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産業生態系の再生
―システム連携によるサプライチェーンの効率化と再構築―
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1 多段階で複雑な日本の繊維流通は一方的に悪者扱いされているが、デメリットの反面でメリットもあった。

問屋業態も存在そのものが悪いのではなく、ビジネス環境の変化に問屋が対応できず、本来の機能が果た

せなくなったことに問題がある。

2 見本市や展示会では商談結果ばかりが注目されるが、失われた産地機能を産地間連携で補う機能を果たし

たという意味で JCの功績は大きい。細分化されたシーズンMDを展開する日本のアパレルビジネスにお

いて、展示会は商談だけでない機能を持つべきだろう。

3 海外の見本市は 1対 Nのオープンな取引を基本とするが、日本の商取引では常に 1対 1の相対取引が基

本である。「情報システムの導入により悪しき商慣習を改める」というと聞こえは良いが、現実の商取引の

ルールを否定することにつながる。情報システムを道具と考えれば、日本の商慣習に基づくP2Pのシステ

ムが望ましいのではないか。

4 P2Pを基本とし、低コスト短サイクルで構築できるシステム「PASTEL」は、現状のビジネス環境を否定

せずに情報システムを推進する可能性を持っている。

5 異なる企業間の商取引をP2P型でシステム化することは、取引する双方の企業にシステムを導入する必要

がある。それには、川下から川上へ、流通支配力がある企業がシステム導入を推進することが必要になる。

システム連携は相互の業務効率化をもたらし、特定の相手との情報共有化を可能にする。それにより、日

本独自の系列構造と分業構造を情報システムから再構築するという壮大な試みである。
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〔産業システム〕

日本の繊維産業は分業による生態系を構成

日本の繊維産業は複雑な分業構造と多段階流通
が問題視されている。分業が余分な在庫や無駄を
生み、繊維業界全体が高コスト体質になっている
という指摘である。
しかし、ビジネスの現場では、必ずしも一貫生

産の商品が安いとは限らない。紡績ものよりも産
地ものの方が価格が低い例も多い。複雑な流通構
造にはメリットもある。在庫の貸し借り、仲間売
り等による在庫リスク回避機能を有しているのだ。
複雑だからコスト高、単純な流通はコスト安とい
うのは、机上の空論に過ぎない。単純な流通構造

でも、エージェントへの手数料や紹介料を支払え
ばコスト高になる。日本のように数％の口銭で信
用取引されるという事実は、正確で低コストな業
務処理能力に裏付けられている。
分業構造による在庫の問題も、トヨタのかんば

ん方式が協力工場の部品在庫に依存しているよう
に、在庫リスクを分散することがクイックな生産
を可能にした。最近は流通が単純になり、誰もが
リスク回避をした結果、追加生産がやりにくくな
っている。
生態系が食物連鎖で互いに影響を与えながら、

絶妙なバランスの中で互いの生存を守っているよ
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うに、日本の繊維産業も複雑で相互依存を基本に
した取引形態を守ってきた。技術者は技術を追求
し、商人は取引に専念することで、結果的に質の
高い商品を日本の隅々にまで流通させていたので
ある。
最近は、こうした日本独特の産業構造を否定し、

分業は悪であり無駄が多いと決めつけている。そ
して、各企業が「創・工・商」の機能を持ち、自
立することを奨励している。しかし、職人に商売
を強要することが本当に善なのだろうか。本当に
良い商品を作ることができるのだろうか。そして、
日本の津々浦々までその商品を行き渡らせること
ができるのだろうか。日本の繊維産業は単純系で
はない。複雑系であるが故に、高い品質と技術を
保ってきたのだ。私は、日本の繊維産業において
は、生態学的あるいは生物学的アプローチが必要
と考えている。
生物が命を保っているのは、絶妙な分業と互い

のバランスによる。同じ遺伝子情報を持ちながら、
身体の各部署の細胞は、それぞれの果たすべき役
割を担う。細胞は互いに干渉しながら役割を決定
しているのだ。生命体としての動物は脳により行
動を制御されるが、脳がすべてを支配しているわ
けではない。
かつて繊維流通は問屋が中核的な役割を果たし

ていた。アメリカの単純な流通理論が日本に上陸
してから「問屋無用論」が提唱されたが、アメリ
カ型の単純な流通理論を、より複雑で成熟した日
本の繊維流通には適用できなかった。
現場の感覚でいえば、「問屋の存在」が悪いわけ

ではない。グローバル化、IT 化が進む中で、問屋
が本来の機能を果たせなくなったことが問題なの
だ。問屋の企画力、情報収集と分析力、在庫リス
ク力、物流能力、資金力等が相対的に低下し、流
通支配力を失ったことが最大の問題である。流通
のコントローラーが淘汰され、日本の繊維流通は
混乱に陥った。そして、それは現在も続いている。

日本における展示会の役割とは?

日本全国の産地が力を結集しスタートしたジャ
パン・クリエーション（以下 JC）は、産地メーカ
ーが直接アパレル企業にブレゼンテーションする
機会を増やした。しかし、日本のアパレルビジネ
スはマンスリーMD を基本にしている。年 2 回の
サイクルで回っている欧米のシステムとは異なり、
企画・生産サイクルが細分化しているのだ。その

ため年 2 回の見本市ですべての商談が完結するこ
とはありえない。さらに、欧米の見本市ビジネス
と日本の問屋ビジネスには明確な相違点がある。
欧米の見本市では出展者はメーカーであり、プラ
イスリストが用意され、どんな相手でも基本的に
は同じ価格で販売する。しかし、その商品をいく
らで販売するかは小売店が決定する。
日本の商取引は問屋が主導権を握り、相対で取

引条件が決められる。卸値を表記せず、符牒で基
準価格を記載し、相手によって掛率を変えて卸売
していた。現在もアパレル企業（問屋）が小売価
格を決定し、取引先によって納入掛率をコントロ
ールしている。卸売価格はバラバラで小売価格は
統一されているのだ。これは問屋が価格決定権を
持っているからこそ実現できるシステムである。
問屋が価格決定権を持ったまま、メーカーが展

示会に出展しても、メーカーは価格を決められな
い。したがって、具体的な商談にはならない。具
体的な商談は、問屋と問屋、問屋と小売店が行う
ものであり、メーカーの出る幕はないのだ。もし、
メーカーが問屋を通さずに見本市で販売するので
あれば、欧米と同様、メーカーがプライスリスト
を作り、誰にでもその価格で販売しなければなら
ない。しかし、日本のメーカーの多くは、OEMメ
ーカー、加工メーカーに過ぎず、ほとんどが受注
生産である。したがって、加工賃は設定できても、
製品価格は設定できない。
こうした基本的な構造にメスを入れることなく、

メーカーが直接見本市で商談することには無理が
ある。むしろ、JC には欧米の見本市とは異なる機
能があったと認識すべきだろう。
その機能とは、失われた「産地機能」を、新た

な「産地間連携機能」に移行することである。そ
の意味で、JC は大きな意味を持っていた。来場者
との商談よりも、出展者間の交流とネットワーク
化が行われ、大きな成果を上げた。これまで商談
のみが評価され、こうした機能は軽視されていた
が、産地メーカーにとっては商談以上に重要な機
能である。
JC を産地ネットワーク再構築の装置と定義すれ

ば、コンセプトも変わってくる。製品だけを展示
するのではなく、ビジネスプロセスに必要なサー
ビスや情報メディアの展示こそが重要になるだろ
う。テキスタイルデザイナーの作品や図案の展示、
商品企画に必要なリソースやトレンド情報機関の
展示、あるいは、人材紹介企業、専門教育機関の
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紹介も必要である。したがって、商品の展示だけ
でなく、シンポジウムやセミナー等も重要である。
ファッションデザイナー、企画会社の紹介という
意味で、ファッションショーも重要だ。ただし、
ここでのショーはバイヤー向けに製品を発表する
のではなく、デザイナー本人が契約を取るための
プレゼンテーションという位置付けになる。
カラートレンドの発表、最終製品への加工とい

う意味では、染色加工、整理加工も重要な役割を
担う。製品の見本市だけでなく、サプライチェー
ンのソリューションを展示すること。その上で、
再構築された産地ネットワークによる製品を展示
するのである。販売部門を問屋や商社が担うので
あれば、もちろん、問屋や商社にも出展してもら
えばいい。
私は、こうした新しいコンセプトの展示会に、

後述するシステムを組み合わせることで、独自の
サービスが提供できるのではないか、と考えてい
る。

サプライチェーンのシステム化

産業生態系の再生という課題には、国も繊維フ
ァッション SCM推進協議会を中心に積極的に取り
組んでいる。サプライチェーン間の取引に IT を導
入し、システム化を進めようとする動きである。
しかし、この試みも順調には進んではいない。そ

の理由は、相対により異なる取引条件と、標準化
されていない各企業の業務にある。欧米の見本市
のように、販売価格が 1 つならばシステムも組み
易い。しかし、日本の商取引では、同じ品番でも
仕入れ値も売値も変わる。分納もある。完全買取、
委託、売上仕入等の取引条件の種類も多い。返品、
歩引き、歩積みなど、各企業ごとに複雑なルール
がある。
これらの取引を共通ルールでまとめ、共通シス

テムで取引するには、現在の取引慣行をすべて改
めなければならない。「悪しき繊維流通の商慣行を
改めるべし」という意見も理解できるが、冒頭で
述べたように、一見不合理に見えても、実際には
それが日本の産業の強みになっている部分も否定
できない。それを無理やりに変えることは、日本
の強みをも失うことにもなりかねないだろう。
システムは道具であり、現実の業務に対応した

ものでなければならない。商取引が 1 対 1 の相対
で行うのならば、システムも P2P（Peer to Peer）
の思想で構築すべきではないだろうか。

現在、主流になっているインターネット連携シ
ステムは、セキュリティ上の理由から、WEB 上の
サーバーでほとんどの処理を行い、個々のコンピ
ュータ端末には、サーバーに接続するための最小
限のネットワーク機能、入出力を行うための GUI
を装備しているだけの「シン・クライアント」を
普及させようとしている。しかし、このシステム
にはデメリットもある。サーバー処理の言語は、
それまでに蓄積されてきたバックオフィスの言語
と異なるために、バックオフィスの資産が活用で
きない。また、集中処理を行うために、サーバー
に負荷が掛かり、処理速度も落ちる。それを防ぐ
ためには、大容量のサーバーと高性能の回線が必
要になり、結果的に膨大なコストが掛かる。
一方で、個人用 PC、個人用インターネット回線、

個人用サーバーは性能が上がり、価格は下がって
いる。今まさに、分散処理や P2P に相応しいイン
フラが整ったのに、システム業界は逆の方向に動
いている。ある意味では、見事な市場戦略であり、
IT 投資を企業に強いるものと言えよう。
現在の日本の繊維ファッションのサプライチェ

ーンを否定せずに、システム化するためには、以
下のようなシステムが必要である。
① 1 対 1 の相対取引を基本とする P2P モデルのシ
ステムを構築し、次々と業務を連携していく。

②各社の仕様に対応できる柔軟なカスタマイズ性
を持つシステムを構築する。

③システム構築期間を短縮する。
④中小零細企業でも導入可能なリーズナブルな価
格を実現する。

⑤現在、実務で使用している FAX、電子メール、
携帯電話、Excel、基幹業務システムとの連携を
考慮する。

P2P型業務システム「PASTEL」について

日本は他の先進国に比べ、ホワイトカラーの作
業効率が低い。また、IT 導入比率も低い。
その原因の 1 つは、既存システムベンダー自身

の生産効率の低さである。企業ごと、案件ごとに
聴取を行い、個別にシステム構築を繰り返す手工
業的なビジネスモデルから脱却できていない。し
たがって、フルカスタマイズのシステム構築は長
い時間と多額の費用が掛かり、パッケージソフト
はカスタマイズ能力が低いので、現場が満足でき
るようなシステムを構築できない。
もちろん、ユーザー企業にも問題はある。特に
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経営者の情報リテラシーが低く、システム業務は
システム担当者に丸投げし、システム担当者はシ
ステムベンダーに丸投げするという構造になり、
システムの内容やコストを分析する能力も持ち合
わせていない企業が多い。しかもリース契約によ
りソフトもハードも縛られ、システム改善もでき
ない状況に陥っているのである。
結果的に、システム導入により効率が上がるど

ころか人件費が上昇し、社内のモラルが下がる
ケースも珍しくない。「もうシステムの話はこりご
り」という社長も少なくない。しかし、一度シス
テムを導入した企業は手作業には戻れない。不満
を言い続けながら、現場の人海戦術で業務を処理
しているのが現状である。
システム構築の理想は、利用者自らがシステム

を設計することだ。「オープンソースを学んで、社
員が会社の業務用システムを構築した」という事
例もある。ただし、その社員が退職しても維持で
きるような継続的な教育と人材育成が必要になる。
通常の業務に加えて、オープンソースを基本から
学び、システムを構築することは容易ではないだ
ろう。
私が提案したいのは、システムエンジニアの

水谷武夫氏が開発した、独自のプログラミング手
法に基づいた「PASTEL」というシステムである。
「PASTEL」は商社、アパレル企業、専門店等の異
なる業種業態の企業で、異なる業務のシステム化
の実証実験に取り組み、既にいくつかの実績を上
げている（品揃型専門店とアパレル企業の連携、
専門商社の OEM 生産の見積作成業務、アパレル
企業の生産～販売管理と基幹業務システムとの連
携、SPA型アパレルの販売在庫管理等々）。
「PASTEL」は、各 PC 内にデータベースを作成
し、WEB 上のリレーサーバーを経由して、データ
通信と同期を行う。データベース構築については、
これまでに蓄積されたバックオフィス機能のノウ
ハウが活用されている。当初からカスタマイズを
前提にした基本機能の構造化とプログラムの自動
生成システムにより、短期間に動くシステムを提
供し、それをユーザーが実際に動かしながら、シ
ステムを磨いていくという「アジャイル開発手法」
を実現している。
これまでのケースでは約 3 カ月でシステム構築

が行われ、システム開発コストも通常の 5割から 2
割程度に押さえている。また、月々の使用料も、
個人用回線と暗号技術を組み合わせ、安価で容量

の大きいレンタルサーバーを活用することで、1拠
点 5千円程度に押さえている。
理論的には現在のシステムベンダーが抱えてい

る課題のかなりの部分は解消している。あとは、
成功事例を増やしながら、運営体制を強化してい
くことが求められるだろう。

川下から川上へのシステム連携

異なる企業間をシステム連携するには、流通支
配権を持つ企業が中心となり、システム連携を進
めなければならない。たとえば、百貨店や専門店
チェーン等の小売店がアパレル企業とシステム連
携を行う。店頭の売上と在庫をアパレル企業と共
有することにより、小売店バイヤーが発注書を切
らなくても、アパレルの営業担当者は追加投入す
ることが可能になる。この店頭～アパレル連携を
小売店主導ではなく、アパレル主導で行ったのが、
百貨店アパレルであり SPAアパレルである。
アパレル企業は、OEM生産を委託している商社

等とシステム連携を行い、縫製仕様書と発注書を
情報共有する。それにより OEM 生産を委託して
いる商社等は、縫製仕様書の内容を転記したり、
二重入力する手間が省ける。さらに、テキスタイ
ルコンバーター、付属卸商、縫製工場とシステム
連携を行うことで、伝票レスと入力作業が合理化
される。
アパレル企業は、システム連携により原価見積

管理、工程進行管理、納期管理が把握できるよう
になる。
テキスタイルコンバーターは、整理加工場とシ

ステム連携を行い、整理加工場は機屋とシステム
連携を行う。それにより各工程の事務作業が大幅
に合理化されるのと同時に、テキスタイルの生産
工程やスペース状況を把握することが可能になる
のだ。また、紡績から整理加工場までのシステム
連携ができれば、製品のトレーサビリティも可能
だ。
ただし、これらの連携は決められた相手とのみ

情報共有するのであり、競合他社に情報が漏れる
ことがあってはならない。それには共通ルールと
共通ソフトを押しつけるのではなく、P2P 連携に
より相対する企業がそれぞれの仕様とルールでシ
ステムを構築すべきである。それにより、既に崩
壊している日本独自の系列構造と分業構造を情報
システムから再構築しようという壮大な試みであ
る。




