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1．香港のアパレル産業の地位

香港特別行政区政府の統計報告によると、2008
年の香港総人口は 698.5 万人で、その中で労働者人
口は 368.57 万人と 52 ％以上を占めており、2007
年の輸出高は 2兆 6,875 億 HK＄（約 40 兆 5,678 億
円　1HK＄= 15.095 円）となっている。香港の繊維
とアパレルの業界は 1950 年代から発展し始め、香

港全体の経済発展において重要な役割を果たして
きた。近年、香港の経済構造は著しく変化し、特
に 2008 年、繊維アパレル業界はアメリカ金融危機
の衝撃によって、輸出や雇用でマイナスの影響を
受けている。2004 年の香港の繊維とアパレル分野
における就業者数は 42,483 人であったのに対して、
2008 年 11 月末では 29,345 人まで減少している。
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香港の繊維産業はもともと中国大陸から移転された綿紡織企業からスタートした。移転された企業は宝星紡

織、怡生紗厰、会徳豊紡織、聯泰紗厰、東南紡織、新華紗厰、金星紡織など 7社もあり、それに対して、香

港地元の紡織企業は 1947 年大南紡織がわずか 5,000 錘で起業したのが始まりで、翌年には半島紗厰（後

に香港紡織と名称変更）、偉倫紡織、南洋紡織、九竜紡織工業、南海紡織が相次いで創業した。このように戦

前の香港の紡織産業は、台湾と同様、「皆無」に等しかった。ところが、戦後数十年間、元来労働集約型で

あった同産業は香港の基軸産業として大きな役割を果たすようになり、今日では、既に素材型の紡織業から知

識集約型ファッションビジネス、アパレルビジネスへと大きく転換している。本稿では、その変化を下記の6

つのコラムに分けて分析し、その転換の要因と結果を明らかにしたい1。

1 ：本稿は大阪市立大学の富澤修身教授と東華大学の楊以雄教授の都市比較研究プロジェクトの成果を基に修正・加筆したものである。ここで富澤教授
に感謝の意を表したい。
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2006、07、08 年（11 月統計）の香港の衣料及び衣
料付属品（再輸出を含む）の輸出高は、それぞれ
2,205.29 億 HK＄（約 33 兆 35 億円　1HK＄= 14.980
円）、2,244.02 億 HK＄（約 33 兆 873 億円　1HK＄=
15.095 円）、2,002.72 億 HK＄（約 26 兆 592 億円
1HK＄= 13.278 円）で、香港の総輸出高に占める比
率は 9.0 ％、8.3 ％、7.6 ％と減少している。とりわ
け、2008 年 11 月は前年同期に比べ、2.4 ％も下落
している 2。中国のWTO への加盟によって、中国

本土からの繊維やアパレルの輸出が急速に伸びた
ことから、同時期の香港アパレル輸出額は鈍化し
始め、22.7 ％しか伸びていない。
アメリカへの輸出を見ると、図表 1 に示す通り、

1991 から 1999 年の間に、香港と中国のアパレル輸
出額はほぼ同じである。しかし 2000 年から、特に
2004 年以後、中国本土からアメリカへのアパレル
輸出が急成長し、香港はむしろ減少傾向を示して
いる。

香港：知識集約型ファッションビジネスへの転換

図表 1 1991 ～ 2007 年香港と中国大陸のアメリカへのアパレル輸出
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1991 
226.0 
37.3 
28.4 
61.5 
8.0 
8.5 
2000 
572.3 
44.9 
45.0 
160.4 
9.2 
9.3

1992 
267.1 
40.9 
34.1 
70.8 
8.2 
9.5 
2001 
564.6 
42.1 
46.0 
161.0 
9.2 
9.8

1993 
282.2 
37.8 
34.5 
75.5 
7.7 
9.4 
2002 
569.6 
38.8 
55.9 
172.6 
8.2 
15.6

1994 
313.9 
42.1 
35.9 
84.2 
8.6 
9.3 
2003 
611.6 
37.0 
72.6 
188.6 
7.9 
22.9

1995 
346.5 
41.9 
35.2 
92.5 
8.2 
8.6 
2004 
647.7 
38.5 
89.3 
199.5 
7.4 
29.7

1996 
363.9 
38.6 
37.7 
96.6 
7.6 
8.6 
2005 
687.1 
35.1 
151.4 
220.1 
6.0 
58.8

1997 
428.3 
39.3 
44.9 
113.5 
7.4 
9.5 
2006 
716.3 
28.1 
185.2 
225.4 
5.2 
65.1

1998 
481.8 
44.3 
43.1 
128.9 
8.6 
9.1 
2007 
739.2 
20.3 
227.5 
233.3 
3.6 
80.3

1999 
508.0 
42.6 
43.7 
141.0 
8.4 
9.1

出所：アパレルと繊維についてのアメリカ政府の統計データ（1991～2007年）から作成 

図表 2 は 1991 年から 2007 年までの中国本土と
香港からのアメリカ向けアパレル輸出の平均単価
の比較である。図表に示している通り、中国本土
のアパレルの輸出価格に比べて、香港は上昇傾向
を示している。 1991 ～ 2003 年の間、香港のアパ
レルの輸出価格はほぼ 5US＄/枚を維持し、 2004
～ 2007 年には更に上昇傾向が見られる。中国から
アメリカへのアパレル輸出は 1991 年から 2000 年

までの平均価格が上昇傾向を示しており、2001 年
頃には香港のアパレルの輸出平均価格とほぼ同じ
であったが、2002 年から下落し、現在の価格は
1990 年代のレベルに止まっている。一方、香港の
アパレル輸出は付加価値が比較的大きく、高級志
向であり、また業界の努力によって繊維とアパレ
ル産業の競争力が維持されている。

2 ：香港特別行政区政府統計所のホームページより。 www.censtatd.gov.hk, 2004 ～ 2008。

↑
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図表 2 中国大陸と香港のアメリカへのアパレル輸出における平均単価比較
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出所：アパレルと繊維についてのアメリカ政府の統計データ（1991～2007）から作成 
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2．香港のアパレル産業における構造調整

香港のアパレル産業における構造調整の目的は、
商品チェーンの継続的な開発を通して、新たな競
争優位を創造することであった。このプロセスは 4
つの段階に分けられる 3。
①1950 年代の初頭から、現地のサプライヤーは国
際商品チェーンにおいて、主に製造業的な役割
を果たしていた。初期には主に日本をはじめと
する外国企業のアパレルの縫製を行い、その後
は欧米のファッションブランド商品のサプライ
チェーンのビジネスに参与した。香港のアパレ
ル製造企業は現地での製造及び販売の統合に
よって、ネットワークを整備しつつ、徐々に単
純なOEM（加工）からODM （設計、製造）と
OBM （ブランド、設計や製造）へ移行したので
ある。
②1980 年代から、アパレルの製造コスト上昇と貿
易摩擦によって、衣料産業は徐々に製造コスト
の低い中国大陸やアジア発展途上国へ移転して
いった。
③1990 年代から、企業は欧米等の主要な国際ブラ
ンドの調達センターの役割を果たし、小売業者

やメーカーの卸役として、商品チェーンの全体
調整の役割を果たすようになった。
④21 世紀に入ってから、アパレル企業はデザイン、
ブランド、マーケティング等の川上へ進出し、
アジアのアパレル業界の調達及びデザインセン
ターの 1つになっていった。

この 4 段階を経た香港アパレル産業の主な特徴
は、ローカルのファッションブランドの育成に力
を入れ、ファッションデザイナーの訓練を重視す
るように努力し、都会的ファッション・クリエー
ティブ産業の持続的発展を保ち続けてきたことで
ある。それと同時に、小売、貿易、情報、出版、
メディア等の発達した優位性を利用し、徐々に世
界的なアパレルの重要な調達センターの 1 つへと
進化した。このように、アパレル製造業が徐々に
縮小する一方、卸売業と小売業はこの 10 年間、特
に 2003 年以降、急速に成長していく（図表 3 を参
照）。つまり、香港のアパレル産業は伝統的な産業
から近代的な都市ファッション産業に変身、産業
構造の再構築は順調に推移して、50 年間で産業構
造の転換に成功したのである。

特別レポート

3 ：卜国琴「グローバルなアパレル商品のチェーンと香港のアパレル産業の構造調整」『特区経済』,2005（9）:320 頁。一部は香港特別行政区政府統計
局のデータより作成。

図表 3 香港アパレル・繊維の生産・卸・小売の売上高
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出所：香港特別行政区政府統計局の各年データから作成 

過去 10 年間で、香港ローカルの繊維・アパレル
企業は生産規模の変化と市場の拡大に直面し、生
産プロセスはグローバル的な分業となり、生産・

販売のプロセスの改善、オリジナルデザイン
（ODM）とオリジナルブランド（OBM）の生産経
営管理システム開発などが向上している。更に、

↑
↑
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企業は付加価値の向上を通じ、優れた競争力を維
持している。国際市場の開放と自由化は、更に企
業のビジネス展開を新たな段階へ導いていった。

3．CEPAの香港アパレル業界へのインパクト

2003 年 6月 29日、『香港と内地（中国本土）の緊
密な経済連携協定』（Closer Economic Partnership
Arrangement、CEPA）が正式に調印された。中国
のWTOへの加盟後、中国と香港との経済関係には
歴史的な変革が表れた。CEPAの実施によって、香
港から中国本土へ輸出される香港製の商品の 9 割
が関税ゼロの優遇を受けられる。それと同時に、
中国政府は香港への 17 項目のサービス分野に規制
緩和を行い、香港住民が大陸ビジネスにおいて、
長期的な展開ができるように優遇政策を与えたの
である 4。
CEPA は中国本土と香港のアパレル産業の仕組み

と産業構造のレベルアップに重要なインパクトを
与えた。それは香港のアパレル産業において、主
に 4つのメリットがあった。
①関税ゼロは製品のコストを削減し、香港アパレ
ルの価格競争力を向上させた。 CEPA が実施さ
れる前に、中国政府はアパレルの輸入税率を 14
～ 25 ％にしていたが、ゼロ関税を実施してから、
香港製のアパレルコストは大幅に削減され、市
場での価格競争力が強化された。
②香港のアパレルブランドは中国本土の消費者か
ら高い評価と信頼を持って迎えられており、強
力なブランドイメージを築いているため、香港
のアパレル消費を押し上げることによって、そ
れらのブランド企業の売上や利益も向上させて
いる。
③香港のアパレル小売が中国市場に容易に参入で
きる政策を提供している。CEPA の調印後、香港
の小売業は中国市場へ簡単に進出できた。香港
の投資家は中国本土で独資の小売企業を設立し、
参入障壁もはるかに小さくなった。例えば、申
請してから 3年間の年間売上高が 1億 HK＄、資
本金は 1千万HK＄以上になれば開業できる。
④香港への国際資本誘致ができた。アメリカ、イ

タリア、フランスなどのハイエンドのアパレル
企業に対し香港への投資誘致を行い、海外の織
物と香港の技術を合理的に活用して高級アパレ
ル生産が可能となった。香港の原産地資格さえ
取れば、彼らの関税はゼロである。そこで、中
国市場へ進出する企業は常に香港をバネにその
市場を占有したのである。

図表 4 は 2001 年から 2007 年まで香港の 1 人当
たり GNP（現地住民の総生産高は住民の最終消費
と貯蓄等の総所得を反映する）である。明らかに、
2003 年から香港の 1 人当たり GNP は着実に増加
し、住民の購買力を増加させている。2007 年、香
港の 1 人当たり GNP は 24 万 2,349HK＄（約 365
万 8,258 円　1HK＄= 15.095 円）5、個人消費支出
の総額は 9,961 億 HK＄（約 15 兆 361 億円）で、1
人当たりの消費支出は 14 万 4,410HK＄（約 217 万
9,869 円）となった 6。

消費者物価変化の家庭分類別支出への影響を調
べるために、香港政府統計局は多様な消費者の甲、
乙、丙類の消費者物価指数を作った。この 3 つの
指標は比較的に低、中、高の世帯の家計支出のパ
ターンとして編成された。総合消費者物価指数は
上記の 3 つのカテゴリーの世帯の全体支出のパ
ターンを合わせて組み込み、物価変動による香港
のすべての家族への影響が反映される。図表 5 は

香港：知識集約型ファッションビジネスへの転換

4 ：趙洪珊『CEPAによる香港と大陸のアパレル産業』中國紡織、2003（10）:57。
5：Gross Domestic Product, Census and Statistic Department, 2008。
6 ：『香港の統計数字の一覽表－ 2008 年』香港特別行政區政府統計局,2008.2。

図表 4 2001 ～ 2007 年 香港の 1人当たりGNP
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出所：『香港の統計数字の一覽表－2008年』香港特別行政區政府統計局,2008.2
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香港の各消費者物価指数と各世帯月平均家計支出
の範囲及び関係を示したものである。2006 年、香
港住民のアパレルや靴類への支出額は、総消費額
の 3.91 ％である。そのうち、甲類、乙類、丙類の
アパレルや靴類への支出額はそれぞれ総消費額の
2.81 ％、4.28 ％、4.67 ％になっている。

図表 6 では具体的に分類別にアパレルや靴類の
消費者物価指数と割合を示している。アパレルや
靴の消費の中で、婦人上着は最高の割合を占めて
おり、各世帯の所得増加によって消費支出の大幅
な上昇が見られる。紳士上着は低所得世帯におい
て消費の割合が小さい。婦人靴は収入の増加に
伴って割合も高くなっている。そのほか、低所得
世帯の婦人下着は高所得世帯より消費割合はかな
り低い。子供の上着と下着及びベビー服の高所得
世帯は低所得世帯の消費割合よりかなり大きいが、
紳士靴はむしろ高所得世帯のほうが比較的に小さ
い。つまり、婦人上着、紳士上着と婦人靴は香港
住民のアパレルや靴の消費の中で最も重要なシェ
アを占めている。中・高所得の女性は下着に費や
す金額が高く、高所得者は子供服やベビー服の消
費額が大きい。また、靴について高所得男性の消
費は高くない。

特別レポート

図表 5 消費物価指数と世帯の月平均支出

指数 
世帯の 
割合（％） 

2004年10月～2006年10月 
世帯の月平均支出　HK$（円） 

甲類消費物価指数 50
4,100～16,100 

（61,418～241,178） 

乙類消費物価指数 30
16,100～28,900 

（241,178～432,922） 

丙類消費物価指数 10
28,900～63,200 

（432,922～946,736） 

出所：消費者物価指数概要．香港特別行政区政府統計局、2006.4

（注）2006年の為替率を参照し、1HK$を14.98円で計算 

図表 6 2004 ～ 05 年基準の消費者物価指数における各分類別アパレル支出の割合

出所：消費者物価指数概要．香港特別行政区政府統計局、2006.4

商品グループ 
総合消費者物価指数 

3.91 
0.80 
0.03 
1.59 
0.12 
0.27 
0.02 
0.06 
0.12 
0.02 
0.28 
0.50 
0.10

甲類消費者物価指数 
2.81 
0.53 
0.03 
1.08 
0.06 
0.24 
0.01 
0.04 
0.09 
0.01 
0.28 
0.33 
0.11

乙類消費者物価指数 
4.28 
0.96 
0.03 
1.70 
0.16 
0.24 
0.02 
0.06 
0.12 
0.02 
0.32 
0.57 
0.08

丙類消費者物価指数 
4.67 
0.89 
0.02 
2.06 
0.14 
0.33 
0.04 
0.07 
0.16 
0.03 
0.22 
0.61 
0.10

支出割合（％） 

衣服と靴全体 
紳士上着 
紳士下着 
婦人上着 
婦人下着 
子供上着 
子供下着 

ベビーアパレル 
その他アパレル 

アパレル素材･縫い物 
紳士靴 
婦人靴 

子供・ベビー靴 

4．市場のレイアウト 7

香港は世界でも有数の金融センター、貿易セン
ター及び自由貿易港である。香港のアパレルは世
界各地から集まっている。香港特別行政区政府は
物品の関税について、ほとんど免税のため、アパ
レルの価格を比較的低く設定している。特に、国

際ブランドのアパレル価格はしばしばその他の地
域に比べて安い。香港は毎年のシーズンの変換に
よって、多数の販売促進活動を行い、消費者に多
くの利点を提供するため、香港は常にファッショ
ン愛好家の「買い物天国」として知られている。
香港は香港島、九龍、新界、離島の 4 つの地域

↑

↑

7 ： http://www.discoverhongkong.com/usa/index.jsp。站,网 
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があるが、ファッションのショッピング街は主に
「香港島」と「九龍」の 2つの地区（図表 7を参照）
に配置されている。一般的に、香港の主なショッ
ピングエリアは地下鉄の駅を中心として設定され、
例えば、九龍の地下鉄線では 「尖沙咀」「佐敦」
「油麻地」及び「旺角」の 4つの駅を、香港島の地
下鉄線では「中環」「北角」「金鐘」及び「銅鑼灣」
の 4 つの駅を中心にショッピングエリアが形成さ
れている。また、香港のユニークな文化を反映し
ている「上環」にも地下鉄が通じている。香港の
アパレルは国際ファッションブランド、香港の
ローカルブランド及びグレードの低く安い服等の
種類やスタイルが揃い、更新の速度も速い。既製
服に加えて、香港のオーダー服も非常に人気があ
る。香港のオーダー服の職人は高度な技術を持ち、
スーツから、 Y シャツ、イブニングドレス、ス
カート等まで、顧客の要望によって、各種のオー
ダー服を製作できる。

一般的に言えば、「中環」 エリアは最も高いグ
レードの商品が集中しており、高級なショッピン
グモールも多く、「銅鑼湾」と「尖沙咀」の市民に
とっては絶好のショッピングエリアである。また、
「油麻地」「旺角」等のエリアは安い商品が多い。
図表 8 はその中・高グレードの主なショッピング
エリアを示したものである。

（1）大型ショッピングモール

香港の大型ショッピングモールは至便、好環境、
多種多様のファッション、価格帯を完備している。
テナントにはファッションアパレル、化粧品、家庭
用品などを含むすべての商品が揃っている。大型
ショッピングモールによってはシーズンごとに
ファッションショーを開催し、顧客に最新のファッ
ショントレンドを提示している。また、ほとんどの
ショッピングセンターには買い物客の食事や休憩の
場所として中華料理、日本料理、西洋料理などのレ
ストラン、カフェがあり、より一層ショッピングの
楽しさを感じさせる。また、香港の主要なショッピ
ングモールには尖沙咀の半島酒店商場、海港城、新
世界中心、中環の置地廣場、金鐘の太古廣場、銅鑼
灣の時代廣場、そごう百貨店、九龍塘駅の又一城、
沙田の新城市廣場などがある。

（2）デパート

香港の主要なショッピングエリアではあらゆる
種類の専門店や百貨店が揃っている。例えば、イ
ギリスのマークス＆スペンサーや日系のそごう百
貨店など、香港の至るところで見られる。また、
地元のデパートとして、永安百貨、先施及び連
佛デパートなども観光客や地元住民に非常に人気
がある。デパートでは休憩場所が設置され、買い
物客はいつでも途中で休憩や食事などができるよ
うになっている。

香港：知識集約型ファッションビジネスへの転換

図表 7 香港のアパレルショッピングのマップ

出所：香港デザイナー協会のウェブサイト. http://www.hkfda.org/ 

図表 8 香港の各地域における中・高グレードのショッピングエリア

出所：香港デザイナー協会のウェブサイト. http://www.hkfda.org/ 

場所 
中環 
金鐘 
銅鑼灣 
山頂 
港島東區 

尖沙咀 
 
旺角 
九龍塘 
鑽石山 
九龍灣 
深水 
九龍城 
沙田 
　灣 
葵湧 
青衣 
屯門 
 

置地廣場、太子大廈、遮打大廈、IFC（國際金融中心）2期 
太古廣場、金鐘廊、統一中心 
時代廣場、利園、利舞臺廣場、皇室堡、金百利、世貿中心 
　霄閣、山頂廣場 
太古城中心、康怡廣場 
半島酒店商場、海運大廈、海洋中心、海港城、名店城、 
新世界中心、柏麗購物大道 
朗豪坊、新世紀廣場、新之城、先達廣場 
又一城 
荷裏活廣場 
　福中心 
西九龍中心 
九龍城中心 
沙田新城市廣場 
愉景新城、南豐中心、　錦中心、　灣城市中心、　灣廣場 
新都會廣場、葵湧廣場 
青衣城 
屯門市廣場 
 

店鋪 
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（3）名店街（ブランドストリート）

名店街には海外や香港の有名ブランド店が集中
している。香港の主な名店街は中 の域多利皇后
町から東に向かう皇后大道中から幹諾道中までの
ストリートで、仙奴、Cartier、Celine、Gucci、
YSL、Hugo、Hermes、Benetton 及び Ellesse など
のブランドがある。銅鑼湾の百 新町には各国の
ブランドの中で、日本ブランドの店舗が集中して
いる。尖沙咀、金鐘街は周辺のショッピングモー
ル、デパートなどを基点にして、香港で最も有名
なショッピング街として発展してきた。

（4）ショッピング通り

香港には、同種類の商品を扱う店を集め、特定
類型志向のショッピング街を形成している有名な
地域が数多くある。例えば、九竜の弥敦町は金飾
品を、旺角の西洋菜町はカメラやオーディオ機器
を、また、上環の荷李活町はアンティークの店を
中心に商圏を形成している。
（3）の名店街には高額の国際的な一流ブランド店
が集中しているが、一般大衆向けの衣料品が安く買
え、日常の買い物に適した場所となっているショッ
ピング通りは、香港では次のようになっている。
・婦人服飾品と化粧品で有名な尖沙咀の弥敦道町と
加連威老道町
・安くて多様な服、ハンドバッグ、人工宝石などで
は利源東町及利源西町
・服飾では渣甸町と渣甸坊町
・アパレル卸では長沙灣町など。
このようなショッピング通りでは安いアパレルの

輸出残物や新人デザイナーの服の販売店もある。

（5）露天市場

露天市場での買物は海外のフリーマーケットと同
様である。これらの市場で販売される衣料品は比較
的に安い。例えば、ファッション性のある T シャ
ツやジーンズなどの価格は数百円で、若者を対象に
している。香港の露天市場で主に衣料品を販売する
のは女人町、男人町、油麻地の廟町、文明裏から西
貢町までの一部、北角の馬宝町の東側、 湾川の龍
市、銅鑼湾の渣甸坊町と渣甸町などである。

（6）アウトレット

東薈城のアウトレットは新界の東湧にあり、香港

で唯一の高級ブランドのアウトレットである。年間
を通じて、数多くの国際的なアパレルブランドの商
品が、全体のおよそ 3割から 7割を占める。広々と
したショッピングモールでは、自然光が多用され、
巨大なスクリーンを備えた映画館、スパ施設、様々
なレストランなどが完備されている。諾富特東薈城
ホテルには 440 の客室があり、のんびりとした
ショッピングやレジャーを楽しむことができる。

（7）中国式服

香港のデザインで縫製した中国式服は品質が良
く、スタイルが多様で、かつ新素材も多様に使用
され、更に先進的なデザイン要素を融合し、香港
アパレル産業ではまさに不可欠な特色をもつ分野
となっている。裕華國貨の店舗、各地の専門店や
ファッション店では特に、中環の利源東/西町、畢
打町、 輔道中町及び赤柱市場でも既製品が販売
されている。また、一部のアパレル企業は、ロー
カルのオーダーサービスも提供している。

5. 香港アパレル産業の人材育成

数年間の努力を経て、香港はファッション教育
とサポートシステムを完備し、数多くのローカル
デザイナーを育成しており、香港のファッション
産業の持続的な発展のために、人材を十分提供し
ている。アパレルの人材育成機関には、まずデザ
イン、エンジニアリング、材料科学分野のような
統合学科及び研究開発の能力の高い高等教育機関
がある。次に、専門技術を主に養成する専門学校
や教育機関があり、このような複数段階と差別化
を図った人材育成システムが形成されている。香
港政府、業界団体、企業及び学校は才能のある若
手デザイナーを全力でサポートしている。
更に、様々なファッションデザインコンテストは

新たなデザイナーのデビューチャンスを提供してい
る。1977 年に始まった香港のファッション若手デ
ザイナーの創作発表（ YDC ）はプロのファッショ
ンデザインコンテストである。香港のファッション
デザイナー協会（ HKFDA ）は香港理工大学の学生
やその他の関連教育機関の学生のために、若手デザ
イン賞と香港のファッションデザイナー協会の創造
賞を設け、才能のある優秀な学生を激励し、若手の
創造性と積極性を高めようとしている 8。香港は国
際的自由貿易港という特殊性を持つため、多くの若

特別レポート

8 ：香港デザイナー協会のウェブサイト. http://www.hkfda.org/ 
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いデザイナーが簡単に海外留学することができる。
そこで彼らは視野を拡大し、最先端の技術を学び、
業務の経験を蓄積して香港に戻り、良い仕事とサー
ビスを提供している 9。そこで、研究機構とデザイ
ナーの両側面を検討してみる。

A 研究機構

（1）香港理工大学
（The Hong Kong Polytechnic University）

香港理工大学は 1937 年に設立され、香港の大学
で最も長い歴史を有する。香港理工大学の前身は
香港理工学院で、1994 年に香港理工大学に改称し、
英文の略語は PolyU という。大学のスクールモッ
トーは「開物成務、勵學利民」で、新世代の人才
育成を目的とする。過去 10 年間で、 PolyU は規模
を急速に拡大しており、現在、同大学は香港の教
育資金提供協会（UGC）において、学生数が一番
多い大学となり、ビジネス及び社会のニーズを満
たすコースを提供している。一方、公共機関や民
間企業に対して、積極的にコンサルティングや連
携トレーニング、応用研究などの専門性の高い
サービスを提供し、工・商業界と密接なパート
ナー関係を構築している。
繊維とアパレル学部（ITC）はもともと香港理工

大学の繊維学部に所属していたが、1977 年分離設
立され、PolyU の応用科学と繊維学部の下に置か
れている特殊な学部でもある。同学部は多学科に
跨った総合性が特徴であり、アパレルのプロセス
技術、デザイン、マーケティング分野などの学科
が強く、繊維やアパレルの業界において高レベル
教育、研究、コンサルティングなどのサービス及
びサポートを提供している。海外及び国内の
ファッションデザインコンテストで同大学の教師
や学生は頻繁に、数多くの賞を受賞し、アパレル
デザイン分野において人気と好評を博している。
学科の研究範囲は国際的なテキスタイルとアパレ
ル貿易、SCM、消費者調査、マーケティング及び
香港のアパレルブランドの発展などの分野が含ま
れている。また、現在繊維及びアパレルの分野で
優秀な研究成果を収めたことで、一流の国際的科
学研究機関とされている。

2006 年度、応用科学と繊維学部に応募した学生
数は 3,689 人で、同大学の総学生人数の 13 ％を占
め、研究プロジェクトは 443 項目にも達しており、
PolyU の総研究テーマの 20 ％を占めている。また、
政府からの研究資金と外部からの助成金は、合計
3.2 億 HK＄（約 4,847 億円）で、PolyU の総研究
資金の 30 ％を占め、現在同学部は PolyU で最も優
越的地位に輝いている 10。
香港理工大学は、香港の繊維やアパレル産業に

最も影響力を持つ大学の 1つであり、 40 の学士学
位のコースを提供し、そのうち、繊維と衣料学及
びデザイン学は PolyU のユニークな学位プログラ
ムで、香港のアパレル産業の発展のために、優れ
たデザインやマーケティング、開発などの人材を
多く育成している。

（2）香港職業教育学院
（Hong Kong Institute of Vocational Education）

香港職業教育学院（略称： IVE）はもともと
「工業学院」と「香港科学技術学院」の名前があっ
たが、1999 年に 7 つの工業学院と 2 つの科学技術
学院が合併し、香港特別行政区政府の職業訓練局
に付属され、中学と高校の卒業生のために職業ト
レーニングコース（卒業証書、高級卒業証書及び
訓練証明書などを付与）を提供している。
香港職業教育学院には 9 つの分校があり、学科

は応用科学、企業経営、幼児教育及び社会サービ
ス、情報技術、建設工学、デザイン、印刷、繊維
及びアパレル、電気電子工学、ホテル、サービス、
観光、機械、製造、生産工学などがある。
香港職業教育学院の葵涌分校は、もともとは葵

涌工業学院であったが、1975 年に改名している。
地下鉄の葵芳と葵興駅に近く、交通の便利な所で
ある。葵涌分校にはアパレルデザインセンターと
織物訓練センターがあり、香港職業教育学院の
キャンパスでは、唯一のファッションデザイン及
び商品開発、ファッションマーチャンダイジング
及び小売、ファッションのイメージデザイン、ヘ
ア造型、ファッション素材設計及び製品開発、
ファッションアパレル販売などのコースを提供す
る分校である。ファッションとテキスタイル学部
は同分校での最大の学部であり、提供するコース

香港：知識集約型ファッションビジネスへの転換

9 ：潘春宇、高衛東。香港ファッション業界の文化的な優位性やデザインの特性.武漢科技學院學報,2007.6。
10 ：2006/2007 年度の香港理工大学の主要な統計情報。香港理工大学の経営情報とサービスサポート課の提供より。
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は応用科学、生産技術、品質保証、マーケティン
グ及び販売技術などの科目があり、主にファッ
ション業界や繊維産業の発展要望に対応できる繊
維とアパレルの人材を育成し、学生も香港と中国
本土のファッションデザイン賞を多数受賞し、香
港のアパレル業界のために優秀な人材を数多く育
成してきた。

（3）明愛白英奇専門学校
（Caritas Bianchi College of Careers）

明愛白英奇専門学校の略称はCBCCで、 1971 年
に創立された。主にビジネス、デザイン、ホテル、
観光業務などのコースを設立し、中学、高校の卒
業生及びその中退生のために専門コースを提供し
ている。
2001 年、同校はイギリス貿易産業教育委員会

（Business and Technical Education Council、略称
は BTEC）から海外のキャンパスに認定され、数
多くの BTEC 主催のイギリス高級卒業証明書コー
スを設置し、30 カ所以上のグローバル大学や専門
学会の認定も受け、入学の際には、一部または全
部の試験が免除される。
2004 ～ 05 年に、明愛白英奇専門学校は明愛グ

ループの多数の中学校と協力して、通常とは異な
る「キャリア志向コース」を設立し、中学校の 4
～ 5 年生に、ファッションデザイン、インテリア
空間デザイン、食業サービス、観光及び旅行サー
ビスなどの職業訓練を行った。近年では、香港公
開大学（The Open University of Hong Kong）と密
接に提携し、大学と連動した多元化学位コースを
提供している。
明愛白英奇専門学校のコースは、イギリスの国

家高級卒業証明書の BTEC ファッションとテキス
タイルコース、イギリス国家高級卒業証明書の
BTEC デザイン基礎コース。デザイン副学士学位
コースは、主に繊維とアパレル産業の人材を育成
するためのコースである。コースの内容は理論と
実践が密接に連結し、主にファッションデザイン
の専門的トレーニングを行い、そのデザイン理論
とマクロ環境を深く理解させ、専門的な技能、コ
ミュニケーション能力、創造的な思考力と組織能
力などのトレーニングを目的としている。また、
関連産業の認識を高めるために、学校は学生に各
企業や政府部門での特別訓練、あるいは専門的研
修も行っている。

B デザイナー

50 年以上の発展を経験した香港のアパレル産業
は個性的なスタイルデザイナーが続々と現われ、
ローカルや国際的ファッション業界でも好評を得
ている。

（1） 達智

1960 年代、香港生まれ。1980 年にカナダのオン
タリオ州のグェルフ大学（University of Guelph）
を卒業し、経済学士の学位を取った。 1982 年、
ファッション業界に参加し、83 年のイギリスロン
ドンのファッションデザインアートやデザイン学
院に留学し、デザインとアート学士号を取った。
その後、いくつかのファッションブランドのデザ
イナーを経て、97 年、「50 年間人気服」のファッ
ション活動を行い、好評を得た。2004 年、100 ％
出資で、“William”というブランドでの広州、上海、
北京店舗を順次オープンさせた。更に、国内外で
多くの賞を獲得し、その中には 2005 年の香港芸術
文化センターから「トップ 10 傑出デザイナー賞」
と、2006 年の「大中華デザイナー賞」などが含ま
れている。彼のデザイン作品はオーストラリアの
博物館、イギリスのビクトリアとアルバート博物
館、香港文化博物館にコレクションされている。

（2）李国華

1989 年、香港理工大学のファッションデザイン
科を卒業後、いくつかの外資企業でチーフデザイ
ナーとして働いた。個人のファッションショーは
何回も行い、様々なファッションショーやモデル、
ファッションデザイナーなどのコンクール審査員
になった。 2002 年個人の“ Rilosophy”という女
性ブランドを出店し、ヨーロッパ、日本、香港、
中国本土の市場で販売され、人気が広がった。李
国華はいくつかの外資企業でチーフデザイナーを
経験したが、現在でも中国本土でファッションブ
ランドのコンサルティング、マーケティング計画
及びマーケティングコンサルティングなどのサー
ビスを提供している。

（3）馬偉明

1975 年、香港ファッションデザイン学院を卒業
し、同年 “ Vee”というブランドのブティックを
オープンした。香港では最初の個人ブランド・
ファッションデザイナーであり、現在香港ファッ

特別レポート
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ションデザイナー協会の副会長になっている。近
年では、香港のファッション・ローカル及び国際
的イメージを向上させるために、香港貿易発展局
主催のファッションショーやファッションイベン
ト活動等に積極的に参加している。香港 27 回秋冬
ファッションウィークの優秀賞と 1997 年 Porsche
Design の 「創造動力賞」及び同年「芸術家年賞」
というファッションデザイナー賞を獲得した。現
在、高級ブランドの“Vee”と若い女性向きのブラ
ンド“Gee”及び先進的なファッションブランド
“Front First”を持っている。

（4）張美儀

香港理工大学でデザイン修士号を得ており、
ファッションデザインや製品開発の仕事をし始め、
都会のカジュアルウエア、スポーツウエア、婦人
服、イブニングドレス、パジャマ、下着など、幅
広い製品をデザインしている。彼女はいくつかの
よく知られた企業、例えばコカ・コーラ、
Converse、Laura Ashiey、Victoria’s Secret などで
ブランドデザイナーとして勤務していた。そして
世界的に有名な百貨店 Marks&Spensers、Next、
Debenhams などの東アジア市場開発及び製品設計
の顧問にもなった。世界で有名な John Rocha、
Jasper Conran、Ben de Lisi 、Gharani Strok などの
ブランドには張美儀のデザイン理念が浸透してい
る。

（5）楊祺彬

ファッションブランドのデザイン戦略と経営コ
ンサルタント及び香港のファッションデザイナー
協会会長である。香港浸會大学を卒業後、フラン
スのパリでファッションデザインを勉強し、パリ
の有名なファッションデザイン学校（ I’Ecole de la
Chambre Syndicale de la Couture Parisienne ）を卒
業した。香港に戻ってから、カナダの NASRI
FRERES 社の香港調達子会社の社長及び同社の
Thalie ブランド・デザインディレクターを経験し
た。10 年以上の実務経験の蓄積を経て、ベン
チャービジネスを立ち上げ、顧客に設計開発や
サービスを提供し、同時に婦人パーティドレスの

“GOBELINS”というブランドのシリーズを開発し、
香港やヨーロッパなどの市場で販売活動を展開し
た。近年では、中国大陸と香港でワンストップ的
なデザインとコンサルティングのサービスを提供
している。例えば、Ordos、 Jeanswest、聖瑪田、
莊姿 、Tianlan、飛影思、 姿、格蘭秀記 な
どの有名なファッションブランドである。

（6） 惠英

有名なファッション学校“FIT”（Fash i on
Institute of Technology）を卒業後、ニューヨーク
のファッション中心部にあるいくつかのブランド
企業でデザイナーの仕事を経験した。1996 年、香
港で派雅デザイン会社を設立し、個人ブランドを
開発、高級ファッションに専念して、多数のブラ
ンド企業の顧問にもなっている。

6. 香港の繊維アパレル業界の中核競争力の分析 11

一国や地域の繊維とアパレル産業の中核競争力
は単一企業の競争力だけでなく、産業全体のサプ
ライチェーン、関連産業及び業界内部と外部との
環境統合能力に依存している。図表 9 は業界の中
核競争力要素を示したものである。

香港：知識集約型ファッションビジネスへの転換

11 ：Yi Li, Lei Yao. Dynamic Core Competency Development in Hong Kong Textile and Clothing Industry. The Hong Kong Polytechnic University,2003.

図表 9 業界の中核競争力の要素

出所：Yi Li, Lei Yao. Dynamic Core Competency Development in Hong Kong Textile  
and Clothing Industry. The Hong Kong Polytechnic University,2003.
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第 1 段階の資源、内部及び外部のビジネス環境
は産業の競争力の土台である。資源は原材料、工
場の建物、機械設備、人的資源、技術資源、金融
資源及び社会資源などの物理的な資源が含まれる。
内部のビジネス環境とは、産業競争力に影響され
る要素を指し、現地経済、政治、文化、産業内部
のその他の非経済的要素、国際的政治環境、市場
機会、税制、政府の政策、国際投資、国際通貨、
資本市場、労働力市場及びインフラなどが含まれ
ている。外部のビジネス環境とは、業界の国際貿
易に影響される要素を指し、繊維とアパレルに関
する関税、割当及びその他の非関税障壁などが含
まれている。
第 2 段階には、産業業界内部の資源を利用する

能力、産業の基礎機能、日常的な営業プロセスの
マーケティング、製品開発、生産、事業統合及び
人的資源管理などが含まれている。
第 3 段階には、異なる産業間協力が含まれ、例

えば、国際貿易、新製品開発、マーケティング、

管理の相乗効果など、産業間の合作能力を指して
いる。
最高段階である業界の中核競争力とは、スキル、

能力及び様々な分野における知識などを業界に統
合させるアプリケーション能力のことを指す。中
核競争力を育成するには業界内部と企業内部と共
に学習、参加、投資を行い、そこにはデザイン、
文化、創造、柔軟な生産ネットワーク、業界団体、
技術と製品の革新的な学習ネットワーク、オリジ
ナルブランド及び国際的なマーケティング能力な
どの要素が含まれている。
図表 10 は香港理工大学の研究に基づいて、 15

カ国・地域の繊維とアパレル産業の中核競争力の
評価と因子分析によるランキングの結果である 11。
それで分かったことは、アメリカの繊維アパレル
産業の競争力持続可能性は最も高い。次にはドイ
ツ、フランス、日本、イギリス、香港、イタリア、
中国本土などの順になっている。

特別レポート

図表 10 15 カ国・地域における繊維アパレル産業の競争力比較
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出所：Yi Li, Lei Yao. Dynamic Core Competency Development in Hong Kong Textile and Clothing Industry. The Hong Kong Polytechnic University,2003.
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図表 11 はアメリカ、香港、中国大陸での競争力
を比較したウェブである。総じて言えば、アメリ
カにおける繊維及びアパレル産業のコア競争力と
持続可能な競争力には、明らかな利点があった。
その次には、香港と中国本土の順である。香港の
外部のビジネス環境はかなり強く、それは物流、
グローバル調達、サプライチェーンマネジメント
などの発達したサービス業の存在と関係している。
香港の内部ビジネス環境はアメリカと比較すると
ギャップが大きく、中国本土とはギャップが相対
的に小さい。香港の資源と業界の協力能力は中国
本土より多少良いが、アメリカと比べると差が著
しい。ところが注目すべき点は、中国本土の資源
利用能力は非常に顕著であり、とりわけ土地、経
営、労働コストにおいて顕著な優位を持っている。
香港はアメリカより少し優位にあることが分かる。

香港地域の繊維アパレルの国際貿易市場において
の激しい競争は、主に次の 4点に起因している。①
アメリカ、EU諸国、日本などの輸出国、②常に拡
大している地域貿易企業グループ、③アジア太平洋
地域の先進国の企業、④中国、インドなどの発展途
上国の企業である。香港の繊維アパレル関連の国際
貿易統計によると、香港は発展途上国と比較した場
合、土地、ビジネスコスト、労働コスト及び価格な
どにおいては既に競争力を失っている。
競争力を維持するために、香港の繊維アパレルの

企業家は新興国への投資をし始めていると同時に、
中国本土と他の発展途上国での調達力を強化してい
る。政府の投資も既存の繊維アパレル産業の優位を
発展・強化していく。例えば、サプライチェーンマ
ネジメント、グローバル調達、生産管理、物流と流

通管理サービスにおけるネットワークオンライン取
引及び国際調達ビジネスなどである。
しかし、香港の国際調達力と取引の地位は諸開発

途上国の脅威を受けている。インターネットビジネ
ス取引などのインフラの急速な発展とサプライ
チェーンの短縮によって、バイヤーとサプライヤー
は簡単に両方の最新情報が得られ、直接コミュニ
ケーションをとることができ、更に近い将来、仮想
調達センターの出現の可能性もあり、地理的意味で
の調達センターと置き換えられるだろう。そして、
中国本土の繊維とアパレル企業は外国からの直接取
引力が高まり、香港の繊維とアパレル産業のコア競
争力を脅かし、その危機感からも同産業の変革や競
争力の強化が急務となっている。
香港の繊維とアパレル産業は既に下記の面にお

いて努力しており、良い成果を収めている。
1）香港の企業は国際的意識が高く、同時に顧客
との良好な関係を土台とし、産業の中心を既
に高付加価値商品のデザイン、ブランド経営
管理、品質管理、物流と資材調達などの分野
へシフトしている。

2）香港のファッションデザイナーは国際的に好
評を得ている。

3）実力のある企業はローカル、区域あるいは国
際的小売業へ進入し、香港のアパレルブラン
ド、特にカジュアルブランドは中国本土の市
場では既に大きなシェアを占めている。

4）アジア地域のグローバル的調達センターとし
て、香港は数多くの国際貿易企業や大手小売
店を誘致している。

5）企業と貿易商は国際的なマーケティングに活
躍している。

6）一部の企業はナノプロセスなどの新技術開発
と使用に専念している。

7）香港政府や業界は製品の技術革新における商
品力を持続的に高めている。

世界的な金融危機と競争のますます激しい市場
に直面している香港は、世界で最も急速に成長し
ている中国市場に依存し、優れた地理的位置と伝
統的文化の優位性を持っている。香港の従来の労
働集約型の繊維アパレル産業は、新たなチャンス
をつかみ、業界の競争力を持続的に発展させるた
めに、先進国の構造調整を学び、デザインやブラ
ンドなどの開発力を強化して、持続可能で巨大な
競争力を獲得し、今日の知識集約型ファッション
ビジネスへと見事に転換していると見る。

香港：知識集約型ファッションビジネスへの転換

図表 11 アメリカ、香港、中国大陸における競争力比較ウェブ

出所：Yi Li, Lei Yao. Dynamic Core Competency Development in Hong Kong Textile  
and Clothing Industry. The Hong Kong Polytechnic University,2003.
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