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国内動向〔アパレル動向〕

成長戦略なきアパレル企業は淘汰される
—日本アパレル企業成長戦略の提案—

1  「経営の視点」と「投資の視点」は異なる。経営が限られたリソースの中でいかに事業を完結させるかを主体に
考えるのに対し、投資ではいかに外部のマネーを自社に取り込み、循環させるかを考える。投資の基準は「成長」
であり、成長する意志、成長戦略がないところに投資は集まらない。日本アパレル企業も成長戦略を描くこと
が不可欠である。

2  日本のアパレル企業は、70 年代、80 年代の 20 年間、日本国内市場を独占することで急激な成長を遂げた。
90 年代のバブル崩壊後、国内ルールはグローバルルールに書き換えられ、1990 年代から 2000 年代は失わ
れた 20 年となった。2010 年からは新しい 20 年間が始まろうとしている。

3  投資家が日本の国内アパレルに投資できない理由は、成長戦略の欠如である。限定された国内市場、既存の流
通システムに依存している限り、成長は期待できないだろう。また、商社に依存した生産体制も成長を妨げて
いる。

4  投資の対象となり得る成長戦略は、新しい海外市場の開拓、新しい技術を活用したビジネスモデルの革新、ク
リエイター、デザイナーを活用した新ブランドの開発等、既存のビジネスから脱却し、新時代に対応すること
である。

5  日本料理、日本映画、ジャパニメーションがあるように、独自の日本ファッションとは何かを考える時期に来
ている。欧米のキャッチアップ、低価格戦略は既にアジア諸国に移転していると見ていい。日本ファッション
を確立することが、次の 20 年の成長戦略につながる。
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投資家の視点でファッションビジネスを考える
現在、東レ経営研究所と信州大学繊維学部が中
心となり、グローバル・テキスタイル＆モードビ
ジネス研究会の立ち上げ準備を行っている。その
一環として、7月14日に第1回研究会を開催し、様々
な角度から現在のファッションビジネスを見直す
機会を得た。特に興味深かったのは、投資ファン
ドの立場からの視点だった。どんな不景気でも、
投資マネーは、常に投資の対象を探し、世界中を
駆け巡っている。今後のグローバルビジネスにお
いて、「経営の視点」だけでなく、「投資の視点」
も欠かせないのである。
たとえば、中国が急激に発展した一つの要因は、

日本企業との合弁による技術の向上と日本市場へ
の輸出だが、更に大きな要因は改革開放政策によ
る外資の導入である。世界中の投資マネーが集まっ
た結果、中国国内のインフラが整備され、高層ビ
ルが立ち並んだ。
一方、日本は豊かな国内市場、優秀な技術と人材、
潤沢な資本がありながら、投資マネーを呼び込め
ず、縮小均衡を目指しているように見える。日本
アパレル企業も投資ファンド等の投資の対象には
なっていない。投資によって、その企業が成長し、
より大きなリターンが期待できれば投資の対象と
なる。しかし、成長が見込めなければ、堅実なビ
ジネスであっても投資の対象にはなり得ない。
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世界的に見れば、成長著しい中国等の新興工業
国に投資が集中している。国内でも IT、バイオ、
環境等のベンチャー企業等に投資が集中する。新
興国、ベンチャー企業共に、不安定でありリスク
も高い。しかし、その分だけ成長の可能性がある
から投資も集まる。
少子高齢化、デフレ不況の中の日本のアパレル
経営者は、いかに低価格商品を開発するか、いか
にリスクヘッジするかを中心的な経営課題として
いる。それは、投資という発想を持たず、会社を
独立した機関と認識し、社内だけで問題解決しよ
うという意志の表れでもある。会社とは、投資を
招き、マネーを循環させる装置であるという認識
があれば、経営手法も変わってくるだろう。低価
格戦略、リスクヘッジが「成長戦略」につながる
のであれば投資の対象になり得るが、現状維持を
目指す「生き残り戦略」であれば、投資の対象に
はならない。その意味で、日本企業の経営は内向
きであり、自己完結的である。
もちろん、投資ファンド等の対象となることを
望まない企業もあるだろう。自己資本比率が高く、
無借金経営であれば、現状維持の経営は可能だ。
しかし、成長なき企業は社員の給料も上がらず、
融資等の条件も次第に厳しくなるに違いない。最
終的に、成長が止まった企業はステージから退場
することになる。そして、新しいベンチャー企業
が誕生し、成長していく。それが産業の生態系を
維持するダイナミズムであり、結果的に個々の企
業の活性化につながる。
企業も個人も、誕生から死までのライフサイク
ルからは逃げられない。老舗と呼ばれる企業も、
常に改革の努力を続けている。同じ名前の企業で
あっても、その内容は世代交代しているのである。
現在の高齢化社会日本は、企業経営者も高齢化
し、企業そのものの活力も失われているのかもし
れない。成長を諦めた企業は死へと向かう道しか
残されていない。日本のアパレル企業も成長戦略
を描けなければ、やがてはビジネスのステージか
ら退場することになる。常に成長し、投資の対象
となることこそ、経営者の課題と言えよう。
そう考えると、日本の百貨店、量販店等の流通
企業、アパレル企業の現状は非常に厳しいといわ
ざるを得ない。成長戦略が見出せず、生き残りに
きゅうきゅうとしているように感じられるのだ。

成長の 20 年間、衰退の 20 年間の 
次なる時代が始まる
現在の主要な流通企業及びアパレル企業は、
1970 年代～ 80 年代の約 20 年間、厳しい競争を勝
ち抜き、成長を続けてきた。その間、市場から退
場した企業は少なくない。現在生き残っている企
業は、それだけで「勝ち組企業」とも言える。こ
の 20 年間のビジネスの特徴は、日本の豊かな国内
市場の中で、主に国内企業が競い合っていたこと
である。まだ、外資は本格的に上陸する前であり、
海外からの製品輸入も少なかった。ドメスティッ
クなビジネス環境の中で最適化した企業が勝ち
残ったのである。
百貨店の派遣販売員、委託仕入れも、問屋を中
心とした複雑な繊維流通も効率良く機能していた。
日本の消費者も豊かさを実感し、満足していたと
言えよう。まさに、日本全体が成長を実感し、将
来に希望を持っていた時代である。
しかし、為替自由化からバブル景気を経て、急
速にビジネス環境はグローバル化していく。為替
の変化は生産基地の海外移転をもたらし、ヨーロッ
パからの高級品の輸入を増やした。そして、欧米
先進国は、あらゆる方法で日本市場の開放を迫り、
日本政府はあらゆる分野のグローバル化を進めた。
中国は 80 年代になり急激に改革開放を進めたが、
日本もまた 85 年のプラザ合意以降、外圧による制
度改革と市場開放を余儀なくされたのである。そ
れでも、成長の加速度により 91 年のバブル崩壊ま
では好景気を持続した。
90 年代から現在に至る「失われた 20 年」は、日
本のローカルルールからグローバルビジネスの国
際ルールへの対応を迫られながら、十分に対応す
ることができなかった期間ともいえる。
日本のアパレル企業は、70 年代～ 80 年代の 20
年間で急激に成長し、90 年代～ 2000 年代の 20 年
間に対応策を見出せず、徐々に衰退していった。
そして、2010 年代に入り、外資のファストファッ
ションの上陸、中国経済の急速な発展、中国人観
光客の増加と、一気にビジネス環境のグローバル
化が進んでいる。また、中国企業が日本企業を買
収するという動きも加速している。もはや、市場
変化は日本企業、日本人の国際化対応を待っては
いない。外資企業が主役となって、日本市場のグ
ローバル化が開始されたのである。
歴史的にも、2010 年から始まる20年間は、それ

以前とは全く異なる様相を呈することが予想される。
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国内アパレルに投資できない理由
日本アパレル企業に投資ファンドが投資できな
い理由とは何か。それが明らかになれば、今後の
進むべき方向性が見えるかもしれない。
日本アパレル企業が抱えている第一の問題点は、

「成長が見込めない国内市場だけを対象にしたビジ
ネスを展開している」ことである。
かつての日本市場は日本企業がほぼ独占してい
た。最も豊かな市場を独占的に支配することで高
い成長を維持することができた。しかし現在の国
内アパレル市場にかつての豊かさを見ることはで
きない。
高齢化した消費者はファッション消費よりも、
趣味や健康分野に消費を集中させている。
デフレ不況の中で就職難に喘ぐ若者もファッ
ション消費は減少している。携帯、ゲーム、趣味
等への出費が優先し、アパレル製品の購入は、ユ
ニクロ、しまむら等の中国製の安価なアパレル製
品が主流になっている。
常に新しいファッショントレンドを求め、新た
な消費を続けるファッションフリークもまた、そ
の関心は欧米のファストファッションや中国製、
韓国製の安価なカジュアル製品に集中している。
不況知らずと言われたラグジュアリーブランド
も、既に淘汰や撤退が始まっている。それでも都
心立地にラグジュアリーブランドの旗艦店がひし
めいているのは、アジア市場全体のプロモーショ
ン装置であり、また、富裕層の中国人観光客に対
応するためである。
消費の低迷ほどには不動産価格は下落していな
いため、地価の高い都心で物販や飲食店で利益を
上げるのが困難になっている。国内市場、日本人
顧客だけを対象にしたビジネスは郊外に移転しつ
つある。
日本アパレル企業の第二の問題点は、「既存ビジ
ネスモデルに依存している」ことである。国内市
場であっても、革新的なビジネスモデルを展開す
れば、成長の可能性はある。しかし、百貨店、量
販店といった既存の小売流通に依存していたので
は成長は見込めない。まず、既存の流通企業その
ものが成長戦略を描けていない。既に、国内市場
は飽和状態であり、店舗網を拡大する企業は少な
いのである。
また、既存の取引先への依存度が高いと、新し
い流通チャネルに参入することが難しい。百貨店
は郊外型 SCと同一ブランドを展開することを嫌

うし、アパレル企業自身が同一ブランドをインター
ネット通販やカタログ通販等で販売することも認
めないだろう。
日本アパレル企業の第三の問題点は、「海外市場
における成長戦略が見いだせていない」ことであ
る。飽和状態の国内市場から海外市場へという動
きは大手アパレル企業を中心に顕著になっている。
しかし、多くのケースでは利益を上げるまでには
至っていない。これについては、これまでも様々
な角度から本誌で詳しく論じてきた。ここでは簡
潔に問題点だけを挙げておこう。
多くの日本のアパレル企業は日本のビジネス手
法をそのまま中国に持ち込んでいる。中国と日本
では文化、商慣習、考え方や発想が異なっており、
「郷に入らば郷に従う」ことが必要だ。しかし「日
本は中国より進んでいるのだから、日本の手法が
通用するはずだ」と考える人が多い。また、日本
人は日本の常識が身体に染みついているので、自
らが特殊だとは考えていない。自分の考え方や行
動を振り返る前に、「中国は変だ」「中国人はおか
しい」と判断してしまうのである。しかし、中国
人の発想、考え方、行動、商慣習にはすべて文化
的背景があり必然性がある。今後、何十年経っても、
中国人が日本人と同じ文化を持つことはないだろ
う。日本国内では日本の常識を押しつけても良い
が、中国においては、日本人が中国の常識やルー
ルに対応しなければならない。
日本アパレル企業の第四の問題点は、「生産設備、
生産技術等で中国製等との差別化が困難」である
こと。日本アパレル企業の多くは、自社工場を持
たず、商社に生産管理を委託している。多くの商
社もまた、自社で工場を経営しているのではなく、
既存の縫製工場に委託して生産しているに過ぎな
い。この形態が成立したのは、常に供給過剰であり、
過剰な生産設備があるという前提があってのこと
だ。しかし、中国の人件費が高騰し、中国国内市
場が拡大するにつれ、生産スペースはタイトになっ
ている。もはや、工場の方が仕事を選ぶ状況である。
今後、日本が得意とする多品種少量短サイクル
生産は次第に困難になっていくだろう。そして、
中国国内の多品種少量短サイクル生産は、中国国
内市場において最大の効果を上げるに違いない。
安定した生産機能を確保するには、商社依存の生
産体制そのものを見直すことが求められるだろう。
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投資を受けられるアパレル成長戦略とは？
2010 年 5 月 24 日、経営再建中のレナウンは中
国の繊維大手「山東如意科技集団」を引受先とす
る約 40 億円の第三者割当増資を行うと正式発表し
た。レナウンは、実質的に筆頭株主である山東如
意科技集団の傘下に入ったと見ることもできるだ
ろう。
買収される前のレナウンは、まさに典型的な成
長戦略なきアパレル企業だった。しかし、中国企
業の資本提携を受け入れたことで、成長の可能性
が高まった。まず、飽和状態の日本国内市場から
成長著しい中国市場への参入が可能になった。そ
して、山東如意科技集団が持つ強力な生産機能が
活用できる。これにより日本市場では低迷してい
たブランドも一気に活性化されるかもしれない。
また、山東如意科技集団が所有しているブランド
は、日本市場では何のしがらみもないので、あら
ゆる販売チャネルに流すことが可能である。
現段階ではあくまで可能性の域を出ない話だが、
資本提携後の新生レナウンであれば、中国国内に
おいても十分に投資を集められるかもしれない。
レナウンの事例は、日本と中国の資本提携の可能
性を占う上で非常に重要と考えている。今後は、
日本企業が中国企業を買収し、中国市場に参入す
るという動きも出てくるのではないか。
資本提携をしなくても、企業革新により投資を
集められる会社になることは可能だ。前述した問
題点を解決し、新たな成長戦略が描ければ良いの
である。
成長戦略の第一は、「既存の小売依存からの脱却」
である。更にいくつかの具体的な方法が考えられ
る。たとえば、ファストファッションのような大
型ブランド開発と直営店戦略の展開。あるいは、
趣味性の高いブランド開発とインターネット販売
の組み合わせ。これまでは「百貨店はよそ行き、
量販店は普段着」という棲み分けの中でビジネス
をしていたが、現在では更に専門的な分類が必要
になっている。そして、専門化することで通販や
海外販売が可能になるのである。
成長戦略の第二は、「海外市場進出」である。現
在は、ステイタスを求めて欧米市場に進出するか、
実質的な売上拡大を目指して中国市場に進出する
か、という選択肢が主流だが、他の国や地域にも
様々な可能性がある。
また、世界市場の中で独自のポジションを獲得
できれば、日本からの輸出、あるいは中国生産の

商品を輸出するというビジネスモデルもありうる
だろう。
更に、必ずしも単独で進出するよりも、レナウ
ンのように海外資本の受け入れ、あるいは、海外
企業を買収するという手法も検討すべきだろう。
また、会社単位ではなく、ブランド単位でのライ
センス供与、合弁という選択肢も考えられる。
最初から独資企業による直営店展開と決めて掛
からず、優秀なパートナーを獲得するために、多
くの選択肢を残しながら検討することが重要であ
る。
成長戦略の第三は、「企業革新」である。海外市
場でビジネスを行うには、グローバルな組織体制
とシステム構築、グローバルな人材活用等、最初
から海外市場を含めた体制作りが必要である。海
外市場展開の歴史のある企業は、既に会社そのも
のがグローバル化、多国籍化しているが、ドメス
ティックな事業展開だけを行ってきた多くのアパ
レル企業は、ドメスティックな体制と人材のまま
で海外市場に進出し、失敗している例が多い。
また、非定型業務を定型化し、システム化ある
いは、アウトソーシング化することも、今後の企
業経営では重要になる。グローバル経営において
は、担当者のさじ加減で阿吽の采配を行うという
日本的経営から脱却し、どの国でもどんな国籍、
年齢、性別、宗教の社員でも活用できなければな
らない。
成長戦略の第四は、「クリエイティブな才能の活
用によるオリジナルブランド開発」である。これ
までのアパレル企業は、国内市場だけを対象にし
ていたので、知名度の高い欧米ブランドのライセ
ンス商品を展開する方が有利だった。しかし、世
界市場を対象にするならば、独自のブランド展開
が欠かせない。あと数年は、日本アパレル企業が
欧米のライセンスブランドを中国市場に持ち込め
るかもしれないが、最終的には中国アパレル企業
がライセンシーとなるだろう。
成長戦略の第五は、「差別化及びコスト削減が可
能なモノ作り」である。これを実現している好例
がユニクロだろう。紡績、合繊メーカーと共同で
素材開発を行い、海外工場に技術者を派遣する。
また、ダイドーリミテッドも中国で紡績から製品
まで一貫した高品位高品質なモノ作りを行ってい
る。
SPA業態が実績を上げるにつれ、多くの日本ア
パレル企業は小売業に近い業態に転換している。
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そのため、モノ作りのノウハウを失いつつあり、
真の差別化とコストダウンが困難になっている。
しかし、日本アパレル企業が成長するには、原料、
糸の段階、テキスタイルの段階、機械の開発、独
自の設計等が欠かせないのである。
また、今後は原料の高騰、人件費の高騰が予想
されており、商品の安定供給という意味でも、よ
り強固な生産基盤の確保が必要になるのは間違い
ないだろう。

オリジナルのデザイン、コンテンツによる差別化
以上、ビジネスのシステム、ビジネスモデル等
について述べてきたが、最も重要なのは、オリジ
ナルのコンテンツ、デザインである。
今後 20 年間、日本のアパレル産業が新たな成長
を遂げるには、ヨーロッパ文明・文化を代表する
イタリアと、低コストの世界の工場である中国と
の差別化が必要である。食、ゲーム、音楽、エンター
テインメント、映画、文学等の分野では既に実績
を上げている。これらの分野でも欧米のコピーや
安売り商法は見られるが、それらと一線を画す日
本オリジナルのものが確固として存在している。
日本料理、ジャパニメーション、日本映画、日
本文学のように、日本アパレルも再定義が必要で
はないだろうか。欧米のトレンドを翻訳しアレン

ジして低価格で販売するというビジネスモデルは、
アメリカに始まり、日本に伝わり、現在はファス
トファッションとして定着しつつある。そして、
ヨーロッパの伝統を背景として、上流階級へのパ
スポートの役割を果たす欧米のラグジュアリーブ
ランドも好不調の波はあるものの一定の市場ポジ
ションを確立している。加えて、安価で高品質な
ベーシックアイテムとして、ユニクロや無印良品
も世界市場に定着するかもしれない。
既に、海外のセレブにも渋谷系、109 系のファッ
ションは注目されている。ロリータやギャルなど、
日本のカワイイ女性像も次第に世界に浸透してい
る。その他にも、日本の伝統的価値観、現代アー
トの持つセンス等からもファッションは生まれる
だろう。
企画面で欧米のキャッチアップ、プロダクト面
で中国生産に依存した日本のアパレルの安売り商
法は、既に破綻している。それらのビジネスモデ
ルは、中国やアジアに移転しているのだ。そして、
その延長線上に日本の成長戦略は描けないし、生
き残ることさえ困難に違いない。
日本発のオリジナルブランドをグローバルな企
業がグローバルに展開してこそ、投資を受けるア
パレルにもなり得るし、今後 20 年間の日本アパレ
ルの成長戦略が見えてくるのである。


