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ドメスティックからグローバルへのビジネス転換
—ジャパンクリエーションとジャパンテックスを考える—

1  展示会には、求評会タイプと見本市タイプがあり、それぞれ目的と内容が異なっている。かつての日本の繊維
流通では問屋が流通をコントロールしていたため、見本市は存在しなかった。海外の見本市が一物一価である
のに対し、日本の問屋流通では一物多価が基本である。

2  日本の狭い業界間では、企業を訴求する必要はなく、商品のみを簡易なブースで展示することは必ずしも企業
イメージダウンにはつながらない。一方、海外見本市では、ブースの演出は即企業イメージに直結する。

3  ジャパンクリエーションが初めて開催された時には、全国の産地メーカーが一堂に会するだけでサプライズだっ
た。欧州の展示会では、サプライズを継続するために、トレンド情報発信を絶えず行っている。展示会にサプ
ライズがなくなると魅力もなくなり衰退が始まる。

4  企業の情報発信は、WEB サイトの普及に伴い、質量共に拡大しているが、日本企業の多くは情報発信の対象と
して海外企業を想定していない。業界マスコミや評論家がランキング等を行わないため、格付けもなされず、
海外のバイヤーから見ると、日本にはどこに何があるか分からない混沌とした状態となっている。

5  ビジネスとは、コミュニケーションを基盤に行われる経済行為であり、グローバルビジネスとは言語も文化も
異なる相手とのコミュニケーションが基本になっている。多くの日本企業は精神的に鎖国状態であり、ビジネ
スの前提となるコミュニケーションを取るのが苦手である。展示会もコミュニケーションという視点で見直す
必要がある。
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求評会と見本市（trade show）
日本の繊維流通は問屋が主体となってコント

ロールされていた。そのため、産地やメーカーが
行う展示会において、具体的な商談が行われるこ
とはほとんどなかった。商取引は問屋を仲介する
ものであり、メーカーとユーザーの直接取引はタ
ブーだったのである。

問屋中心の流通では、問屋の展示会が商談の場
となる。商品には価格が表示され、具体的な受発
注が行われる。一方で、産地やメーカーが行う展
示会は求評会と呼ばれ、基本的に具体的な商談は
行われない。問屋を通して販売するのが原則なの

で、価格も表示されない。あくまで、評価を受けて、
企画の参考にするという場である。来場者にとっ
ては、情報収集の場であり、具体的な商談は後日、
相対で行う。

問屋との取引は「一物多価」である。同じ商品
でも、販売先との力関係で卸売価格が決定する。
現在の日本のアパレル企業も、小売価格は問屋が
決定し、小売店との関係により、納入掛率が設定
される。つまり、相手によって卸売価格が異なる
ことになる。

欧米の見本市（trade show）は、基本的にメーカー
と小売店・ユーザーとの直接的商談の場である。
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メーカーは見本市に合わせて商品開発を行い、基
本的に半年分の商売を集中的に行う。出展商品の
プライスリストが用意され、基本的に「一物一価」
の取引となり、相手によって価格を変えることは、
アンフェアな取引と見なされる。見本市は直接的
な取引の場であるがゆえに、ブースはクローズド
であり、誰もが入れるわけではない。

日本の求評会は顧客の反応を見るだけなので、
基本的にはオープンな構造で行われる。具体的な
商談をしないのだから、過去の資料を展示し、そ
こで反応を探りながら、そのシーズンの具体的な
商品開発につなげるというケースも多い。

求評会と見本市は、どちらも日本では展示会と
呼ばれているが、目的も内容も全く異なるものだ。
ジャパンクリエーションはメーカーの展示会とし
てスタートしたので、求評会の性格が強かった。
インテリアファブリックスが中心のジャパンテッ
クスは問屋の展示会だが、商取引は代理店を介し
て行われるため、プロモーションが主たる目的で
ある。どちらも見本市ではないし、その機能も果
たしていない。もし、展示会で商談を行うのであ
れば、問屋を仲介させないことを原則としなけれ
ばならない。

また、本来メーカーが小売価格を決定すること
はできない。メーカーから仕入れた商品は、小売
店の所有物であり、商品の価格を決定するのは小
売店である。最近、日本においても家電製品等が
オープン価格になっているのは国際的な基準に合
わせているためだ。

日本の百貨店アパレル（問屋）の取引は委託取
引であり、商品の所有権が曖昧である。そのため、
現状においては、メーカーが小売価格を指定する
ことが可能になっている。この取引システムが、
国際的には非常に特殊であることを理解しなけれ
ばならない。

商品訴求と企業イメージ訴求
国内の求評会では「企業」を訴求する必要はない。

求評会に出展するだけで、ある種の格付けが行わ
れ、信用できる企業であることが保証されるから
だ。多くの来場者は出展企業や産地を知っている。
たとえ出展企業を知らない場合でも、名刺交換を
行い、二言三言話せば相互に信頼関係を結ぶこと
ができる。

産地展等は主に組合や団体が主催であり、各企
業は平等に扱われる。一社だけが派手な演出をす

ることはほとんどない。規模の大小、商品のグレー
ドに関わらず、同様の展示をするのが一般的なの
だ。来場者の多くはプロであり、余計な説明は必
要ない。出展商品を見せるだけで良いのである。

前述したように、当初、ジャパンクリエーショ
ンは求評会の性格が強かった。これを見本市に転
換しようとして、新たな体制でスタートしたのが
JFW ジャパンクリエーションである。しかし運営
体制を変えても、業界内の取引形態やルールが変
わったわけではない。もし、見本市として機能さ
せたいのであれば、毎月のように行われるアパレ
ル展示会を年 2 回にして、集中的に生地の商談を
行うように申し合わせなければならない。しかし、
実際のアパレルビジネスは、基本的にマンスリー
に商品計画を組み立て、ますますリードタイムを
短縮している。

欧米においてもショップ展開が増えるにつれ、
年 2 回の見本市取引ではなく、各企業が独自にサ
プライチェーンを構築しつつある。ファストファッ
ションが隆盛になるにつれ、欧米でも年 2 回のサ
イクルから脱して、短サイクルの企画生産を目指
しているのである。

これまでの日本の求評会は国内顧客が対象であ
るので、互いの信頼関係を前提にしている。従って、
企業イメージ、ブランドイメージを訴求しなくて
も、商品だけで勝負することが可能だった。しかし、
国際的な巨大な見本市においては、まず、企業と
しての認知度、信頼度を高め、他社との差別化を
図ることが必要になる。

日本国内の展示会において、一企業が突出する
ことはタブーであったし、多くの出展企業は展示
会ブースの演出など考えたこともなかったはずだ。
それでも、ジャパンクリエーション等の展示会の
経験を積むうちに、他社との差別化が必要である
ことは理解されるようになった。しかし、演出に
重点的に投資しようとまでの考え方には至ってい
ない。

国際的に知名度が低い企業が海外見本市に出展
する場合、まず企業イメージを訴求し信頼を勝ち
取らなければならない。どんなに商品の品質が高
くても、おびただしい数のブースの中から見つけ
出してくれるバイヤーは少ない。見すぼらしいブー
スでは、来場者はブース内に入ることさえしない。
第一印象で優れた企業という印象を与えて初めて、
来場者はブースに入り、見本を手に取る。どんな
に良い商品であっても、顧客の目に止まらなけれ
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ば何にもならないのだ。
この傾向が最も強いのが中国の見本市である。

産業の歴史が浅く、急成長した企業が多い。その
ため第一印象、企業イメージが非常に重要になる。
その中で日本企業は、日本国内の展示会と同じ意
識で出展している。そのため、来場者に対して、
日系企業のブースは見すぼらしくチープな印象を
与え、せっかくの高品質商品を訴求することがで
きないことが多いのである。

継続的にサプライズを提供するシステム
日本の問屋流通は、産地、メーカーの情報をバ

イヤーやユーザーに知らせなかった。情報が公開
されれば、直接ユーザーとメーカーが取引をして
しまうからだ。問屋がメーカーの情報を遮断する
ことで、メーカーはユーザーとの接触を限定され
ていたのである。

その業界の常識を打ち破り、日本中のテキスタ
イルメーカーが初めて公に一堂に会したのがジャ
パンクリエーションだった。日本のアパレルメー
カー・コンバーター・商社は、日本国内にこれほ
ど多くのテキスタイル関連メーカーが存在してい
ることを初めて実感したのである。その意味で、
ジャパンクリエーションは大きなサプライズを提
供したと言える。

ジャパンクリエーションが生まれたのは、問屋
流通の衰退が原因である。次々とテキスタイル問
屋が淘汰され、メーカーは販売先を失っていった。
これまではタブーだったメーカーの情報公開が可
能になったのは、圧力をかける問屋自身が力を失っ
たからだ。

ジャパンクリエーションがスタートして 10 年を
越える頃になると、サプライズがなくなってしまっ
た。出展者の顔ぶれも固定化し、出展者、来場者
双方共に年中行事になっていったのである。

展示会の魅力を維持するためには、常にサプラ
イズを用意しなければならない。プルミエールビ
ジョンなど、ヨーロッパの見本市では、継続して
サプライズを与えるシステムとして「トレンド情
報発信」を用意している。その中心は新しいテー
マとカラーであり、出展するテキスタイルメーカー
は、経糸の密度や縒りを変えなくても、新鮮なイ
メージを訴求することができる。アパレル企業や
デザイナーも、各シーズンのテーマ設定は非常に
重要な要素であり、注目度も高い。

日本にはトレンドを決定し、それをメーカーに

伝達し、モノ作りに反映させ、展示会場でプレゼ
ンテーションする仕組みが存在しない。また、ア
パレル企業もテーマ設定を基本に商品企画を組み
立てるという手法が確立されていない。

ジャパンクリエーションも当初は、日本発のト
レンド情報発信を実現しようと、トレンド委員会
等を組織したがうまく機能しなかった。日本にお
けるトレンドの専門家とは海外トレンドの分析兼
解説屋であって、オリジナルのトレンド発信者で
はないのだ。結果的に、現在に至るまで、業界と
してメーカー、アパレルを巻き込む形での本格的
なトレンド情報発信は実現していない。

また、イベントや情報発信を支えるメディアの
役割も重要である。日本のマスコミは客観報道を
旨としており、署名原稿等で主体的に意見を述べ
て、情報をコントロールすることを嫌う。それは
業界マスコミについても同様である。常に傍観者
であり、当事者ではない。日本のコレクションや
展示会の情報発信が弱いのは、業界マスコミに業
界を盛り上げようという意識が希薄であることも
一因だろう。欧米ならば、当然のようにコレクショ
ンのランキング等を発信し、バイヤー、読者の興
味を喚起するが、日本の業界マスコミは自社の判
断でランキングを付けることをリスクと考え敬遠
する。広告ページを作ることだけに熱心であり、
積極的に情報を収集、編集し、国内外に発信する
というメディアの機能を十分に果たしているのか、
疑問が残る。

本来ならば、展示会やコレクションと業界マス
コミの関係は、ブランド企業とファッション雑誌
のような関係になるべきである。魅力あるブラン
ドを雑誌が育てることで、雑誌の売上も上がる。
双方は WIN − WIN の関係である。展示会やコレ
クションが盛り上がれば、業界マスコミの利益に
つながる。もちろん、その連鎖が産業全体を良い
方向に導くのである。

結局のところ、日本の展示会は運営団体、出展者、
業界マスコミ共に主体性がなく、互いに依存し、
互いにリスクヘッジしている。全員が文句を言い
合い、誰もビジョンを創ろうとせず、ルーチンワー
クに終始しているのである。

海外への情報発信を想定していない日本企業
企業の情報発信は、WEB サイトが普及した結果、

急速に質量共に拡大している。しかし、日本企業
の WEB による情報発信は、ほとんどが同質化し
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ており、海外に対する情報発信という意識が希薄
だ。

多くの日本企業の会社案内は、会社の基本的な
データ、社屋の写真、社長の写真とあいさつ、会
社の沿革、組織と事業内容、設備内容や生産能力、
商品とサービス内容の説明で構成されている。場
合によっては、株主向けの過去の業績、リクルー
ト向けの企業イメージや先輩のコメントなどが、
そこに加わる。

しかし、こうした内容はほとんどが類似してお
り、同業他社と比べても明確な違いが分からない。
しかし、日本国内であれば問題はない。そもそも、
最初に WEB サイトで取引先や商品を探す業界人
はほとんどいない。WEB は、既に企業イメージを
理解している人が詳しいデータ等を参照する場合
に使われるという想定に立っている。

しかし実際には、その企業を全く知らない人が、
最初に WEB を使って企業にアクセスするという
ケースは珍しいことではない。日本国内でも異業
種の人達、あるいは海外の人達は、最初に WEB で
検索するだろう。

たとえば、海外のアパレル企業が日本のテキス
タイル企業を探しているとしよう。ジャケット用
のウールの生地を探そうとしても、数多くの企業
がヒットするが、どれも同じように見えてしまう。
そして、具体的な商品情報はほとんど掲載されて
いない。

仕方がないので、業界団体や組合に問い合わせ
る。しかし、多くの業界団体や組合は、海外から
の問い合わせメールに誠実に答えることはできな
い。言葉の壁もあるし、各企業の具体的な特徴、
商品の特徴などを客観的に説明する資料もない。
また、紹介したとしても、企業が海外企業との取
引に応じるかも分からない。

多くの日本企業は、海外市場を目指して、海外
見本市に出展している。しかし、展示会後にバイ
ヤー等にフォローすることはほとんどないし、問
い合わせメールにも十分に答えていない。見本市
に出展しながらも、気分は求評会であり、海外ブ
ランドから褒めてもらいたいだけ、という企業も
存在する。こういう企業が見本市出展企業に混ざっ
ていることは、真剣にビジネスしようとする企業
にとって迷惑である。日本企業のイメージも下落
する。しかし、補助金を活用している以上、機会
均等が原則であり、出展者が玉石混交になること
は避けられない。

日本企業の情報発信も、見本市出展と同様に玉
石混交であり、格付けも編集もなされていない。
とりあえず WEB を作りましたというだけで、本
気で情報発信していないケースが多い。海外から
見ると、日本は不思議な文字であふれる巨大なブ
ラックボックスである。

なぜ「技術・品質は一流」なのに、 
展示会は衰退するのか？

日本の繊維・テキスタイル・アパレル関連企業
の人は、「日本の技術は世界一だ」「日本の品質は
世界一だ」と言うが、本当だろうか。ジャパンク
リエーション、ジャパンテックス共に、世界一の
企業や商品が集積しているのであれば、世界中か
ら人が集まらないわけがない。しかし、実際には
年々来場者も出展者も減少している。仮に「日本
の技術は世界一」「日本の品質は世界一」だとしよ
う。それなのに、出展者、来場者が減少している
理由とは何だろうか。

来場者にとって、展示会のメリットとは、①ビ
ジネスが成立する、②ビジネスの契機になる出会
いがある、③ビジネスに役立つ情報が得られる、
④ビジネスにつながる人と交流できる、ことだろ
う。

まず、日本の展示会で「①ビジネスが成立する」
ことは、非常に稀である。日本の出展者も来場者
も展示会場でビジネスが成立するとは思っていな
い。しかし、海外からの来場者は、通常の見本市
だと思って来る場合もある。その場合には、失望
して帰ることになるだろう。
「②ビジネスの契機になる出会いがある」ことも

難しくなっている。ほぼ、新しい出会いは出尽く
しているからだ。

たとえば、海外からの出展者を誘致できれば、
新しい出会いの場として機能するかもしれない。
その場合、海外企業が日本の展示会に魅力を感じ
ているかが問われる。ジャパンクリエーションも、
最初の 2 〜 3 年は世界中の企業から出展問い合わ
せが殺到したが、全て断ってしまった。当時の主
催者が、国内メーカーの団体であったために、海
外企業の出展を認めることは、国内メーカーにダ
メージを与えることと判断したのである。

その後、アジアの国際テキスタイル見本市とし
ては「インターテックス上海」が定着し、日本の
展示会に出展を希望する企業は著しく減少してし
まった。
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海外企業誘致ではなく、日本のデザイナーや縫
製工場、商社、機械メーカーの参加を促し、新た
なソリューションを提供するという考え方もある
だろうが、現在まで実現していない。
「③ビジネスに役立つ情報が得られる」ことは重

要なポイントである。「日本の技術は世界一」「日
本の品質は世界一」ならば、その情報が発信され
ていなければならない。どういう技術が世界一で
あり、それをどのように活用すれば、ビジネスに
つながるのか、というプレゼンテーションが必要
である。世界最新の技術、世界最高の技術が展示
会場全体で表現されていれば、世界中からの集客
が可能になるだろう。しかし、展示会の会場を見
ても、そのような展示は見当たらない。

出展者に聞くと、出展品の中には確かに凄い技
術や品質が隠されている。しかし、聞かなければ
分からないし、その技術というのがあまりにもデ
リケートかつ専門的であり、プロにしか分からな
いことなのだ。微妙なタッチの差が技術だと言わ
れれば確かにその通りだが、その微妙な差に対し
てコストが二倍というのでは市場では通用しない。

市場ニーズ、コストパフォーマンスに対して、
過剰な技術や品質では、ビジネスとしてのメリッ
トはない。また、各要素の技術は素晴らしくても、
完成した製品としてのトータルな魅力が表現され
なければ顧客には伝わらないのである。
「④ビジネスにつながる人と交流できる」ことは、

展示会では非常に重要な要素である。香港国際コ
ンベンションセンターにはレストラン、パーティー
会場が用意されている。しかし、日本のコンベン
ションセンターでは会議室と展示室しか用意され
ていない。日本では、展示会におけるパーティー
や交流の意義を認めていない。出展者も来場者も
互いに知り合いであり、あえて交流の場を持つこ
とは必要ない。むしろ、飲食店で相対の接待が重
要と考えるだろう。

一方、国際展示会は世界中から業界リーダーが
集まる貴重な場であり、その時のインフォーマル
な交流がその後のビジネスに直結する。国際見本
市では昼間の展示会場だけでなく、夜のパーティー
など、交流プログラムがセットになっているのが
一般的である。その意味では、香港や中国の方が
日本より国際的であり社交的と言えよう。

このように見ていくと、来場者が減少する理由
が理解できる。そして、来場者が減少すれば、当
然出展者も減少するのである。

コミュニケーションという視点から
展示会を考える

日本市場は海外に開いている。海外企業も自由
に法人設立が可能であり、企業買収や資本参加も
可能である。もちろん、出店も自由だ。

日本企業も自由に輸出もできるし、海外市場に
参入することも可能である。しかし、肝心の日本
人の心が海外に開いていない。日本の展示会、日
本企業の WEB サイトが海外を意識していない。結
果的に、海外から日本はブラックボックスと化し
ており、どこに何があるのか分からない。業界団
体も組合も海外を意識していない。日本は未だに
精神的鎖国を保っているのかもしれない。

日本の繊維アパレル産業は、分業を基本として
成長してきた。日本国内では強烈な縄張り意識が
あり、他人の領分を侵すことはタブーだ。問屋が
小売りに進出したり、メーカーが小売りに進出す
ることもタブーだった。最近は流通の際が崩れて
いるものの、それでもタブー意識は完全に払拭さ
れてはいない。無意識のうちに、自らの事業領域
を規定し、その中だけで行動しようとする。海外
ビジネスは商社に頼むものという思い込みもその
一つである。こうした縄張り意識の存在が、自社
単独で外部に情報公開する行為を阻害していると
も言えよう。

飽和状態である日本市場だけでは成長が見込め
ないとして、成長著しい中国市場に挑戦する企業
も増えている。しかし多くの場合、日本の成功体
験を元に、日本の商品を、日本のビジネスモデル
のまま、中国市場に持ち込もうとして苦戦してい
る。

中国市場には、中国特有の市場特性や商慣習が
あり、中国人消費者の嗜好も日本人とは異なる。
海外市場に進出する場合、市場調査を十分に行う
ことは不可欠である。欧米ブランド企業も日本市
場に進出する際、競合となる日本のアパレル企業
の実態、流通システムやその特性、消費者意識等
を数年かけて十分に調査している。

一方、多くの日本企業は中国市場に進出する際
に十分な調査を行っていない。日本より遅れた市
場だから、日本のやり方を持っていけば通用する
という思い込みがあったことも否めないだろう。

こうした事象を見る限り、海外から日本が見え
ないだけでなく、日本人も海外が見えていないこ
とが分かる。つまり、日本全対が海外に対するコ
ミュニケーション能力欠落状態に陥っているので
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ドメスティックからグローバルへのビジネス転換

ある。これは語学の問題だけではない。心の奥深
くに根ざした意識の問題である。

日本では自分から主張しなくても、周囲が気持
ちを察してくれる。アウンの呼吸があらゆる場面
で機能している。しかし、海外では主張しなけれ
ば存在しないのと同じことだ。自分を理解して欲
しいのならば、自分からプレゼンテーションしな
ければならない。そのプレゼンテーションの場が
展示会である。

海外展示会では、国、業界、企業そして個人が
それぞれの段階でコミュニケーションを取れるよ
うな仕組みが埋め込まれている。商取引はコミュ
ニケーションの結果であり、商取引だけが存在し
ているのではない。

グローバルビジネスとは、欧州の国際基準に準
じたり、米国の会計基準を採用することだけで達

成されるわけではない。言葉も生活習慣も異なる
初対面の相手に対して、自分をどのように説明し、
相手に理解してもらうか。反対に、初対面の相手
とどのように交流して、相手を理解するのかが問
われているのだ。

数カ国の人間が集まるパーティー会場にいても、
日本人はすぐに固まって知り合いだけで話してし
まう。仲間内の協調性はあるが、異質な人達との
社交性が欠落している。これではビジネス以前の
コミュニケーションを拒否していることになる。

ビジネスはコミュニケーションを基盤にした経
済行為である。精神的鎖国を続けていたのでは、
グローバルビジネスは不可能だ。国際的なコミュ
ニケーションという視点から、コレクション、展
示会の在り方を問い直す時期に来ている。


