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1．情緒的な日本人と論理的な中国人

繊維トレンド 1 ・ 2 月号で、「日中ファッショ

ンビジネスの現状と連携の可能性」の講演録をご

紹介した。その中で、日本と中国は相互依存を強

めており、今後も様々な連携の可能性とビジネス

チャンスがあることを述べた。

今回は、更に具体的な連携のあり方、特に情

報システムを活用した連携の可能性について考察

したい。なぜ、中国との連携にシステム活用が必

要なのかを説明するためには、中国企業との連携

における課題を整理する必要があるだろう。

少し前までは、中国ビジネスで最大の課題は

代金回収と言われていた。日本では、最初に商

品を送ってから請求書を送り、入金してもらう。

しかし、中国では代金を支払ってくれないとい

う日本企業が多かった。中国の商取引では前払

いが基本である。

前払いを基本にすれば、回収の問題は生じな

い。回収問題とは、日本の商慣習をそのまま持ち

込んだために起きた事故であり、日本側が中国ビ

ジネスを理解すれば問題はない。と言うものの、

回収問題はゼロではない。百貨店に出店しても、

百貨店が支払いを滞納するというケースもある。

百貨店とテナントの関係は、後払いが原則であり、
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1 日本人は情緒的理解を好み、中国人は論理的理解を好む。情報システムは論理そのものであり、中国での

企業運営や中国人社員の教育においても、システム活用は不可欠である。

2 日本を含むアジア諸国のファッションビジネスは欧米とは異なり、多頻度商談が必要である。そのため、

年2回の見本市の商談では不十分であり、フォロー業務が必要である。見本市の事前にサンプルをプレゼ

ンテーションする「仮想見本市システム」により、見本市の商談そのものの効率も高まる。

3 中国の店頭売上を直接日本の本社につなげる「販売管理システム」や本社からの VMD指示や接客教育等

を行う「店舗運営支援システム」により、中国の店舗運営の効率が上がる。

4 中国ビジネスの事故やトラブルを防ぐには、システムを活用した情報共有化により、経営の透明性を高め

ることが必要である。システムにより、自動的に業務の記録と本社への報告が可能になる。

5 中国企業とのライセンス契約でも、商品と資金、物流、情報が共有できるシステム管理が欠かせない。

6 欧米では一般的な販売エージェント企業への販売委託も、システム連携により業務の透明性が高まり、リ

スクが減少する。

7 中国企業が欲している店舗運営ノウハウや企画ノウハウ提供も、インターネット連携システムにより先行投

資ではなく、実績に応じた歩合で報酬を徴収することが可能になり、新しいビジネスモデルが考えられる。
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それが回収問題につながっている。

物流センター等で原材料や商品が紛失すると

いう問題も生じている。自社が物流業務の認可を

受けられない場合、中国企業にアウトソーシング

することになり、そこで事故が起きることがある。

こうした「商品を送った。いや、受け取ってない」

「言った、言わない」「約束したのに守らない、そ

んな約束はしていない」という食い違いは日常茶

飯事である。中国に駐在している社員は、常にこ

うした初歩的なトラブルに見舞われ、あまりに初

歩的であるがゆえに日本本社では対応の術がない

という状況に陥る。

日本人なら常識と思うことでも、中国人にと

っては常識ではない。しかし、この問題を解決し

た日本企業もある。その企業では、国際認証の取

得のために、業務の棚卸しや業務フローの整理、

業務マニュアルの作成を日本人スタッフと中国人

スタッフが共同で行った。その結果、コミュニケ

ーションも業務もスムーズに流れるようになった

という。日本人なら阿吽の呼吸で済ませている業

務であっても、きちんと整理し、論理的な業務分

担や責任を明確に設定することで、中国人社員も

業務を理解することができたのである。

曖昧な役割分担や責任、曖昧な意思決定シス

テムは、中国人にとって理解しがたいが、日本人

は当たり前のこととして処理している。情報シス

テムとは論理の積み重ねであり、情報システムを

介在させることで、日本人と中国人のコミュニケ

ーションがスムーズにいくのではないだろうか。

阿吽の呼吸が通じ、いつでも担当者が駆けつけら

れる狭い日本であれば、情報システムがなくても

業務に支障はないかもしれないが、中国ビジネス

においては情報システムの活用は不可欠ではない

か、というのが私の仮説である。

2．リアルな展示会を補完する

「仮想見本市システム」

日本の繊維アパレル業界には歴史があり、各

企業はそれぞれの仕事のスタイルがある。したが

って、共通の情報システムが普及しない。各社ご

とのカスタマイズを行わないとシステムが機能し

ない。しかし、中国の企業は歴史が浅い。業務の

システム化はこれからの段階である。業務のシス

テム化を推進することで、日本と中国の連携がス

ムーズに進行するばかりでなく、両国のファッシ

ョンビジネスが大きく前進するのではないだろう

か。

具体的な事例について考えてみよう。

日本企業の第一のニーズは、「中国市場への輸

出」である。そのために日本企業も積極的に中国

の展示会に出展している。しかし、多くの日本企

業は欧米企業のように年 2回の見本市をベースに

商品を展開していない。シーズンが細分化してお

り、発注も商談も多頻度で行われる。年 2回の展

示会だけで商談を終えることは不可能であり、展

示会後のフォローが必要だ。この事情は中国も変

わらない。中国が日本のアパレル企業やテキスタ

イル企業と取り組みたいと考えるのは、短期間で

変化を続ける市場に対応するノウハウを吸収した

いからである。

多頻度の業務を補完するには、常に最新の見

本をプレゼンテーションするためのシステムが必

要になる。つまり、「仮想見本市システム」だ。

最も容易なのはWEB サイトの活用である。しか

し、WEB 上で商品を公開することは、デザイン

をコピーされるという問題が生ずる。かつての日

本企業がそうだったように、中国企業もサンプル

目的で海外から商品を輸入するケースが多い。海

外から少量の商品を輸入し、それを国内でコピー

生産する。商品カタログをすべて公開してしまっ

たのでは、その商品を輸入してくれる業者も現れ

ないだろう。

そこで、取引先間でのクローズドなシステム

が必要となる。パスワード付きのWEBシステム、

あるいは、クライアント・サーバー型のインター

ネット連携システムである。いずれの場合も、デ

ータベースとの連携、社内業務システムとの連携

が必要になる。
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このシステムのポイントは、サンプルをプレ

ゼンテーションすることだが、アパレル製品やテ

キスタイル製品は、画像では発注できないという

意見もある。

実は、不動産業界でも「実際に物件を見に行

かなければ契約はまとまらない」という意見が支

配的だった。しかし、実際に不動産物件情報が

WEB 上で公開されるようになると、まず WEB

を確認してから、実際の物件を見に行くという顧

客が増えた。確かに、最終的な契約には実際に見

に行くことが必要だが、事前にWEB で絞り込む

という行動が定着したのである。

テキスタイルやアパレルの取引でも同様のこ

とが言えるだろう。すなわち、まずWEB 上の情

報を確認してから、展示会を訪問したり、商談

のアポイントを取るようになると予想されるの

である。

もし、日本のアパレル企業が中国の百貨店や

有力小売店のバイヤーに対して、最新のサンプル

をプレゼンテーションできるようになれば、現地

のショールームや展示会に呼び込むことが容易に

なる。あるいは、興味を持ってくれるバイヤーを

集中的に回るという営業方法も取れるだろう。

「仮想見本市システム」では、単純に商品を紹

介するだけでなく、バイヤーから見本送付依頼や

展示会訪問のアポイントが簡単に取れるようにす

るべきである。現物商品を照会する場合には、在

庫管理データベースと連携させれば、WEB 上で

在庫を確認することが可能になり、伝票レスのオ

ンライン取引につながる。

3．中国の「店舗運営支援システム」

「販売管理システム」

日本企業の二つ目のニーズは、「中国市場にお

ける店舗展開」である。店舗展開には直営店展開

と FC 展開が考えられるが、どちらの場合も「販

売管理システム」を導入し、中国店舗の売上がリ

アルタイムで日本の本社で把握できることが望ま

しい。というよりも、中国で店舗運営を行うので

あれば、システム管理は必須条件と言えよう。

中国では成果主義の給与体系が一般的である。

特に、セールスや販売職は実績に応じた報酬にし

ないとモチベーションが下がる。販売員コードを

入力して、商品バーコードを読むことで、販売員

別の売上も把握できる。また、他店の売上状況と

自店をリアルタイムで比較できることで、健全な

競争も期待できる。

売上と在庫がリアルタイムで把握できれば、

商品の自動補充も可能になる。営業担当者の人員

が少ない場合、電話等でフォローすれば店頭の動

向も把握できる。

店頭の VP（ビジュアルプレゼンテーション」

等も、デジタルカメラで撮影し、それを定期的に

本社に報告ができるような機能を持たせたい。

加えて、販売員教育用に専用WEB 上に VMD

マニュアルを掲載したり、商品説明や取り扱い説

明を掲載することも、サービスの差別化に有効で

ある。

FC 店の場合は、商品をパッケージで卸売する

のが一般的だが、上記のシステム管理をすること

で店頭運営支援が可能になり、ビジネス経験のな

い FC オーナーでも健全な運営が可能になる。ま

た、ロイヤリティやコミッション等の複雑な計算

も自動化することで、不正や事故を防ぐことにも

つながる。

最も問題なのは、パソコンやシステムの保守、

管理、教育等だが、これは事前の研修制度の整備

や現地のパソコン業者と連携することで解決でき

るだろう。

4．アパレル経営に必要なシステム導入と

インターネット連携

日本企業の三つ目のニーズは、「中国でアパレ

ル企業を経営する」こと。あるいは、「中国アパ

レル企業との提携」ではないだろうか。中国では、

今後アパレル産業の急速な成長が期待されてい

る。しかし、中国アパレル企業は十分なノウハウ

を有しておらず、ノウハウ取得のための日本企業
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との提携を考えている企業も多い。

この場合は、「生地・付属の仕入在庫管理シス

テム」「生産管理システム」、簡単な現金出納帳の

ような「経理システム」が必要になる。中国のア

パレル企業との提携でトラブルになるのは、最も

不正をしやすい「仕入と現金出納の管理」である。

この部分を勝手にコントロールされると、キャッ

シュを自在に動かすことができる。

勿論、システムを導入したからといって、す

べての不正がなくなるわけではない。しかし、や

りにくくなるのは確かである。同様の意味では、

物流センターの管理もシステムを導入しなければ

ならない。

肝心なのは、これらのシステムをすべてイン

ターネット連携で本社につなげ、本社でリアル

タイムでコントロールできるようにすることで

ある。

また、日本でも普及はこれからだが、「商品

MD企画管理システム」も導入したい。素材の選

択、アイテムバランス、デザイン、価格設定等を

システムで日本とつなげることで、中国にノウハ

ウを伝えることが可能になるだろう。

企画に関しては、CADシステムも重要である。

特に、日本のアパレル企業が中国アパレルと提携

する場合、パターンやデザインの管理をすべて

CAD で行うことにより、管理が可能になる。

CAD はパターンの清書マシン、電送マシンばか

りではない。企画ノウハウのデータベース化、パ

ターンメーキング業務のセキュリティチェックに

も活用されるべきである。

これらのシステムと、前述した「店舗運営支

援システム」「販売管理システム」が連携するこ

とにより、かなり透明性の高い経営が可能になる

はずである。

5．ライセンス契約のシステム管理

日本企業の四つ目のニーズは、「中国アパレル

企業へのライセンス供与」である。

ライセンス契約の場合も、システム使用を契

約に盛り込み、システム管理することが望まれる。

中国アパレルもシステムを使うことで業務の合理

化ができるだろうし、ライセンス料の支払い等で

不正がしづらくなる。

そもそも日本と中国という遠隔地で、言葉の

壁もあり、法律も異なる環境の中でビジネスをす

るには、情報共有が欠かせないはずある。中国ア

パレルが求めている日本企業のノウハウ吸収も、

ノウハウをシステムの中に盛り込むことで、習得

が可能になる。日本側はシステム管理することで

情報を共有化し、信頼できる関係を築くことが可

能になるのである。

6．システムを活用した販売エージェントの

活用

多くの欧米企業は、中国市場で販売店を展開

する場合、香港のエージェント企業を活用してい

る。香港なら英語が通じるし、欧米とのビジネス

にも慣れている。ビジネスの法的整備も進んでい

る。また、フリーポートなので、欧米から商品を

輸入する場合でも関税がかからない。更に、香港

には中国人も自由に観光で出かけることができる

し、中国の各都市への物流機能も整備されている。

日本企業は生産拠点として香港をとらえてお

り、販売エージェント機能にはあまり注目してい

ない。しかし、中国市場は資本主義経済の歴史も

浅く、WTO に加盟したというもののビジネスに

関する法的整備も遅れている。香港企業は、言葉

の壁もなく、中国国内に親戚がいる経営者も多い

が、それでも失敗することがある。知り合いの香

港人社長は「ましてや言葉も通じず、信頼できる

中国人もいない日本人経営者がうまくいくはずが

ない」と語っていた。

こうしたエージェントの活用もシステム管理

が可能になれば、リスクも少なくなるし、互いの

情報共有により、契約内容も結果も明解になる。

中国ビジネスが人的資源の影響を大きく受け、人

脈がものを言うのであれば、香港のエージェント

企業の活用も一考の余地はあるだろう。
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7．システムを活用した商品企画、店舗運営の

提携

中国のアパレル企業の多くは、ノウハウを蓄

積する前に成長を遂げてしまった。成長というよ

り膨張と言った方が良いかもしれない。経営機能

が企業の成長に追いついていないのである。

中国企業はノウハウを吸収するために、日本

企業との提携、連携を求めている。自社が直接中

国市場に進出するのではなく、前述したライセン

ス契約等で中国市場に間接的に参入するという方

法も選択肢の一つだろう。同様の理由でデザイナ

ーとの提携のニーズも高い。

こうしたノウハウの提供についても、システ

ム活用が有効である。業務用システムそのものの

中に、業務のノウハウが含まれている。日本企業

も中国企業もシステムとマニュアルを整備するこ

とが業務の合理化につながるのである。

また、インターネット連携のシステムは、デ

ータ共有が可能であり、商品の動きや資金の流れ

も共有できる。そのため、ノウハウ提供の契約も

先行投資ではなく、実績に応じた歩合で報酬を徴

収することが可能になる。中国人は基本的に先行

投資よりも実績に応じた手数料の支払いを好む。

コンサルティングでも、売上増分を対象に歩合で

支払ってもらうというビジネスモデルが考えられ

るだろう。しかし、これもあくまでシステム構築

が前提になっている。

我々は今後、中国ビジネスに活用できる業務

用システムの開発を行いたいと考えている。シス

テムを活用した日中アパレルの連携についても、

「中国繊維ファッションビジネス研究会」で取り

上げていく予定である。




