げてい
る。

全産業の労働生産性が年々増加したのは、技術
導入、生産工程の改善などの技術進歩の方法と、
省エネ、コスト削減などの工夫によるものである。
労働生産性の向上は、この期間の資源と労働力な
ど諸要素価格上昇と人民元高上昇の影響を大きく

単価下げる 

企業経営が苦しくなり、閉鎖・廃業・転業が進み、業界の再編が進む 

費用上がる 

利益を圧迫 

原材料価格上昇 

労働賃金価格上昇 

付加価値税還付率の低減 

人民元対米ドルの元高 

環境保護政策によるコスト 

労働法整備に伴うコスト 

中国輸出品に対する保護措置 

図表 10 中国の繊維アパレル企業の経営にマイナス影
響を与える諸要素概観

出所：筆者作成
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吸収できたと考えられる。しかし、この状況は決
してすべての企業の状況を語っているわけではな
い。様々な管理改善と設備投資などを通して技術
を進歩させ、労働生産性を向上させた企業がある
一方、労働生産性の向上がなかった企業もあり、
業界の中での淘汰と再編は進行し始め、今後、更
に加速していくと予測できる。

筆者の江蘇省常州地域の調査によれば、生産・
輸出数量は大幅に増加したにもかかわらず、輸出
金額（売上）の増加幅は小さい。結果的に、売上
単価は下がり、利益率は大幅に減少したという企
業が数多く現れている。

常州地域は中国有数の繊維アパレル産業集積地
の一つである。常州のある染色企業の集積地での
調査によって、生産稼働率不足の企業が 2007 年 8
月から増え始め、フル稼働の企業は約 20 ％しかな
いということが分かった。更に調査先の担当者の
話では、他の地域にも類似の現象が見られるという。

生産稼働率不足の現象は、紡績・生地メーカー
にも現れていると言われる。「以前、ロットが小さ
いため、なかなか発注の受け入れをしてくれなか
った何社かの生地メーカーの方から、8 月以後、突
然、どんなに小ロットでもいいから仕事をくださ
いと、自らアプローチしてくるようになった」と、
T 社の生地調達部長がその異変を証言した。

アパレル縫製工場の状況については、2007 年 8
月末以後、零細企業の閉鎖が突然急増するように
なった。労働力移動の季節の春でなくとも、一定
規模の企業への求職者がほぼ毎日何人か現れてい
るという。業界の中で、工場閉鎖の話は、日常の

話題になっていた 6。
現在進行中の中国の繊維アパレル産業での淘汰

と再編の動きについては、主に六つの特徴を指摘
できる。その一、自転車操業を続けていけない一
部の零細企業は閉鎖し淘汰されている。一方で、
売上及び利益率の急減に伴い、一部の営利企業も
自転車操業状態に転落し、淘汰の危機に直面して
いる 7。その二、生産コストの上昇を抑えるため、
沿海の広州、上海など周辺の企業は、内陸地域へ
の移転を始め、それが加速している。その三、比
較的単純、定番的で付加価値の低い量産品の生産
は中国から移転されていく。その四、繊維アパレ
ル業界の優良メーカーに対する日米欧の奪い合い
が激しくなり、優良メーカーへの生産集中が進ん
でいる。その五、一部のメーカーは輸出の割合を
減らして国内向けの割合を高める道を探り始めた。
その六、一般貿易の比重が高くなっており、高付
加価値製品では、その傾向が更に強くなる。これ
らは、紡績繊維アパレル製品の輸出が、利潤・品
質の向上という方向に向かっていることを示して
いる。

Ⅴ．中国繊維アパレル産業の課題と発展進路

本稿の結びに代えて、価格及び非価格コスト上
昇に伴い激しくなる国際競争に晒される中国繊維
アパレル産業が、解決しなければならない諸課題
を提起し、更に、その産業の発展方向について、
若干提言したい。

1．課題については、次の 4 点を取り上げていき
たい。

（1）コストの企業内吸収

コストの企業内吸収の手段として、①企業管理
レベルを高めることが、まず期待される。繊維ア
パレル産業の企業管理レベルは、中国近代産業の
平均レベル以下にあるのは現状。その一番の問題
点は、経営者の素養が平均的にみれば、高くない
ことである。業界の企業組織形態が一般的に家族
的で、管理も粗放型的なものが多く存在する。②
生産技術・ノウハウの向上が必須となる。そのた
めに、従業員に対する技術訓練とその養成は、事
業内容の一環として欠かせない。ところが、現状

海外動向

繊維アパレル産業は技術導入、生産工芸改善など技術進歩を通して、省エネ、
コスト削減、生産性向上をもたらした。技術進歩による生産性向上は、原材料
及び労働力など諸要素価格上昇と政策コスト上昇による産業へのマイナス影
響を大きく吸収したと言える。 
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図表 11 繊維アパレル産業の全産業平均労働生産性の推移変動

出所：銀河証券研究所報告により作成

6 ：下請け末端に位置する何十人規模の零細企業が殆どである。
7 ：2007 年 1 ～ 11 月では、繊維アパレル企業数は 43,309 社であったが、平均純利益率は 3.97 ％で、内 68.52 ％の企業については同利益率が 0.73 ％
と、1％にも満たない。つまり、約 7割の企業が自転車操業の状態にあると言える。ちなみに、繊維アパレル産業の約 65 ％の従業員がこういった
自転車操業の企業で働いている。
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として、従業員の技能訓練を重視し、更に投資す
る企業は非常にまれなケースである。生産稼働の
時間を惜しんで従業員の技能向上のための訓練時
間を作ることが、もったいないと思う経営者が多
数を占めている。③従業員の流動性を低下させる
工夫をし、定着率の安定化を図る。これらは技術
向上をもたらし、生産性向上に繋がる要件として
欠かせない。

（2）コストの産業内吸収

繊維アパレル産業の川上から川下までの諸企業
が上記の努力によって、企業間の取引価格上昇を
抑えることになる。業界内の分業取引価格を抑え
れば、産業全体の価格競争力が維持できる。

（3）淘汰と集中の再編を促進

繊維アパレル産業は、依然過当競争状態にある。
零細企業、特に、効率の悪い零細企業の淘汰によ
って、資源（原材料と優秀な労働力）の効率的で
集中的な利用が可能となり、社会全体の資源配置
の合理性が進み、高い競争力の創出に繋がる。業
界内の熟練労働者と技術者・管理者の過剰な流動、
労働力・人材の相対的な不足状況は、業界内の過
度な競争による面があるため、淘汰と集中に伴う
過当競争が解消されることが期待される。

（4）繊維アパレル製品の非価格要素の優位性創出

商品の国際市場における競争力は価格要素と非
価格要素によって決まる。中国の繊維アパレル商
品にとっては、価格競争力の優位性が次第に低下
していく中で、いかに非価格要素の優位性を作り
出すかが、総合競争力を維持する必須要件となる。
非価格要素は、要するに安定的な品質力、流行に
合った企画提案力、短納期の生産計画遂行力、新
素材と新工法の開発力、小ロット多品種、多様な
ニーズへの対応力などで特に強化すべきである。

（5）繊維アパレル産業の位置付け

筆者の調査によれば、中国社会では、政府官僚、
研究者、そして業界の関係者は、一般的に繊維ア
パレル産業に対する偏見・差別を持っている。繊
維アパレル産業は、まだ高い技術レベルの段階に
成長していないのに、早くも淘汰されるべき産業
として扱うような空気が漂っている。

これは、伝統産業、ローテク産業、現代産業、
ハイテク産業などの経済学的諸概念を混乱し、正

確にそれぞれの内容を理解できていないことが、
その要因ではないかと思われる。繊維アパレル産
業は伝統産業である一方で、現代的で最先端の技
術とも無縁ではないはずである。世界的に見ると、
中国の繊維アパレル産業の紡績、染色の技術レベ
ルは、中程度の習得段階にとどまっている。政策
担当者の政府官僚の多くが、繊維アパレル産業の
更なる発展と技術レベルの高度化に対して無関心
で、それらを軽視し政策支援をしない一方、当の
業界の中でも一日も早く伝統産業の繊維から脱出
しようとする経営者が少なくない。

中国の紡績産業の上場企業の事業動向を調べる
と分かるが、紡績本業の比率がすでに半分以下に
低下し、不動産、金融ビジネスへ事業重点を転換
していく企業が多数を占めている。筆者が調査し
たところ、繊維アパレル産業の川下工程の製品メー
カーの経営者は、激しい市場競争の中で生き残る
ために、大変な努力をする必要があると認識して
いる。しかし、一番困っていることは、生地の品
質が不安定であることと染色品質の低さである。

紡績繊維アパレル産業は伝統産業であるが、一
方で最も現代的な産業でもある。最先端の技術に
よって支えられているからこそ、現代産業として
大きな市場需要が存在するはずである。中国繊維
アパレル産業の位置付けについて、今こそもう一
度見直すべき時期が来ている。このような意識の
変化がなければ、中国の繊維アパレル産業の技術
レベルの高度化は期待できない。そうなれば、新
興国の技術が成長した時、中国の当該産業の後退
は、避けられない現実になるであろう。今こそ中国
の繊維アパレル産業に警鐘を鳴らすべきだと思う。

2．中国繊維アパレル産業の発展方向について、以
下の通り提言したい。

第一に原材料生産―糸紡績―生地紡績―染色―
製品（消費財関連と産業用関連）生産の産業内連
関関係を更に強化し、産業立地の地域集積効果や
技術、品質レベルを高め、産業内の強い連関関係
と地域内の高い産業集積効果によって、総合コスト
を抑えて総合的に市場競争力を高めていく。

第二に紡績、染色工程の技術開発力を重点的に
強化する。なぜなら、中国の繊維産業の総合的競
争力を維持するためには、紡績と染色の技術開発
力を一層高めることが必要であり、急務となって
いるからである。これは、中国の繊維アパレル産
業全体の多様なニーズへの対応力の向上と製品付

人民元高進行期における中国繊維アパレル産業の現状と課題



繊維トレンド　2008.5･6 月号26

加価値の増加、非価格競争力の創出にとって重要
であると言える。新興国との競争の激化の中で、
紡績と染色工程の高い開発力の産業基盤とその優
位性が維持できれば、縫製工程を含めた全産業の
総合的な優位性は維持できると考えられる。言い
換えれば、今後、紡績と染色工程の高い開発能力
と対応能力が創出できなければ、縫製工程の産業
競争力が失われていくことは言うまでもなく、全
産業の競争力はどんどん低下していくことになる。

非価格要素の競争力、業界の高い対応能力が創
出されるかどうかは、基本的には紡績と染色工程
の開発力と対応力の高さによって決定される。筆
者の調査によれば、残念ながら、現状の紡績と染
色工程の品質の不安定さと技術開発能力の弱さは、
すでに中国のアパレル製品の競争力にかなりのマ
イナス影響を与えていると言っても過言ではない。
中国製アパレル製品の品質不安定の問題、そして
納期問題は、アパレル縫製工程の問題と言うより、
むしろその多くが生地製造工程及び染色工程の問
題によってひき起こされていたからである。

第三に商品企画・開発力を育成し独自のブラン
ドを作り出し、確立していく。その上に、企画、
生産、物流、販売の産業分業関係を一体化するよ
うなビジネス提携関係を形成していく。市場メカ
ニズムをベースとした業間組織化は、取引関係の
安定化をもたらし、そして、その取引関係安定化
に伴う取引コストの最小化を達成できる。他の強
い相手との競争に晒されないように、業界全体の
競争力を強化する効果も期待できる。

第四に国際市場の最低限の安定性を保つために、
積極的に市場のブランド販売主、または、大手小
売企業と戦略的な提携関係を構築していく。戦略
提携関係において、OEM としての生産・物流機能
を特化し、その OEM ポジションを固め、取引先
が必要とする商品を「適時適所」＝指定された時
間、指定された店舗に送り出すようなビジネスモ
デルを作っていく。つまり、世界の各市場の小売
業者及びブランド販売主にとって、欠かせない商

品とサービスの供給者となるようなビジネスモデ
ルを作らなければならない。世界の各市場のブラ
ンド及び大手小売商との間でこのような安定的な
戦略的提携関係を形成することができれば、取引
コストと品質の安定や納期の安定性のメリットを
間違いなく創出できる。このメリットが生まれれ
ば、国際市場での安定的な競争力がきっと維持さ
れるであろう 8。

第五に世界規模の最終供給先としての物流配送
機能を創出し、育成、形成していく。中国の繊維
アパレル産業は、安い労働力と豊富な原材料の寄
与によって世界市場の製品供給者としての地位を
得たと一般的に言われるが、今後、新興国の競争
参入に伴い、追い上げを受けるだろう。激しい競
争の中でその優位性を保つためには、今のままの
生産者としての状態を保つだけではとても無理で
ある。

新たなサービス機能としての物流配送機能を創
出できれば、顧客にとって、製造コスト以上のメ
リットを創出できる。現在、既存のビジネスモデ
ルとして、顧客は、中国の工場に発注し、中国か
らその商品を仕入れる。その後は、中国とのビジ
ネスは関係なく、国内の物流センターに一旦入荷
した商品を更に店舗ごとのニーズに対応して配送
する。もちろん、売れない商品の在庫のリスクを
負い、その処分に悩むし、コストが更にかかる。

アメリカ市場など輸送時間のかかるケースは、
当分困難であると言えるが、日本市場のケースで
言えば、物流配送機能を中国サイドで創出できれ
ば、小売側の物流配送コストを削減できるだけで
はなく、在庫リスクと在庫処分コストが最大限に
削減できる。更に、このビジネスモデルが形成で
きれば、必要なだけのものが輸送され、必要なも
のだけが生産されるようになる。これは環境保護
に対して大きく貢献でき、画期的な生産様式の創
出にも貢献できると期待される。

（2007 年 12 月 10 日の講演原稿を元に書き起こし）

海外動向

8 ：立場を変えて、つまり、海外（例えば日本）の生産依頼者の立場に変えれば、中国の生産者を選定して、そして、相手と長期取引の戦略的な提携関
係を求めていくということを通して、品質の安定性の向上、納期の保証、そして価格コストの安定などのメリットを長期的に確保することが期待で
きるだろう。中国の繊維アパレル産業の原材料と労働費用コスト上昇のコストを解消する手段にもなると思う。ちなみに、サンエー・インタナショ
ナルの事例を紹介して参考にしたいと思う。サンエー・インタナショナル（松本章執行役員国際事業本部長兼生産推進本部長）は「02 年の売上高
は 760 億円で、現在は 1,200 億円。増収を支えてきたのは中国を中心とする海外生産」･･････「ベトナムやタイでヘッジという声もあるけど、納
期や素材調達できる環境という意味では、中国と同じには無理だろう。･･････結論としては沿海部の生産を内陸部にシフトして中国でやるしかない」、
と「繊研新聞」 の取材に上記のように答えた上に、更に、サンエー・インタナショナルが構築した中国事業構図を下記のように纏めた、「売れるも
のを売れるときに生産、供給し、事業規模を拡大してきた」。筆者がとても同感をし、これは日本の成功したアパレルの共通の事業構図にもなるは
ずであると考えている。




