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東日本大震災による繊維産業の損害
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災（東北地方太平

洋沖地震）は、東北、関東各地に地震、津波による
甚大な被害をもたらした。亡くなられた方には心よ
りご冥福を祈りたい。また、現在も避難所や自宅で
不自由な生活を強いられている被災者の方々には、
一刻も早い復興と日常生活を取り戻していただきた

いと願っている。復興に時間がかかるであろうこと、
一時的な対策だけでなく継続的な支援が必要である
ことも理解しているつもりである。

以下に述べることは、あくまでファッションビジ
ネスの立場で論じることであり、不謹慎の誹りを免
れない部分もあろうが、ご容赦願いたい。文責は全
て著者にあることも確認しておきたい。
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1  東日本大震災の被害は甚大だが、農業、水産業に比べれば繊維産業の損害は比較的少ない。中長期的に深
刻な影響を与えるのは、電力不足による計画停電、原発事故による放射能汚染である。

2  計画停電は、首都圏の製造業、流通業、小売業に大きなダメージを与える。一般企業も本社機能の移転、
分散等を図る必要がある。

3  放射能汚染で、日本に滞在していた外国人は国外退去した。外国人観光客も数年は見込めない。中国人研
修生の帰国、あるいは、研修生の申込みがなくなると全国の縫製業等に大きな影響が出る。また、これを
契機にラグジュアリーブランドの撤退もあり得る。

4  自粛ムードにより、外食産業、観光産業は大きな痛手を受けている。贅沢品、ラグジュアリー消費も落ち
込む。また、消費者意識の変化は長期的なトレンドになるだろう。

5  大震災前の繊維アパレル業界が抱えていた「中国委託生産危機」「海外市場開拓」という課題は、震災を経て、
ますます重要性を増している。

6  義捐金、支援のための消費という社会的意識が企業、個人に芽生えている。経済合理性ではなく、社会の
ための産業、ビジネス、雇用、消費という意識が生まれつつあり、企業はその対応を急ぐ必要がある。

7  世界中から日本を支援したいという声が届いている。海外市場進出もまずチャリティから考えるのも有効
である。売りたいものを売るのではなく、必要とされるものを持っていく。市場調査の結果ではなく、個
人の信頼関係からビジネスをスタートさせるという発想の転換が必要である。

8  企業は、大震災前の全てのビジョン、事業計画、予算等を見直さなければならない。前例踏襲ではなく、
全く新しいビジネスモデルを検討することが重要である。

9  東京一極集中は終焉を迎え、地方都市の自立が求められる。日本全体のリスク分散を考えなければならない。
また、国内のフェアトレード、エネルギーを消費しないクリエイティブな産業育成という視点も重要になる。

要　点

大震災後のファッションビジネス
―地震を契機に、日本の繊維産業の構造変化が加速する―
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今回の大震災は、あまりにも多くの命を失い、街
が消滅するほど、被害が甚大であった。更に、津波
や瓦礫の映像が終日テレビで中継され、私のみなら
ず全国民の心に大きな衝撃をもたらした。

しかし、冷徹に経済の視点に立つと、農業、水産
業には大きな被害があったものの、繊維産業はそれ
ほど大きな影響を受けてはいないようだ。既に、縫
製機能は海外に移転が進み、ピークの 2 〜 3 割とい
う水準まで生産量は減少している。また、ニッター、
縫製工場等は、比較的内陸部にあり、津波の被害を
免れたところも多い。

現在は、中国の縫製スペースがタイトであり、一
時的に国内回帰が起こっている。東北の縫製工場に
も仕事が入っており、工場の被害、物流の停滞によ
り、一時的な混乱をきたしていることは事実だ。東
北、関東地方の商業施設も損害を受けている。しか
し、日本全体で見れば繊維関連の製造、物流、小売
が東北地方で占める割合はそれほど大きくはない。

中長期的に見れば、復興需要も期待できる。否応
なく公共工事が増え、既にゼネコンの株価が上がり、
建材の価格が高騰している。

失われた命は帰ってこない。農業、水産業では廃
業も増えるだろう。家や家族を失った人に平穏な暮
らしが戻るのは、数年の年月が必要である。それで
も、阪神大震災がそうであったように、街の外観は
着実に復旧していくに違いない。

「電力不足による計画停電」「物流の混乱」の影響
中長期的に大きな影響を与えるのは、むしろ「電

力不足による計画停電」「物流の混乱」「放射能汚染
及び風評」「自粛ムード等、消費者意識の変化」等
である。

電力不足による計画停電は首都圏の都市機能を麻
痺させた。首都圏は極限まで無駄を減らし、多頻度
物流と情報システムによりネットワーク型の社会シ
ステムを構築してきた。停電は情報システムを停止
させ、電子メール、電話、FAX など、あらゆる通
信手段を停止させる。都心が停電しなくても、首都
圏周辺の関連会社、取引先との連絡が途絶えること
は効率を低下させる。

また、物流センターや道路が被害を受けているた
めに物流も混乱している。もはや、時間指定配達が
当然とは言えない。量販店の納品指定日なども物流
機能が安定していたからこそ可能だった。また、在
庫の店間移動も計画ができない状態である。

東京中心部は停電を免れても、都心に通うビジネ

スマンの多くは郊外に住んでいる。自宅では計画停
電で不便な暮らしを強いられ、地元のスーパーなど
も変則的な営業を続けている。首都圏の電車は間引
き運転が続き、通常よりも混雑した電車に押し込め
られている。当然、仕事の効率も落ちるだろう。

各企業も節電のために残業が減少しているが、多
くのビジネスマンは家路を急ぎ、都心のレストランや
居酒屋で外食する人は少ない。同様に、郊外から東
京中心部、ターミナルの百貨店に出掛ける買物客も
減っている。贅沢品を購入したり、非日常的な体験
ができるのは、日常生活が十分に機能しているから
だ。物流の混乱により、一部の生活必需品が品薄に
なっており、日常生活に不便を感じる以上、百貨店
やブランドショップで買物する気持ちは起こらない。

郊外の大型SCや大型量販店も影響を受けている。
停電中はレジも動かず、多くの小売店が閉鎖されて
いる。計画停電と言っても、計画的な停電ではなく、
直前にならないと停電のエリアが決定しない。その
ため、販売員等のローテーションが組めない。経費
は削減できず、売上だけが下がっていくのである。

首都圏の工場も計画停電のために、深刻な事態に
陥っている。機械によっては、一度電源を切られる
と、電力が復旧しても、すぐには仕事にかかれない。
ローラーの熱が上るのを待ったり、ボイラーの蒸気
が上るまでに時間がかかるからだ。そうした調整に
2 〜 3 時間かかる場合、3 時間の停電でも一日中仕
事にならない。ここでも生産能力は減少し、従業員
のローテーションに苦慮している。更に物流の混乱
が、材料や部品の調達、出荷にも影響を与えている。

このように直接被害を受けなかった地域でも、計
画停電、物流の複合的混乱により、一般企業、商業、
飲食業、工業が大きな影響を受けている。今後、計
画停電のあり方が問われるだろう。

「放射能汚染及び風評」の影響
日本で生活している多くの日本人は、原発事故や

放射能漏れがあったとしても、国外に脱出すること
は考えられない。避難地域とされる半径 20 ㎞、あ
るいは米軍が設定した半径 80 ㎞を基準に、自らの
安全を考えざるを得ない。水素爆発等による放射性
物質の拡散も、「差し当たっての健康に影響はない」
という政府発表を楽観的に信じる以外に方法はない
のだ。

しかし、海外メディア、日本に滞在している外国
人にとって、既に日本という国全体が汚染されてい
るというイメージが定着しつつある。中京地域、関
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西地域においても、外国人が次々と日本から脱出し
ている。ラグジュアリーブランドの外国人スタッフ
も国外に脱出し、開店休業状態になったショップも
ある。

アパレル生産では、中国人研修生の帰国の影響が
大きい。東北で被災した工場だけでなく、日本全国
の工場から中国人研修生が引き上げれば、国内生産
の能力は著しく低下するだろう。それが長期化すれ
ば廃業する縫製工場も増えるに違いない。

外国人観光客のキャンセルも続いている。東北、
関東だけでなく、北海道や九州でもキャンセルが続
出している。

今年の春節にも、中国人観光客が大挙して日本に
押しかけ、ラグジュアリーブランドショップ、百貨
店の売上に貢献した。しかし、日本から外国人観光
客の姿が消えようとしている。

これが単純な風評であれば、数カ月後に観光客が
戻るかもしれない。しかし、原発事故は現実であり、
放射性物質の飛散も現実である。どの程度、健康に
影響があるかは別として、日本が汚染されたことは
事実であり、風評とは言えない。外国人観光客が大
震災前の水準に戻るのは数年先になるだろう。観光
立国日本というコンセプトは大きく崩壊したと言え
る。

日本からの農産物輸出も打撃を受けている。ブラ
ンド野菜、ブランド果物として、中国富裕層に人気
の高かった日本の農産物も、放射能汚染の疑いが晴
れるまでは輸出は不可能だ。既に、日本からの観光
客、商品等についても、放射能検査が行われ、輸入
規制する国も出てきている。

現在、日本国内では東北の農産物が出荷制限され
ることに話題が集中しているが、海外への輸出に比
べれば影響は小さい。これまで「日本は安心・安全」
というイメージが定着していたが、それが「日本は
汚染国」というイメージに転換することも考えられ
る。政府のより正確な情報開示と海外への正確なア
ナウンスが求められる。

「自粛ムード等、消費者意識の変化」の影響
日本国民は強いショックを受けている。被災地で

も冷静な行動を維持する日本人を讃える海外メディ
アも多かったが、ショックを受けていないわけでは
ない。被災地だけでなく、日本全国で鬱を訴える人
は増え続けていくだろう。

多くの日本人は、あまりに多くの命が一瞬で奪わ
れ、その方々を弔うために喪に服す必要があると感

じている。また、苦しんでいる被災者がいるのに、
自分だけが楽しんではいけないという禁忌の感情に
支配されている。

そして、首都圏の計画停電、原発事故のレポート、
放射性物質の情報、品薄なスーパーの棚が、戦時の
ような緊張感を強いている。これらの問題の解決に
は非常に長い時間が掛かる。そして、変化した首都
圏の消費者意識も同様に継続するに違いない。

自粛ムードが消費を抑制し、企業や小売店の売上
は落ちるだろう。そして、個人の収入は減少し、更
なる消費の抑制を生み出していく。中国生産による
デフレスパイラルが、中国の人件費及び原材料費の
高騰で解消されると思われたが、今度は大震災によ
るデフレスパイラルが押し寄せてくるのだ。

大震災後、最も影響を受けるのは百貨店ではない
だろうか。大震災前の百貨店等の売上は回復の兆し
を見せていた。海外からの観光客、特に中国富裕層
を中心に高額商品が好調とあり、安物商法から脱却
し、百貨店らしさを取り戻すかに見えた。また、観
光立国日本と足並みを揃えることで、客数の増加を
狙っていた。しかし、それらのシナリオは全て崩れ
てしまった。

大震災前の変化が、大震災で加速する
ここで、大震災前に何が起きていたかを簡単に振

り返ってみよう。
大震災前のアパレル業界の第一の課題は、「中国

委託生産危機への対応」であった。これは、繊維分
野にとどまらず、電機、皮革製品など、あらゆる分
野で起きていた。中国国内需要が急速に拡大すると
同時に、人件費の高騰、原材料費の高騰が起きた。
日本向け商品は品質に厳しく、数量が少なく、生産
期間が短い。工場にとっては儲からない条件が揃っ
ている。中国の輸出向けメーカーは、中国内販、欧
米向け輸出を優先し、最も条件の悪い日本向けの仕
事を敬遠し始めたのである。

こうした動きは、労働集約型産業から脱却しよう
という政府の政策とも一致している。

東莞市対外貿易経済合作局は 3 月 8 日、新規の来
料加工事業を原則的に許可しない方針を初めて示し
た。今後は技術水準の高い外資系企業の誘致を強化
するとしている。同市は数年前から来料加工厰の独
資転換を進める政策を採っている。独資転換に対す
る税制面での優遇措置は今年 6 月末までであり、タ
イムリミットが迫っている。

今後、中国の生産機能を活用するには、自ら投資
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し、工場を建設しなければならない。同時に、人件費、
原材料費が上昇を続ける中では、日本向け輸出だけ
で利益を確保することは難しいだろう。日本向け輸
出と合わせて、中国内販を目指す必要がある。

中国から生産基地を移す動きも活発である。ミャ
ンマー、バングラデシュ、ベトナム等が有力な候補
となっているが、東南アジア諸国も人件費の高騰は
始まっている。原材料の調達、物流の問題と合わせ、
解決すべき課題は少なくない。

中国生産から締め出された大手アパレルや商社が
一時的な国内生産回帰を始めているが、これが継続
するかは疑問である。中国生産を基準とした価格設
定を変えない限り、国内生産を継続することはでき
ないからだ。

いずれにせよ、これまでのような中国生産による
安売り商法を維持することは難しい。大震災を契機
に新たなビジネスモデルが求められるだろう。大震
災を契機に消費者心理も大きく変わり、「良いもの
を安く」だけでは満足できなくなるだろう。

第二の課題は、「中国市場を中心にした海外市場
開拓」である。大震災前から、日本国内市場の拡大
は見込めず、外資企業との競合も激しさを増してい
た。外国人消費者の獲得という意味では、「インバ
ウンド対応」も大きな課題だったが、海外からの観
光客が見込めなくなった今、海外市場に打って出る
意義はより高まっていると言えよう。

大震災前も日本の繊維アパレル業界は閉塞感に覆
われていた。それが大震災により、より深刻な事態
を迎えようとしている。ここで我々は、発想の転換
を図らなければならない。大震災に耐えるだけでは
なく、大震災を契機に一気に課題を解決させること
を考えるべきである。

ソーシャルビジネス、社会的意義の追求
大震災に国内外から莫大な金額の義捐金が集まっ

ている。また、スポーツ選手、俳優、歌手、タレント、
デザイナー等も、次々とチャリティイベントを行い、
チャリティ商品を販売している。

また、3 月末現在、東北各県の物産館、アンテナ
ショップが賑わっている。被災地の物産を購入する
ことで支援しよう、という人達が集まっているのだ。

また、ツイッター上でも「このままではレストラ
ンや飲食店が倒産してしまう。みんなで外食しま
しょう」というキャンペーンも行われている。

通常のビジネスについても、「経済活動を継続す
ることが、継続的な支援を可能にする」という考え

方が広まっている。「会社の利益を上げること」「株
主により多くリターンすること」「個人の資産を増や
すこと」を目的としたビジネスではなく、「支援を継
続すること」「社会に貢献すること」「雇用を支える
こと」を目的としたビジネスを志向する動きが強まっ
ている。

これまで、多くの消費者は「安くて良い商品」に
飛びついていた。欧米の消費者が環境問題、人権問
題等に関心が高いのに対し、「日本の消費者は社会
的意識が低い」「安くて品質が良い商品ならいい」
とも言われてきた。しかし、大震災後の消費者の行
動を見ると、利己的な買い占めが見られた反面、支
援としての消費という考え方も定着しつつあるのを
感じる。「困ったときはお互いさま」という日本人的
な感情が、消費行動にも反映されているのである。

これまでは、どんなに多くの国内工場が倒産して
も、消費者が「国内工場を消費で支えよう」と動い
たことはなかった。「国内工場を守らなければなら
ない」とコメントする人はいても、店頭に行くと安
くて品質の良い中国製品を購入するのだ。

しかし、大震災を契機に日本の消費者意識が大き
く変わった。企業もそれに対応しなければならない。
企業は、トレーサビリティを含めて、どうしてこの
価格なのか、を説明しなければならない。同時に、
企業として上げた利益をどのように使うのか、どの
ような社会貢献をするのかを明確に消費者に伝えな
ければならない。

百貨店が復権するには、いち早くこうした消費者
心理に訴求することが重要である。これまでの百貨
店は、欧州のラグジュアリーブランドを展開してき
た。確かに、ラグジュアリーブランドを支えることは、
世界のファッション文化の貢献には役立っただろ
う。しかし、日本の素材メーカー、縫製工場、日本
人デザイナーに貢献したわけではない。

大震災を契機に、百貨店は「ソーシャルビジネス
宣言」を出すべきである。日本を、地域を、日本の
産業を、日本の雇用を、日本の暮らしを支援するた
めの企業であることを宣言するのだ。もはや、お客
様だけが神様ではない。日本を支える製造業も神様
であり、社会全体のシステムを維持することが重要
であるという意識を持つのだ。

そのスタートとして、大々的にチャリティイベン
トを展開してはいかがだろうか。継続的なチャリティ
イベントのメイン会場として百貨店が認知されれ
ば、節電していても顧客は集まるはずである。

百貨店を例に上げたのは一つの事例である。あら
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ゆる業種、あらゆる企業がソーシャルビジネスを目
指すことが求められるだろう。そして、その契機と
してのチャリティを考えることが必要である。

チャリティから始める海外市場進出
大震災の前から、世界の中で日本の評判は上がっ

ていた。美しい街に、礼儀正しく、優しい人々が暮
らす日本。固有の伝統文化を守りながら、高品質の
ハイテク製品を作り出す日本。世界の青少年に共通
のマンガ文化を提供した日本。世界中に経済的支援
を続けてきた日本。そんな日本が大災害に見舞われ
た。今度は世界が日本を救う番だ、とばかりに世界
中から支援の手が差し伸べられている。

しかし、義捐金や募金は一時的なものだ。継続的
に支援することはできない。我々が被災地を継続的
に支援したいと思うように、世界の人々も継続的に
支援したいと思っているはずだ。こちらから「商品
を買ってくれ」と頼んでいるわけではない。相手が

「支援したい」と思っているところに、「支援のため
に日本製品を購入してくれないか」と持ちかけるの
である。

もちろん、それほど大きなビジネスにはならない
だろう。しかし、人間関係を築くという意味では、
これほどの機会はない。まず、日本を知ってもらう
ことが目的である。

チャリティなのだから、商品というより、募金の
お礼として渡す小さなものでいい。もちろん、日本
製であり、日本と分かるものがいいだろう。

大震災直後、世界中のイラストレーターやデザイ
ナーが「Pray for Japan（日本のために祈ろう）」と
いうテーマで、続々と作品を facebook にアップした。
こうした発想でいいのだ。まず個人的に海外とつな
がっていくこと。そして、人間的な信頼関係を築く
ことがビジネスのスタートラインになる。

これは夢物語ではない。これまでの日本企業の海
外進出は、自分達が売りたい商品を売りたい地域で
販売しようとした。しかし今回は、支援したいと思っ
ている地域に、その人達が望むものを持っていく。
小さな国でも、小さな個人商店でもいい。そこから
ビジネスが発展する可能性は高い。

ここで私が言いたいのは「発想の転換」である。
企業利潤の発想ではなく、貿易、ビジネスとは人と
人との関係からスタートするという基本的な考え方
を見直そうということだ。中国経済が成長している
から、富裕層が多いから、みんなで中国を目指すの
ではなく、日本が好きで支援したいという国や地域

からビジネスをスタートすること。ビジネスのため
に協力者を見つけるのではなく、協力者が現れた地
域からビジネスを開始するという発想である。その
きっかけとして、チャリティイベントを海外で企画
し、運営することを勧めたい。

根本的な経営戦略、事業計画の見直し
震災という未曽有の大災害を経験した以上、それ

以前に策定された事業計画、予算等は全面的に見直
さなければならない。東日本市場の売上は長期的に
低迷する。それをカバーするには、被害の少ない西
日本あるいは海外市場でカバーするしかない。また、
店頭が計画停電で営業時間を確保できないのであれ
ば、インターネット販売に一部を振り向けなければ
ならない。

もはや、価格競争による消耗戦を維持することは
難しい。適正な価格、適正な量を維持することが求
められる。

給与のバランスの見直しも必要だ。企業は限られ
た利益を配分し、一人でも多くの社員の生活を支え
なければならない。ある意味では、年功序列給を見
直す好機ともなるだろう。非常時であるのに、平時
の感覚で利益配分を行えば、社員の不満は募るはず
だ。非常時の対応を誤ると、復興後に大きな企業格
差が生じるだろう。

同様に、あらゆる取引において、既得権を見直し、
公平なリスク配分、利益配分を推進しなければなら
ない。経営者は、「マネーゲームとしての企業活動」
から「社会活動としての企業活動」へと発想の転換
を図らなければならない。

東京の都市機能が回復するまでには時間が掛か
る。企業としては、東京本社の機能移転、あるいは
分散も検討すべきである。国際的に事業を展開して
いる企業ならば、国内ばかりでなく国外との機能分
担を視野に入れる必要がある。また、勤務スタイル
も在宅勤務、モバイル勤務等を取り入れ、柔軟で低
コストの運営手法を導入しなければならない。

不要な資産の売却、不採算部門の売却等も早急に
検討を進める。そして、新たな拠点整備、事業への
投資も考えていく。

店頭、現場での対応では、チャリティイベントが
重要である。顧客にとっても、買い物する際の動機
付けになる。また、会社の姿勢等を明確に主張する
チャンスでもある。前述したように、「ビジネスは社
会活動の一環である」という主張が顧客に届けば、
社会的な活動としての消費を訴求することもできる



繊維トレンド　2011年 5･6月号52

縫製／アパレル

からだ。
企業も消費者も、消費について考え直さなければ

ならない。安くて良い商品ならいいのではなく、商
品を日本国内で生産、流通、販売することが日本社
会を支えることにつながる。その活動を継続するこ
とが支援につながるという明確な主張が求められて
いる。

海外に足掛かりがあるのならば、堂々と海外に支
援を求めても良い。恥ずかしがることは何もない。
海外の人も、日本を支援したいと考えている人は多
い。しかし、どのように支援していいのかが分から
ないのだ。

こうした国内外のチャリティ活動はツイッター、
フェイスブック等を十分に活用するべきである。今
回の大震災でも、通常の携帯はつながらなかったが、
ツイッター、フェイスブックは落ちなかった。これ
らのメディアを通じて、企業や店の姿勢を確実に主
張し、理解を求めるという活動が、胡散臭さを払拭
することにつながる。

製造業モデルから 
アート、デザイン、カルチャー産業モデルへ

製造業モデルからの脱却は、大震災前から言われ
ていたが、多くの人にとってリアルに感じられな
かったに違いない。しかし、計画停電の首都圏にい
ると、「いかに原材料やエネルギーを使わずに、経
済活動を行っていくのか」という命題は現実そのも
のである。そして、大震災直後に多くのクリエイター
が作品を発表したように、日本国内には数多くのク
リエイター、デザイナーが存在している。

また、東南アジアやアフリカといった貧しい国に
産業を育成するための「フェアトレード」を、今度
は東北地方で展開しなければならないかもしれな
い。避難所や仮設住宅でもできる簡単な手作業、加
工を行うことで、経済活動ができれば自立のめども
立つだろう。それは東北地方だけの問題ではない。
日本全体が取り組むべき産業の転換である。

もはや、経済効率を追求するのであれば、国際企
業にならなければならない。日本国内で経済効率を
追求するのは非常に困難である。日本国内の企業は
発想の転換が必要だ。企業は利潤追求装置ではなく、
社会生活を維持するための生命維持装置である。そ
うした新しい発想で、製造業は何を生産するのかを
見直し、原料調達、加工、販売先を設定しなければ
ならない。メイド・イン・ジャパンの意味も、震災

前とは全く異なっている。
日本への観光客は、当分見込めない。日本人はもっ

と海外に進出していく必要がある。また、製造業も
流通業も海外市場を視野に入れなければならない。
その時にも、現地企業と競合するのではなく、「日
本製こそ本物であるモノ」「日本人が創ることに価
値のあるモノ」を、相手の市場の事情に合わせた形
で、持ち込まなければならないだろう。

今後の日本製品、メイド・イン・ジャパンは、「社
会的なもの」「日本として主張のあるもの」「世界に
貢献するもの」を目指すべきである。

そして、電力を含むエネルギー消費を極力減らし、
価値あるものを生み出していくことを考えるように
なるだろう。大量のエネルギーを消費しながら、有
り余る商品を生産し、余剰品を廃棄するというライ
フスタイルではなく、より多くの人の雇用を確保し、
やりがいのある仕事を生み出し、顧客に喜びを与え
るというライフスタイルである。

大量生産大量消費ではなく、必要なものだけを生
産する注文生産が見直されるだろう。そして、中国
の工場のように大規模ではなく、旧式の低速機械だ
からこそ、できる品質がある。そうした産業資産と
若いクリエイターの出会いにより、オンリーワンの
モノ作りが可能になる。

既に、繊維ファッション業界の人間は、新しい時
代を感じていたはずだ。最新の高速機械で生産され
る商品は価格競争に巻き込まれ、代替えのきかない
旧式の機械で生産する商品の方が利益率が高く、長
期間の安定した売上が見込めるのである。
「東京一極集中の解消」「中央から地方へ」という

キャッチフレーズも、経済効率を追求する限りは机
上の空論に過ぎなかった。しかし、極限まで経済効
率を追求した姿が大震災前の日本であり、それ故に
電力が不足しただけで、あらゆる都市機能が麻痺す
る経験をした。

もし、震源地が東京の近くであれば、今回の震災
の何十倍もの人が死亡したに違いない。日本という
国を崩壊させないためにも、今後は集中から分散が
必要であり、それには過度の経済効率追求をしては
ならないのである。今後は、繊維産地も性格が変わ
るだろう。分業体制の生産だけを担うのではなく、
地元にクリエイターが生活し、企画〜生産、販売ま
でを行う地域に生まれ変わらなければならない。ク
リエイターが生活したくなる自然環境、都市環境、
地域社会の魅力が問われるのである。


