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1．変化を続ける産地、産業、ビジネス

世界のどの地域でも、永遠に同じ産業が繁栄し
たことはない。時代の変化と共に、市場は変化し、
産業も変化するのである。イギリス、フランスの
繊維産地は、既に繊維産業から他の産業へと転換
している。アメリカは国の産業政策として、製造
業から金融や情報サービス産業への転換を進めて
おり、多くの繊維製造業が整理・淘汰された。同

様に、イタリアの繊維産地も猛烈な勢いで変化を
続けている。
長い歴史を誇る日本の繊維産業も、生産高は

ピークの 2 ～ 3 割程度に減少している。繊維産
業だけを見れば「いかに存続を図るか」という
課題になるが、産業は変化を続けるという前提
に立てば、「いかに次代の産業に転換するか」が
課題になる。
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1 時代の変化と共に産業も変化するのが自然な姿である。産業保護、技術の継承が目的化すると、新しいビ

ジネスへの転換が困難になる。日本以外の国では、技術の継承よりも資本の継承を優先している。

2 労働集約型産業は、人件費の低い地域でなければ競争力を持てない。日本が先進国となり、生活コストが

上昇したことで、労働集約型産業の維持は困難になっている。その結果、事業を継承しようとすれば、人

件費の低い地域を求めて、世界を彷徨することになる。しかし、経営者の多くはライフスタイルが豊かに

なっていないし、地域経済にも貢献していない。

3 ビジネスだけでなく、個人の生活もアジア連携によって豊かになれる。少ない年金でも、物価の低い地域

に生活拠点を移せば生活ができる。その場合でも、あくまで日本とのつながりが必要であり、ビジネスも

また、日本とつながっていることが日本企業の強みである。

4 中国ビジネスは中国生産から中国市場参入へと幅が広がっている。しかし、現在の日本企業は独資による

直接上陸に偏っている。ヨーロッパ企業が日本市場にどのように進出したかを考えれば、中国企業との連

携による市場進出の可能性が見えてくる。

5 日本の繊維ファッション業界の中で、唯一、アジア連携の活動をしているのはアジアファッション連合会

である。そこで、更なるアジア連携の強化と新しいビジネスモデルの構築のために、日中両国による以下

の5つの共同研究会の設立を提案したい。①日本人デザイナーブランド共同研究会、②ライセンスブラン

ド共同研究会、③ファッション・フランチャイズ共同研究会、④海外ライフスタイル共同研究会、⑤外国

人雇用共同研究会。
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日本における「いかに存続を図るか」という命
題は、「技術の伝承」を意味することが多い。伝統
芸能、伝統工芸の世界では、無条件に技術を継承
することに意義がある。現在の生活に必要か否か
さえ関係ない。現在必要なくても、100 年後に必要
になった時のために継承していく。自分たちの子
孫に対して、脈々と続いた資産を継承していくこ
とに意義があるのであり、それがどのように活か
されるかは子孫が考えればいいのだ。
こうした思想は、日本人の本能と呼べるほど深

く根付いている。製造業の世界、特に技術者もま
た同様である。儲かるか儲からないかという選択
肢よりも技術の伝承が優先することもある。利益
が上がらなくともギリギリまで営業を続けるとい
うのは、資本の論理では説明できないだろう。

資本の論理では、資本の継承こそ重要であり、
業種業態にはとらわれない。これは商人の思想で
あり、ビジネスの思想である。日本以外の国にお
いて、伝承するべきものと認識しているのは、ア
カデミズムの世界だけではないだろうか。文化や
芸術も時代と共に変化するものであり、技術は革
新すべきものである。ましてや、ビジネスを継承
するという思想はないだろう。むしろ、「資本を継
承するために、いかに次代の産業に転換するか」
が命題になるはずだ。
華僑も印僑も、ユダヤ商人もアラブ商人も、そ

して日本の近江商人も、こうした商人の論理、ビ
ジネスの論理に支配されていた。もちろん、現代
の中国人もまた、同様の思想を持っている。した
がって、日本で後継者がいないから、中国に生産
設備を移しても、中国人が日本人のように技術の
継承を最優先するとは限らない。経営者が替われ
ば、業務を転換してしまうかもしれないし、より
利益性の高い事業に転換することが経営者の責任
でもある。

産業、ビジネスは、様々な社会環境の変化を反
映する。世界は均一ではなく、科学技術は日々進
化し、地球環境は悪化を続けている。現在のよう
に通信、情報、交通のネットワークが世界中に張
りめぐらされている時代では、変化しないことは
競争相手から取り残されることを意味する。好む
と好まざるとにかかわらず、変化に対応しなけれ
ばならないし、自らが変化を続けなければならな
いのである。こう考えていくと、「産業保護」とい

う概念そのものが現状に合っていないのかもしれ
ない。

2．製造業は彷徨を続けなければならないのか？

特定のビジネスを頑固に守ろうとすれば、今度
は地理的に変化しなければならない。例えば、労
働集約型産業である縫製業は、コストの低い豊富
な労働力が競争力となる。日本は、経済発展の基
盤を労働集約型産業で築いた。しかし、経済が発
展し、人件費が高騰するにつれ、労働集約型産業
が人件費の低い発展途上国へと移っていくのは当
然である。
もし、労働集約型産業を継続したいのならば、

自らが人件費の低い国に移転しなければならない。
また、日本で仕事をすることを優先するならば、
日本というビジネス環境にふさわしいビジネスに
転換しなければならない。もっと広義で捉えるの
ならば、日本にふさわしいライフスタイルに転換
しなければならないと言うべきかもしれない。
なぜ、ビジネスの転換でなく、ライフスタイル

の転換なのか。それは、日本と欧米や中国の経営
者の生活の違いを見れば分かる。海外の資本家や
経営者のライフスタイルは日本よりも豊かである。
それは繊維産業も同様だ。

日本人経営者の場合、あまりにも「継承」を重
要視するために、ビジネスの目的そのものが「事
業の継承」や「技術の継承」になっている場合が
ある。凄まじい苦労の中で、海外に工場を移転し、
技術を継承させる。そのためには、現地の工場に
従業員と共に、泊まり込みで働き続ける。確かに、
工場の技術は上がり、ビジネスは成長していく。
しかし、肝心の経営者のライフスタイルが豊かに
なっていない場合も多い。
先進国とは言い換えれば高コストの国である。

大量のエネルギーや資源を消費し、より高次の欲
求を満足させる社会である。先進国で生活すると
いうことは、利益率の高いビジネスを行い、高い
利益を得て、高レベルの消費生活をするというこ
とである。

日本という国は、国民が望む、望まないにかか
わらず、高コストの先進国になってしまった。し
たがって、そこで生活するには、先進国型のビジ
ネスを行い、先進国型のライフスタイルを取り入
れなければならない。残念ながら労働集約型の産
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業は、先進国では成立しないのである。
日本の縫製業も拠点を次々と移動させている。

まず日本から韓国、台湾に移転し、その後、イン
ドネシア、タイへ。そして最終的には中国に集中
していった。最近では、あまりの一極集中が進ん
だ結果、リスク回避のために「チャイナ・プラ
ス・ワン」が唱えられ、再び、東南アジアやイン
ドが注目されている。
こうした現象は日本だけでなく、アメリカ、ヨ

ーロッパにも共通している。低コストの周辺新興
工業国に製造業が移転し、さらに安い人件費を求
めて、生産基地の移動を続けているのである。
こうした生産基地の移動、製造業の彷徨は、そ

れをコントロールする企業にとってはプラスだが、
地元の地域にとってはプラスとは言えない。日本
のように、最初に繊維などの軽工業からスタート
し、次第に重化学工業、家電、自動車、IT などに
発展することができれば問題はない。労働集約型
産業が次の国に移動しても、次の産業で補うこと
ができるからだ。

しかし、現在のように極めて短いサイクルで生
産基地が移転していったのでは、地元の産業が進
化を遂げる時間がない。単なる使い捨てであり、
地域の経済成長は見込めないのである。
地域経済を発展させるためには、産業を地域に

定着させることが必要である。そのためには、産
業そのものの継承ではなく、新たな産業への転換
を図らなければならない。産業の継承は不可能な
のだ。そして、新しい産業は、周囲の発展途上国、
新興工業国との関係の中で決まってくる。かつて
日本国内で完結していた「産業生態系」は、少な
くともアジアスケールに拡大している。アジア全
体を見据えながら、その中の自国産業の機能分担
を考え、そして自社の事業領域を考える。国単位
の分業体制やサプライチェーンと共に、企業単位
の分業体制やサプライチェーンの構築を考えなけ
ればならないのである。
ここにアジア連携の意義が生じてくるのである。

3．アジア連携によるライフスタイルとビジネスの
変化

最近、日本では年金に対する不安が大きく膨ら
んでいる。そんな中、注目を集めているのが「ロ
ングステイ」「海外移住」である。ロングステイと
は、海外に長期滞在することだが、あくまで生活

資金は日本にあり、現地での労働や収入を必要と
しないことが条件になっている。そして、帰国す
ることを前提にしている。
長期滞在型の海外旅行ということになれば、年

金を受け取ることも可能である。そして、物価の
低い国に生活拠点を移せば、少ない年金でも十分
に生活が可能になるのである。
また、退職金や不動産を売却して、物価の低い

国に永住するというケースも増えている。これも
物価の高い日本の資本を物価の低い国で使うとい
うことは共通している。このように、ビジネスだ
けでなく個人の生活もまた、アジア連携による恩
恵を受けることができるのである。

もちろん生活とビジネスを連携させることも可
能だろう。これまで海外赴任を命ぜられた日本人
の多くは、日本に帰国する日を待っていたものだ
し、常に日本の本社を向いて仕事をしてきた。そ
のことが企業の現地化を阻んでいたことは否めな
い。しかし、老後の豊かな生活がアジア諸国にあ
るということになれば、最初から現地に溶け込み、
自分が現地化を強めていくようになるだろう。現
在の単身赴任から、家族での海外赴任に転換して
いけば、地元コミュニティへの浸透も進むに違い
ない。そのことは日本企業が海外でビジネスをす
る際にも大きなメリットになるに違いない。
このことは海外に移住してビジネスを行うこと

とは微妙に異なる。あくまで、日本水準の収入を
得ながら、物価の低い海外で生活することが重要
になるのだ。つまり、ビジネス拠点は日本にあり、
日本と現地とが連携したビジネスを展開する必要
があるのである。完全な現地化をしてしまえば、
現地企業とのコスト競争に陥るだろうし、日本人
だけが豊かなライフスタイルを享受することもで
きなくなる。現地のビジネスだけを考えるのであ
れば、現地の人の方が圧倒的に有利なのだ。日本
人の優位性とは、日本とつながっていることであ
り、日本のノウハウや日本とのネットワークでビ
ジネスができることである。

日本を拠点にしているから日本に納税をしなけ
ればならないが、日本国内で納税するからこそ、
日本水準の年金や保険を活用できるのであり、日
本とネットワークで結ばれたビジネスができるの
である。またそうしなければ、日本は製造業だけ
でなく、法人や個人も空洞化していくに違いない。



繊維トレンド　2006.9･10月号16

逆の言い方をすれば、法人や個人が日本を脱出し
ないような税制や政策が必要なのである。

4．アジア連携によるビジネスチャンス

かつて中国ビジネスとは中国生産だった。中国
生産を行うには中国に合弁企業を設立し、自分で
工場を建設しなければならなかった。やがて独資
企業の設立が認可されるようになり、さらに中国
のWTO加盟以降、様々な分野で次第に規制緩和が
進むようになった。
同時に、中国ビジネスの内容が変化してきた。

単なる中国生産ではなく、中国の消費市場が成長
したことで、様々なビジネスニーズが生まれてい
る。
日本企業のニーズは中国市場への参入である。

しかし、現在でも中国市場へ参入する戦略が固ま
っているようには見えない。多くの日本企業は中
国の展示会に出展し、中国に現地法人を設立し、
アパレル企業であれば中国国内の百貨店や路面店
に出店する。

私は、「ヨーロッパの企業がどのように日本市場
に進出したか」をケーススタディするべきと考え
ている。
第一には、日本の大手企業とライセンス契約を

結び、ライセンス生産と日本国内の販売の権利を
与えた。それにより、日本国内市場でのブランド
認知度を高め、同時にテストマーケティングを行
うことができた。やがて、ブランド認知度が高ま
り、日本市場が成熟した段階でライセンスを打ち
切り、直接的なブランドイメージの管理と販売チ
ャネルの管理を行うようになったのである。

第二には、日本の商社と合弁企業を設立し、日
本国内の販売権を与えた。商社の情報ネットワー
ク、知名度、営業力を活用して、百貨店やショッ
ピングセンター等への出店を行ったのである。

第三には、日本の百貨店の PBとして日本市場に
参入する方法である。この場合も、売上が良けれ
ば、その百貨店、商社との合弁企業を設立し、他
の流通チャネルにも拡販していくのである。

第四には、独資での直接上陸がある。しかし、こ
の場合は既に日本市場におけるブランド認知度が高
いことが条件になるだろう。GAPが良い例である。

以上、四つの方法のうち、日本企業が展開して
いるのは第四の直接的上陸が主である。しかし、
日本企業のブランド認知度は低い。直接上陸して
も、ショップ展開するスピードが遅く、十分なプ
ロモーションも打てない場合が多いのである。

私は、日本企業の中国市場参入の本命は、日本
のケースと同様、中国アパレル企業、中国百貨店、
中国貿易商社との合弁にあると考えている。また、
日本のアパレル企業がブランドライセンスにより
ノウハウを吸収したように、中国アパレルにもブ
ランドライセンスという形でノウハウを与えるべ
きではないだろうか。それらにより、日本企業は
リスクを負うことなく、中国市場でのビジネス展
開が可能になり、同時にテストマーケティングが
できるのである。
中国市場が成熟した段階でライセンス契約を打

ち切り、輸出に切り換えても良いし、また、相手
の中国アパレル企業が成長すれば、継続的に販売
パートナーになってもらえばいいのではないだろ
うか。
こうした取り組みは、中国市場以外でも応用が

きく。ロシア、ブラジル、インド、オーストラリ
ア等でも、同様の展開は可能ではないだろうか。
この他にも、日本の企画会社、デザイナー、

様々な分野のコンサルタント企業や専門家は、中
国におけるビジネスチャンスが増えるに違いない。

5．AFFへの提案

日本の繊維ファッション業界の中で、現在、積
極的にアジア連携を進めているのがアジアファッ
ション連合会（以下、AFF）である。そこで、以
上述べてきたような新たなビジネスチャンスを活
かし、新しいビジネスモデルを構築するために、
私は AFF に以下のような共同研究会の設立と、そ
の後のプロジェクト展開を提案したい。この共同
研究会活動は、これまでの交流主体、生活文化主
体の活動から、積極的なファッションビジネス活
動への発展を願うものでもある。まずは日本と中
国の二国間で行い、次の段階に日本企業が進出を
考えている国との共同研究会を設立することが望
ましいのではないか。

海外動向
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① 日本人デザイナーブランド共同研究会

メンバーは日本側からデザイナー、企画会社、
デザイナーアパレル企業。中国側からアパレル企
業の参加を促す。日本人デザイナーには、中国企
業、中国市場、中国ビジネスの基本的な情報を伝
え、中国アパレルに対しては、日本人デザイナー
の情報、ブランドライセンスビジネスに関する情
報を伝える。そして、定期的に日本人デザイナー
のプレゼンテーションの場を設定し、具体的なビ
ジネスマッチングを行う。
また、中国側の政府関係機関、日中の法律事務

所とも提携し、契約締結から業務遂行までの支援
を行う。

② ライセンスブランド共同研究会

メンバーとしては、日中のアパレル企業に参加
を促す。ブランドライセンスによる中国市場参入
を研究し、実現までを支援する。日中アパレル企
業が互いの企業を訪問し、共通理解を深める。ま
た、あるべきライセンス契約について共同研究を
行い、具体的な契約書の標準を作成する。
中国におけるライセンシー募集イベントを行う。

③ ファッション・フランチャイズ共同研究会

メンバーは、中国で FC 展開を考えているライ
センサー企業と、中国でライセンシーを希望する
代理商やエージェント。また、エージェントビジ
ネスを希望するアパレル企業、百貨店企業等にも
参加を促す。
具体的には、中国において、FC 展開に絞った展

示会を行い、ビジネスマッチングを行う。このイ
ベントそのものを、中国企業とタイアップして行
うことで、代理商等の集客を行う。

④ 海外ライフスタイル共同研究会

現地の地域コミュニティに溶け込んだ生活を研
究、サポートする。既に、中国で生活している方、
これから中国で働く方に参加を促す。
将来的には、日本で生活する中国人も増えるの

で、それらの生活情報サービス等も行う。この共
同研究会は、経営者や社員ばかりでなく、むしろ
家族の参加を積極的に呼びかけたい。日中での相
互講師派遣や相互生活情報サービスのあり方につ
いて検討し、実践する。

⑤ 外国人雇用共同研究会

日本企業が中国人を雇用し、中国企業が日本人
を雇用することが当たり前になる日は遠くない。
しかし、互いの国の状況や法律が異なるために、
様々な誤解や問題が生じている。そこで、日中の
企業経営者、日中の政府関係者、日中の法律事務
所、日中の教育機関等に参加を呼びかけ、外国人
雇用の研究を行い、マッチングサービス、外国人
雇用支援等を行う。
具体的な活動としては、中国の大学における就

職説明会の開催や、日本人学生に対する中国企業
紹介等を展開する。




