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坂口：みなさんこんにちは。ここ一週間ほど、業
界新聞でも「チャイナプラスワン」という文字が
随分出ておりまして、そのあたりの関心の高さが
伺われます。
今回のパネリストのみなさんは、すでにグローバ

ルビジネスを展開しておられる方ばかりであり、チ
ャイナプランプラスワンというよりは、チャイナプ
ラス 5とか 10というビジネスを展開されています。
今日はチャイナプラスワンについて、いろいろ

な角度から考えていきたいと思います。最初に、
みなさんの自己紹介、会社のご紹介を兼ねて、順
番にお話を伺っていきたいと思います。JUKI の知
久さんと YKK の猿丸さんは、具体的な縫製という
より、それをサポートする、ミシンとかファスナ
ーを扱っている会社ですので、縫製あるいは生
産・製造というものを客観的に見ておられると思
います。最初に、中国を軸として世界の縫製スペ
ースがどう変化しているかについて、客観的にご
説明していただければと思います。
それでは知久さん、お願いいたします。

繊維産業シンポジウム

「チャイナ プラス ワン」
－日本主導の東アジア連携ビジネスモデルを求めて－
第1部　パネルディスカッション －“生産拠点・市場・成長センター”三点セット連携ビジネスモデルを求めて－

パネリスト
三井物産株式会社ライフスタイル事業本部中部ライフスタイル事業部部長 鎌田 慶昭 氏
株式会社小島衣料代表取締役社長 小島 正憲 氏
YKK 株式会社上席常務ファスニング事業本部ファスナー事業部部長 猿丸 雅之 氏
JUKI 株式会社工業用ミシン事業部縫製研究所主査 知久 幹夫 氏

コーディネーター
有限会社シナジープランニング代表取締役（東レ経営研究所客員研究員） 坂口 昌章 氏

特別レポートⅠ

東レ経営研究所では、去る10月 3日東京・両国のKFC HALL にて『繊維産業シンポジウム』を開催し、

多くの方にご参加いただきました。現在、従来の“もう一つの生産拠点を”という「チャイナ プラス ワン」

の発想を超えて、中国を含めたグローバルソーシング、グローバルビジネスのあり方やその課題について見極

め、その中から、いかにして国際競争力の高いビジネスモデルを作ることができるかが問われています。

今回のシンポジウム第一部では、実際の縫製、生産に関わっている方々、サポートインダストリーの方々を

お招きし、これからのグローバルソーシングと、グローバルビジネスのあり方についてディスカッションして

いただきましたので、ご紹介いたします。

坂口 昌章（さかぐち まさあき）氏

1978 年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。アパレル・百
貨店の商品開発、ブランド開発、売場開発、産地のテキ
スタイル開発などを手掛ける。2005 年 6 月から東レ経
営研究所客員研究員。2006 年ジャパンクリエーション
実行委員会コーディネーター。主要著書に『ポスト DC
時代のファッション産業』（日経新聞社）、『脱トレンド
主義』（商業界）などがある。
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チャイナ プラス ワン

知久：私は JUKI の中で縫製研究所というところに
所属していますが、ここは縫製の研究をしている
のではなく、実は販売促進の部隊です。といいま
すのは、縫製業は発展途上国が工業化の第一歩と
して進める産業です。それを軌道にのせるために、
モノづくりの後に生産性や品質をどのように向上
させるか、それに対するサポートが私どもの主た
る役割であり、そしてそれがひいては JUKI のミシ
ンの拡販に繋がるということになっています。
JUKI の売上高は昨年 1,250 億円ですが、ほぼ半

分が工業用ミシンの売上です。98 ％が海外の販売
です。逆に言えば、日本国内は 2 ％しかないとい
うことです。生産は栃木県の大田原にマザー工場
があり、ここの技術を海外に展開するという役割
と仕組みになっています。現在は、中国に 3 社、
組み立て工場があり、それ以外に 4 社の部品工場
と家庭用ミシンの工場があります。つまり、中国
生産が JUKI 全体の 7割ぐらいの生産を受け持って
います。あとはベトナムにパーツ関係の工場を 1
社持っております。
つまり JUKI は、大半を海外で生産と販売を行っ

ています。詳細に数えたことはないんですが、150
カ国以上に販売していると思います。特に中国で
全体の半分以上を販売しており、中国国内に 12 カ
所の販売拠点があります。それ以外は、インドに 6
カ所、バングラデシュとベトナムに複数の拠点が
あります。その他、東南アジアには 6 カ国に 1 つ
ずつ販売拠点を持っています。これが、JUKI の工
業ミシンの販売展開状況です。
長い間アパレル縫製業界を見ていますが、やは

りアパレルの生産基地は、消費地域の国策や政策
によってかなり左右されます。最も大きな消費市
場はアメリカ、あとは EU と日本。この 3 つが世
界の最大市場です。ご存知のように日本の人口は 1
億 3000 万人ぐらいで、アパレルだけに限れば 10
兆円ぐらいの市場ですね。アメリカは 2 億 8000 万
人で、20 兆円ぐらいのアパレルの市場です。EU
は、来年 2つぐらい増えるそうですけれど、いま 4
億 6000 万人ぐらいで、やはり 20 兆円ぐらいの市
場です。ここに対して各国が輸出していくという
ことですね。
特に最大の輸入国はアメリカです。ここは輸入

比率が 98 ％と言われています。ここがどのような
政策をとるかによって、ずいぶん変わるわけです
ね。アメリカの政策は、ひとつには自分のところ
がいかにしっかりやるか、次に周辺国の安定、そ

の次に発展途上国への援助。もうひとつは、強く
なりすぎたところはどのように抑えるかというこ
とです。ただ最近はWTOに加盟するところが多く
なり、自由化が進んだために、それまで輸入第一
位はメキシコでしたが、2年ぐらい前から中国に替
わりました。現在、中国からの輸入品は、全体の
20 ％を超えていると思います。
今後中国の輸出が増え、アメリカの予測は

「50 ％ぐらいまで増えるのではないか」と言われて
います。この辺がWTO 後の、またはポスト ATC
といわれている 2005 年以降の世界のアパレル輸出
及び生産の変化に関する私どもの見方です。
私どものミシンが一番売れているのは、もちろ

ん中国で、JUKI 全体の 50 ％以上ですが、次に売
れているのはバングラデシュです。ここは中国と
比べれば、ミシンの販売は 1 ／ 3 ぐらいです。ア
パレル系の生産人口が 320 ～ 330 万人くらいいる、
と言われています。アパレル製品の大部分、97、
8 ％は欧米向けですから、その残りの 2、3 ％が東
南アジア、日本向けということになると思います。
それに次ぐところがインドとベトナムで、中国の
1／ 4 ぐらいです。それ以外の国は大体一割以下で
すから、JUKI としては、それほど大量の販売にな
るという予測はしていません。
最近増えているのはインドで、6カ所拠点があり

ます。私どもの縫製研究所ではプラント設計とい
って新しい工場ができますと、そこに対して設備

知久 幹夫（ちく みきお）氏

1970 年東京重機工業株式会社（現 JUKI 株式会社）入社。
縫製能率研究所（現縫製研究所）に所属。1974 年工業
製品販売部東北営業所。1978 年縫製生産システム開発
チーム、1982 年システム商品販促チーム。1987 年旧ソ
連の縫製改造プラントでトルクメニスタン工場指導。
1995 年丸光産業（株）郡山工場工場長（健康関連の縫
製企業）。2000 年 JUKI 縫製研究所（主査）・ JUKI マガ
ジン編集室（室長）、現在に至る。
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見積りを出すんですが、やはり向け先としては中
国が一番多く、次にインドの順になります。です
から今後の成長を期待しています。今年はインド
で 4 回展示会をやる予定で、既に 3 回は終わって
います。ですから JUKI としてみると、世界の縫製
産地とはやはり中国が半分以上、次はバングラ、
インドといったところになるかと思います。

坂口：ありがとうございます。続いて YKK の猿丸
さん、同じ質問をよろしくお願いします。

猿丸：私どもの会社は 1934 年に創業いたしまし
て、現在ではアルミ建材とファスニング商品の二
本の柱で商売しております。2005 年の販売額は
6,200 億円となっております。ファスニングといい
ますのは、もちろんファスナーと、面ファスナー、
それからジーンズ用の金属ボタン等も総称してフ
ァスニングと申しますけれども、それをいま 70 カ
国／地域で生産販売しています。
中国には 1992 年に進出しており、現在、大連、

上海、それから深 の 3 カ所にそれぞれ大きな工
場をもっていまして、現状では世界の 4 割近い生
産量を中国で賄っているという状況です。
中国からのアパレル・テキスタイルの輸出を、

クオータ撤廃前後の 2004 年と 2005 年を比較しま
すと、2005 年は前年比で 120 ％です。なかでもア
メリカ向けが倍増、EU向けが 170 ％になっていま
す。結果として、セーフガードが発動されまして、
特定品目に関しては、数量規制がある中で輸出が
行われています。
その中で私どもの商品が一番たくさん使われて

いるボトムズ。スラックスやパンツですね。それ
とコート、ジャケットという分野に限定して分析
しますと、まず欧米の数量規制のあるパンツ、ス
ラックスは、1月～ 6月の半期で、アメリカ向けが、
2004 年から 2005 年にかけては同期間で 246 ％、そ
れが今年は同期間で前年比 89 ％と、やはりセーフ
ガードの影響で減少しております。EU向けも同様
に 2004 年から 2005 年は 255 ％という伸びでした
が、今年はやはり協定の規制内の前年比 109 ％に
なっています。やはりセーフガードの影響もあっ
て、中国からの一番大きな輸出向け先である欧米
向けは規制品目の数量減が確かにあります。
ただし中国から世界へ向けてのパンツ、スラッ

クスの全体輸出は、前年同期比で 131 ％。これは
むしろ前年の伸びをはるかに上回る勢いで輸出が

伸びているという格好になっています。「では、ど
こに行っているのか」というのを仕向地別に見ま
すと、まだ分母は小さいのですが、ASEAN、南ア
ジアがそれぞれ 2 倍になっております。面白いの
は東欧向け、中国から東欧向けが 5 倍、トルコに
至っては 30 倍の数量になっています。
ここから言えることが 2つあると思います。1つ

は明らかに、迂回輸出が見られることです。縫製
国である東欧とかトルコに、そんな消費があるわ
けはなく、迂回輸出の可能性が高いです。それと
もう 1 つは、これまでアパレルを供給していた国、
ASEAN とか南アジア。それらの国々の低価格の内
販用・内需用の衣料品が、輸入に変わりつつある
ということです。つまり縫製輸出国が輸入国に変
わりつつあります。この 2 つの点が、現状の数字
から読めます。
一方で、数量規制対象外のコート、ジャケット

は、2004 年から 2005 年にかけて、前年比 111 ％で
したが、今年 2006 年は前年同期比で 118 ％ですか
ら、まったくペースが落ちずに同じような勢いで
伸びています。ですから、中国の競争力は変わっ
てはいないのではないかと思います。
一方輸入する側から見ますと、アメリカは、中

国が落ちている分、ASEAN からが 17 ％の伸び、
南アジアからが 26 ％の伸びを示しております。さ
らにインドが 150 ％。バングラデシュが 138 ％と
いうことで、やはり欧米のバイヤーは、南アジア
をかなり意識して見ておられるように思います。

特別レポートⅠ

猿丸 雅之（さるまる まさゆき）氏

1975 年上智大学卒業、YKK（株）入社。1977 年 YKK
U.S.A 社勤務。1994 年ファスナー国際事業部事業企画室。
1997 年国際事業統括部マーケティンググループ。1998
年ファスニング事業本部ファスナー事業部マーケティン
ググループグループ長。1999 年常務執行役員。2002 年
ファスニング事業本部グローバルマーケティングセンタ
ー所長。2003 年から現職。
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セーフガードの影響を受けて、数量規制もあって、
中国から欧米向けは減っていますが、中国全体と
しては全く落ちていない。むしろ未だに勢いは伸
びつつあり、競争力は落ちていないと思います。
チャイナプラスワンということで、最近、新聞

紙上等でいろいろな国が出ています。もちろん、
インド、ベトナムというのが、日本では比較的よ
く出る名前ですけれども、インドのアパレル輸出
額が 82 億ドル。それからベトナムのアパレル輸出
額が 48 億ドルですから、中国のそれと比べますと
桁が全く違います。チャイナプラスワンのワンが
どこになのか、ということよりも、やはり中国へ
の集中は避けきれない。中国の力はアパレルソー
シングの世界の中では、圧倒的な強さをもってい
るというのが、私どもの分析でございます。

坂口：ありがとうございます。それでは続きまし
て三井物産の鎌田さんと、小島衣料の小島さんに
お話を伺うわけですが、鎌田さんは三井物産のラ
イフスタイルの事業本部ということですが、少し
前まで、三井物産インターファッションという生
産に携わるお仕事もされていましたし、経歴の中
にもありますように、ベトナムに長く駐在された
というご経験もお持ちです。そのあたりのご経験
も含めて、実際に縫製生産に関わってきたという
お立場で、チャイナプラスワンについてどのよう
にお考えかということをお聞きしたいと思います。
さきほども出ましたが、チャイナプラスワンとい
うのが、はたして必要なのかという議論もあると
思います。チャイナプラスワンはチャイナなんじ
ゃないか、という意見ですね。そのあたりも含め
て、お願いしたいと思います。

鎌田：ただいまご紹介にあずかりました通り、直
近では三井物産インターファッションというとこ
ろで衣料品の生産物流、OEMに携わってまいりま
した。今は名古屋の中部ライフスタイル事業部と
いうことで、もちろん衣料品、服飾雑貨の取り扱
いもあるのですが、そのほかに建材、内装材、は
ては楽器等々、いろいろな物を取り扱っておりま
す。ライフスタイルに関わるあらゆるものを取り
扱っていますが、今でも、やはりアパレルを中心
とした海外生産、これが我々の事業部の中心にな
っておりますので、今も中国、インド、ベトナム
との海外生産と関わりを持っております。
小島社長が控えていらっしゃるのに、私がとて

も偉そうなことは言えないんですけれども、私な
りのささやかな経験に基づいた、平凡な商社人の
実感をお話させていただきます。
海外駐在という点では、韓国、インドネシア、ベ

トナムの 3 カ国で駐在しておりました。いずれも
衣料品の海外生産に関与しております。中国での
駐在というのは一度もありません。常に、外から
中国を見てきたという経緯であります。
国内では、東京・名古屋・大阪で、それぞれい

ろいろなお客様と、海外生産を一緒にやらせてい
ただきました。その時はやはり中国が中心でした
ので、私なりの中国観、「中国プラスワン」観とい
うのをちょっとお話させていただきます。
考えれば考えるほど、中国プラスワンとは、あ

くまでも中国プラスアルファということでありま
して、決して中国にとって代われる国があるとい
うことではありません。これは皆様ほぼ認識が同
じではないかと思います。昨今言われている中国
のカントリー・リスク、元の切り上げ、人件費の
アップ、電力不足、反日感情から、知財リスク、
労務問題。しかし、これは何も中国に限られたリ
スクではありませんし、どこか他の国に行けば、
必ずそのうちのどれか、あるいはそれに含まれな
い、新たなリスクに直面することになります。で
すから、中国でリスクがあるからといって、外
に出て行っても、そのリスクを回避できるとい
うものではありません。一方で、中国でなくて
はならないメリット、これも非常に大きいと思
うのです。

チャイナ プラス ワン

鎌田 慶昭（かまた よしあき）氏

1976 年三井物産（株）入社。1986 年～ 1992 年韓国ソ
ウル支店、1995 年～ 2000 年インドネシア三井物産、
2002 年～ 2005 年ベトナム・ホーチーミン事務所長。
2005 年～ 2006 年 MIF（三井物産インターファッション
（株））社長を経て、2006 年 7月から現職。
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素材、付属品、副資材の供給。刺繍とか洗いと
か、そういった二次加工、後加工。そういったも
のの周辺産業やベンダーの集積。これはもう中国
の右に出る国はありません。インフラに関しても
然りだと思いますし、地理的な近さについても、
大きな利点です。しかも、長年日本向けを続けて
きた経験とこの経験を通じて得た知見ですね。問
題が発生したときの対応力等、どれをとっても中
国に勝てる地域はまずないと思っています。そう
いう意味では、今後も中国に注力していかざるを
えないのではないでしょうか。それでやはりチャ
イナプラスワンが必要になる理由は何かというこ
とです。
プラスワンのもっていき先については、一概に

は言えません。私がベトナムに駐在していた時は、
立場上、中国ネガティブキャンペーンを張って、
「ベトナムがいいよ」と言っておりましたが、先ほ
ど申し上げましたように、総合的に見て中国が一
番いいに決まっているわけです。あとは「どのよ
うなデメリットだったら我慢できるのか」「どうい
うメリットをそのプラスワンの相手国に求めるか」
ということをはっきりと見極め、そのプラスワン
の国とどういった時間軸で取り組んでいくのか。
たとえばベトナムを例に取りますと、素材、ある
いは副資材・付属品が自国ではなかなか揃えられ
ない。でも縫製は非常に上手であると。では、生
地や付属品は自分で準備しようじゃないか、「後は
しっかりと縫ってくれ」というだけの、手間と忍
耐を惜しまない覚悟があればうまくいきます。プ
ラスワン、プラスワンと思っていても、目先の利
便さ、安全さを考えると、やっぱり中国でやろう
ということになってしまうでしょう。
ですから、「何だったら我慢できるのか」「軌道

に乗るまでどのくらいの時間を見られるのか」と
いうことになってくるのではないかと思います。
ということを諸々考えてみると、案外中国プラス
ワンというのは日本なのかもしれません。日本の
産地の見直しです。特に今のように小ロット、し
かも短納期が期待・要求されるような市場環境で
は、日本の産地というのをもう一度見直す必要も
あると、私個人としては考えております。

坂口：ありがとうございます。チャイナプラスワ
ンということを考えるときに、今鎌田さんがおっ
しゃったように、「日本はどうなんだ」ということ
は非常に重要な問題だと思います。続きまして、

小島衣料の小島社長にお願いいたします。このシ
ンポジウムにあたって、私も小島さんの著書を読
ませていただきましたが、その中で、香港返還の
時に、既に中国リスクというものを感じられて、
まさにチャイナプラスワンの先駆けみたいなこと
を実践されたとありました。そのあたりのご経験
を含めて、チャイナプラスワンについてお話して
いただければと思います。

小島：この 20 年間ぐらいで、オーストラリア、タ
イ、韓国、中国、ミャンマー、ヨルダン等に縫製
工場を展開し、またその技術指導をしてきました
が、そのすべてを自分の手でやってまいりました。
その間には、インドやフィリピン、サイパンにも
工場指導に参りましたし、さらにマダガスカルに
も足を伸ばしました。そうこうやっているうちに、
そのほとんどを失敗して大損をしております。で、
結果的に現在は中国に戻っておりますので、チャ
イナプラスワンといっても、とどのつまりチャイ
ナが拠点ということでございます。
結果的に言うと、私どものような縫製工場とい

う業種にとってみれば、チャイナプラスワンとい
うテーマはあまり考える必要がないのではないか、

特別レポートⅠ

小島 正憲（こじま まさのり）氏

1969 年同志社大学経済学部卒業、（株）小島衣料入社。
1980 年社長就任。1991 年湖北美島服装有限公司設立。
1993 年上海美旭服装有限公司設立。2001 年 GRACE-
MATE LIMITED、上海桜島服装設計有限公司設立。2002
年友島上海紡績品有限公司設立。2003 年上海偉馳諮詢
有限公司設立。2004 年株式会社 IVY ファッション研究
所設立。2005 年武漢佳島服装有限公司、上海雅色服装
有限公司、琿春紅尓服装有限公司設立。2006 年小島衣
料（琿春）服装有限公司設立。中国吉林省琿春市・敦化
市「経済顧問」に就任。（株）小島衣料： 1952 年岐阜市
で、実父（小島正氏）が斯業創立。レディース・フルア
イテム（ジャケット、スーツ、コート、フォーマル）を、
月産 250,000 着製造する。



9繊維トレンド　2006.11･12月号

と思っております。チャイナプラスワンについて
考える時の一つの判断基準として、中小零細企業
であるのか大企業であるのかにより、大変大きな
違いになります。中小零細企業の場合は、中国一
国に進出するのがせいぜいで、足を伸ばして他の
国に行ったら、もともとの中国の拠点がひっくり
返りかねないので、そんな大それたことを考えな
いほうがいいでしょう。
また、業種にもよると思います。縫製工場のよ

うに、投下資本が非常に少なくて、やり始めたら
半年か一年ぐらいで儲かり始めるというような企
業と、かなり大きな投資が必要で、工場を立ち上
げて償却しながら儲かるところまで、かなりの時
間がかかるというような産業とは考え方が違いま
す。
中小零細企業の場合は、私のようにオーナー決

裁でやれますので、危ないと思ったらすぐやめる、
面白そうだと思ったらすぐやる。そんなに調べな
いでやるということもできますが、大企業の場合
はそういうわけにもいかないでしょう。さらに大
儲けをしようと考えるのか、事業の存続を優先す
るのかなどで、チャイナプラスワンを考える時の
視点がそれぞれ違うと思います。そういうことを
総括的に考えてみると、縫製工場については、現
在のところ基本的にチャイナプラスワンはあまり
必要ないのではと思います。
「中国に何かあった時に、おまえのとこどうする
んや」「中国が崩壊した時にはどうするつもりや」
と聞かれたら、私は率直に「その時はやめます。
日本の本社も畳みます」と言います。オーナー決
裁ですから。
それからもう一つ付け加えますと、経営者が若

いか年寄りか、あるいは後継者がいるかいないか
ということも判断の分かれ目です。私のように 60
歳近くなってきましたら、中国で何か大きな問題
が起きれば、「まあこのへんでやめましょうか」と
言うのが、本音でございます。そういう視点から
は、ある意味でチャイナプラスワンという可能性
をあまり考えないほうがいいんじゃないかと考え
ています。
若かりし頃、今から 10 年ぐらい前に、ミャンマ

ーをチャイナプラスワンとして考えました。これ
は香港返還の問題がありまして、この時に私は中
国に 5 工場を持っていまして、ほぼ 1 万人の従業
員がいました。
その時、いろんなチャイナウォッチャー、中国

経済の専門家、各銀行の研究所やシンクタンク、
その他の意見も含めてすべて総合して私なりに研
究しました。その専門家たちのほぼ半分が中国に
内乱が起きる、残りの半分はまあまあだろうとい
うことでした。僕はその頃武漢の近くにある工場
の一角に住んで、ずっと中国の行く末について勉
強しまして「これは大変なことだ」と感じました。
この 1 万人の工場が一夜にしてゼロになるという
危機感から、もう本当に恐怖を感じ、その時チャ
イナプラスワンを考えざるをえなくなりました。
進出先候補の国をリサーチして、いろいろ考えた
結果、消去法でミャンマーを選んで、1997 年に進
出しました。600 人ぐらいの規模でスタートしまし
たが、陣頭指揮でやりましたので本当に大変でし
た。42 度の暑さの中でクーラーもなし、夜も寝ら
れないという状況の毎日でした。ところが、1997
年のアジア通貨危機に見舞われ、身動きが取れな
くなりました。その時にふと中国を振り返って見
ますと、何にも起きていない。これは大変なショ
ックでして、ほうほうのていでミャンマーの工場
を華僑に売却し、中国にもう一回戻るという経験
をしております。
そういったことをすべて踏まえて考えますと、

中小企業にとってチャイナプラスワンが本当にプ
ラスになるのかどうかという点からみると、「まあ、
とにかく行き着くところまでいって、つぶれたら
終わりで引き上げる」というスタンスのほうが良
さそうな気がしています。

坂口：ありがとうございました。一応一巡したわ
けですが、二巡目からは同じテーマについてディ
スカッションを進めていきたいと思っております。
チャイナプラスワンというのは、まさにまずチャ
イナであって、ただチャイナだけでは不安だから、
チャイナプラスワンということだと思います。と
いうことは、前提として、中国の現状と将来の見
通しがあって、そこで初めてプラスワンなのか、
あるいはそのプラスワンがどこなのかという問題
が出てくると思います。
そういう観点で二巡目は、中国の現状より今後

についてどう考えておられるかをそれぞれのお立
場でお話しいただきたいと思います。ここ数カ月
ぐらいの間に最低賃金が上がっておりますし、原
料高の問題もあります、それからエネルギー問題
ですね、電気代等も上がるでしょう。為替もどう
なるのか、あるいは外資の投資が今後どういうふ

チャイナ プラス ワン
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うに推移するのか、皆さんそれぞれの見方によっ
て、ぜひ中国の今後についてお話を伺いたいと思
います。ここは最初に、小島さんから経験談を含
めて、口火を切っていただきたいと思います。

小島：いろいろな観点があると思いますが、私か
らは、中国の人手不足の問題と、バブル経済が崩
壊するかどうかという問題についてご報告をした
いと思います。
2004 年 8 月の段階で、私は「13 億人の中国で、

なぜ今人手不足なのか」という論文を書きまして、
マスコミ等に発表しました。その時には 13 億人も
いる中国で、あるいは農民人口が 6、7 億人いる中
国で、人手不足なんてことがあるはずがない、と
多くの方々から笑われました。しかし、今、中国
で現実として労働力不足が顕在化しています。
今年に入って中国社会科学院人口労働経済研究

所の蔡 所長が、09 年にも労働力不足の可能性が
あるということを明快に発表されております。私
もそうだろうと思います。
さらに、9月 22 日付の香港の新聞に「『私を解雇

して』、と労働者。転職望み、経営者ヘの嫌がらせ
続出　中国広東省」という記事がでていました。
中国には、労働者が「自分の勤めている工場を辞
めて、次の所へ転職したい」という時に、一カ月
前に離職を届け出ないと、会社側は一カ月分の給
料を差し引いてもいいという労働法上の規定があ
ります。あるいは労働者に罰金がかかる場合があ
ります。したがって、すぐ辞めたい場合に、労働
者がわざと不良品を作ったり、わざと機械を壊し
たりして解雇をしてもらう。そうすれば、罰金を
払わなくてもいいし、給料から一か月分天引きさ
れなくてもいい。従業員が早く転職できるように
と、あらゆる手段を使って経営者に、自らを解雇
するように仕向けるというケースが増えています。
こういう傾向は中国の全土の工場に波及してくる
と思っています。大変深刻な事態です。
さらに来期には、新労働法が施行されますが、

その内容が今までとは違ってきており、労働争議
がかなり起きると思います。一般的な労働力の需
給関係からいっても、ミスマッチ等を含めてかな
り深刻な状況になると思います。
一般的な労働力不足に加えて、いわゆる若い女

子労働者にとって「3K」と言われる縫製業は、さ
らに人が集まりにくくなっています。しかも、
WTOに中国が加盟して以降、怒涛のように欧米向

けの仕事が入ってきています。さらに少しでもス
ペースが空けば内販の仕事が入ってきまして、日
本向けの仕事はかなり嫌われる傾向が強まってい
ます。
私たちは合弁や独資の工場ですから、日本の仕

事をやれと言って強行に入れていきますが、欧米
の仕事は基本的にはロットは日本の 10 倍、品質は
まあまあ、コストは日本向けと変わりません。し
たがって生産性からみると日本向けの 3 倍から 4
倍上がって、なおかつ従業員の定着率がよくなり
ます。仕事が楽ですから。したがって縫製業とい
う業種をとらえてみても、日本向けは極めて難し
い状況に入ってきていると私は思います。
次にバブルが崩壊するかどうか。中国がバブル

経済なのかどうかという問題ですが、これまた定
義の問題がありますので、それは学者さんに任せ
たいと思います。私達のように、60 歳代に近い人
達は、日本で不動産バブルを二度経験しています。
田中内閣の時の日本列島改造論の時のバブル、そ
れからこの前 1980 年代のバブル。したがってバブ
ルの時はどうやったら儲かるか、バブルの時はど
うやったら損するかについては経験的によく分か
っているわけです。
今よく言われるのは、おそらく 2010 年の上海万

博までは、バブルを破裂させないだろうと。その
後はどうなるか分かりません。破裂するかもしれ
ない。問題は、バブルは破裂するという前提で、
その前に売り抜けて、破裂したらすぐに底値で買
うということをやれば儲かるわけですよね。そう
いう観点から考えると 2008 年が北京オリンピッ
ク、2010 年が上海万博で、そこまで景気が持つと
考えるならば、2007 年か 2008 年に売り抜けるのが
一番いいんじゃないですか。問題は崩壊するまで
に、いつ売って、次の底値をいつ買うかというこ
と。中国の経済が大混乱していたら引き上げて会
社を畳む、そういう戦略でいっているわけでござ
います。

坂口：ありがとうございました。お話の中で、対
欧米向けが相当増えていて、日本向けの縫製スペ
ースが無くなっていくんじゃないかというお話が
あって、これは日本のアパレルビジネスにとって
非常に大きな影響を及ぼすのではないかと思って
いますが、そのあたりのことも含めまして話をし
ていただきたいと思います。知久さんは沢山の縫
製工場に出入りされていると思いますが、そのあ

特別レポートⅠ
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たりも含めて、中国の現状と今後についてお話を
していただきたいと思います。

知久：私は大体年間に 4 回か 5 回は中国に行きま
す。
クオータが廃止された 2005 年の初めのころ、急

激に欧米への輸出が増えたために、様々な制裁措
置が取られ、バイヤーも一時的に中国から離れま
した。ところが 2006 年の春ぐらいから、欧米のバ
イヤーがかなり中国に戻ってきています。その理
由の一つは、中国抜きでは生産量・供給量が確保
できない。それから納期と品質とコストの管理能
力の問題ですね、これらは中国の方が優れていま
す。
客観的に数字を見ますと、例えばインドと中国

の月間の給料は同じくらいだと思いますが、実際
には中国の縫製工場は大部分が朝 8 時始まりで、
夜 10 時まで仕事をしています。12 時間労働で、月
間の稼動日数は 30 日です。1 時間単位で見ると中
国のほうが安いということです。
ただ最近は、いろいろな動きがございます。1つ

は増値税の還付がそれまでの 13 ％から、11 ％に下
がりました。利益としては 20 ％減ります。ただこ
れは、国で決めたことだからしょうがないという
ことで、バイヤーさんの方に売価の転換を認めて
もらっているそうです。
海外から指摘されている低い賃金、長時間労働

ですが、これについても最低賃金がどんどん上が
っています。上海を見れば中国全体の将来が分か
ると言いますが、8 月 1 日に上海の最低賃金は 690
元から 750 元に上がりました。平均給与は大体こ
れの倍と言われていますから、いってみれば 1,500
元ぐらいが月の平均給与になります。
日系企業さんが「厳しい」と言っているのは、

残業規制です。7 月から月間 36 時間までにしろと
いう通達がきております。先ほどの 12 時間労働と
合わせて考えますと、1日 4 時間は残業しているわ
けですから、36 時間では 9 日分です。それでは絶
対に足りないわけです。
中国では、出来高払いになっていますから、「工

員が自分で勝手に働いているんだから、工場とし
ては関係ない」といって逃げているんですけれど
も、日系企業のように 50 ％なりの割増金を払って
いるところは、非常に厳しい状況になっています。
ある日系の企業さんで 90 万元の罰金をとられた事
例があります。
もう 1 つは、輸入と輸出の重量検査が非常に厳

しくなっています。輸入の重量に対して輸出の重
量が 90 ％以上だと、これは怪しいと調査されます。
日本の場合には、急ぎ分をハンドキャリーで持ち
込んだり、宅配便を使ったりということも多く、
また、輸出時の重量測定もかなりいい加減ですね。
そういうことをやっていますと、後で捕まる可能
性があります。

チャイナ プラス ワン
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通関手続では、「通関手帳を週 3 冊以下にしろ」
という通達が出ています。日本で小口で出たり入
ったりしていますと、あっという間に 3 冊使って
しまいます。中国でモノづくりをする時には、重
量をまとめるということをしないと、現地の人は
非常に困ると思います。
少し長期的な話ですが、中国が他の発展途上国

と違うところを考えたいと思います。
発展途上国のアパレル産業の発展パターンは、

最初にアメリカ市場向けの一番下のレベルから始
めます。ある程度実力をつけるとその上のクラス、
それからヨーロッパ向けを作るというパターンで
す。ところが中国の場合、1980 年代に日本の指導
と日本向けの輸出からスタートしており、いきな
り日本市場に対応する高い品質レベルの縫製技術
を身につけました。ですから中国の縫製工場の経
営者に言わせると、「高いレベルを求められる日本
の仕事をしてきたので、これからアメリカ・ヨー
ロッパ向けをやるのは品質的には簡単だ」という
ことです。量も 10 倍、ロットが 1,000 枚単位、日
本は 100 枚単位ですから、欧米向けは中国にとっ
て非常に魅力があるわけです。
もう 1 つの中国産業発展の特殊性は、あらゆる

事業の世界の外資企業が同時並行的に入ってきた
ことです。繊維も電機も自動車も、あらゆる産業
がほとんど同時に入ってきました。
日本の場合含めて一般的なパターンは、最初、

繊維産業から始まって、電機、機械にいって、よ
うやく自動車産業がでてくる。しかし、中国の経
済は、軽工業、重工業、ローテク産業、ハイテク
産業などあらゆる分野が一緒に動いています。た
またま今はそのコストと技術で繊維が丁度いいと
ころにある。ところがある日、人件費の上昇と生
産性の上昇が追いつかなくなった時に、他の業種
に転換する、ということになろうかと思います。
これはかなり大きな意味合いで動くのではないか
と思います。
いずれにしましても中国の縫製人口は、昨年の

紡織工業協会の話だと 1,800 万人ぐらい、繊維関連
を全部合わせると 1 億人いるということです。こ
れに代わる国なんかないわけですよね。その中で
どう動いていくか、ということです。
縫製だけで、中国企業と競争することは、非常

に厳しいと思います。中国の大手企業は繊維から
縫製、販売までをトータルにやっています。また、
バイクや薬品など多角化を進めているところもあ
ります。つまりトータルな利益の中で、縫製で儲
からなくても他の業種で儲ければいい。そういう
意味で厳しい競争になると思っています。

坂口：おそらく、中国の産業や企業に対する要求
が、単なる単純労働力や安い労働力ということか
ら、より高いレベルの企画提案や商品提案が望ま
れるようになると思います。そうすると、今度は

特別レポートⅠ
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日本と中国の役割分担が変わってくる。日本のア
パレルが小売業化している中で、中国の生産機能
の役割はさらに高度化してくる気もします。
また、日本がチャイナプラスワンと言っている

間に、それより早く中国企業がクオータの関係で、
自らベトナムに進出している。あるいは日本企業
が中国内販に目を向けるよりも早く、実は中国の
縫製メーカーもアパレル化を目指して内販を進め
ているというように、実は我々が考えている以上
に、中国の動きが早くて、ここで議論しているこ
とが、中国ではもっと深くなって、非常に早いス
ピードで動いているのかもしれないという気がし
ています。
そこで、猿丸さんに伺いたいのですが、先ほど

の人件費の問題や労働力不足の問題。中国のアパ
レルそのものの値的変化ということも含めて、中
国の今後についてお話いただけければと思います。

猿丸：私どもの事業は、ファスナーを作って納品
することですが、縫製工程の中で最後に注文され
るのがファスナーということで、どうしても短納
期が要求されます。そのため「縫製工場の所在す
る近くでファスナーを作らなければならない」と
いうことになり、結果的に縫製拠点の世界的なシ
フトがある度に当社拠点もグローバルスケールで
動いて、結果として 70 カ国という形になっており
ます。
私から、日本のアパレルさんの観点をお話する

ことはないと思いますので、欧米のバイヤーにつ
いてお話したいと思います。
欧米のバイヤーは、縫製の調達ベースをいろい

ろな場面において変えています。いくつもの安全
弁といくつものソースを持っています。また、品
目によってきちんと調達先を変えた態勢を作って
いると、つくづく思います。
アメリカの場合には、当然政治が絡みますから、

中国一辺倒を避けるために 6年ほど前から、AGOA
（African Growth and Opportunity Act）という、サ
ハラの国を支援しようという名目で、関税ゼロで
サポートしてきましたが、結果的にはそれほど大
きな成功はしなかったようです。今でもマダガス
カル、モーリシャス、ケニアあたりはアメリカ向
けはやっています。
やはり政治絡みですが、QIZ（資格産業区域制度）

からフリートレードということで、エジプトあた
りは相当量のジーンズをアメリカへ輸出していま

す。同じエジプトからすぐ北へ行ったチュニジア、
モロッコでは、フランス系のメーカーがヨーロッ
パ向けの短納期品を作っています。
アメリカでいいますと、世界最大の小売業であ

るウォルマートが、一番ジーンズを買っているの
はバングラデシュからです。全体の輸入は、中国
からが一番多いんですけれども、ジーンズに関し
ては圧倒的にバングラデシュです。バングラデシ
ュはコットンは作っていないので、デニムそのも
のは中国もしくはパキスタンから入れています。
それでも納期、コスト共十分にやっていけるとい
うことで、それぞれの企業がそれぞれ工場や部材
調達先を自由に使い分けながら、短納期品、特に
リピートオーダーに対する対応をやっています。
その点日本の場合には、定番品も短納期も一番

近い中国ということで、逆にソーシングの材料、
選択肢が固定化していると思っております。
私は中国には、3つぐらいの問題点があると考え

ています。1つは「知財の問題」です。私どもの商
品、YKK の 3 文字がついたファスナーは偽物がた
くさん出回っております。その比率は 10 ％ではき
かないでしょう。当然、知的財産は守らなければ
いけないものですし、お客様への迷惑がかかるの
で、私どもも中国政府に協力頂きながら、偽物対
策、偽物の摘発運動に相当力を入れています。し
かし、これはイタチごっこで、1つの工場を摘発し
ても、その金型が翌日には違う工場で使われてい
るというような状況です。WTO加盟後に、中国政
府の非常に強い指導がありますが、「偽物を作るこ
とは決して悪いことじゃない」という考え方もま
だまだ根強いようです。ある時「ファスナーとい
うのは YKK という 3 文字がついているものだ。そ
れがファスナーという意味だと思った」というよ
うな、馬鹿な弁明話も聞かされました。地道な活
動を積み重ねるしかありませんが、大変苦慮して
おります。
2つ目は「労働問題」です。私どもは投資をしま

して、そこにかなり大規模な工場を建てて、人を
雇って、機械を持ち込んで訓練をしてということ
になるわけですけれども、労働契約に対する考え
方が非常にアメリカ的です。マネージャークラス
は次の機会を求めてどんどん転職していきます。
ですから私どもも、残っていただく人材と、代わ
ってもいい人材の区別をしっかり付けて、メリハ
リを付けた雇用政策をとっていかなければなりま
せん。もちろん労務工、運転工さんは内陸から移
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って来られて 2～ 3年で代わっていきます。
その中でいかにモノづくり、技術の伝承をして

いきながら、会社の将来を支えてくれる幹部を育
てていくか。と同時に、機密管理をしなきゃいけ
ない、という問題は頭が痛いところです。
いわゆる民工、農村から都市部への出稼ぎ者で

すが、戸籍上は農民ということで、今、戸籍管理
が非常に厳しくなってきています。中国には、そ
の民工が、1 億 2,000 万人ぐらいおりまして、その
平均年齢が 28.6 歳です。ですから内陸部から沿岸
部へ出てきて、工場で働きながら仕送りをして 2
～ 3 年働き、適齢期になったら田舎へ帰って結婚
するというパターンが多いようです。ですから労
務工に関しては、初めから短期で代わるという前
提で訓練をしなければいけないということです。
外資企業の中でも、日系、台湾系、欧米系は雇

用に関しては違った考え方をもっているようです。
日本は、長期契約型で、長い間勤めて頂いて、着
実で定期的な昇給昇格をしていこうという発想が
強い。当然人材教育もかなりの時間と手間をかけ
てやるのが一般的です。一方、中国の国営系企業
は、最低賃金は遵守しますけれども、あとは出来
高制で賞与を加えるというスタイルです。一応終
身雇用ということですが、あまり訓練・育成に関
しては熱心ではないように思います。
一方で最近増えています中国の民営系企業です

が、これは班長、組長、作業員というふうにきち
んと階層を分けて、各々専門の技能体系のもとで、
給与体系を分けて運営されています。中国の民営
系も出来高制です。これは国営企業以上に短期で
す。短期で人材を回していこうということで、あ
まり人材育成には力を入れてないというのが一般
的だと思います。
欧米系は 3 カ月単位の契約です。受注状況が 3

カ月前には読めますので最低向こう 3 カ月の体制
が組めますから、3～ 6 カ月間の雇用契約を結んで
います。契約は短いほどいいと考えているようで
す。ベースアップする前に人が代われば、労務費
が押さえられるという考え方もあります。非常に
短い短期指向型ということでやっています。訓練
もしますが、効率化された採用時の訓練という形
が多いと思います。
その中で日本企業が、日本独特の雇用と、それ

から人材育成・訓練に割く時間と労力と費用を従
業員にいかに理解してもらって、いい人材の定着
を図っていくかということ。それと代わってもい

い人材と、残っていただく人材の見極めと峻別は、
やはり中国で事業していく上では非常に大事な課
題だと思います。
3つ目の懸念は「投資関係」です。やはり投資は

沿岸部に集中していますが、最近では非常に審査
が厳しくなっております。私どもは、世界中どこ
でも基本的には独資による投資をしており、比較
的現地に受け入れられています。といいますのは、
縫製産業は外貨を稼ぐ輸出産業であり、その支援
事業ということで、比較的あちこちで歓迎されて、
大きな問題も起こさずに事業展開ができています。
例えば深 市とは、グリーンカードという、いろ
んな条件の審査段階をスキップするような、特別
な扱いを頂いていますけれども、それでも従来に
比べますと、許認可の時間が倍以上になっていま
す。
土地価格の高さは当然のことながら、あらゆる

面でランニングコストが高くなっておりますので、
今後は、どのように内陸へ移っていくのかを考え
ています。沿岸部にいる限りは電力などの供給も
非常に厳しい。これだけ激しい建築ラッシュが続
きますと、まず住宅への電力供給が最優先であり、
中国が選ぶ業種には優先的に電力を回しますが、
そうでない業種に関しては、なかなか安定的な電
力供給はないというようなことで、沿岸部での今
後の投資は非常に厳しい環境にあると思っており
ます。
以上 3 つ、その中でも特に知財に関しては、今

後改善されていくとは思いますけれども、政府が
やってくれるのを待つのではなく、日系企業も、
日本政府を巻き込んだ形で、大きなキャンペーン
をうつことも必要かと思います。
労働に関しては、各業種それぞれが自分の会社

が持っている独自の社風を継続しながら、日本的
なものと中国的なものをきちんとミックスした労
働施策がますます必要だと思います。

坂口：ありがとうございました。今日のテーマで
あるチャイナプラスワンは、日本から見て、チャ
イナがまずあってプラスワンということだと思う
んです。これは結局、グローバルソーシング、グ
ローバルビジネスへの第一歩ではないだろうかと
思います。
その意味では、日本の問題も一方にはあります。

日本は技術がすばらしいということですが、例え
ば縫製メーカーも紡績も、すでに海外に生産拠点

特別レポートⅠ
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を移していますし、一方で、技術者の高齢化の問
題、後継者不足の問題もあります。これから縫製
工場を作って技術者派遣をするにしても、もう日
本人技術者は高齢で海外に出せないのではないか。
むしろ中国人を派遣するようになるんじゃないか、
という話も聞きました。
最近の新聞の中で、プルミエールビジョンに出

ている日本のテキスタイルメーカーが、産地が疲
弊して生産力が落ちているために、せっかく有力
メゾンやブランドからオーダーがあっても受注で
きないという事態が出てきている。染色加工場の
淘汰が進み、納期が間に合わない。こういう問題
をトータルに考えると、日本の企業もいかに海外
の生産力を活用したビジネスをしなければいけな
いかというところに、既に来ているような気もし
ております。
今度は中国の立場で考えると、我々はチャイナ

プラスワンと言っていますが、中国からみたら一
番儲かるのはアメリカで、アメリカプラスワンと
は何か、という議論をしているかもしれない。プ
ラスワンが EU ならば、プラスワンに日本は入れ
るのか、というところに立ち至っています。我々
はずっと日本から見て、中国を選ぶか他の国を選
ぶかと言っていますが、現場レベルでは選ぶどこ
ろか選ばれる立場に逆転している。注文を出そう
にも、そんな安くて細かくて短納期のものは受け
られないということがもう一方で出ているような
気がします。
今度は、中国からの視点も含めて、また日本企

業、もちろん皆様の会社が、今後どういう戦略を
持ってグローバルソーシングや、グローバルビジ
ネスに転化していこうとしているか。その辺りに
ついて小島社長にご意見を伺いたいと思います。

小島：僕も、戦略とか戦術を考えるのは大変好き
でして、自分で考えて、絶対これならやっていけ
ると思ってやったのが、突然の逆風で失敗する。
まあこんなものは大して成功しないだろうけど、
ひとつやっておこうかというのが、突然のフォロ
ーの風で大成功する。そういうことはままあるこ
とで、中小零細企業の仕事の仕方というものはそ
んなものだろうと思っています。
ただ、最近の若い方々が、ロマンを持って経営

をやっていく、面白いと思って事業の中核メンバ
ーとしてやっていく。そういう人が少ないので、
大変心配しております。

例えばヨルダンに行ったときでも、60 歳代の技
術者を連れていきますと、途中で心臓がどうとか、
血圧がどうとかいうことで、長期滞留は難しいの
です。若手を連れて行こうと思っても、若手の日
本人技術者がいないということで、やはり僕らが
教えた中国の若手を連れて行かざるをえないとい
うのが現状です。
今、2007 年問題と言われていますが、中小企業

家の立場からいうと、中小企業の団塊の世代の社
長の一斉引退こそ、一番の大きな問題だろうと思
っています。会社がなくなってくると働き口がな
くなりますよ。今の若い人の 75 ％は、社長なんか
やりたくないんですから。
それが中国は違います。逆に猫も杓子も社長に

なりたがる。「おい、ちょっとお前さんなぁ、会社
経営なんてやめとけ」っていう人まで親戚一同か
ら金借りて社長をやりますからね。案の定 1年か 2
年後に倒産しています。僕は 2 ～ 3 カ月前に「開
業中国、廃業日本」という論文を書いたんです。
中国では会社がどんどん増えているんです。今日
本では、開業率と廃業率の差が 3 ％でしょう。会
社が生まれてくるよりも、会社が無くなっていく
ほうが多いわけですよ。このままでいくと、計算
上 30 年たったら日本の企業は消滅します。
とにかく、若い人たちを経営者やリーダーとし

て育てて他の国々に勝たなければなりません。だ
から私は日本の若者たちの海外インターシップを
一手に引き受けております。中国の会社で、学生
をインターシップというかたちで受け入れて、育
てていくということもやっていますが、とにかく
今そういう機運を盛り上げないと、チャイナプラ
スワンどころか、沈没日本ということになりかね
ないのではないか、と危惧しております。

坂口：ありがとうございます。グローバルビジネ
スについてお話を伺おうかと思ったら、根底とい
いますか、我々が関わる産業の足元に何か大きな
穴があいているような印象を受けました。鎌田さ
んお願いします。

鎌田：冒頭に申し上げましたように、中国プラス
ワンの持っていき先をどこにするかということは、
何を求めてプラスワンの国に行くのかという、は
っきりとした目的を持った上での、地域戦略が必
要であるということを重ねて強調させていただき
ます。

チャイナ プラス ワン
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それから、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミ
ャンマーなど、インドシナの活用ですね。今後、
それらの諸国がプラスワンの候補になるわけです
が、ベトナムに関しては、素材産業が発達してい
ない。中国が自己完結的に必要なものを手当して、
物を作り上げるメーカーであるのに対して、ベト
ナムの工場というのはまだまだアッセンブラーで
あるという事実は否めません。
ただし 2010 年のアジア FTA、AFTA が実現すれ

ば、域内の輸出は全く関税なしでできるようにな
る。それにより、素材供給国たるインドネシア、
マレーシアと、縫製基地たるベトナム、ラオス、
カンボジア。この辺を上手くまとめ上げて、中国
に対抗、対応していく。中国が市場として大きく
成長していくわけですから、中国が衣料輸入国と
なったときには供給もできるようにする。実はそ
れを考え、実行しなければならないのは、日本な
のかもしれません。ご承知のように、ベトナム、
カンボジア、ラオス、タイはみんな仲が悪い。喧
嘩の歴史を繰り返しています。その中に入って、
うまくまとめ上げるというのは、もしかしたら日
本の役割ではないか。逆に日本がぼやぼやしてい
たら、その役割を中国が担うかもしれない。そう
すると中国本土で負け、インドシナでも負けて、
我々は本当に居場所がなくなってしまうというこ
とになります。最後にそのインドシナのまとめ役
として日本がリーダーシップをとってやっていか
なければならない。我々の務めはそこにあるので
はと思います。

坂口：ありがとうございます。猿丸さんお願いし
ます。

猿丸：これは私どもの会社、とりわけ私の担当す
る事業部のテーマといいますか、課題でもありま
す。今、縫製拠点の移動により、消費国では縫製
産業がなくなりつつあります。そこで、消費地の
私どもの工場を再編しなければならない。アメリ
カの工場を縮小しながら形態を変えていく。当然、
日本の場合もそうですし、ヨーロッパもそうです。
日本の場合には本社工場、マザー工場として技術
の伝承をしなければならない。開発部隊の総本山
ですから、何としてもこれだけは日本できちっと
したモノづくりと開発をやっていかなければなら
ないという考え方をもっています。
では、先進国はどうしていくのかというと、や

はり需要創造していくしかない。若い人達にアイ
デアを出させたり、ファスナーの新たな使いみち
とか、産業資材用途に使って頂けないかとか、そ
れに向けた商品開発をやっています。
ヨーロッパも一般の衣料品の縫製はなくなりま

すが、いわゆるスーパーブランドと言われる企業
は、未だに国内あるいは域内でギルト的なモノづ
くりをしています。アメリカはジーンズ以外を作
っていませんが、軍隊用は全ての部品がアメリカ
調達でなければならないという新しい法律のもと
で、官需関係の物は作っております。この用途に
向けて私どもも非常に大きな商売として納めてお
ります。
それと私どもの場合には、縫製拠点シフトに対

応はしていきますが、やはり人口の多い所には必
ずファスナーが使われますので、中国それからイ
ンドあたりは内販、内需用の商品向けですね。こ
れは従来の加工輸出用のものと比べて、価格水準
は 1 ／ 10 ぐらいですから、非常に厳しいハードル
ですけれども、全く新しい技術でコストダウンを
狙いながら、ブランドも変えて内販をやっていま
す。
今、スポーツアパレルが北京オリンピックを見

据えて、かなり多く進出していますが、日本のア
パレルにとって中国、インドの人口はとてつもな
く魅力のある潜在市場なわけですね。そこに向け
たモノづくりや開発というのを、私どもも一緒に
お手伝いできないかなというふうに思います。

坂口：ありがとうございます。最後に知久さんお
願いします。

知久：中国の方々の日本製品の品質に対する信頼
というのは、大変なものがございます。もうひと
つ、彼らはブランドに対する信仰がございます。
この間、ソニーとパナソニックはどっちがいいん
だと聞かれて、大変困りました。彼らはどちらも
いい製品なので、ブランドとしてはどっちが上な
んだということを知りたかったようです。
日本のアパレルの技術を持っている技術者の方

が高齢になってしまって、非常に危ういと感じて
いますので、これをどうにかしなければならない。
日本の品質をベースにした商品を作って中国に売
るとしても、中国の人に頼って作るしかない、と
いう形になってしまうと思うんですね。
日本のブランドや日常の文化は、かなり中国に
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も入ってきています。この間、中国の人と食事に
行ったら、彼はカレーうどんを頼んでいました。
今、中国でカレーライスが流行っているんですね。
それからラーメンなども流行っています。日本の
文化は、いろいろな所に浸透していまして、アニ
メのクレヨンしんちゃん、ガンダム、ポケモン、
キティちゃんとか、凄く流行っています。
ただ日本のブランドを中国で売ろうとした時に、

日本のアパレルブランドって、どんなものがある
かと聞かれると困ってしまいます。彼らは欧米の
提携ブランド物だったら、御本家の本物を欧米に
買いに行けばいいので、そこには魅力を感じてい
ません。例えば、オンワードさんの「五大陸」「23
区」は、日本のブランドと分かります。日本の技
術と日本のブランドをもって、中国に売っていく
というのは、非常に魅力のあることであり、ぜひ
進めていってもらいたい。しかし、中国の内販に
ついては、中国人も始めていますから、厳しい状
況にあると思います。日本がこれから中国に売っ
ていくというのは、中国人と同じか、それ以上の
国際的感覚と視野を持たないとできないんじゃな
いかなと、口はばったいですけれども、そういう
風に思います。

坂口：ありがとうございました。チャイナプラス
ワンという言い方は、日本側から見た言い方であ
りまして、中国から見るとまた全然違うことが見
えてくるでしょう。
非常に問題なのは、チャイナプラスワンの前に、

日系企業の多くは中国を拠点とするビジネスすら
きちっとできていないということです。中国ビジ
ネスでは、必ず現地化が必要といわれます。中国
の会社で、中国の人にいかにマネジメントを任せ
るかということです。しかし、現地法人の現地化
を行うには、本社の国際化も必要だと思います。
小島社長のように自ら海外に出かけていって、

工場の立ち上げまでを全部やれるという会社や人
は、非常に少ないでしょう。ですから、縫製工場
の方が国際化しているかもしれません。ここにい
らっしゃるような方々は、国際的なビジネスをや
っているけれども、国内だけで育ってきたアパレ
ル業とか小売業の方々は、ドメスティックなビジ
ネスだけを戦後長く展開してきた。そのために、
チャイナ・ビジネスも中国内販も苦労されている。

今おっしゃったように、内販ビジネスは中国人と
の競争です。確かに 13 億人の一割が豊かな層で、
人口規模も大きいというけれども、そのゾーンの
競争相手は山ほどいるわけです。現地企業で輸出
をやっていた人も内販に向かっているし、現地に
人脈もあり、親戚もいて、縫製工場も持っている
人が競争相手になる。しかもお金はある。
チャイナに対応できていない日本企業が、チャ

イナプラスワンに対応できるだけの体制があるん
だろうか。どうもその辺に問題があるような気が
します。
東南アジアのお話も出ましたが、東南アジアは

華僑が経済を牛耳っている国でもあります。中国
大陸だけじゃなくて、香港、台湾の華僑が向こう
に入っている。もし日本が単独でいくとなれば、
華僑ネットワークと競争するのか、連携するのか、
という選択肢が待っています。
いずれにしましても、このチャイナプラスワン

というテーマは、まさに日本のドメスティックな
産業や企業が、グローバルビジネスへ向かう第一
歩。第一歩が中国だったら第二歩がチャイナプラ
スワンでしょう。
ところが我々は中国に一所懸命技術指導してき

た結果、彼らはすでに世界中どこにでも売れる品
質体制を整備してしまった。これからは、日本の
企業が選ばれる立場にあることを思い知らされる
かもしれない。
講師控室では、「中国人経営者が皆、アメリカに

向いていて、日本のスペースがどんどんタイトに
なっているのに、日本のアパレルの人はなぜ危機
感がないんでしょうね」という話も出ていました。
日本のアパレル企業は未だにグローバルなビジ

ネスに入っていないから、国内だけを見て、自分
たちがビジネスをリードしているという錯覚を持
っているかもしれませんが、世界を見ると、凄い
スピードで環境が変化しているということです。
そのあたりのことが、今日のシンポジウムでご理
解いただけたかなと思います。中国も全速力で走
っている、ASEAN 諸国も動いている、アメリカは
独自で動いている、EUも、というなかで、日本が
どうするべきかということを考える機会にしてい
ただければありがたいと思います。というところ
で、時間が参りました。これで、終わりにいたし
ます。

チャイナ プラス ワン




