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日本・イタリア連携によるテキスタイル業界
活性化と中国マーケティング
―ハイテクの日本テキスタイルとハイタッチのイタリアテキスタイルの連携―

1 30年前に提唱された「流通革命」「問屋無用論」は、現在、中国生産により現実化しようとしている。し

かも、同種の動きは世界的な波となり、ファッションビジネスを大きく変革しようとしている。

2 イタリアは中小企業が中心だが、それぞれ自立している。中国製品との競合に勝つために、IT 化を進め、

多品種少量短サイクル生産を可能にした。また、複合素材も扱えるようになった。

3 日本の中小企業は、大手合繊メーカーや紡績の系列、問屋の下請けとして活動していたが、大手メーカー

は海外進出を果たし、問屋は淘汰が進んでいる。そのため生産技術はあるものの、企画力が弱い。そのた

め、海外展示会等での商談ができない。

4 欧州トレンドを把握した、欧州のディレクターと連携することで、欧州、日本、中国市場への参入の可能

性が拡大する。日本の生機を欧州で整理、仕上げすることも視野に入れる。

5 日本のリアルクローズのトレンドを生かし、アジア生産、日本を含むアジア市場販売というビジネスモデ

ルも成立する。

6 日本のハイテク＆品質とイタリアのアート＆デザインを融合させることで、新しい素材開発が可能になる。

その新素材を元に、日本とイタリアが共同で中国マーケティングを展開することを提案したい。
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海外動向〔テキスタイル産業提言〕

＊2009 年 11 月 23 日から 28 日まで、イタリアの
ビエラ、コモ、ミラノを訪問し、テキスタイル
及びアパレル関係者との面談を行った。その中
で、感じたいくつかの仮説と可能性について述
べてみたい。日本、イタリア、中国の各国がど
のように関連しながら棲み分けていくのか。ま
た、日本のテキスタイル、アパレル産業がどの
ような戦略で成長していくのか、のヒントにな
れば幸いである。

30年前の「流通革命」「問屋無用論」は
机上の空論だった

まず、日本の状況を整理しておこう。
日本に本格的にチェーンストア理論が導入され、

量販店が急速な発展を遂げたのは、1970 年代のこ
とだ。「流通革命」が提唱され、店舗の標準化・大
型化・チェーン化が進み、伝統的な独立自営商の
淘汰が進んだ。「小売流通においてチェーンオペ
レーションによる大量販売が実現すれば、卸商の
排除が進み、流通経路が短縮される」とする「問
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屋無用論」が論議を呼んだのもこの頃のことだ。
しかし、当時の流通革命は不完全なものだった。

量販店は、百貨店のビジネスモデルを踏襲し、量
販店問屋から商品を仕入れた。また、アパレル企
業も、百貨店、量販店の流通経路ごとにブランド
を変えたために、同じ商品が大量生産大量販売に
よって安くなることはなかった。百貨店は高価格
商品を販売し、量販店は低価格商品を販売するこ
とで、市場を棲み分けたのである。
むしろ、量販店の増加に危機意識を募らせた有

力専門店と専門店アパレルは、70 年代のファッ
ションの主役に躍り出た。百貨店の制服を着た派
遣販売員に対し、専門店は、トータルコーディ
ネートをアドバイスできる専門職としての販売員
を定着させた。そして、全国の商店街、ファッ
ションビル、地下街に専門店チェーンが店舗展開
を進めたのである。
80 年代になると、DC ブランドブームが到来し

た。直営店と FC展開により、ファッションビジネ
スの主役として専門店チェーンに取って代わった。
その流れは、SPA 業態へと発展し、2000 年代前半
まで繁栄が続いた。
また、90 年代の急速な円高によって始まったイ

ンポートプレタブームは、バブル崩壊後も衰えず、
ラグジュアリーブランドとして定着していった。
欧米のラグジュアリーブランドと国内アパレルの
SPA、そして量販店が扱う実用衣料の中国製品は、
市場を分け合い、互いに棲み分けたのである。
繊維アパレル業界人の誰もが、もはや、流通革

命は過去のものだと思っていただろう。しかし、
本当の流通革命は、アメリカのチェーンストア理
論の導入ではなく、中国生産によってもたらされ
たのだ。
考えてみれば、国内で生産した商品を国内で販

売し、消費の多様化・成熟化が進めば、市場を棲
み分けるしかない。高価格商品、低価格商品、個
性的なファッション商品は、それぞれの顧客を持
ち、それぞれの市場を形成していったのである。
元々、量販店の商品だけで消費者は満足できるは
ずはなかった。その意味で、流通革命は消費の多
様化を無視した机上の空論に過ぎなかったと言え
る。

生産拠点の移転により、
世界的な流通革命が起きた

しかし、中国生産によって、この秩序は大きく

揺らいだ。まず、百貨店、量販店、専門店のすべ
ての商品価格が下落した。当初は、ラグジュア
リーブランドだけは価格水準を維持していたが、
次第に市場から値下げの圧力が加わり、セカンド
ブランドの投入、価格の引き下げが行われた。
デフレの波は世界中で起きていた。人件費の高

い先進国から、人件費の低い新興工業国へと生産
拠点が移転し、世界中に低価格商品が流通した。
そして、先進国で独占していた製造業が拡大した
ことで、世界の生産量は上がり、経済発展を強め
た。輸出中心の新興工業国は、内需拡大に伴い、
新興経済発展国へと成長を遂げたのである。
リーマンショック以前の 10 年間は、世界中に物

価の下落と経済発展という二つの波をもたらした。
この経済発展により、ファッションを楽しめる中
間層人口も急激に拡大した。そして、新興経済発
展地域から、低価格でファッションを楽しめる
ファストファッションが生まれ、世界へと拡大し
ていった。
経済が発展している地域では、低価格商品は市

場創造、産業創造につながった。しかし、成熟し
た先進国では、価格の下落は、そのまま売上と利
益の減少につながる。それをカバーし生き残るた
めには、よりダイレクトな流通を目指し、コスト
削減を図るしかなかった。まず、アパレルが商社
調達に転換し、生地問屋が淘汰された。そして、
ユニクロやしまむら等の大型専門店は、アパレル
問屋から仕入れるのではなく、直接あるいは商社
を経由して、工場から直接商品調達を始めるよう
になった。その間にも、海外生産は拡大し、日本
国内製造業は淘汰が進んだ。
デフレの津波は、小売りの王様といわれた百貨

店にも及んだ。元々、終身雇用と年功序列給制度
によって、百貨店は採算が悪化していた。人員整
理も行われたが十分な規模ではなかった。そこに
売上と利益の減少が追い打ちをかけた。赤字店舗
のスクラップ、資産売却、人員整理、企業の合併
による、縮小均衡が始まったのである。
気がついたら、日本には流通革命が起きていた。

それも世界規模のものとして。

柔軟な分業構造による
工房型中小企業連携のイタリア

日本だけでなく、イタリアにも同様のデフレの
津波が襲いかかっている。リーマンショック以降、
売上は 3割減少している。
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イタリアも日本と同様、最初は、世界の工場と
しての中国をライバル視するだけだった。そして、
中国との差別化を図るべく、設備投資を行い、多
品種小ロット生産とコンピュータ化、デジタル化
による短サイクル生産を実現した。また、積極的
に複合素材の開発も行った。中国は紡績から製品
までの一貫生産の工場が多く、シルク 100 ％、カ
シミア 100 ％という商品に競争力を持っている。
それに対し、複合素材で差別化しようとしたのは、
日本もイタリアも同様だった。イタリアは高級品
市場への特化と、差別化戦略によって中国生産の
脅威を克服し、産業としては一段と進化を遂げた
のである。
日本も全く同じ方針で「多品種少量短サイクル

生産」を指向したが、設備投資を行う余裕はな
かった。基本的に、過去の大量生産の設備を維持
しながら、無理をして、多品種少量短サイクル生
産を行ったに過ぎない。アパレルや小売り段階の
無駄は削減されたかもしれないが、製造段階では
効率が落ち、採算が悪化し、品質レベルも下がっ
ていった。その間も、中国生産の品質は向上し、
輸入も増え続けた。ますます、産地の生産量は減
少し、企業の淘汰が進み、面倒で細かい仕事ばか
りになり、製造段階の淘汰が進んでいった。
日本の産地は、生産効率を高めるために原料別

に構成されている。ウールの尾州、綿の浜松・西
脇・泉州・新潟、合繊の北陸、シルク・合繊ジャ
カードの桐生・米沢、等々である（もちろん、そ
れぞれの産地で複合織物も扱っている）。
最も素材別の分業が進んでいるのが、染色・整

理加工場である。綿関連は浜松、ウールは尾州、
合繊は北陸で染色・整理加工を行っている。
今回訪問した、ビエラ市の Tintoria Finissaggio

2000 s.r.l.（ティントリア　フィニサッジョ 2000 社）
では、あらゆる素材の染色加工を行っていた。素
材は、ウール、シルク、綿、ビスコース、ポリエ
ステル等。ファッション用途、インテリア用途、
カーシートまでを同一工場で扱っている。日本の
ような一貫工場ではなく、それぞれの工程が独立
しており、自由に組み合わせることが可能。また、
ラミネート、ボンディング加工の設備もある。
色分解から染料の配合は、すべてコンピュータ

管理され、染料に手を触れることなく、自動的に
染色バスに投入される。圧力、温度等についても
コンピュータ管理が徹底している。ある意味では、
スイッチさえ押せば、自動的に染色できる工場に

なっている。
コモ市で一番の糸染め工場、Ambrogio Pessina

S.R.L.（アンブロージョ　ペッシーナ）は三つの工
場を持ち、シルク、麻・綿関係、ポリエステル・
ナイロンと分類されているものの、すべての工場
で、どんな素材も染色可能であり、すべて共通の
染料を完備し、標準化している。つまり、特定の
素材に注文が集中すれば、すべての工場で対応す
ることが可能である。
単純に言えば、イタリアでは、異素材でも共通

色で染色することが可能だということ。日本では、
ウールと合繊の色を合わせることは至難の技であ
る。
異素材で共通色が染色できれば、アパレルのデ

ザイナーも自由に異素材を組み合わせたデザイン
ができる。また、服地とバッグ地、インテリアま
でもトータルで企画し、商品化することが容易で
ある。イタリアでは、自由な発想を実現するため
に、多品種少量短サイクル生産が行われている。
日本では、在庫を減らし、効率を追求するために、
設備投資を伴わない製造段階にしわ寄せをした多
品種少量短サイクル生産が行われているに過ぎな
い。

大企業の系列崩壊により、
国内に取り残された日本の匠技術

日本のテキスタイル企業、特に、合繊メーカー
や綿紡績の下請けを行ってきた北陸や泉州の白生
地産地は革新織機による大量生産と効率化を追求
してきた。原糸メーカーにとって、大量の原糸を
消化することが主目的であり、付加価値の追求は、
あくまでも糸の付加価値追求に限定されていた。
イタリアのようにカラーや風合いで差別化すると
いう発想が希薄だったと言えよう。
日本のテキスタイルと言っても、綿花や羊毛は

すべて輸入に依存している。そして、紡績と機織
は機械設備と技術指導があればできる。染色整理
には質のよい軟水が不可欠だが、軟水機を導入す
れば問題はない。
中国で機織を行い、生機を輸入して、日本で加

工することで、国内で機織するよりもかなりのコ
ストダウンが可能になる。このビジネスモデルで
成功した日本のメーカーも存在する。
価格下落による生産量減少と共に、尾州産地に

ダメージを与えたのは、世界的なカジュアル化の
トレンドだった。消費者は、重くて肩が凝るウー

日本・イタリア連携によるテキスタイル業界活性化と中国マーケティング
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ルのジャケットではなく、軽くて温かいフリース
や合繊のダウンジャケットを好むようになった。
染色整理の技術移転には時間がかかったが、や

がて中国国内でも尾州に匹敵する整理加工が可能
になった。同時に、イタリアの紡績、染色整理業
者も中国に進出するようになり、中国製品の品質
は劇的に向上した。現地のテキスタイルのレベル
が上がれば、素材の現地調達が盛んになる。それ
により、更に国内生産量が減少し、もはや、分業
体制が維持できなくなりつつある。
日本では、まず綿紡績が海外に生産拠点を移転

し、綿織物産地の生産量が激減し、次に合繊メー
カーが海外に生産拠点を移転し、合繊産地の生産
量が激減した。合繊は、一時期自動車関連の資材
に活路を見いだしたが、今回のリーマンショック
で自動車需要が急激に落ち込んでしまった。
日本では、大企業は世界市場に進出していった

が、下請けの中小零細企業は国内に取り残された。
大企業と中小零細企業の匠の間には深い溝が存在
しているのである。

「自分で考えて作る」自立したメーカーか？

日本とイタリアを比較するといろいろと面白い
ことに気がつく。日本のアパレル企業は 70 年代に
急成長し、世界のトップランキングに躍り出る。
70 年代のイタリアは大企業を育てることができず、
経済は破綻状態だった。70 年代、80 年代は、日本
のアパレル全盛期である。同時に百貨店の全盛期
であり、日本国内経済の全盛期だった。アパレル
も百貨店も豊かな日本国内市場で十分に潤ってお
り、海外市場に進出する必要はなかった。当時の
日本市場よりも豊かな市場がどこにもなかったの
だ。
イタリアは国内市場の規模が小さく、生き残る

には輸出しか方法がなかった。また、売上に掛か
る法人税と、日本以上に強固な終身雇用制度によ
り、売上を抑え、利益を重視する高級品市場に特
化していった。70 年代、80 年代と産地構造や産業
構造の改善に取り組み、90 年代には世界の高級品
市場を席巻するようになった。
そして、90 年代以降も中国等の新興工業国との

差別化のために、日本のトヨタかんばん方式を学
び、前述したようにハイテク化による多品種少量
短サイクル生産等を可能にしたのである。
日本の 90 年代は、中国生産に熱中し、低価格商

品の市場だけを拡大し続けていった。多くの国内

製造業はなす術もなく、淘汰が進んでいったのだ。
もちろん、国内産地にも元気のある企業は存在す
る。海外市場に積極的に打って出て、評価を受け
ている企業も存在する。では、それらの企業とそ
の他大勢の企業は何が違うのだろうか。
成功した企業の共通点は「自立している」こと

である。
一時期、自立支援事業が全国的に展開されたが、

その時のキーワードは、「製販一体化」「自分で
作って、自分で売る」だった。しかし、それ以前
に、「自分で考えて作る」ことができない製造業者
が多かったのである。そして、営業活動、販売活
動を含め、これまでの殻を破り、積極的に行動す
ることができなかった。つまり、精神的に自立し
ていなかったのである。
言われた通りに作る。指示通りに加工する。常

に受け身で、注文を待っている下請けメーカーは、
注文を出してくれる存在がいなくなれば、なす術
もないのである。

日本ムラはホウレンソウで動いている

日本の企業社会で生きる原則はホウレンソウ、
つまり「報告・連絡・相談」と言われている。こ
れは企業内だけでなく、日本の産地、日本の産業
界全体の原則でもある。
たとえば、日本の展示会とは得意先に商品を販

売することが目的ではない。「こんな商品を開発し
てみたんですが、いかがでしょうか？」と報告し、
連絡し、相談する会なのである。完成させた商品
を販売する会ではなく、出展される商品はあくま
でサンプルに過ぎないのだ。完成された商品は、
展示会のようなオープンな環境で販売することは
なく、相対して商談を詰めていくのが日本の商習
慣である。
また、企業経営者が経営に苦しんだ時でも、自

分で決断する前に報告・連絡・相談を行う。取引
先、関係先、銀行、商社に報告し、連絡し、相談
するのだ。多くの場合、日本ムラでは、これで問
題は解決する。プロのコンサルタントは必要ない。
コンサルタントが必要になれば、銀行が紹介して
くれるのだ。
それでも問題が解決できなければ、最終的には、

組合、産地支援機関、行政機関、国の関係機関に
相談するか、陳情する。
たとえば、輸入品が増えて、国内製品のシェア

が縮小すれば、輸入制限を陳情する。国内市場の
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発展の可能性がなければ、海外展示会参加の補助
金を申請する。バイヤーが来なければ、「バイヤー
を呼んでくれ」と頼み、次はバイヤーに「何を作
ればいいのか」と相談する。日本国内はすべてこ
れで回っていた。しかし、グローバルビジネスの
時代になって、この手法は通用しなくなった。
ホウレンソウという言葉は、常に受け身である。

ホウレンソウは、自分で市場分析し、自分で戦略
を立案し、自分で意志決定することを放棄してい
る。困っている現状を誰かに報告し、連絡し、相
談すれば、誰かが行くべき道を示してくれるとい
う日本ムラの掟は通用しないのだ。

ブランド側のディレクターと、
メーカー側のデザイナー

イタリアに限らず、アメリカ、ヨーロッパでは、
商品企画には二種類の企画担当者（名称は様々）
が存在する。
一方は、ブランド側の企画担当者。ブランドと

してのコンセプト、シーズンテーマ等を決定する
役割を担っている。アパレルで言えば、スティリ
ストである。
もう一方は、メーカーの企画担当者。機械設備

や生産技術を熟知しており、どのように商品を作
ればいいのかを検討し、指示する役割である。こ
のメーカーの企画担当者とメーカーの技術担当者
は兼任の場合も多い。アパレルで言えばモデリス
トにあたる。
この構造は、テキスタイルもアパレルも同様で

ある。何を作るべきかを考える企画担当者と、ど
のように作るか、という企画担当者。名前は異
なっても、この二つの役割を持つプロが話し合い
ながらモノ作りの設計を行う。
しかし、売れ筋をコピーして生産するという業

態では、何を作るかを決定する役割は必要ない。
その代わり、自社で商品リスクを持たなければな
らない。ゼロから創作する場合は、展示会等を通
じて受注生産が可能である。コピーする場合は、
受注してから生産するリードタイムが確保できな
いので、見込み生産を余儀なくされる。この二つ
のビジネスモデルは全く異なっている。
コピー生産の場合は、スティリストは必要ない。

ゼロから作るのではなく、売れ筋を分析して、編
集して、選択すればいいのだ。日本の多くの企業
内デザイナーは、こうした仕事をデザイナーの仕
事として与えられている。

欧米のメーカーは、少なくとも一方の企画機能
を持っている。しかし、日本の川中製造業と呼ば
れる下請メーカーは企画機能を持たないケースも
ある。これまでは、原糸メーカー、問屋、商社等
が何を作ればいいのかを指図してくれたので、企
画する必要がなかったのである。前述したように、
ホウレンソウを行っていれば、企画ができたので
ある。

海外展示会は商談、契約の場

海外のテキスタイル展示会では、ターゲットと
するアパレルブランドを設定し、シーズンテーマ
を決めて、絞り込んだ商品をプレゼンテーション
しなければならない。社内にそういう人材がいな
ければ、外部のディレクターと契約してモノ作り
を行う。
展示会は、こうして完成した商品をプレゼン

テーションし、販売する場である。バイヤーの意
向を聞いて、モノ作りをスタートする場ではない。
バイヤーはブランド側の人間であり、それぞれの
テーマを元に素材を探している。テーマに合うか
合わないかだけを見るのであり、展示会場でモノ
作りの指示をすることはない。するとしても、展
示会前の作業であり、展示会場は契約の場となる。
これは、アパレルも共通している。日本でも、

一部のアパレル企業では、ブランド全体の企画担
当者として外部デザイナーと契約し、生地やモノ
作りについて熟知している企業内デザイナーとの
チームで動いている。
しかし、現在の日本のテキスタイル取引では、

工場側の企画担当者もブランド側の企画担当者も
不在で、モノ作りについての話し合いや調整が行
われていないケースも見られる。アパレル側は提
案を待っているだけで、テーマや方向性など、何
の具体的な提案もない。メーカー側も、自分の仕
事は誰かが指示してくれた商品を作ること、と理
解しているため、常に受け身の姿勢である。した
がって、新しい商品が生まれず、過去の焼き直し
か売れ筋のコピー、より安く作ることが企画の中
心になってしまっている。
どんな設備や技術があっても、自社でオリジナ

ルの製品を提示できなければ、海外の展示会に出
展する資格はない。というより、国内でも同様で
ある。新規提案のない展示会にバイヤーが足を運
ぶことはないのだ。

日本・イタリア連携によるテキスタイル業界活性化と中国マーケティング
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海外動向

日本に存在する「カワイイ・ディレクター」

90 年代のバブル崩壊以後に急激に売上を伸ばし
たのが、初期の渋谷 109 系ブランドである。彼ら
は週単位で韓国東大門市場から商品を仕入れ、売
上を伸ばしたのだ。当時のバイヤーは、店頭の販
売員だった。彼女たちは、アパレルの専門知識は
ないが、何がカワイイか、何が売れるかは感覚的
に把握していた。つまり、「カワイイ・ディレク
ター」の機能を持っていたのである。
シーズンテーマを明確に把握し、明確なイメー

ジを持って、韓国に飛ぶ。細かいパターンや縫製
仕様は韓国のメーカーに任せ、生地とデザインの
組み合わせ、価格等をその場で指示し、見本を作
らせ、それを見てすぐに現物を発注する。それを
毎週行っていたところにビジネスモデルの新しさ
があった。欧米アパレルが半年に一度、日本アパ
レルが月に一度の企画サイクルだったのに対し、
彼女たちは週単位の企画生産サイクルを達成した
のである。
アパレル企業では、仕事のやり方や流れが整備

されず、毎日徹夜しているような素人経営の会社
の商品が売れ、会社の規模が大きく、仕事の流れ
が整備された玄人経営の会社の商品が売れないこ
とも多い。その原因は、「何がカワイイのか」「何
が売れるか」という判断力の差である。大企業に
なり、会議で商品を決定するようになると、平均
的で無難な決断をするようになる。しかし、零細
のアパレルは会議する時間などない。個人の感覚
ですべてを決定する。当たり外れも大きいが、当
たればこれほど効率の良い方法はない。
同様のことは、DCブランドでもセレクトショッ

プでも見られた。モノ作りの専門知識はないが、
センスがある人。つまり、欧米のクリエイティ
ブ・ディレクターのような機能を持つ人がいて、
メーカー側にコミュニケーション能力のある人材
がいる場合に、新しいモノ作りが生まれるのであ
る。

トレンドリソースを中心に据えた
マーケティング戦略

ここでトレンドリソースとファッションの関係
について整理してみよう。
「欧州トレンド」に対応しているのが、「欧州ブ
ランド」である。そして、そのトレンドを消化し
て低価格で展開しているのが「ファストファッ
ション」。欧州のトレンドを中心にしながらも、日

本市場に合わせてアレンジしているのが「日本の
キャリア&ミセスブランド」。
「東京ストリートトレンド」に対応しているのが、

「東京リアルクローズ」「渋谷系ファッション」。そ
して、アジア諸国のヤングファッションは「東京
ストリートトレンド」の影響を受けている。
テキスタイルメーカーが、欧州欧米市場に輸出

することを考えるならば、欧州トレンドに対応し
たモノ作りが必要である。そのためには、イタリ
ア人、フランス人等のディレクターに企画を依頼
するのも有効だ。場合によっては、ヨーロッパの
染色整理加工場で仕上げることを視野に入れるの
も良いだろう。
日本のアパレル企業は、常に欧州トレンドを意

識し、欧州市場をリサーチしている。そこに販売
するのならば、テキスタイルメーカーもまた、欧
州トレンドに基づく企画をすべきである。また、
「イタリア人ディレクターによるテキスタイル企
画」「イタリア仕上げのテキスタイル」は、日本の
バイヤーにとっては有力な訴求ポイントになるは
ずである。
一方で、欧米には、少数だが、日本のデザイ

ナーの影響を強く受けているアパレルやデザイ
ナーも存在する。それらをターゲットにするなら
ば、あえて日本独自の後加工等を行い、イタリア
素材と差別化した商品に限定し、日本国内で仕上
げたものを輸出すべきである。
もし、ファストファッションに営業したいので

あれば、欧州トレンドを理解しているディレク
ターが企画を行い、中国やトルコ、インドなどの
低コストの生産拠点を活用するべきである。
また、日本のキャリア＆ミセスブランドに対し

て営業する場合も、欧州トレンドに則した企画が
有効である。この場合は、欧州テキスタイルを輸
入するよりも、低コストで柔軟な対応ができるこ
とが求められる。ただし、将来的には欧州トレン
ドに対応する中国テキスタイルメーカーも出現す
るだろう。
中国市場に対応するにも、欧州トレンドが基本

になる。しかし、中国市場ではイタリア企業も直
接参入しているし、中国企業との合弁企業も存在
している。日本テキスタイル独自の差別化を訴求
するならば、やはり、日本独自の後加工や複合と
の組み合わせが必要になるだろう。
東京リアルクローズに対応するには、東京スト

リートトレンドを感覚的に把握している「カワイ
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イ・ディレクター」とのコラボレーションが欠か
せない。しかし、ここで問題になるのはコストで
ある。リアルクローズの多くは低価格であり、ほ
とんどが中国、韓国素材である。元々、109 系アパ
レルは韓国東大門市場での調達でスタートした。
つまり、最初から、国産生地、国産縫製を使って
いないのである。
しかし、コンバーターに徹して、東京ストリー

トトレンドに対応した企画を展開し、韓国、中国
で生産し、アジアのヤング市場に展開するという
ビジネスモデルは考えられるはずだ。
結論から言うと、多くの日本テキスタイルメー

カーに対しては、欧州トレンドを意識した提案を
するためのディレクターの起用を提案したい。そ
の上で、日本の物性、欧州や中国ではできない後
加工等により差別化しなければならない。あるい
は、欧州のディレクターと連携し、中国のテキス
タイルメーカーに対して企画及び技術ライセンス
等を行うというビジネスもあるだろう。

日本のハイテクとイタリアのハイタッチの複合

日本テキスタイルの特徴でもあるハイテク素材、
ハイテク加工は合繊メーカー、紡績等の大企業が
有している。これまでの原糸メーカーは、大量生
産大量販売を基本にしており、スポーツウエア、
ワーキング、ユニフォーム等、特殊な用途に限定
されていた。しかし、ユニクロの成功により、一
般アパレル用途に拡大が進んでいる。
今回、イタリアのビエラでもコモでも、盛んに

ハイテクとハイタッチの融合を試みていた。おそ
らく高機能の高級ブランドアパレル商品は次のト
レンドとして注目を集めることだろう。これまで
の高級素材とは、カシミアやシルクだったが、そ
れらの原料は中国が押さえている。イタリアや日
本が差別化するとすれば複合素材を志向するしか
ないのである。しかし、イタリアは繊維のハイテ
ク技術面では日本より遅れている。そこに、日本
と連携する意味があるのだ。これまでも、日本の

生機をイタリアに輸出し、イタリアで整理する
ケースは多かった。今後は、そこから更に進み、
本格的な日本とイタリアの複合素材開発が進むの
ではないだろうか。
また、装置産業である原糸メーカーにとって、

ラグジュアリーブランド、ファストファッション
等がグローバルマーケティングを展開することは、
生産ロットがまとまることを意味している。ス
ポーツウエアやワーキングとは単価の異なる一般
アパレルが機能素材を使うようになれば、更に付
加価値の高い素材開発も可能になるはずである。
私は、日本とイタリアによる新素材開発につい

ても、最初から中国市場でのプロモーションを組
み込んだマーケティング活動を展開することを提
案したい。
日本のハイテクと品質、イタリアのデザイン＆

アートは、共に中国人消費者の憧れであり、中国
繊維アパレル業界の手本である。その両国が手を
組み、世界最高の素材を創造する。そして、世界
最高のテキスタイルにより、中国のファッション
文化を開花させようというコンセプトである。た
とえば、日本とイタリア両国で中国の新人デザイ
ナーを育成するプロジェクトはどうだろうか。
これまで、日本はイタリアを向く時はイタリア

ばかりを注目し、中国を向く時には中国に集中し
ていた。しかし、再度、イタリアと中国を見据え
た上で日本の戦略を考えることが重要ではないだ
ろうか。これは、イタリアにも共通している。日
本市場、中国市場という観点だけでなく、日本と
連携して中国市場を攻略する。あるいは、中国人
デザイナー育成を支援するという形でプロモー
ションを行う。もちろん、日本市場にも同じこと
が言える。日本とイタリアが連携して、日本人デ
ザイナー育成支援を行うことも可能だ。
こうした相互交流とプロモーションにより、そ

れぞれの国のファッション文化を開花させ、最終
的にはビジネスとして成功する。そんな構想を実
現させたいと思う。
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