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生地生産におけるデジタル化と市場問題

　　　　　　

はじめに

１　日暮里繊維街の状況とターゲット顧客

　１－１　『業種集積地活性化支援事業報告書』に見る実態

　１－２　日暮里繊維街の顧客

　１－３　ファッション関連の「教育」段階におけるデジタル化

２　ファッション業界「川上・川中」とデジタル化

　２－１　90年代における世界の繊維生産の変化

　２－２　ビジネス・モデル「Viscotec's」による川上・川中概念の変化

３　政策としての「ＳＣＭの推進」という問題点

むすび：生地生産とファッション業界のデジタル化に関する漸次的社会工学的アプローチ

による問題の整理

はじめに

　現在、いかなる業界においても、程度の差はあるにせよデジタル技術による革新が

様々な次元また様々な方向で進展している。ファッション業界で一般に言う「川上」

と「川中」の部分（高級衣料では特に重要な染色段階も組み込まれる）でも、消費者

にとっての完成品（アパレルやかばんなど）の生産及び販売段階におけるデジタル技

術の利用が高度化している現状への対応は重要なテーマと見なされている。

　ところでこの対応は、より短納期であることを可能にするためのＩＴ技術への依存

あるいは B to B を特別の重要課題と認識すること――売れ筋がわかったら売れ筋を即

座に正確に納品できれば、日本のファッション購買客を相手に利益をあげることがで

きるという仮説に基づく――と一般に考えられているようである。しかし、川上、川

中段階が、ファッション製品の製造及び販売段階である川下の変化にあわせたどのよ

うな対応をとり得るのかについては、ファッション業界のグローバル化を念頭に再吟

味する必要があるのではないだろうか。

　まず、英インターブランド社による2001年の「国際ブランド価値ランキング」によ

れば、ルイ・ヴィトン（仏）38位、グッチ（独）50位、シャネル（仏）61位、アルマー

ニ（伊）91位、そしてベネトン（伊）100位とされ[1]、まさしく世界的なブランドとし
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ていわゆる川下の世界的企業がランクされていることは確認しておかなければならな

いだろう。例えば、ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーは、サンフランシスコを本拠と

する高級品のウェブサイト「ｅラグジュアリー」を設立し、またセルフ販売方式の香

水・化粧品チェーンのネット事業「セフォラ・ドット・コム」を所有しているが、と

りわけ、間違いなく本物であるという安心感を世界中の購買意欲の高い顧客に浸透さ

せたｅラグジュアリーは、高価格商品のネット販売を牽引している[2]。

　また、世界的なファッション・デザイナーの服飾作成段階におけるデジタル技術の

利用は90年代後半に急進し、さらにインターネット・ユーザーである顧客に向けたデ

ジタル媒体の導入により、デザイナー本人から購買意欲の高い消費者への直接的な

メッセージを可能にした[3]。もちろん、インターネット・ユーザーにおけるファッショ

ン製品全般における購買行動の変化としては B to C も進展している[4]。

　こうして世界的なファッション・ブランドにおいても B to B 及び B to C という二段

階の流れを見ることができる。しかし一方で、価格競争力を最大の武器とする場合を

別とすれば、製造段階においては（消費者にとっての完成品においても、生地や付属

品の生産段階も）、「アナログとデジタルの組み合わせ」が過渡期の混迷を見せている

こともまた確かだと思われる。そこで、一斉に同じ方向を追求することにより可能と

なる合理化、例えばサプライ・チェーン・マネジメント（以下、「ＳＣＭ」）が予測す

る成果が、根本的な問題解決をもたらすかどうかについて、改めて考えてみるべきで

あろうと思うのである。生地生産段階におけるデジタル化の急進と、おそらくはアナ

ログ部分を完全に切り捨てることはできないであろうデザイナー（クリエーター）を

とりまく環境へのデジタル技術の浸透という現実を整理することは、ファッション業

界の製品戦略を論ずる上でも重要課題であろうということである。本稿は、こうした

作業のための基礎資料をまとめることを目的としようと思う。

　さて、前稿[5]では、新しいビジネス・モデルに関する調査報告は見られるものの「ｅ

コマースに適した財」に関する論議が不十分である点をサイバーマーケティング（広

義の、サイバー空間を活用するマーケティング）に関する研究の問題点ととらえ、ｅ

コマースに適した財の具体例として生地類に注目し東京日暮里繊維卸協同組合（以下、

「日暮里繊維街」）を具体例として問題を提起した。

　ところで、そこに述べた内容は、我が国ファッション業界の抱える問題をこれまで

とは異なる角度から見ることの必要性を示唆するものでもあろう。本稿は、１つのテー

マを日暮里繊維街という我が国最大の生地専門店の集合の新しい存在意義を提案する

ことにおく。より大きなテーマ、すなわち、我が国ファッション業界の川上・川中に
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おけるマクロ的な問題をデジタル化という切り口から整理する中で、日暮里繊維街の

新たな価値を提案してみようと考えている。

　まず、日暮里繊維街について、今年度の我々のプロジェクトで発表された内容を整

理するところからはじめる。

１　日暮里繊維街の状況とターゲット顧客

　１－１　『業種集積地活性化支援事業報告書』に見る実態

　前稿で紹介した日暮里繊維街活性化戦略会議（以下、『戦略会議』）で平成14年度に

報告された『業種集積地活性化支援事業報告書（以下『報告書』）』[6]から、繊維街の

企業については、一つには対象企業の規模の零細性（従業者数３名以下の企業が過半

数、15坪未満の企業が４割強、年商3000万円以下の企業が圧倒的に多い）が、そして

二つ目として全体的な売上高の減少傾向（客数が減少している企業が４分の３、客単

価が低下している企業は８割近く、一日の平均来店者数50人未満が４分の３［20人未

満が５割を超える］）が浮き彫りにされた。

　しかし、今後の課題として経営者が認識している内容では、「商業集積地としてのイ

メージアップ」と「服飾系専門学校との関係強化」という回答の多さが際立っており、

特に後者は、『戦略会議』の成果として、重要な顧客ターゲットがはじめて認識された

結果と見てよいであろう。ファッション関連の専門学校生すなわち若いクリエーター

予備軍を重要な顧客と位置付けようという昨年度の『戦略会議』の提案を具体的戦略

に結び付ける上で、今年度我々が、サイバー空間での新しいファッション販売に取り

組むベンチャー企業の協力を得ることができた点も、経営者の意識改革に影響したと

思われる[7]。

　もちろん、地域にとっては商店街としての存在意義もある。荒川区が2001年に実施

した区民対象の調査[8]によると、荒川区民全体では、「まちの活性化に利用できるも

の」の１位は「都電」（54％）、続いて「地元商店街」（35％）、「公園」（33％）である

のに対し、繊維街のある東日暮里地区では１位が「地元商店街」の43％とされ、商店

街に対する数値としては区内７地域（南千住、町屋、荒川、東尾久、西尾久、東日暮

里、西日暮里）の中で最も高いのである。

　しかし、前稿で述べたように、生地類専門店の集積は、日本のファッション業界を

支える次世代のクリエーター育成という点で大きな意味をもつはずであり、こうした

点からすれば、経営者は旧来の生地販売（単なる切り売り）を脱し、将来に向けた繊

維街の存在意義を模索することが必要だろうと思われる。ところが、『報告書』の来店
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者調査の結果、「商品購入の理由」としては「価格」が約７割、続く「品揃え」が約４

割である。また、店舗の集積がこの地区の大きな魅力であるものの、購入する店舗を

約６割の客が「ほぼ事前に決めている」と回答し、「いくつかは決めている」と合計す

ると８割に達する。現実には、『戦略会議』が招集されたここ２、３年の間にも、固定

客が回遊する店舗数は減少し、一部の優良店とその他の店舗との業績の格差が拡大し

ているのである。

　１－２　日暮里繊維街の顧客

　先の『報告書』の来店者調査によると、「買い物の目的」は、自分の趣味のための材

料を買いに来た人が圧倒的に多いが、業務用も約１割ある。こうした実態を踏まえて、

我々は独自に市場細分化基準を想定し経営者の意識を調査した[9]。

　この調査によると、「よく来る客」と認識されているターゲット上位５つは、「神奈

川県・千葉県・埼玉県から来る客」「都内他地域から来る客」「他人の衣類を縫うプロ

（内職者含む）」「衣類を縫うアマチュア主婦」「繊維街を卸として利用する小売店経

営者」である。また、「もっと多く来て欲しい」とされた１位は「繊維街を卸として利

用する小売店経営者」とされ、あくまで「卸」としての存続願望が強いものの、続い

て「他人の衣類を縫うプロ」「衣類を縫う若いアマチュア男女」「デザイナーやクリエ

イターをめざす若者」「服飾関係の専門学校の授業で使う生地類を買う客」とされ、前

稿で述べたように家計の生地消費が減少する中で、特に若い世代の新規顧客を呼び込

みたいという意識が読みとれた。

　問題はどのようにしてヘビー・ユーザーを呼び込むかであるが、今のところ繊維街

全体では価格競争力を高めるという方向で一致している。前稿でも述べたファッショ

ン・ショー「ニポコレ」というイベントに力を入れることの意義を理解している経営

者は実際は少数である[10]。しかし、昨年度から『戦略会議』の中で我々が想定してい

た顧客ターゲットが、上記調査では繊維街に招き入れたいターゲットとして明記され

た点は大きな変化であろう。そこで、ファッションについて学ぶ若い世代という集団

の授業内容について簡単に見ておく。

　１－３　ファッション関連の「教育」段階におけるデジタル化

　我が国では現在、ファッション関連の学校教育におけるデジタル化（バーチャル・

ファッション・コーディネート・ソフト、デザイン・ＣＡＤシステム、高精度の立体

デザインソフトなどの利用）の急進を見ることができる[11]。大学の例をいくつかまと
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めておく。

　実践女　大学生活科学部の例：①手書きで自分のサイズのスカート原型を作図、②

スキャナでＣＡＤへ読み込み、③ＣＡＤを使ってデザイン変更、④ボディ作成ソフト

により自分のボディを作成、⑤ソフトで自分のボディにＣＡＤ作成のスカートを着用

しシミュレーション、⑥シルエットの確認

　名古屋女　大学家政学部の例：①学生20名にバーチャル・ファッション・コーディ

ネート・ソフトを利用して、服種、生地の色柄等を変化させ、各自好きなスタイルを

作成、②作成された中から似たスタイルを除き30名の被験者を用いて官能検査（着装

イメージに関し14形容詞対を用いてＳＤ法による５段階評価）を行う

　山形大学教育学部の例：ソフトで物性値を変えてシミュレーションを行い、布の性

質（厚さ、曲げ硬さ）と出来上がりの形態（ドレープ性など）変化の資料を作成

　椙山女学園大学生活科学部の例：ＰＣ上で立体画像の服をコーディネートできるソ

フトを取り入れ、様々な色柄の服を着装した状態の立体画像を効率的に見て、大量の

サンプル各々が心理的にどう影響するかを数値化し解析

　もちろん、デザイナー育成をめざすファッション関連の専門学校では、さらに進ん

だデジタル技術導入の実践が試みられている[12]。

　ところで、こうしたデジタル技術を導入した授業内容は、現実の企業では「川上」

から「川下」までの各段階に分断されて行われる。全体像を概要把握することが学生

時代から可能になった（アナログ時代には特別な才能をもつ世界的なデザイナーだけ

に可能であった実験が裾野を広げたとも言えよう）実態に注目することは、我が国の

ファッション業界の将来を戦略的に考える上でも重要だろう。クリエーターの育成と

いう、根本的な問題に対処することで、日本のファッション業界に新しい可能性が生

じるかもしれないのである[13]。

　また一方では、自分で服を縫うという消費者が減少しながらも存在することは日暮

里繊維街が証明しているわけであり、またさらに「自分では縫えないがオリジナルな

服は欲しい客」はいるという現実も全く無視することはできない。高級あつらえ服の

市場は90年代半ば以降縮小はしていないのである[14]。

　もちろん、こうした顧客層はごく少数であり、一般にオリジナルの服が欲しい場合

には、生地専門店を利用して内職などに頼むか、あるいは自分で縫製するかというこ

とになるが、もしも縫製技術を抜きに考えるスタイルが認知されれば、オリジナル・

プリントのカット販売（自分で好きなようにカットするだけで服になる「布」である

三宅一生のブランド「Ａ－ＰＯＣ」は、デジタル技術を駆使した最先端の試みであろ
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う）が新規市場を開拓する可能性があるかもしれない。技術的には可能なのである。

しかしながら、このような新しい生地販売の方向を模索する上で、日本のアパレル業

界の抱える大きな問題に突き当たる。生地に対する消費者ニーズの吸い上げあるいは

調査は、完成品である衣類におけるそれと比べようがないほど小さいという、川上・

川中企業の実体である。そしてこれはまた、生地販売における「川下」すなわち売り

場の縮小と、縮小した売り場がそれにもかかわらず旧来の機能しか担わず、新たな存

在意義の模索を怠っているという実態にも原因があるだろう。

　こう考えると、「生地販売の川下」である日暮里繊維街においては、まず、情報発信

のデジタル化、さらにデジタル技術の進化を体験しているクリエーター予備軍への対

応をどこまで充実するかに今後の存続はかかっていると言うべきではないだろうか。

我々の『戦略会議』においては、現在の約60店舗の集積を長期的に維持することは不

可能かもしれないという厳しい現実認識のもとで、存続し成長する店舗の新たな可能

性を生地生産者の現状と合わせて考えることを最後の課題にする旨、筆者は委員長と

して提案したところである。

　次章では、我が国の川上・川中段階の世界市場における位置付けを見てみる。

２　ファッション業界の「川上・川中」とデジタル化

　２－１　90年代における世界の繊維生産の変化

　「ベルリンの壁崩壊」の後、資本主義社会の生産人口が一挙に膨れあがったという

現実からの影響は、労働集約的な軽工業で真っ先に顕著に生じた。現在の日本の繊維

不況の根本原因はここにある。すなわち、『繊維統計年報』によると、95年を100とし

た繊維関連工業の生産指数は2000年に75.1と、鉱工業全体の105.2と比べ落ち込みの大

きさが際立つだけでなく、特に落ち込んでいる「衣類生産」（同64.9）で空洞化が急速

に進んだことがわかるのである[15]。

　ところで、繊維関連の中小企業経営者に、業績悪化は我が国独特の取引環境も影響

しているという意識も見うけられる。2001年には、日本紡績協会、日本化学繊維協会、

日本羊紡績会の三団体と日本アパレル産業協会が「売買基本契約書モデル」を発表し、

さらに日本アパレル産業協会は、日本百貨店協会と「ＦＢＡビジネス・モデル契約書

（案）」を発表している[16]が、現実には業績が二極分化している企業の集合である業

界団体としての対応には疑問を禁じえない。とりわけ、ファッションという完成品を

販売する上で重要な意味をもつ「川中」の部分が抜け落ちているが、この段階にこそ、

規模の大小にかかわらず、特殊な技術や技能で世界市場、あるいは世界的なデザイナー
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と直結した事例が存在するのである。

　2002年８月に実施された「アパレルソリューション・フェア」で提示された資料に

よると、ファッション業界の最も川上の部分から完成品販売までが、次の図表のよう

に、現状にあわせて紹介された[17]。

図表１　川上から川下までの実態

　さて、まず最も川上の段階である。先進国でファッション・リーダーのニーズを満

たす素材の開発（例えばワイシャツの素材の糸のひねり具合といった見えない部分）

はまた別の機会に述べることとして、ここでは、世界の繊維市場、とりわけ、合成繊

維市場（全繊維に占める合繊のシェアは2000年には53％）は全体として拡大している

という点を確認しておく。すなわち、主要合繊の生産は牽引役のポリエステル（フィ

ラメント［Ｆ］、ステープル［Ｓ］合計）の伸びに加え、ナイロンやアクリルも年５～

６％の伸びを示しているのである。

　ところで、合繊生産を各国別に見ると、世界生産の４分の１近くを生産する中国（600

万トン）が２位の米国（330万トン）を大きく引き離し独走している。ここに台湾（300

万トン）、韓国（260万トン）、ＡＳＥＡＮ（200万トン）を合わせると世界の53％が東

アジアで生産され、年々そのシェアを高めている。日本の合繊生産は約130万トンで横
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ばいである。主要国の2000年の合繊生産量を日本科学繊維協会の資料からまとめたも

のが下の図表である[18]。

図表２　2000年の合繊生産量

（単位：1,000トン）

ポリエステルＦ ポリエステルＳ ナイロン アクリル

日本 　383 　282 　176 　381

韓国 1,330 　720 　298 　120

台湾 1,760 　932 　421 　106

中国 1,800 1,949 　345 　475

ＡＳＥＡＮ 　850 　863 　149 　42

米国 　700 1,041 　930 　154

欧州 　733 　590 　610 　845

世界合計 8,865 8,067 3,620 2,661

　さらに最も市場規模の大きいポリエステルの状況を詳しく調べると、98年から2000

年にかけて世界で約400万トン分の能力が増強されている（このうち約240万トンは中

国であった）。これは、繊維製造業（ポリエステルチップを購入し、ステープルもしく

はフィラメントを製造）が、より川上であるポリエステルの重合に進出しはじめたこ

とによる重合設備の新増設ラッシュによるものであり、これまで中国向けに輸出して

いた韓国と台湾の重合メーカーでは、中国向け輸出の減少による減産に追い込まれた

ようである。ちなみに、ポリエステルの主原料である高純度テレフタル酸は、ポリエ

ステルの伸びにリンクしているが、世界の用途別ポリエステル生産量では、世界の生

産量約2800万トンのうち約66％が繊維であるのに対し、アジアに限れば生産量の79％

が繊維である[19]。

　ところで、ファッションとしての完成品にとって特に重要なのは染色を含む川中段

階である。ところが、繊維用染料の生産量は、特別の高級品市場で突出しているイタ

リアを除き、ＥＵ、米国、日本では縮小傾向にある。日本の染色加工高は、90年の45

億5400万㎡が98年には30億㎡を割り込み、その後も縮小し続けているのである。一方

で、繊維用染料も中国が世界の４分の１ほどを生産するに至っている。

　この川中では、日本の繊維加工の中国や東南アジアへのシフトが加速する中で、イ

タリア繊維関連産業との企業環境の違いが改めて議論されているようである。とりわ
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け、ＧＤＰの50％以上、輸出の約75％を生み出している北イタリア、中でもロンバル

デイア州（州都ミラノ）、ベネト州（同ベネチア）はそれぞれ、輸出の30％、14％を占

め、アパレル関連でも川中及び川下（製造）の熟練した労働力の豊富さが指摘される。

対して我が国では、カジュアルな低価格衣料のシフトだけでなく、京呉服でさえ同様

の動きに歯止めがかからないのが現状なのである[20]。こうした中での川中の日本企業

の対応を、デジタル化と考えたのが次に紹介するセーレンである｡

　２－２　ビジネス・モデル「Viscotec's」による川上・川中概念の変化

　セーレン株式会社は、デジタル染色（色は３原色プラス黒の組み合わせであるが、

これをデジタル化した）で商業生産を行う世界で唯一の会社である[21]。ハードもソフ

トも内製である Viscotec's システムは、ＰＣに打ち込んだ画像を1670万色で染色する

（実際には、この数値に用いる素材の数を掛け合わせた色数が可能）であり、セーレ

ンは、1998年にデュポン社と戦略的提携し、2000年にはシステムのビジネス・モデル

特許をとっている。福井市の本社では200台、世界で約400台が稼働中である。

　このシステムにより、ロットの変化（従来は2000ｍ以上であったものが１着分から

受注可能）、納期の短縮化（従来はアパレルの展示会にあわせた生産が最短５時間で織

上げて染色まで可能）が実現し、何より、川上と川中という概念は根本から変わるこ

ととなった。さらに川下企業への影響としては、企画の広がり（織りも編みも、合繊

から天然繊維まで総ての素材に対応し、異なる素材でも同じ色・柄表現が可能）、バー

チャル企画（テキスタイル・デザインとアパレル・デザインを三次元で同時に検討し

修正すること）、試作の必要がないこと（ＣＡＤ－ＣＡＭ連動のため、ガーメント作成

にかかるコストや時間が大幅に削減される）があげられる。リードタイムの短縮もも

ちろん画期的であるが、企画段階における変化がより大きな意味をもつであろう。

　なお、応用技術である「Viscotec's リサイクル・シート」（巨大な布の幕）は新しい

プロモーション手段としても注目されているが、とりわけシートを使用後回収し、ポ

リエステル糸に再び戻すリサイクル・システムは社会的にも評価されている。また同

社の都心百貨店の直営店はアパレルの売上も好調である。

　こうして、川上から川下までを貫くデジタル化による変革が、成長する企業集団の

研究課題となっているのが、日本のファッション業界の現状である。次章では、それ

にもかかわらず推進されようとしている政策的内容を見てみる。つまり、アパレル販

売の大手企業―とりわけ百貨店―を含めたＳＣＭに関する内容である。
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３　政策としての「ＳＣＭの推進」という問題点

　既述のような川上から川下までの90年代半ば以降の複雑な変化に対し、我が国の政

策は、いまだに繊維産業に関わる企業をテキスタイル、アパレル、そして小売段階の

三段階ととらえて立案されている。しかも、テキスタイル（本稿では実態にあわせて

川上／川中と分けて把握している）を川上とし、ＳＰＡと称するアパレルの製造小売

企業が成長している実態にもかかわらず、小売段階の中心には百貨店がおかれる。取

引改善についても、前述のようにこの三区分で団体間での交渉が進められ、さらに、

こうした前提で、部門内の最適化の追求だけではなく産業活動の連鎖をダイナミック

に全体最適化することが効果的であるとの認識のもとで、ＳＣＭを前提とした繊維産

業全体の新ビジネスプロセスの検討がなされているわけである。

　例えば、中小事業総合事業団で現在力を入れているのは「繊維産業サプライチェー

ン全体の効率化を前提とした新ビジネスプロセス実現に対する意思決定が十分に可能

となる客観的な評価指標（自己診断シート）の開発」である。すなわち平成11年度に

はアパレル経営幹部向けの、また平成12年度には専門店経営幹部向けの「業務水準に

ついての自己診断シート」が開発され、さらに平成13年度には特に中小企業を中心と

したテキスタイル・メーカーにおける「サプライチェーン全体の効率化を前提とした

新ビジネスプロセスの実現」のための自己診断シートの開発が行われた[22]。

　しかしながら、合理化によるコストダウンとは逆の方向で成功しているイタリアの

川中企業、そしてフランスを筆頭に、欧州の川下企業の世界市場での成功（実際には

日本の百貨店でも売上を伸ばしている）に関して、我々は今後さらなる分析を進める

必要があるだろう。さらに、Viscotec's のような、特に川中企業における新たな可能性

を見逃して政策を進めても、実務家の合意を得ることはますます難しくなるのではな

いだろうか。ここでさらに２つの事例を見ておく。

　まず、生地商社の老舗である瀧定（現在の大阪本社）である[23]。同社瀧社長によれ

ば、繊維業界の即時納期やアウトソーシングは一種の「リスク回避」であり、流行喚

起のしかけをするからには、どこかが生産や在庫や物流のリスクを負わなければなら

ないことから、同社はこれを積極的に担った結果、生地商社としては「一人勝ち」の

現状があるという。企画し、生地を発注して仕入れ、どこにどう売り込むかというビ

ジネスは欧州向け輸出が売上の10％を占めるとされる。

　さらに、京都の老舗織物商永楽屋による江戸期を含む古い手ぬぐいの販売（本格的

に再開したのは2000年）により明らかにされたのが染色段階の現状である。同社は、

タオルでは営業力でも価格競争力でも国内大手企業や中国メーカーに太刀打ちできな
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いことから、昔の手ぬぐいの復刻に取り組みはじめたが、昔の10色以上を使った細や

かな絵柄を染める技術力のある工場は京都には存在しないことから、同社は横浜の工

場（高級スカーフやハンカチーフの染色工場）を最終的に選択した[24]。現在はこの工

場のほかに自動の捺染ラインをもつ東大阪市の工場や堺市の工場へ委託し、デジタル

／アナログ技法を図柄ごとに組み合わせているという。

　さて、手ぬぐいは１枚の「布」であるから、その伝統的な生産システムの再現を調

査すると、例えばイタリアでは現在も主流であるシステムの日本における展開の可能

性を模索することができるであろう。エルメスと並ぶ技術を有する川中企業が存在す

ること、しかし一方に、世界初のデジタル染色も同時に存在するという、我が国川中

のデジタル／アナログ技術の現状に注目しないで、完成品を日本で販売するビジネ

ス・モデルを構築することは難しいのではないだろうか。

むすび：生地生産とファッション業界のデジタル化に関する漸次的社会

工学的アプローチによる問題の整理

　ファッションに関するフィールド・ワークを続ける中で気づくのは、川上から川下

までを貫いて、ファッション・デザイナーを中心とするクリエーターはその全体を掌

握していること、そしてまた、この重要な存在を、政策として業界全体の活性化を唱

える事業は無視してしまっているという問題点である。流行論の古典が著された時代

から、時代が望む、その時代の新規性を生み出すことがモードの本質[25]であることに

何ら変わりはないはずなのである。

　さて、我々は、日本のファッション業界の川上、川中段階における現状をレビュー

した。問題は、デジタル化により何が可能であるか（何がアナログを超えるか）、ただ

し、完成品の販売対象が日本人消費者である場合にはデジタル化の問題点があるのか

について、整理しなければならない段階にきたということだと言えるであろう。そし

て、ファッション業界川上から川下までのカオス状態を整理する上で、意義をもつと

考えられるのが、自然科学において成功した方法を社会科学に導入する上でポパー

（karl.R.Popper）が提案した漸次的社会工学（piecemeal social technology）だろうと我々

は考える[26]。

　我々は誤りから学ぶことができるため、漸次的社会工学者は、「予期した結果を達成

された結果と綿密に比較しつつ一歩ずつ自分の道を歩み、いかなる改革においても避

けられない望まれざる諸帰結に対して、常に注意を怠らない」という態度をもつもの

と仮定される。要するに、いかなるテーマでも、まず、「予期した結果」を明確化する
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ところからはじめなければならないわけであり、我々にとっては、デジタル化により

何が可能かを明確化させることが先決だということである。つまり、ある特定のデジ

タル技術を導入すれば予定される成果はこれこれであろうという仮説を設定し、社会

実験を行うべきなのである。より短納期であることを特別の重要事項と認識すること

――売れ筋がわかったら売れ筋だけを即座に納品できるシステムがあれば確実に利益

をあげることができるという仮説――も、この信憑性は、社会実験を抜きには語れな

いはずなのである。

　製造段階におけるアナログとデジタルの組み合わせを、どのようにすれば予測され

る成果をもたらすかについて、マーケティング研究の立場から考えてみることも必要

であろうし、あるいはデザイナーの行為の分析（状況分析を想定する）も意義をもつ

であろう。川上工程であるテキスタイル業においては、「良いものを作れば売れる」と

いう概念から「顧客が欲しているものを作る」という概念へのシフトが必要だと主張

されつづけている。しかし結果として売れるものを生み出すクリエーターにとっての

「良いもの」とは何か。この重大な問題の省略が、世界的なブランドと日本企業との

根本的な違いではないのだろうか。こうした問題を考える上で、我々は最後に、小さ

な社会実験を日暮里繊維街の優良店を拠点に行う方向を提案したい。

　先に述べたセーレンの売り先には自動車業界等の巨大な製造業も入る。むしろ同社

の総売上の４割以上を占めるのは、（塩化ビニール製であった国内では始めて試作に

成功した）自動車の「布製シート」なのである。こうした点を含め、消費者を対象と

する日暮里繊維街は、繊維業界の川上・川中企業にとってはごくごく小さな取引先に

過ぎない。

　ところが、クリエーター予備軍という、日暮里繊維街がターゲットとする顧客に注

目するなら、いわば特別な意味をもつアンテナ・ショップとしての利用価値が考えら

れ、新しい社会実験の道が開けるかもしれないのである。つまり、旧来は全国の専門

店向け卸でしかなかったが、現在は近未来のクリエーターを顧客とするのであるから、

このターゲット顧客とのコミュニケーションは、繊維街の優良店にファッション全体

の近未来の売れ筋の方向を予測させるかもしれないのである。とりわけ、アジア市場

全体を考慮した日本市場の位置付けまで考えるなら、韓国人住民の多い荒川区という

立地は、実験場として特別の意味をもつかもしれない。

　川上から川下（直営店展開）をつなぐ例は世界的なファッション・デザイナーでは

とりたてて珍しいことではない。こうしはシステムはむしろ、複雑な日本の流通シス

テムを排除して、我が国でも市場を拡大しているのである。そしてまた、程度の差は
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あれ、他にはない材料を探すことが最も根本的なプロのクリエーターの外部から見え

る活動なのである。ＳＣＭあるいはそれに代わる案を構築する上で、クリエーターの

存在を無視してきたという問題を再確認すべきだということである。

　ファッション業界における「川下」から「川上」の分断は、今後さらに形骸化する

という前提で、社会実験を想定することが必要であろう。量産することの前の段階に

あるファッション業界の本質を忘れて、合理化はあり得ないということである。社会

実験の結果は、「各々の段階のクリエーター相互の交流がなければＳＣＭが意図する

帰結は得られない」ということを示唆するかもしれないのである。

　もちろん、我々は、こうした仮説をさらに精緻化しなければならない。川上、川中

企業にとっての小さな社会実験の場としての日暮里繊維街の役割の重要性をさらに明

確化することを次の課題とし、フィールド・ワークの範囲を、川中の、規模の大小に

かかわらない成長企業に広げたいと考えている。

注

１：この資料は、あるブランドを冠する商品が今後５年間で生む営業利益を予測し（以降は営業利

益成長率を固定して計算）、さらに資本コストと税金を差し引いた経済的利益を算定して、その

上で、この経済的利益に対してブランドがどの程度貢献しているかを独自分析で評価したもの

である（資料は『日経産業新聞』2001年８月15日による）。

２：ベルナール・アルノー「ＬＶＭＨ：スターブランドの育成法」『ダイヤモンド・ハーバード・ビ

ジネス』2002年３月号、pp.86-87。

３：2000年に日本で行ったファッション・ショーをインターネット中継した「シャネル」と「フェ

ンディ」のデザイナーであるカール・ラガーフェルドはその代表例であろう（住谷宏・塚　　

　編著『右脳刺激型の製品戦略』中央経済社、2003年出版予定）。

４：ただし、日本に比べ通販市場がはるかに巨大であった米国は、カタログ通販以上の簡便性や安

さ、珍しさの提示により顧客を得ることが可能であったが、このビジネス・モデルをそのまま

日本に持ち込む例は必ずしも成功していない（住谷宏・塚　　　・　中正郎編著『サイバーマー

ケティング』中央経済社、2001年）。

５：「日暮里繊維街における服生地類のサイバーマーケティングの可能性」『東洋大学経営研究所論

集』第25号、2002年、pp.55-70。

６：東京都城東地域中小企業振興センターに委託し組合企業対象のアンケート調査（対象企業60、

有効回答数34）、ヒヤリング調査（対象企業８）、来店者調査（有効回答数348人、対象店12店）

を実施した。企業実態調査は2001年７月～８月、来店者調査は同９月17日～19日に実施された。

７：ＨＰ（www.netlaputa.ne.jp/~nippori/）上で日暮里繊維街の紹介をはじめただけでなく、このベン

チャー企業（www.open-clothes.com）により専門学校生の日暮里繊維街ツアーなど、リアル／バー

チャルを組み合わせた集客のための取り組みも実験的に試み成果をあげた。
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８：18－80歳の区民2000サンプル（住民基本台帳をフレームとした無作為抽出法）、郵送回収（回収

率32.6％）で行われた（荒川区『荒川区商店街振興プラン』）。

９：我々の『戦略会議』でプリテストとして実施した質問票は

次のとおりである。

　　次のタイプのお客様のうち、あなたのお店に［よく来るお

客様］にはＡ、［少し来ているお客様］にはＢ、［ほとんど

来ないお客様］にはＣ、［来ているかどうかわからないお

客様］にはＤ、そして［もっと来て欲しいお客様］にはＥ

を（　）に記入して下さい（重複可）。区分：①デザイナーや

クリエイターをめざす若者、②ニポコレ参加（希望）者、

③ニポコレ以外のファッション・イベント出場者、④他人

の衣類を縫うプロ（内職者含む）、⑤被服系女　大・短大・

専門学校の教師、⑥小中・高校の家庭科教師、⑦日暮里繊

維街を「卸」として利用する小売店経営者、⑧衣類を縫う

アマチュア主婦、⑨衣類を縫う若いアマチュア男女、⑩服

をあつらえてもらうための生地を買う客、⑪カーテン等、

衣類以外を作る客、⑫「幼稚園児の持ち物」等簡単なもの

を作る母親、⑬服飾関係の専門学校の授業で使う生地類を

買う客、⑭地元の客、⑮都内他地域から来る客、⑯神奈川

県・千葉県・埼玉県から来る客、⑰首都圏以外から来る客、

⑱バーゲンセールの時だけの客、⑲仮装イベント等の出場

者、⑳その他（具体的に）とした。回答（44名）は右表の

とおりである。

10：2002年11月に東京・晴海の有明国際展示場東京ビッグサイト内「デザインフェスタ」で実施さ

れた第５回ニポコレデザインコンテストは協賛企業（株式会社エドウィンの他に地元の専門学

校、企業４社）や協力企業のお陰で、旧来以上に盛況であった。

11：テクノア社の教育用システムは、８方向から撮影した顔写真を取り込み、ボディ作成ソフトで

作った三次元体形に仮想縫製システムで作成した三次元の服を自由にコーディネートできる。

例えば、標準サイズの服を個人体系に着せ替えると、サイズや型紙も連動して変更する仕組み

である（http://www.i-designer-web.com）。また、東洋紡の　会社は、高精度の立体デザインソフ

ト（立体ボディーで着用時をイメージしながら衣服をデザインし、平面の型紙を平行して作成）

を開発しているが、これは、ＰＣ画面上で簡単に各種衣服のデザインができるだけでなく、縫

製時に必要なデータを誤差0.02ミリ以下で型紙に反映する。さらに、株式会社島精機製作所が

開発したデザインＣＡＤシステムは、配色シミュレーションや指定糸による編み上がりシミュ

レーションなどの簡単な操作を実現した（http://www.shimaseiki.co.jp）。

12：例えば杉野学園におけるマルチメディア・システムを利用した講義、東京モード学園ＣＧデザ

イナー専攻・グラフィックデザイナー専攻における試み、バンタンＪカレッジ銀座校における

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

①  5 20  6  9  8

②  0  6 16 17  3

③  2  8 14 15  3

④ 16 21  4  0  9

⑤  1 16 15  8  6

⑥  0  6 24 10  3

⑦  3 20  8  1 12

⑧ 16 21  4  0  7

⑨ 12 21  6  1  9

⑩  7 19 13  2  4

⑪  6 24 12  0  4

⑫  4 12 23  1  1

⑬  4 24 11  2  8

⑭ 10 21 10  1  3

⑮ 19 21  1  1  6

⑯ 23 18  1  1  7

⑰ 12 26  5  1  7

⑱  7 19 10  6  2

⑲  0  2 25 14  2
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ＩＴを融合したファッション・ビジネスの講義などは注目に値する。

13：拙稿「ファッションとグローバル・スタンダード②」『東洋大学経営研究所論集』第24号、2001

年、pp.49-67。

14：東京・銀座の和光本館の「婦人服オーダーサロン」（オートクチュール・デザイナーとの契約に

より、デザイン画から起こして制作するスーツは30万円程度から、ドレスは50万円程度から）

も2001年にスタートし好調な推移を見せている。和光の2002年３月期の売上高は140億円である

（2001年11月のインタビューによる）。

15：経済産業省『繊維統計年報』（各年版）による。

16：中小企業総合事業団繊維ファッション情報センター『平成13年度繊維産業の取引慣行実態調査

結果の概要』平成14年、pp.149-152。尚、取引改善に関する取り組みは1973年の産業構造審議

会と繊維工業審議会による合同答申「70年代の繊維産業のあり方」における問題指摘に端を発

しているが、この当時に不当・不合理と指摘されていた取引慣行の改善は進まず、その後、日

米構造協議等を契機とする通商産業省の指導、繊維工業構造改善事業協会の支援、近代化協議

会の運営のもとに引き続き改善指針の作成などが業界毎に進められたものの、成果が上がって

いるとは言えない状況にある。現在、近代化委員会は、繊維産業界のＳＣＭ推進機関としての

コーディネーターとなることを目指し、取引目安箱（http://www.qrpa.gr.jp/meyasu/index.html）の

設置に至っている。以下を参照されたい。http://www.fcc.co.jp/JCFA/index.html、http://www.wool.co.jp/。

17：主催全日本婦人　供服工業組合連合会。アパレル関連企業を支援するソリューションやハード

ウェア、ファッション業界向けアプリケーション等が紹介された（http://www.apparel-web.com、

http://www.any-ware-net.com/、http://www.lobines.com、http://www.agms.co.jp）。図はＮＥＣネクサ

ソリューションズ株式会社による業界の把握であるが、特に川上・川中段階の実情を的確に描

写していると思われる。

18：http://www.chemicaldaily.co.jp。

19：『化学経済』第48巻第45号、化学工業日報社、2001年、pp.96-97。

20：日本の職人の高齢化及び人件費の高騰により中国やベトナムでの西陣生産が増加している。海

外生産に否定的な立場の西陣職工業組合の調査によれば、1999年時点で海外生産を行っていた

のは組合員700社のうち23社とされたが、着物離れが加速していることもあり、コストダウンを

目的とした海外生産の多くは、既に撤退しているとされる。成功している例としては、蘇州に

10年間で約10億円を投じ、西陣と同じ織機や染色機械を揃えた河村織物（全体の８割を蘇州で

生産しているが、金糸も銀糸も金箔も日本から取り寄せ中国で調達するのは生糸だけ）や、ホー

チミン市で規模を拡大している石勘（70人以上の現地の職人を京都に招き１年間の和裁指導を

実施）がある。

21：採算があうようになるまでに15年を費やしたとされる Viscotec’s システムの基礎技術は、コン

ピュータソフト技術、画像処理技術、色管理技術を柱とする。実際に用いる製造技術は、柱と

なるネットワーク技術、染色・捺染技術、裁断・縫製技術に加えて、同社の自動車関連及びハ

ウジング事業に関連する製造技術（ケミカル含浸技術、ＵＶ硬化技術、起毛技術、高周波加工

技術、糸加工技術、ラミネート技術、成型加工技術、膜加工技術）、ファッション事業に関連す
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る製造技術（編立技術、カッティング技術、液安技術、染色加工技術、染色、プリント、コー

ティング、樹脂加工）等々であり、関連する各売先の「川下」の変化に応じた技術の高度化が

このシステムの背後にあることがわかる（http://www.seiren.com）。

22：従来の部門別原価計算による業績評価システムでは、ＳＣＭにおける業績向上の目標にはなら

ない（例えば、各部門別のみかけ上の費用が最小となったとしても、陳腐化した在庫の処理費

用がかなりの大きさになれば、企業全体としては意味がない）ため、各部門に対し、具体的に

どのように活動すれば組織全体として高度なＳＣＭが実現でき、業績が向上するのかを明確に

表現し、指示できる具体的な業績評価指標が必要となるという意図で実施されている（中小企

業総合事業団繊維ファッション情報センター『情報化ＱＲ等導入効果定量化調査研究分析事業

報告書』2002年）。

23：1864年創業の瀧定は2001年に名古屋部門を分割したが、この年の大阪部門の売上高は約1200億

円であった（『日経流通新聞』2002年６月11日、及びインタビュー調査による）。

24：横浜の染色工場は「捺染」という手法（型の上からへらで染料をしごき、１枚ずつ染める、エ

ルメスのスカーフ並みの技術）を維持する。すなわち、染め台に特殊な樹脂を使い、裏を表と

同じに染めるだけでなく、細かい絵柄を染めるアナログ技法で突出し高級品に対応する（『日経

流通新聞2002年５月16日及びインタビュー調査による）。

25：『ロベール仏大辞典』によると、mode は1458年にラテン語の modus（それによって何かをはか

る「絶対的基準」）から借用されたフランス語であり、また『哲学大辞典』によると、1770年頃

から「早い変化、新しさ」といった概念と mode が結び付いたことがわかる。

26：社会技術者に必要な理論（「これこれのことは生起し得ない」と主張することにより、もしも我々

が特定の結果を得たいと望むならば、我々がとるべき（とり得る）道を知らせる）を提供し、

社会科学における思弁的傾向に対しては実際のテストつまり社会実験を行うことにより規律を

課す。漸次的社会工学の結果を実践に適用する場合に用いる漸次的社会技術（piecemeal social

engineering）は、様々な社会制度の設計や、既存の制度の修正・運営を任務とするとされる。詳

しくは拙稿（「マクロマーケティング論序説：漸次的社会工学的アプローチに基づく研究構想」

『三　商学研究』32巻４号、1989年、pp.43-57）を参照されたい。


