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1．2008年までの中国アパレル戦略

リーマン・ショック以前の中国ファッション市
場は、消費需要が順調に拡大していた。既に、北
京・上海等の沿岸部大都市では供給過剰が見られ、
オーバーストア、価格競争が始まっていたが、沿
海部の 2 ・ 3 ・ 4 級都市あるいは内陸部の都市を
含めると、全般には需要拡大は堅調だった。
需要が供給よりも多い環境下では、新規顧客開

拓が優先される。ブランドの知名度を上げ、速や
かに市場シェアを取ることで、急激な成長が可能
になる。中国企業が人気俳優や人気歌手等と積極
的に「ブランドイメージキャラクター契約」を交

わすのも、彼らの知名度と人気がそのままブラン
ドの知名度と人気に直結するからだ。
2008 年までの中国企業のマーケティング戦略は、

どんな手段でも良いから圧倒的な知名度を得て、
新規顧客を素早く獲得することだった。日本企業
から見ると法外とも言える多額のプロモーション
費用も、中国企業にとっては確実にリターンが期
待できる投資だったのである。
成功する中国企業経営者の条件は、①まずビジ

ネスチャンスをつかみ、②ブランド知名度向上と
市場シェア拡大のために思い切った投資を行い、
③速やかに大量生産大量販売体制を整備すること
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1 2008年までの中国市場は「需要＞供給」であり、プロモーションによる知名度の向上と市場シェア獲得

という新規顧客獲得戦略が中心だった。

2 2009年以降の中国市場は輸出企業の内販参入、外資企業参入等により、競合と淘汰の時代を迎える。中

国企業は、「需要＜供給」に対応できる国際水準の企業にレベルアップしなければならない。

3 日本アパレル企業が中国市場で苦戦しているのは商品だけの問題ではなく、「資金調達」「中国内販へのサ

プライチェーン」「大都市への直営店戦略」にも問題がある。

4 今後の日本アパレル市場は外資企業、異業種を加えた競争が激しくなる。一部のアパレル機能は「商社＋

企画会社」に移行し、海外からの直接調達が進んでいる。また、ファッション消費にもインターネットの

影響が強まっており、その対応が求められている。

5 今後の中国アパレル業界は、縫製工場からアパレル企業への脱皮、直営店戦略、代理商との新たな連携強

化が課題になる。

6 今後の日本アパレル企業は、100～ 300坪のメガストアMD構築、日本オリジナルのブランド力、ICT

を活用したダイレクトマーケティングが課題になる。

7 時代の変化は待ったなしであり、3年以内に課題解決を図る必要がある。そのためには社内外の人材と能

力を結集しなければならない。
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だった。ビジネスチャンスをつかむには、政府関
係者や産業界のリーダーとの「人脈」が不可欠で
あり、思い切った投資には「勘と度胸」が求めら
れ、企業体制を整備するには「素早い意思決定」
が必要である。中国の成功者のイメージが感じら
れるだろう。
中国の第一世代のアパレル企業は「メーカー」

である。供給が需要に追いつかない市場環境下で
は、安定した商品提供こそがビジネスの要になる。
正に「メーカーの時代」であり、自社工場を所有
した企業が、輸出や内需に対応して成長を遂げた。
成長条件の第一は、「生産設備の増強と質的向上」
だったと言える。
大量生産体制は大量販売体制を必要とする。中国

では、それが「代理商」であった。省単位あるいは
地域単位の独占販売権を与え、ビジネスの権利を保
証すると共に、出店経費、店舗運営経費及び商品の
在庫負担を代理商に負わせたのである。それにより、
メーカーは生産設備の増強に専念し、代理商は独占
的な権利を基本にして積極的な出店を行った。正に、
メーカーと代理商は車の両輪のように機能し、互い
に成長したのである。
メーカー・代理商の双方にとって、最も重要な

戦略がブランドの知名度向上であったことは間違
いない。メーカーは出店経費、店舗運営経費、商
品在庫リスクを代理商にヘッジすることで、思い
切ったプロモーション投資が可能になった。
上海の某人気メンズアパレル企業の企画室には、

商品企画の担当者はいない。すべて、販促企画の
担当者であり、代理商獲得のためのパンフレット
やDVDの企画制作、店舗デザインや VMD指導を
担当している。商品企画は、社長や役員がヨー
ロッパに出張し、大量のサンプルを購入し、それ
をコピーすることで対応している。最初、その話
を聞いた時には呆れ返ったが、中国市場の状況を
冷静に分析すると、その対応もある意味で合理的
であることが分かる。

2．2009年以降の中国アパレルビジネスの変化

リーマン・ショック以降、最も影響を受けたのは
中国の輸出企業だった。特に、輸出企業が集中する
広東省では倒産する企業も多く、日本のテレビでも
帰郷を余儀なくされる出稼ぎ労働者の姿が放映され
た。中国企業は利益を内部留保する習慣がなく、利
益は経営者個人に分配してしまうことが多い。そし
て、株や不動産に個人投資を行うのである。

したがって、今回のような急激な市場変化に対
応することは困難であり、特に金融が引き締めら
れると簡単に倒産してしまう。経営者も、儲から
ない会社はさっさと畳んで、儲かる分野に投資し
た方が良いと考えている。
中国の人件費は着実に上がっており、繊維関連

の輸出ビジネスは中長期的に見ても以前のような
回復は見込めないだろう。一部では、東南アジア
や内陸部に工場を移転するなどの努力はしている
が、日本や韓国の前例を見るまでもなく、付加価
値の低い縫製加工業は、コストの上昇により次第
に国際競争力が弱まるに違いない。
多くの輸出企業経営者は、輸出から国内販売へ

の転換を考えている。しかし、内販ビジネスもま
た大きな転機を迎えている。空前の大競争時代が
幕を明けようとしているのだ。
国内の輸出企業が内販への転換を考えているだけ

でなく、先進国企業もまた、国内需要の伸び悩みか
ら、成長する中国市場への期待を高めている。外資
企業は、ブランドイメージを重視しており、大都市
部から出店を開始するだろう。その影響で大都市の
競合は更に厳しくなる。その結果、これまで大都市
で販売していた中国内販メーカーは二級都市への進
出を余儀なくされる。こうしてドミノ倒しのように、
競合は全国に連鎖していくのである。
現在の中国産業界は、少数の大企業と、圧倒的

多数の中小企業で構成されている。そして、多く
の中小企業は、比較的競合が少ない地元の狭い商
圏でビジネスをしている。しかし、大企業による
全国展開が進むにつれ、中小企業の淘汰が進むに
違いない。
多くの輸出企業は商品企画の機能を持たず、相

手先が企画した商品を加工しているに過ぎない。
しかし、内販を行うには、独自のブランドを構築
しなければならない。加えて、優秀な代理商を獲
得する必要もある。しかし、昨年までのように、
多額のプロモーション投資をして一気に市場シェ
アを獲得する戦略は、次第に困難になっていくだ
ろう。
中国市場は、次第に需要と供給が拮抗し始めて

いる。既に、商品もブランドも消費者に行き渡っ
ており、人間の脳をハードディスクに例えるなら
ば、消費者心理的空きスペースは次第に狭くなっ
ているのだ。今後は、既に、一定のシェアを占め
ている情報との差別化を訴求し、古い情報と新し
い情報を入れ換える作業が必要になる。次第に、
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有名人を起用したブランドイメージ戦略の効果が
薄くなり、商品そのものの品質やデザイン、店舗
イメージや接客サービスの重要性が高まっていく
だろう。
また、内販メーカーも、既存ブランドのレベル

アップを図らなければならない。外資企業や新規参
入企業との厳しい競争に対する準備が必要になるか
らだ。ここで「国際化」というキーワードが出てく
る。中国の「国際化」は「国際水準にレベルアップ
する」ことを意味する。海外市場進出ではなく、国
内市場で生き延びるための「国際化」である。
国際化の内容を具体的に整理してみよう。第一

に「国際水準の商品企画力とデザイン、品質の獲
得」である。これまでの中国消費者は、提示され
たモノを購入するだけだった。選択肢は狭く、ど
のブランド・商品も内容に大きな差がなかったた
めに、宣伝を良く目にする商品や、好きなタレン
トがイメージキャラクターになっている商品を選
んでいた。しかし、次第に消費者の選択眼はレベ
ルアップし、商品本来の機能、品質、デザイン等
を見極めるようになるだろう。
アパレル製品においても、海外製品のコピーだ

けでは対応できなくなっている。個々の商品をコ
ピーしても、ブランドの独自性は表現できない。
また、結果的に他ブランドと同質化してしまうこ
とに、経営者も気がつき始めている。できれば、
時間をかけずに海外企業との連携により短時間で
それを実現したいと考えている経営者も多い。
第二は、「国際水準の店舗運営管理システムの導

入」である。現在でも、バーコードによる POS 管
理を行っている企業は多いが、取得したデータを
分析し、応用している企業は少ない。
現在の代理商は、年 2回の展示会で半年分の発注

を行い、発注した商品は返品することができない。
極論すれば、アパレルにとって代理商に卸すまでが
勝負であり、その先のことは関係ないのだ。しかし
既に、一部の代理商は競合が激しくなったため利益
率が下がっている。今後は、アパレル企業も店頭で
消費者に商品を販売した時点を「販売時点」と考え、
代理商の店頭在庫は自社の在庫として認識しなけれ
ばならない。そして、代理商に押しつけていた在庫
リスクを軽減させ、多頻度発注によるMD 確度の
向上を図らなければならないだろう。
そのツールとして、店頭での販売管理システム

を整備し、リアルタイムで代理商とアパレルが売
上と在庫情報を共有し、店間移動、地域単位の戦

略的な値下げ、売れ筋商品の期中追加生産等を実
践する必要がある。
第三は、「国際水準の顧客満足度の獲得」である。

接客サービスのための社員教育、販売マニュアルの
整備、戦略的 VMDの展開と VMDに関する人材育
成等は、競合他社との差別化に欠かせない。また、
CRMに基づく顧客管理、携帯電話と連携した限定
サービス、割引クーポンの発行等も考えられる。
以上のように、今後の中国アパレル企業は、

メーカー機能よりも、小売店運営、顧客管理等、
小売店が持つべき機能の整備が不可欠である。こ
れができないと、有力な代理商は、自らが主体と
なってオリジナルブランドを開発し、OEM生産に
よる商品調達を始めるだろう。
アパレル企業が直営店戦略を強めるか。あるい

は、新次元の代理商との関係を再構築するか。い
ずれにしても、店頭を起点にしたシステムに転換
することが必要である。

3．日本アパレルが中国で苦戦する理由

中国アパレル企業は、創立 10 年程度で数千店舗
を展開する事例も珍しくない。不思議なのは、「そ
れだけの資金をどのように調達したか」である。
まず、工場の設備投資資金が必要であり、次に

代理商が店舗展開する資金が必要である。また、
ブランドの知名度を上げるためのプロモーション
費用も必要である。
中国には世界中の資金が集まっており、中国の

銀行にも豊富な余剰資金がある。しかし、誰にで
も甘い条件で融資するわけではない。また、日本
のように不動産を担保に貸し出すわけでもない。
融資の条件は、優良企業であることだ。多くの場
合、優良企業であることを証明するのは、様々な
表彰制度である。中国の企業を訪問すると、壁一
面に所狭しと表彰状が飾られている。市単位、省
単位あるいは、中国紡織工業協会、中国流行色協
会、中国服装協会、中国服装設計師協会といった
政府機関が積極的に表彰を行っている。
これらの表彰は、日本のような単なる名誉のため

の表彰ではない。様々な形でビジネスの便宜が図ら
れるのである。たとえば、国で義務づけられている
検品が免除されるなどの具体的な特典がある。
今年になって中国政府は、繊維アパレル産業は

再び重要な産業と位置づけ、100 社ほどを選んで国
際競争力を高めるための支援を行うことを発表し
ている。この 100 社は、どのように選ばれるのだ
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ろうか。
中国のファッションイベントやファッション

ショー、あるいは、国際交流イベントでも、中国
企業経営者は常に中国政府に自社をアピールして
いる。中国政府に評価されることこそが重要であ
り、そのためには数千万円の出費も惜しまない。
また、イベントの冠スポンサーを引き受けること
は名誉であり、各社は積極的に対応している。こ
れらの背景には、具体的なメリットが存在する。
その一つが銀行からの融資を優先的に得られると
いうことである。
もちろん、代理商も中国著名品牌などに指定さ

れていれば、融資を得るのは容易だろう。中国に
おけるブランド価値には、こうした実利的な側面
もあるのだ。
日本アパレル企業が中国市場で苦戦している第

一の理由が、この資金調達である。日本企業は外
国企業であり、中国の銀行から融資を引き出すの
は困難である。多くの日本企業は、日本市場でコ
ツコツ貯めた資金を中国に投資している。当然、
思い切った投資もできないし、スピーディーな事
業拡大もできない。中国ビジネスでは、嗜好の違
いや、商習慣の違いばかりが強調されるが、実際
には資金調達能力の差が大きく影響している。
第二の理由は、「中国生産の商品を中国市場で販

売する仕組みが確立していない」ことである。中
国生産を開始した当初、輸出目的で設立された工
場から内販することはできなかった。しかし、
WTO加盟後は徐々に制約が緩和されている。一定
の手続きを経れば、ほぼ問題なく内販は可能に
なっている。しかし現段階では、商社とのオペ
レーションを含め、日本市場と中国市場の双方で
販売する体制が整っていない。
できれば、日本企画日本市場向け商品をそのま

ま中国市場で展開することが望ましいが、過去数
年間の実績を見る限りは難しい。むしろ、日本市
場向けの製品を基本に、中国市場向けにサイズ展
開や生地の乗せ換えを行う体制が望ましいだろう。
そうすれば、日本企画、日本品質の商品が中国市
場で展開できることになる。
第三の理由は、「大都市部への直営店展開」であ

る。中国アパレル企業もブランドイメージを訴求
するには、直営店戦略が必要だと考えている。し
かし、多くの中国アパレル企業は、直営店と代理
商の比率を 3 ： 7 程度に抑えている。直営店のメ
リットは理解していても、直営店は経費がかかり、

利益が確保しづらいという判断である。
また、北京・上海といった大都市での出店は、

競争が激しく、賃料も人件費も高いために利益を
確保するのが困難である。中国アパレル企業の経
営者も、「ブランドイメージのために仕方なく大都
市に出店しているが、本当は利益率の高い二級・
三級都市だけで展開したい」と語っていた。大都
市部の直営店展開というパターンは、最も儲から
ないビジネスモデルである。
一方、最近では中国アパレル企業もブランドイ

メージを重要視し、すべて直営店展開を行うケー
スも出てきている。それでも、大都市部だけの出
店というケースは少ない。日本アパレル企業も出
店立地戦略について再考が必要だろう。

4．今後の日本アパレル市場

ここで日本市場に目を転じてみたい。日本市場
の閉塞感から中国市場進出を試みるアパレル企業
は多い。しかし、日本市場と全く異質である中国
市場に対応するには時間が掛かる。私は、安易な
姿勢で中国市場に進出した場合、会社の存亡に影
響を与えるのではないか、と考えている。
生産設備を日本から中国に完全に移転した例は

あるが、流通や小売の分野で、日本市場から中国
市場に完全に乗り換えた例はない。日本企業に
とって、中国市場進出は日本市場のビジネスと並
行して行わなければならないのである。
日本市場も大転換期を迎えている。最も大きな

変化は、アパレル小売業の競争が激化することで
ある。しかも、国内の同業種間競争ばかりではな
く、異業種間競争、外資企業との競争が新たに始
まっている。
ここ数年でアパレル製品のサプライチェーンは

大きく変化してきた。元々、アパレル企業は「ア
パレル製造卸」だった。生地卸から生地を仕入れ、
縫製工場でアパレル製品に加工し、小売店に卸売
する業態である。しかし、SPA 化（製造小売業態
化）が進むにつれ、生産管理業務を商社に外注す
るケースが増えてきた。煩雑な生産事務を外注す
ることにより、商品企画、店舗管理に資源を集中
し、ブランドプロデュースを中心にしたビジネス
モデルに組み換えたのである。
その後、ヤングブランドを中心に、商品企画さ

えも商社傘下の企画会社に外注する動きが出てき
た。アパレルは企画会社から提案されたサンプル
を選び、発注する。この時点で、アパレル企業と

世界同時不況後の日中アパレル業界の動向
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小売業の際は消失したと言える。
やがて、小売店チェーンが企画会社の提案を受

け、商社から商品を調達するようになる。アパレ
ル企業から仕入れると納入掛け率は小売価格の 50
～ 60 ％だが、商社から調達すればオリジナル商品
が 20 ～ 30 ％で仕入れられる。もちろん、粗利を
抑えて、低価格で販売することも可能である。
既に、アパレル機能の一部は、既存のアパレル

企業から「商社＋企画会社」に移行している。今
後は、更に様々な新しいサプライチェーンが開発
されるに違いない。
第二の変化は、ファッションビジネスとメディ

アの関係である。ここ 30 年あまり、アパレルビジ
ネスは、ブランド（メーカー）、ショップ、ファッ
ション雑誌が三位一体となって発展してきた。
メーカーはプレスルームを設置し、ファッション
雑誌にサンプルを貸し出し、ファッション雑誌に
掲載されると、その商品が売れる。また、ファッ
ション雑誌は最新のショップを取材し、それが
ショップの人気を高め、更に取材を重ねるという
好循環が見られた。ファッション雑誌も人気
ショップを特集すれば売上が伸びたし、アパレル
企業の広告出稿により安定した経営が可能になっ
た。逆に言えば、ファッション雑誌に掲載されな
いブランドは売れなかったのである。
しかし、この三位一体が崩れつつある。新たな

ファッションメディアとして浮上してきたのがブ
ログである。雑誌モデルやアイドルに憧れる消費
者は、彼女たちのブログのコメントに強い影響を
受ける。ブログで紹介された商品やショップに突
然顧客が押し寄せるという現象が起きている。
渋谷系のアパレル企業は、ブロガーのモデルや

アイドルを積極的に展示会に招待し、担当者を付
けてバイイングさせている。彼女達にすれば、一
般消費者が入れない展示会に招待されただけで嬉
しいし、しかも、最新の製品が割引で購入できる。
彼女たちは、黙っていても、ブログで宣伝してく
れるのだ。また、展示会場のバイヤーも人気モデ
ルやアイドルと会えば、そのブランドの信頼度を
高めるだろう。もちろん、口コミや更なるブログ
効果も期待できる。
かつては、プレスルームを設置し、ファッショ

ン雑誌を味方につけることで成長したアパレル企
業だが、新世代アパレルはブロガーを軸にパブリ
シティ活動を行っている。
今後は、紙媒体とデジタル媒体の連携により、

更に高度なパブリシティ活動、マーケティング活
動が展開されるだろう。
こうしたビジネストレンドに最も影響を受けて

いるのが、百貨店、量販店等の旧来の流通である。
問屋に依存しているため、「商社＋企画会社」とい
う新しい商品調達の波にも乗れず、WEB やブログ
などのデジタル媒体への対応も明らかに遅れてい
る。このままでは、新業態や外資に押され、じり
貧になっていくのは避けられないだろう。また、
百貨店や量販店に依存している卸商も同様の危機
を迎えるに違いない。

5．今後の中国アパレル企業戦略

今後の中国アパレル企業にとって、最大の課題
は供給過剰への対応である。作れば売れる時代は
終わり、売れるものを作ることになる。その段階
で、大規模な工場は足かせになるだろう。
アパレル企業は、二つの選択肢を迫られる。第

一は、これまで通り大規模な工場を稼働し、輸出
と内販を行うというもの。この場合は、長期的に
より人件費の低い地域への移転、あるいは海外へ
の工場移転を考えなければならない。
また、工場稼働に必要十分な受注を受けるため

には、パターンメーキングを含む企画提案力を高
め、生産管理の徹底により、無駄を省き、低コス
トで QR 生産に対応するなど、工場としての基本
機能を向上させる必要がある。
第二は、縫製工場からアパレル企業への脱皮を図

ることである。多くの輸出アパレルメーカーは、オ
リジナルブランドを構築して、内販に転換したいと
考えている。しかし、ブランド構築の経験もないし、
どのように商品企画を進めていいのかも分からな
い。工場を運営管理するのと、アパレル企業の経営
とは全く異なる能力が要求されるのである。
いずれにしても、アパレル企業に転換する場合、

既存の工場設備をすべて稼働することは難しい。
最終的には、商品開発のための生産設備は残して
も、量産の工場設備は重荷になる。量産は外部の
工場でOEM生産することになるだろう。
今後はアパレル縫製工場の集約化が進んでいく。

企画提案力、技術力、管理能力が低い縫製工場は
淘汰されるのだ。一部は縫製工場からアパレル企
業への転身に成功するかもしれないが、その可能
性は決して高くない。
アパレル企業もまた、国際水準の企画力、技術

力、管理能力等を身につけないと淘汰される。百

海外動向
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貨店などの小売り流通が差別化戦略を推進するた
め、アパレル企業はそのニーズに応えて多ブラン
ド戦略を押し進めることになる。同じブランドの
商品を高級百貨店、中級百貨店、SC、専門店等で
展開することは次第に困難になり、それぞれの流
通チャネルに合わせたブランド展開が必要になる
だろう。
この段階で、自社ブランドのコンセプトが固

まっていれば、セカンドラインのブランドを展開
することが可能だ。しかし、コンセプトが曖昧な
場合は、M ＆ A によるブランド買収、あるいは、
海外企業とのブランドライセンス契約等により、
ブランドを外部から導入せざるを得ない。
既に、新ブランドをパッケージで販売するよう

な企画会社も登場しているが、多くはブランドの
ロゴデザインとその展開に過ぎず、そこから商品
に落とし込む作業で壁にぶつかるに違いない。
代理商との関係も再構築しなければならない。現

在のように、すべての出店、店舗運営、在庫負担を
代理商に押しつけるビジネスには限界がくる。競合
が激しくなるにつれ、代理商の利益率が下がり、在
庫負担に耐えきれなくなるだろう。そもそも、代理
商に高度な小売店運営のノウハウがあるわけではな
い。人気ブランドの独占販売権の取得という利権ビ
ジネスをしていたに過ぎないのだ。それでも、需要
が供給を上回っていた時には、商品を置いておくだ
けで売れた。しかし、それだけで競争に勝てるほど、
今後のファッションビジネスは甘くない。
ここでも、アパレル企業は二つの選択肢を迫ら

れる。第一の選択は、直営店戦略である。代理商
が在庫負担に耐えきれなくなり、離脱が進んだ段
階で、戦線規模を縮小して直営店に切り換えると
いう選択である。もちろん、規模を縮小すること
なく、直営店に転換できるのが望ましいが、簡単
に利益が上がるのならば代理商が離脱することは
ない。必然的に大規模なスクラップ＆ビルドを行
うことになる。
第二の選択は、代理商との新たな連携である。

これまでよりも、代理商の負担を減らし、アパレ
ル企業が在庫負担の一部、値下げ分の一部を負担
すること。あるいは、展示会ですべての商品を発
注するのではなく、展示会の発注に加え、月単位
で追加発注を行うようにすれば、在庫リスクも軽
減する。また、こうした取り組みには、販売在庫
管理等のシステムを導入し、アパレル企業と代理
商が情報を共有することが不可欠になる。

代理商の方にも、いくつかの選択肢がある。第
一の選択は、より売れるブランドの代理商になる
こと。第二の選択は、複数のブランドによるセレ
クトショップに転換すること。第三の選択は、自
社でオリジナルブランドを開発し、OEM生産によ
る商品調達を行うこと。第四の選択肢は、業態転
換である。たとえば、物販だけでなく、飲食等と
の複合業態を開発する。いずれにしても、代理商
が小売店としてのノウハウを蓄積していれば、い
くつかの事業転換が可能になるだろう。

6．今後の日本アパレル企業戦略

日本のアパレル企業の課題は、第一に、グロー
バル化と ICT（情報通信技術）進化がもたらした
流通変化への対応である。前述したように、既に
一部の SPAとセレクトショップの際は崩れている。
その中で生き残る条件の一つは、「メガストア

MD」である。10 ～ 20 坪のショップではなく、
100 ～ 300 坪といった大型売場の構成と運営ノウハ
ウが求められている。H＆M、ZARA、Forever21
などの外資ファストファッション、あるいは日本
のユニクロ、無印良品、しまむら、ユナイテッド
アローズ、ビームス等を見ても、大型MD という
点で共通している。
これまで多くのアパレルは、百貨店やファッショ

ンビルのインショップを想定したショップMD を
組み立てていた。しかし、今後は独立した館単位の
MDが求められる。もちろん、単独ブランドの構成
だけでなく、セレクトショップのように複数のブラ
ンドをコーディネートすることも可能だ。
問題はブランド構成である。百貨店アパレルの

ように多くのブランドを展開しているアパレルは、
再度ブランドコンセプトを見直し、グルーピング
を行い、メガテストアMD が組めるようにブラン
ドを再構築しなければならない。
また、婦人服に加え、紳士服や子供服、インテ

リア等との組み合わせ、あるいは、アパレルだけ
でなく、雑貨やアクセサリーとの組み合わせも必
要になる。この段階で、ブランド戦略の枠組みが
変わるはずだ。
第二は、日本オリジナルのブランド力向上であ

る。海外市場では、ヨーロッパのコピーではなく、
日本のオリジナル性が問われるが、国際化してい
る国内市場でも、同様のことが言える。
欧米のセレブが来日すると、一流ブランド

ショップや百貨店ではなく、「渋谷 109」に行く。

世界同時不況後の日中アパレル業界の動向
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渋谷 109 のブランドは、日本国内でも評価され、
海外からの観光客にも評価されているのだ。既に、
欧米ファッションのキャッチアップ時代は終わっ
た。今や、欧米のキャッチアップファッションは、
ファストファッションと名前を変えて、リーズナ
ブルプライスで展開されている。サイズさえ合え
ば、ミセス層でもファストファッションを楽しむ。
欧米のトレンドを追いかけるファッションほど、
厳しい価格競争が待っているのだ。
ミセスもキャリアも日本独特の価値観や美意識

が反映されていなければ国内市場でさえも価格が
通らなくなる。同様に、海外市場でも、国内のイ
ンバウンド（海外からの観光客）にも評価されな
くなるだろう。
「クールジャパン」とは、アキバ系ばかりではな
い。日本独自の優れたデザインや品質もまた高い
評価を得ている。日本のファッション業界は、欧
米崇拝主義から脱却し、クールジャパンと呼ばれ
るようなファッションを創造することが望ましい。
第三は、ICT を駆使したダイレクトマーケティ

ングである。ダイレクトマーケティングと言って
も、現在の店舗流通を否定するわけではない。む
しろ、店舗というメディアに加えて、デジタルメ
ディアを駆使することが重要になる。あるいは、
デジタルメディアの存在を前提にした店舗を発想
しなければならないということだ。
前述したように、これまでのファッション雑誌

でのプロモーションに加え、ブロガー芸能人との
連携によるプロモーションを考えることは重要だ。
SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）、
Twitter（『つぶやき』によるコミュニケーション
サービス）、YouTube（動画無料配信サービス）等
の活用についても、異業種では盛んに検討されて
いる。繊維ファッション業界もまた、デジタル感
度を磨き、最先端のメディアを活用することが必
要だろう。
店頭プロモーションでは、マクドナルドが展開

しているような携帯電話をメディアとした集客戦
略が効果を上げている。
たとえば、百貨店は大量のハウスカードを発行

しているが、そのデータを活用しきれていない。
もし、ハウスカード会員の携帯アドレスが登録さ
れていれば、ハガキだけでなく個別にメールを配
信することができる。多くの顧客は、百貨店にど
んな商品が展開されているのか知らない。検索す

ることもできないし、百貨店に行かない限りは、
商品内容を知る術もない。
百貨店の通販事業部はネット販売を行っている

が、店頭で販売されているのと全く別の商品だけ
を展開している。したがって、ネットで検索して
店に出かける。あるいは、店で見た商品をネット
で購入するという連携が見られない。
客観的に見ると、ネット社会で百貨店は存在し

ないに等しい。百貨店の経営者はブログを書いて
いるだろうか。百貨店業界発の情報がネット上に
どれだけあるのか。
これはアパレル企業も同様である。リアルな社

会、狭いファッション業界の中だけでは有名だと
しても、ネット社会での知名度が低ければ検索に
引っかからない。今後は旗艦店以上に、旗艦サイ
トが重要になるだろう。
昨年あたりから、消費者はアパレル製品を何の

抵抗もなくネットで購入し始めている。この流れ
に乗れないアパレル企業は、大きな流通チャネル
を失うことになる。

7．終わりに

日本、中国両国のファッションビジネス、アパ
レル企業は、それぞれ大転換期を迎えている。し
かし、互いの市場成熟度、市場環境には大きな違
いがあり、それぞれの対策が必要である。
特に、中国に進出しようとする日本企業は必ず

二つの戦略を同時に進めなければならない。進化
しつつある ICT に対応した新しいファッションビ
ジネスのビジネスモデルを構築し、同時に、大競
争時代を迎える中国市場に対応しなければならな
い。しかも、時代の変化は待ったなしである。私
は、ここで提言したすべての課題を 3 年間程度で
解決しなければならないと考えている。
日中二つの課題を同時に解決するには、自前主

義にこだわらず、外部の力を活用することである。
特に、中国市場では中国企業とのパートナーシッ
プが欠かせない。
また、国内市場対策においても、社内の人材だ

けでは対応できないだろう。この難局を乗り切る
には、揺るぎない経営者のビジョンと、開かれた
組織であることが必要になる。社内外にとらわれ
ず、問題解決のためには考えられる限りの人材と
能力を結集しなければならないだろう。
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