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中国アパレル産業の現状と課題

一「縫製工場」から「アパレルメーカー」へ一

佐　野　孝　治＊
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おわ静に

はじめに

　経済成長とともに中国のアパレル（A脚継e豊）旛生

産は拡大し，生産量は欝62年の2．尋癒着から2G§2年に

は37倍の87．7億着に激増した。これは日本の約3§倍の

生産量である。また輸出量も53億着に達している（麟

i参照）。2§総年の輸出額は554臆ドルに達し，総輸患

の捻．尋％を占めており，第2位の品目である。しかも

貿易黒字は5総憶ドルであ鯵，外貨獲得に最大の貢献

をしている121。さらに世界のアパレル輸出に占める中

麟のシェアも8§隼の4％から鱒総奪には2§％へと拡大

している。

　この中醗のアパレル産業は重要な産業でありながら．

近年，玉丁や自動車，家電産業などの陰に隠れて，比

較的癖究されることが少ない。しかしアパレル産業は

これまで中蟹経済を支えてきた産業であり，現在も企

業数や労鶴者数などでみると全産業の5％を占める重

要な産業である。さらに労働集約的なアパレル産業は

発縷途一と講にとって比較的参入可能な産業であり．工

業化の祷簸段躇に適した産業だと考えられている13｝。

壌福島大学経済経営学類

したがって開発経済学の観点からもこの中国のアパレ

ル産業の発展を換討することには意義があるといえる。

　これまで中国のアパレル産業に関する醗究は多いと

はいえないが．代表的な論者として，辻美代
［欝盤～鱒§擁と康賢淑［麗縫＆～臆§4］らの一連の

醗究がある。蔚者はアパレル産業を含む繊維産業全体

を鱈象に，郷．転がら辮下まで総体として醗究している。

後者は実態調査に基づき霞本の直接投資との関連で技

術移転や企業集膨化について一一連の麟究を行っている。

その飽にも参考文献に挙げたような磯究や報告書はあ

るが，中国のアパレル産業について総合的に論じたも

のは少ない。そこで本稿では，中蟹アパレル産業の特

鍛を明らかにするとともに，その発展の要霞について

検討する。

　第2に，これまでの中国アパレル産業に蝿する認識

は，先進国のブランドメーカーのファブレス（F3も茎ess）

化に麟応ずる形で，0登欝を行って撫工賃を受け取る

だけの単なる「縫製工場達であると捉えるものが多かっ

た。もちろん現在もその構造は残っているが，新しい

篠向として白桧ブランドをもった中蟹系異常アパレル

企業が成長してきている点を見落としてはならない。

本穂ではこの新しい傾向について，その意義と限界を

羅1ら力蝿こする。

　第3に，中震系アパレル企業の特徴と課題を大手ア

パレル企業2社と中堅アパレル企業3社に分けて考察

する。前者については雅文爾（ヤンガー）集毯公司と

杉杉集麟盲鰻公司を取り上げる。それぞれ中国アパレ

ルシェアの第i位，第2位を占める大手企業である。

後者の中堅企業については，筆者が2総4年8月に実施

した海鹿省保定市容城県におけるアパレル産業のヒア

喜多ング調査鵜結果にもとづいて，海詫麗友鰻装集懇膏

鰻公司，湾麓地鶏服餓集藤有限公司，集宏羅興飾有鰻
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中石アパレル産業の醗繊と課題 （§3総〉

騒葉　中麟のアパレル生産量と輸出量（単鍾：鬱蒼〉
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公講を取り上げる。これまでド雅丈爾集掻公司建など

大手企業のケーススタディは蓄積されてきているが癖，

三大ワイシャツ生産地のiっであり「中国銘方賑装の

郷謹と称される溝義省保定毒容城県のアパレル産業に

関するケーススタディは皆無である。

　したがって本稿では，大手企業と中堅企業との比較

を念頭におきながら，それぞれの特徴と課題を瞬らか

にする。両方ともに定番商品であるワイシャツやスー

ツの生産が中心であるという点では共通しており，一

定の比較が可能であると考えられる。

　本稿の構成として，董では，中国アパレル産業の発

展プロセスと現状を統計的に瞬らかにする。登では，

中国のアパレル翰墨の特徴を分析する161。聡では，中

蟹のアパレル消費の特徴と国内販売動向を検討する。

脚では，中国系大手アパレル企業の動向をヤンガーと

杉杉集懸を取り上げ考察する。Vでは，中国系中堅ア

パレル企業の動向を，河北省保定毒容城県におけるア

パレル産業のヒア瞬ング調査結果にもとづいて検討す

る。最後に璽では，中国アパレル産業の競争力の源泉

を明らかにし，今後の課題について考察する。

亙　中国アパレル産業の発展プ蔭セスと

現状

　本筋では，中国アパレル産業の発展プロセスを機観

したうえで，その現状を統計的に明らかにする。なお

輪鐵と蟹内販売に関しては，次節嶽降で検討する。

嘩．中国アパレル産業の発展プほセス

　ここではアパレル産業の発展プ9セスを，①欝78奪

改革麗敬以前，②改革開放銀経α9麗年代），③ig鱒

年代～現在の3段贈に分けて機観する。

　轡　i蟹8年改革開放以前

　欝総半ばまでは軍暇や翻醸などを生産する少数の工

場の飽には，賎製澱を作る懸人経営の手工業者は極め

て少なく，衣騒の家薩縫製が主流であった1了｝。欝7§年

でもアパレル生産は6．7癒着に遍ぎなかった。アパレ

ルの供給不足のため，都毒住民はi人当むの供給舗限

棒を設けられ，衣醸品の購入の際には．「布票」とい

うチケットが必要であった。またデザインも少なく人

民服が中心であった麟。
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表董　中蟹におけるアパレ簿産業の主要指標（董弱§年，2総3年）
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中国アパレル産業の翼状と課題 （53解）

　麟　改革開放以降（鴛総年代）

　改革開放罎降は海外より生産設備や技衛が導入され，

アパレル製品の供給は次第に増撫し，需給バランスが

とられるようになってきた。これによむ布票麟度は廃

止された。特に欝8§年代後半以降，従来の綿紡績に簾

え，化学繊維産業が発達し，綴上部稽の俄給不足が改

善した。また従来の人昆騒から次第にデザインが多様

化し．大鷭市部においては洋醸ブームが起きた。そし

て政府はアパレル産業を消費財産業の三大重要項§に

指定し，さまざまな優遇政策をとった麟。

　欝85年のプラザ合意以降，騒本のアパレルメーカー

や専門商社が属下分野における委託撫工など中国進畠

を進めたことにより．欝89年には生産量欝億着，輸繊

量8億着に増撫した。それとともに技衛水準も高まっ

ていった。

　③　欝9§年代～現在

　鵬輝以降はll窪，1紳部門への外国企業の中蟹進

獣も槽次ぎ，投資の大型化．・一貫化が進んだ。中国蟹

内のアパレル市場の成長は，改革・聡敏政策による市

場経済の拡大と経済成長に梓う，所鐸水準の海上によ

るところが大きい。都葺∫部を中心に駈得が増1麗し，消

費者のブランド志向が強まる傾向を見せている。欝髄

年には業界種体である中国綴装協会が成立した。その

後r郷鎮企業嵯鱒や外資系企業を中心にアパレルの生

産と輸薮嬢まさらに増撫し，欝93年には，世鼻最大のア

パレル生産・翰墨蟹となった。

2、中盤アパレル産業の現状と韓徽

　縫1　アパレル産業の主要経済指標

　次に，中国アパレル産業の現状を分析し，その特籔

を明らかにする（表i参照）。但し，これらの数纏は

国有および醗家鳩資企業と年醗売上高5§§万元以上の

非蟹有企業を対象としているため，実際1こは私営や懸

人経営などの中小企業の割合が大きいといわれている

アパレル産業の規模はこれよ吟も大きい点に注意する

必要がある。

　まず2§§3年における企業数は蟹欝社，総生産額は

縫聡憶元．付簾懸値9賀臆元，売上高323§憶元．利潤

i33癒元，労鐡者数2欝万人である。全産業に占めるア

パレル産業のシェアは企業数，労簿者数では5賑を占

めているが，総生産額，付撫懸鑓．売一k高などは全体

の2鷺程度である。次に繊維産業全体に占めるアパレ

ル産業のシェアは企業数の鶉％，生産額の3i驚，売．上

高の鎗％，利灘の35鷺，労働者の37％を占めている。

　続いて茎弱§年からの増撫率を見てみると，企業数47

％，総生産額総％，付燐癒纏8診6など，鎗～鋳％となっ

ている。特に増擁しているのは，労働者数i留％，利

溝総額簸5錫である。

　また全産業に占めるアパレルのシェアの変化はそれ

ほど大きくないが，企業数はiポイント，労灘考数は

3ポイント絋大しているのに対し，逆に売上高と秘灘

はiポイント縮小してしまっている。

　鋤　アパレル産業の経営状況の改善

　続いてアパレル産業の主要経営指標を確認しておこ

う（表2参照）。第聾こ，付撫懸値率，利潤率，簸売

率等の点からいってアパレル産業の経営状溌は改善し

ているといえる．欝99年から鎗総年にかけて付擁懸値

率は鍛8％から2§．8％へ，利潤率も3．5％から塩3％へ

簸売率も弱．5冤から解．2％に．上昇している。また労鱗

生産性も2．5万元から3壌万元に3§％増撫している。

　但し，産業全体の平均と比較すると，付趨懸髄，利

潤率，労欝生産性などの数纏は，いずれも下回ってお

り，アパレル産業の状溌は帽対的には必ずしも良くな

い。特に労働生産性は全産業平均が7．3万元であるの

に帰し，5割嶽下の数値となっている。いかに労働集

約的産業とはいえ低水準である。またテキスタイル産

業と比べると付撫懸殖，利潤率は上醸っているが，労

鯨生産性，簸売率などは下回っている。

　続いて騰§2年における中国アパレル産業のコスト構

造を園際比較してみよう（図2参照〉。中国のコストに

占める労鱗力の割合は2危7％であり，ベトナム（欝．2

％）などを除けば，催国よ鯵も低い水準毒こある。　これ

は中国のアパレル産業が抵賃金労働力に依存している

ことを意秣している。また注目すべきは海外からの申

問投入が5．7％であり，インドを除けば最低の水準に

あることである。対雛的にベトナム，モ欝ッコは海外

からの中間投入が鱒％程度を占めている。これは中国

国内においてテキスタイル産業が発展していることを

意賺している。

　⑳　国有アパレル企業の停滞とシェア縮小

　企業形態懸でみると露有企業の停滞とシェア縮小が

瞬らかである（表i参照）。国有企業は蟹有企業改革

の流れの中で，鯵弱年から鱒穂年にかけて，すべての

項籍で減少している。特に企業数と朝潮総額は減少率

が高く，企業数は簿2社から3鴇社に，科潤総額も2億

元からi億元と半減している。これに梓いアパレル産

業に占める国有企業のシェアは，企業数で鴛％から塵

％．総生産額で7％から3努，付撫懸魑で8驚から護

％へと縮小している。

　次に経営指標で確認すると，付撫麺嚢纏率や労働生産
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表2　中国アパレル企業の主要経裳指標（穏99年．2麟倉3年）

付撫懸魑率 産負儀比潔 資本翻転率 利　灘　率 労欝生産性 叛　売　率
兆 鷺 懇／年 ％ 元／人・年 賑

鬱蒼企業および葬国有企業 鰺99 瞼7 6茎．8 圭．§ 3．蓬 37越8．2 97．2

（全産業平均〉 2§書3 2象5 59．鍛 2．o 鼠3 73縫§．§ 9＆§

欝鱒 2遵．7 73．5 i．6 豊9 2i8暮7．i 麗．9
テ　キ　ス　タ　イ　ル

2奪総 24．7 63．2 2．i 3．珪 38ig8．§ 97．9

欝欝 2違．暮 58．§ 2．轡 畿5 2塁弱凌容 96．5

アパレルその勉
2総3 26．8 5？、§ 2．4 生3 3欝93書 甑2

覆　　有　　企　　業 ig鱒 3鑑i 62．§ i．2 2．§ 357襲．§ 蜷．2

（全産業平均） 2㏄3 3§．3 澱2 i．7 7．3 87鱒5．§ 9§．9

欝弱 26．9 79．5 エ．2 一i、尋 i5324．9 9歌2
テ　キ　ス　タ　イ　ル

2駁｝3 25、§ 73．O i．唾 §．i 2鍵72．倉 弱6
i§鱒 瞼畦 64．i i．2 i．3 欝833．5 98．容

アパレルその縫
2蟹13 鎗．6 66．8 i．垂 §．8 2482琶駐 鱒．3

三　　資　　企　　業 欝弱 25．6 57．7 i．7 生4 6圭2紛2 97．2

（全産業平均） 2倉総 26．2 55．4 2．2 危8 92i58．§ 鰍2

i弱9 2生2 6§．8 i．§ i、5 3849§．呂 §5、5

テキ　ス　タ　イ　ル
2総3 2§．2 騒．§ i．§ 3．6 弱352書 9？．珪

欝欝 2履．§ 57．8 2．i 3倉 25鋤．畦 9？．遵

アパレルその地
2総3 2？．2 騒．9 2．魂 逢．i 298i3．倉 973

大　　中　　型　　企　　業 欝欝 32注 鎗．2 i、3 嵐琶 嘆2699．倉 98．§

（生産業平均〉 2§暮3 3｛瓦3 58窪 2．§ ？．i 鱒i驚。 98．4

薄弱 25．3 73．3 i．違 暮．§ ig86警．6 9マ．9

テ　キ　ス　タ　イ　ル
2§癖3 麗？ 55．9 2．i 6．i 逢§985．倉 96．8

欝欝 25．9 57．§ i．5 5．2 3§溺5．6 96．7

アパレルその地
2倉倉3 26．？ 認．倉 2．6 塗7 峨総73．G 98．i

注：　　葬蟹；蒋企業は彗三懸驚総万元罎一と売ま二がある企業

　　　アパレルその難には耀子，靴下，奮製贔を含む。

　　　鵜縄率土秘溝総額／費驚総額×i総．簸売率1売．L叡入総額／工業総生産×i総。
患藩：申醗羅家続群臣羅［2㈱，2鰹〕よ鯵｛乍　戎。

牲は改善しているものの，全体としては低調である

（表2参照）。利潤率もi．3％から§．8％へ低下し，簸売

率も8ポイントも低下し鱒％になっておむ，国有企業

の販売不振が深麟であることがわかる。さらに資産負

儀比率も上昇している。

　蟹有企業の全産業平均と比較してみると，国有アパ

レル企業の経営不振は鱗らかである。携えば生産業平

均の利潤率は2．9％から乳3％へ上昇傾向にあるのに帰

し，アパレル企業は水準も低く，しかも低下傾向にあ

る。

　（場　三資企業の増撫とシェアの停滞

　WT　O瀦盟後は特に中国向けの直接投資が増撫し，

三資企業鯵は．欝弱年から2§§3年にかけて2864社から

韓35社に増撫している。特に「独資」（茎総％外資企業）

の割合が高くなっている。またほとんどすべての項濤

で増撫しており，国有企業とは麟照的である。特に利

潤総額の紳び率が高い。

　アパレル産業に占める三資企業のシェア（2§総年）

は，企業数の姐％，総生産額の鶴％，付加懸値の耀％，

労働者数の欝％と半分近くを占め，中国のアパレル産

業の主力といっても過言ではない。しかし欝9§年から
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函2　アパレル産業におけるコスト携造の国際箆較

i食毒％

総鯨

総驚

韓％

2暮露

§％

鼎

■洗

中蟹香港台湾　馨　本韓蟹　インドペ野ナム　カナダ来霞フランスイタサア　チェコ　モロッコ

麟葬熟練労鱗力 購熟練労鱗力 馨湊本 騒中間投入（蟹座〉 鰹中翻投入（鶉入〉

串漸落。撫s，雛鯉懸盈Ky紘［2鰯韮7ページよ獅械・

の変化をみると，i～2ポイントと若干ではあるがシェ

アを縮小させている。

　次に経営指標をみると付撫懸値率，利潤率，藪売率

などすべての捲標で改善している。但し全産業平均と

比較すると，付癩優短率では上蟹っているものの，そ

の飽利潤率などでは下回ってお鯵，特に労灘生産性は

％弱である。テキスタイル産業と比べると，労騰生産

性を除けば若干アパレル産業のほうが上圏っている。

　（51大中型企業の増撫とシェア絋大

　続いて企業規模琴llにみてみると，大中型企業麟がそ

の数を389社から質§社に焙増し．シェアを拡大させて

いる。大中型企業は総生産額が婆53｛意元から錘賛億元

と3倍に増擁しているのをはじめ，その纏の指標も2

～3焙に増撫している。アパレル産業に占める大中型

企業のシェア（鎗総年）は，企業数こそ8％にすぎな

いものの，総生産額の襲％，付総懸値の4i％，労欝者

数の32％と4割近くを占めている。

　経営指標でみてみると，付簾懸値率や労髄生産性な

どの数纏は改善しているものの，利灘率は5．2％から

逢．7％に低下している。また全産業平均と比較すると，

優水準である。

　㈱沿岸地域への集中
　地域溺では広東省，漸江省，江蘇省，上海毒の霞地

域に集中している。いずれも沿岸地域であ甑広東省

は香港企業，一ヒ海南，江蘇省は日系企業，福建省は台

湾企業などとの関連で成長してきている。この4地域

で企業数・労働者数，資産総額の約7割を占めている

（表3参照）。外資系企業の地域分祷をみても上記4地

域に集中している。特に広東省には外資系アパレル企

業全棒の％が立地しておむ，売しも％を占めている。

　域一t，改革麗放以降，人民醸の製造しかしていなかっ

た状態から，中蟹のアパレル産業は急成長し，世界最

大のアパレル生産・輸懲国となった。近年の動向をみ

ても，甲羅のアパレル産業は，企業数や生産額や労働

者数など馨～8§％増擁率で拡大している。生産業に占

めるシェアは約2～5％を占める産業であ甑そのシェ

アは近年変化していない。利灘率，付総懸纏など経営

状溌も改善している。その水準はテキスタイル産業を

一k回っているが，全産業平均と比べると経営状溌は必

ずしも良くない。

　また国際的にコスト構造を鷺較すると賃金コストの

低さと海外からの串縫投入が低い点に注翼できる。

　さらに近奪の特徴として，国有企業が減少し，シェ

一霞一
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表3　地綾溺アパレ膨産業の主要指標（2総蓄年〉

企　　　業　　　数 年購平均従業員数 資産総額 資産総額　売上収入　利益総額

全　　　体 外資系企業 全　　　体 全　　　体 外　資　系　企　業

社 ％ 娃 ％ 万人 賑 癒元 ％ 臆元 ｛意元 憾兎

跳　　京 2鑓 2．§ 7？ 且§ 6．唾2 3．2 5蓼．農 3 22．33 2．27 豊63

天　　津 287 生2 欝5 3、§ ？．7i 3．8 3＆§8 2．3 鯵．篠 2．92 i．3璽

湾　　北 i72 2．5 麟 i．5 6．聡 3壊 難．簸 2．違 6．2§ §．鐙 G．2

由　　西 i2 9．2
… ｝ 色52 §、3 3．6§ 暮．2

一 皿 ㎜

内蒙古 2i §．3 5 §．2 §．92 §．5 籔7§ ．i 一 ㎜ 『

遼　　寧 i縫 2．7 92 3．i 5．麗 3 4登総 2．唾 蔦．？i 2．解 §．§

吉　　抹 縫 §．6 欝 §．3 i．27 暮．6 6．字8 色違
一 ㎜ 一

黒蓬蓬 9 畿i i 昏 §．蓬3 甑2 i．65 §、ま
一 一 ㎜

墨・姦　、 零麗 1蓬蓬 ・　馨驚 欝灘． 、鐵総総繋i 難難難、 蕊琶 難欝．蓼窯、、 盤猫・ 驚総

醸　蘇． 、塗鱗 、嫉墨 轡 羅鮭 縫鋤 鐵暴 聡魏嚢、 欝 弱．難 醗鱗 靉靆

懸・蓬蕪 墨懸羅 …欝講 鐡 『繋灘　1 灘醗墨麟 錨．『欝 灘§ 蟹譲§騰 塗穏響蒙鷺 灘．鯵

安　　簾 87 i．3 2建 §．8 2．27 i．i i3．33 §．8 畿53 3．52 §．i2

癌　　建 334 尋．8 2総 鼠5 欝、嘆2 5．2 63．2墨 3．8 5碁．蕗 8畿聡 違．護4

江　　西 4警 §．7 ii 甑嘆 §．§3 §．5 8．2 §．5 i．蕊 i．83 §

出　　棄 3i3 魂．5 i35 4．§ i2．34 6．i 8翫8§ 5．i 2？．欝 32．62 i．総

海　　南 85 麦．2 i4 §．5 1．73 §．9 憩．22 §．6 i．66 i．s6 登§7

湖　　跳 ig6 激8 総 i．2 8．48 唾．2 8i．3i 嘆．8 33、鎗 蹴6縷 尋．茎8

湖　　南 52 窪8 5 豊2 i．解 §．5 6．3§ §．逢
一 一 ㎜

籔　　棄 重縫麟麗．繋 、蟷．、 『雛諺 馨翻 鷺欝 欝叢毅 縫．暴 欝．解・ 祭織違矯 薮縣

震　　西 i5 §．2 2 §．i §．2§ §．i 3弱 §．2
㎜ ㎜ 『

海　　爾 6 農i 2 §．i 甑36 容．2 2．85 豊2 一 ｛ ㎜

重　　慶 欝 §．i 圭 § §．麺 色i i．6§ §．茎
｝ ｝ 一

醒　　燐 2§ 色4 2 鼠i §．38 o．2 臆鶉 玉．2
一 ㎜ ㎜

貴　　州 8 §．i
一 ㎜

酵．i2 G．i 鼠i5 §．i
㎜ ㎜ 『

雲　　南 i3 §．2 2 賎i ○．欝 甑i 2．35 §．i
一 一 一

チベット i7 §、3
｝ 一

§、器 色i 容．27 倉
一 一 一

鋏　　蓉 22 §．3 2 ＆i ＆32 §．2 6．65 §．4
一 一 一

貫　　灘 36 §．5
『 一

§．52 §．3 i．83 §．i
一 一 ㎜

青　　海 2 § i
一

§．03
〔
｝ 婆．9畦 色3 一 一 一

箪　　夏 尋 暮
一 ㎜ 豊麗 霞 23．87 i．蓬

皿 ｛ ㎜

新　　彊 i2 賎2 2935 i総 ○．i7 §．i i．29 §．i 7i4．65 9質．3厘 38．i4

合　　計 6§総 i総 一 『 2雛．25 i§轡 i68茎．25 i総 一 『 一

臨辮：中蟹経済鐵叛鮭編ξ2｛翼）溝よ勘｝鉾…威。
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中国アパレル産業の現軟と課題 （53董i〉

アが低下している点，三資企業が増撫しているものの，

そのシェアは停滞している点、．大中型、企業のシェアが

絋大している点，沿岸地域にアパレル企業が集中して

いる点などを指摘する事ができる。

璽　中国アパレル輸出の急拡大とその特徴

　本簾では，穫界のアパレル輸出において最大のシェ

アを持つ中国のアパレル輸轟の推移を纏認し，その特

徴を明ら力蝿こする。

葉．急壊する中蟹のアパレ簿輸出

　欝78奪の改革聡敏以来．中国のアパレル輪鶴は急増

し，輸鐡額は翌98（）年の欝．蟹意ドノレから蟹鳩3年1こは33倍

の5騒．3億ドルに達した（纒3参蕪）。直近の鱒鱗奪i

月～簸月のアパレル輸串額は56§．5懸ドルで繭年間類

比懲．遵％増であった。貿易黒字は騒6．6億ドルで麟

欝．？％増となっている麟。

　また織物アパレルの輸出数量も欝8魯年の3．i癒着か

ら2騒鎗年には53臆着に増撫している。生産に占める輸

出の割合も隔年の33％から鎗％に上昇しており，中蟹

のアパレル産業の発展は輸趨に主導されたものである

ことがわかる（園i参照）。

　繊維輸串に関する大きな変化として指摘しなければ

ならないのは，テキスタイルからアパレルヘの転換で

ある。ig鱒年代以1降，鱈癌格の纏花供給体鱗の破綻と

霞有企業の高コスト体質のためテキスタイル産業の輸

出競争力は低下した麟。これと対1照的にアパレル輸畿

は急伸し，欝9玉年にはテキスタイル輸出額を一髪二想った。

鱒年代にテキスタイル翰墨が，葎率で7．2懸拡大した

のに麟し，アパレル輸鐡は．年率欝．9％で急拡大した。

2§総年では繊維全体の74．2％を占めるに至った。

　輸轟総額に占めるアパレルのシェアは．欝§3年の2§

％まで一貫して拡大した。その後，電子電気産業など

図3　繊雄製品輸出の推移と総輸出に占めるシェア（単盤：癒ドル，シェアは右密盛駄穿6〉
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翻繊維療料　蟹糸・織勃　麟難霧アパレル製晶
一←糸・織勃のシェア　十繊維絵料のシェア　十アパレルのシェア

漉：アパレルは織麹アバレル，ニットアパレル，鑓羅晶の合討。董鱒2隼以鋒は再輸轟を含む。中醤晦関統誹。

　2（欝4鋒i月～叢舞の繊維辱蓑料のデータは未入手。
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（53i2〉 福島大学地域蟹造　第露巻　第2号　鎗編．2

勉産業の成長に痒いシェアを徐々に縮小させていると

はいえ，騰総年においても稔．逢％を占めている。第董

簸で確認したように，企業数や生産額ではアパレル産

業のシェアが2～5％とそれほど大きくないが，輪栽

でみるとアパレル産業は中国にとって依然として重要

な産業である。

　鎗§3年ではアパレル輸串額は電子電気機器類の

賀23．3億ドルに次ぎ第2粒となっているが，貿易黒字

は鎗6憶ドル（繊維品全体では鱒2億ドル）であり，電

子電気機器の綴億ドルの貿易赤字はいうにおよばず，

地品目を大きく引き離している。中石全体の貿易黒字

額が2誌億ドルであることを考えれば，アパレル輪趨

は外貨獲得に最大の貢献をしているといえる露。

　轡1界のアパレル輸患に古める中国のシェアも8｛1年の

4％から2§§3年には鱒％へと拡大している。これに香

港を蕊えると36％に達している。

2．中翻アパレル輸出の特徴

　近年の中蟹アパレル輸趨は次のような特徴を持って

いる。①饗本．香港，米国，建U向けを中心とした拡

大，②沿岸地域に集中した輸轟地域③一般貿易の増

撫と総工費易の比率低下，④国有企業と三資企業のウェ

イトの低下，⑤髭繊，綿製品主体の輸出品目と輸出単

懸の低下，である。以下瀬に遊べていく。

　轡　騒本，香港，米国，建U露量けを中心とした拡大

　臆総年の主要輸患先をみると，獲本が第i綾で，続

いて香港，米国1，狂Uの瀬になっており，この4地域の

合計で金棒の65％を占めている瞬。直近の2§経年i月

～猛月では，日本欝6．8億ドル，香港蔦葛．3億ドル，米

国欝8．3億ドル，建U琵i．2億ドルと額位は変わらず，

蔚年間鰻に比べ捻賑程度増撫している。但し新たに露

Uに綴入した欝ヶ国への輸鐵がクォータの翻霞によっ

て25．3驚減と大幅に減少している羅。以下，顧に主な

帯場ごとに輸出動向をみておこう。

　まず饗本緯1けは，クォータ調度による鰻鰻がなかっ

たことに換え，欝8§年代後半から始まった爲系アパレ

ル企業の中国への生産移転に簿う「持ち帰り輸鐵雌に

より急増した。特に鰺§倉年代後半銀緯，ユニクβなど

のR本のSPA膿が，「高品質・抵懸格」という戦略

で，鍵本のアパレル需要を牽引したため，鱒本両けの

輸出は急増した。経本向けのシェアも2§艇庫には鍵％

のピークに達した。逆に8本のアパレル輸入に占める

中国のシェア（2§総年）は，串縫（騒％），香港（欝

％）となっており，中国の独壇場である。

　第2位の香港は欝襲年には聡％のシェアで第i位で

あった。香灌向け輸患のほとんどは再輸出罵である。

2総3年でも香港のアパレル輸入の毅％は再輸轟されて

お鯵．そのうち89％は中国製品であった罐。しかし

欝留年の中国返還とともに香港経慮ではなく，中国本

土から直接響本や欧米に輸出するようになったことに

よ蓼，香港請けのシェアは抵下している。

　続いて，米国への翰墨は2§綴年の9．簸同時多発テロ

の影響で，麹流の檸滞，契約のキャンセル，運輸費と

保験料の上昇などにより停滞した。しかしその後ク愛一

タの段賠的廃止により急増している。逆に米国のアパ

レル輸入のシェア（鱒§3年）は香港（22％），メキシ

コ（鎗％），中国（慧％〉の顯となっており，香港を

換えると約％を巻めるに至っている。そのためセーフ

ガードの発動を含む激しいアパレル貿易摩擦が発生し

ている。

　また鷺U向けのシェアは欝§8奪の7％から，2§｛捻年

の捻％に上昇している。逆にE　Uの輸入に占める中国

のシェアは7％で第遠位であむ．それほど大きくない。

ただし欝弱年以降，クォータの緩秘が進められるなか

で，中国シェアを拡大させている。香港を驚えると慧

％を占め第i位の輸趨蟹である。

　以上中国の輸慮先は比較的に集中しているが，これ

ら4大毒場の比率は年々下がっている。これはアジア

の金融危機などの影響を受けて，アパレル輸出が停滞

したことを受けて，中国のアパレル企業が輸出市場の

新規開拓と多角化をすすめたことによる。中震は，東

南アジア，中東．南アフ勝力などへ，輸務国を増やし，

市場の多角化を騒っている。中蟹の輸出先はi紛ヶ国

から22§ケ国に増擁した騰。

　轡　沿岸地域に集中した輸串地域

　臆倉2年のアパレル輸鐵を地域別に見ると，沿岸地域

の広葉省（88憶ドル），漸江省（6§櫨ドル），上海毒

（5§億ドル），江蘇省（灘億ドル），出東省（器億ドル）

の5地域に集中している。上記5地域で，69％を占め

ている麗。また各省闘の格差は拡大傾向にあり，全購

3§の省，嚢治区，直轄藩のなかで増撫しているのは22

の地域である㈱。また輸出地域は大翻市というよりも，

中小都毒に集中している。

　13｝一般貿易の急増と撫工貿易の比率低下

　欝弱隼代までは，中国の繊維産業の妓籍水準が低く，

デザインなど商品開発力もないに等しかったため，撫

工貿易難。が中心であった。欝9§年代は，中国製の原

材料の品質が悪く，安定的に供給されなかったため，

菱来料撫工墜（療料無燈型委託撫工貿易）が多かった。

その後，甲羅のアパレル企業の外貨事構の好転により，
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中国アパレル産業の現斌と課題
（§3i3）

「進料撫工豊（原料売貿型委託撫工貿易）も増撫してき

た。欝麗年において加工貿易は繊維製品輸出の総％を

古めていた鵬。

　ところが近年，一一般貿易の金額，シェアが坤ぴた半

藤，簾工貿易の比率は大輪に低下している。2§醗年か

ら2§総年にかけて，ゼ進料撫工3は鰺．6賑から焉．7鰭

へ，ヂ来料撫工達は蟹．8％から欝．§％へと抵下し，秘

工貿易のシェアは44．蓬％から32．§冤に急低下している。

替わって一般貿易が総．8％を占めるに至っている（表

4参照）。これは中国におけるテキスタイル産業の妓

籍水準が向上したこと，広東省など沿岸地域における

アパレル・テキスタイル産業の集積により原材料の護1

達が容易になったこと，企業は懸格競争のため原材料

コストを下げざるを得ないこと，現地調達比率を8§％

以上にするという中国政府の方斜懸などによる。

　発展途上国におけるアパレル産業の多くが付癩無値

の低い擁工貿易になっているのに端し，中国は急速に

その段幣を脱しっっあるといえる。後達するように中

国系の大手アパレル企業は，デザインやマーケッティ

ングに資金を投入し，単なるO　E雑生産を脱して，自

社ブランドの翰墨を行い始めている。例えば，蔽江省

のr歩森」集団は海外に事務藪を設立し，輸出品の中

で自社ブランドは§§％を占めている縫。

　綴　国有企業と三資企業のウェイトの低下

　次に企業類型尉の輸出状況を見てみよう（表4参照）。

これまでアパレル輸串における三資企業の役割に注目

が集まってきた。辻美代藍欝9劔や康賢淑［2§懸場

をはじめ多くの論者は，中国のアパレル輸鐵の多くは

外資系企業によるものだと評慰している。確かに後述

するように，中国のアパレル輸出の拡大の要躍のiっ

は．外資系企業1こより中函がグローバル・ネットワー

クの…貫に緩み込まれたことであり，外資系企業の輸

出の割合も高かった。

　しかし近年のデータを見る限りでは，三資企業によ

る輪串の圭ヒ率は2穣叢年の38．2％から2艇捻年の3翫4／％毒こ

次第に低下している。これは全産業平均において三資

企業のシェアが購朝霞に5＆i％から騒．8錫に、ヒ昇して

いるのとは鰐照的であり，その水準も低い騰。

表4　貿易方式騨・企業類型溺・素材溺，クォーター鍵のアパレル貿易（単粒：鐘ド勘蛤

輪 出 輸 入

ア ノぜ レ ル 繊 維 アノ｛レノレ 繊 維

2慈綴 2倉競 2§総 鎗§3 2馨奪3 2馨§3

金　額 シェア 金　額 シェア 金　額 シェア 金　額 シェア 金　額 シェア 金　額 シェア

計 3弱．5 i総．窃 毅i．9 鐙§．馨 5欝．2 鎗磐．§ 8艇．8 iき暮．馨 欝．暮 i総．唇 i5暮．9 i総．奢

貿易方式溺

一　毅　貿　易 鰺？．8 誕、玉 2蕊．8 隙7 33i．魂 63．8 53壕、9 66．5 i．9 歪3．S i3．3 8．5

進　料　灘　工 7i．馨 i§．6 7§．5 i7．i 8i．7 i5．？ 至4書．7 i8．s 5．6 3§．6 73．6 遵7．2

来　料　濾　工 鱒．§ 2竣．8 8鼠6 2董．｛｝ 87．6 嫉§ 98．7 i2．3 義7 鱒．？ 6§．2 盤．8

企業類型購

醗　有　企　業 鰺§．警 §2毒 2馨2．6 醗．2 226．§ 逢3．5 鍛董．9 遵2．§ 塁．6 32．6 36．§ 23．5

三　資　企　業 i3象8 38譲 i議．§ 3載7 i84．9 35．尋 2響．8 34．§ 8．駐 57．i 馨7．壌 6毒．§

集　麟　企　業 28ユ 7．7 3護．§ 8．5 妬．§ 8．9 8珪．7 韓．5 §．5 3．6 5．§ 3．8

素　樗　難1

建　繊　製　晶 玉33．§ 3戴4 玉33．騒 訟3 鰐警．2 32．6 278．9 3《7 2．8 2暮．i 7各．8 48．6

纏　　製　　品 i総§ 3豊i i32マ 32．2 欝3滲 3i、6 2質．7 33書 5．6 3甑8 雑7 2歌9

ウール製品 2§．8 7．3 24．？ 危§ 27．7 5．3 鱒．5 5．§ i．i 7．7 9．垂 6．β

絹　　製　　贔 鯵．2 鼠8 象7 2、尋 驚．§ 3i 22．蓬 乳＄ §．2 i．6 i．3 §．8

麻　　製　　晶 色§ 甑蓼 巷、巷 窪§ ○．巷 §．§ 5．8 色7 §．§ §．§ 2．3 i．5

そ　　の　　魑 舐8 焉．8 68．i i6．§ 欝2．蓬 2マ．珪 鰺5．5 23．歪 尋．3 3i．§ 2幾4 至3．i

ク重一タ畷

葬クォータ地域 一 ㎜ 3蟹．7 隆○ 382．i 73．6 §｛｝3．3 風騒 i2、9 §2．3 盤6．壌 93．§

ク童一タ地域 ｝ 一 i解．2 26．§ i37．i 2§．珪 2磁、6 25．§ i．i ＆§ 9．喜 6．i

注：総謎には保税募を含む
墨漸：中蟹紡織工業駿会ξ2総纏などよ瞬乍威。原資料は申馨海欝統誕
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（53i蓬） 篠島大学地域麟造　第欝誉　第2号　2馨舘2

　先ほどの撫工貿易の割合の低下を考慮すると，依然

として外資系企業による撫工貿易は一定の比重を占め

ているとはいえ，領海的には低下傾露にあるといえる。

　縫方，アパレル輸出1こ占める国有企業のシェアは縁

靉靆1こ52％から43．跳に低下している。これは全産業

平均で岡シェアが，亟．5％から鍵．§％に低下している

のと同む傾向を示している。但し国有企業のシェアは

緯ポイント以．L高くなっている難。

　したがってその弛に分類されている私営企業に注目

する必要がある。蟹有企業改革の中で私営企業に転換

した企業による輸出1灘2．2擁にのぼり，集団企業の割

合を超えている。

　嬉｝　農工繊，欝藝製品主棒1の輪鐵品目と輸欝単懸iの低下

　素材琴彗でみると，2馨彗3年ではイヒ繊製贔が32．6％，纏

製品が駿．6％を占めている。これは2§§i奪と比べ大き

な変化はない。より異体的に品目溺の輸串額と単懸を

みてみると男性灘ズボン，女雛繕ズボン，男性濡シャ

ツの輸趨が多い。特に女性醗ズボンの輸出は急増して

いる欝。ここで注馨すべきは輸出挙筋の低下である。

アパレルの平均輸出単緬は欝98奪から2総2年にか毒すて

毒．5ドルから3．6ドルに2§％低下している。そのため輸

出の増撫にもかかわらずアパレル企業の利潤が減少し

てしまっている。しかしアパレル企業は，市場の確保

を目指して，単愚の切絵下げを容認してきている籔．

　以上，急激に拡大する中国のアパレル輸串は，①日

本，香港米国，鷺U向けを中心とした拡大，②沿岸

地域に集中した輪趨地域，③一般貿易の増撫と撫工貿

易の比率低下，④蓬有企業と三資企業のウェイトの低

下，⑤化繊纏製品主体の輸鐵品目と輸趨攣懸の低下

という特徴を持つことが明ら力蝿こなった。

欝　中国におけるアパレル消費の特徴と

　国内販売動向

　中国は2§牢獄一しにもわたって年平均鐙驚程度の経済

成長を持続させ，鎗総年にはG参Pが難兆7認2億元

（i兆磯78億ドル〉になり，i人当りGDPも皺皺元
（簸§碁ドル）に達した儲．i人当りでは依然として低

水準であり，発展途、豊二露レベルであるが，中国市場は

平均では捉えることのできない格差構造と多様性を持っ

ている鑓。水簸では，翻市と農村の格差，所得酷麟ご

との轄差，地域格差などを念頭に置き，アパレル消費

の特徴を分析した上で，醒内簸売の特徴を明らかにす
る。

嘩．都市部における駈得増撫とアパレル消費の推移と

　特徴

　鱗　都市住民の所得増癒と消費構造の変化

　趨市人聾は増簾傾向にあり，臆総年現在5．2億人で

ある。家計のサンプル調査によれば，2§総年，i人当

り年闘可麺分所得は8姫2元であり，年間消費支串は

65簸元である（図4参照）。支出の内訳では．教育・

娯楽・文化費や交通・通信費，住居費．医療保険費な

どがシェアを紳ばしているのに難し，食費，被服費の

シェアが低下している（纒5参照）。都市部において

は「基本消費型まからr享楽消費型3響に転換してい

ると言われている。

　鱗　翻毒薬におけるアパレル消費額の推移

　都市住畏のi人当リァバレル消費額（「衣醸費擁鱗〉

は欝編集の§8元から2§総年には§総元に大輪に増擁し

た（轡4参黙）。年平均欝驚程度の増撫率である。改

革開放以麟は布を購入し家庭で縫製するケースが多かっ

たが，2鱒3年には號製醸率懸％に達している。

　絶し支鐵シェアは紅教青・娯楽費韮，ヂ交通・遜揺費達

におされて慧．§％から§．8％に低下している（園5参

照）。欝奪問の構成比の変麁率はマイナス麗％であり，

特に欝93～露年1こおいてはマイナス28％と高く，第2

位の支墨費欝から第S位に転落している。

　③　翻市1こおける消費者の意識変化

　欝鱒無代初頭は，ヂ藩装草履」（スーツに革靴）鱗が

流行したが，鄭声における消費者の意識は大きく変化

している。いくつかの調査を参考に，近犀の消費者意

識の特徴を整理しておこう。特徴として①ブランド志

講，②流行・デザインの重幌，③天然素材志海，＠流

行の世界瞬時消費などをあげることができる。

　第iに．ブランド志講が強まっている。申蟹商業連

合会と中華全国商業精報センターのブランド品販売調

査によると，消費者が有名ブランドを選叛する割合が

高まっている。特に婦人駿分野で顕著で，上鍾欝ブラ

ンドの市場占有率は，婦人醗着で鴨％以一E，婦人服は

露賑強に達している醗。紳士賑では、紅位鰺ブランドの

シェアは全市場の3籔i％を占めている。雑業爾（ヤン

ガー）は鴛．？％を占め第i位，杉杉集団は第2位で

6．6％を占め，羅蒙は5％で，第3位である。続いて綴

喜鳥，PLAY　BOY，勝龍，Pierre　C＆雌塗，go羅蔓め簸，

米蓋爾，培羅蒙の顯である。このうち編産ブランド製

品が占める割合は質擁であり，中国轡内帯場で優位な

地位を保っている懸。

　ブランドを確立するためにアパレル産業の広告費が

増擁している。欝99年露．7億元から，繭年比27．3％増
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串縫アパレル産業の現状と課題
（63茎5〉

國4　翻毒と農村」における漸得・消費およびアパレル消費の推移（攣縫：元〉
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騨擦毒住艮の罵麺分断鴛　園翻薦住民の年購消費支鐵　田農韓住民の年聡純収入
圃農繕往戻の年醗溝費支塞　＋灘毒建長の衣類消費支懲（右欝盛〉＋農耕控蔑の衣簸消費支窪〈右羅盛〉

鐵霧：中震羅家統計轟綴琶各隼瞬よ焼筆銭。

園§　都市住民等人当》年聡支鐵額と被醸費のシ濫アの推移（単盤：元，シよアは憲霞感触％）

7叙爵

6毒｛｝§

5§総

鱒鍵

3｛矯暮

2総§

欝軽蓼
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膿
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灘．
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（53i馨〉 福島大学地域麟造　第賂巻　第2号　2巷書5．2

撫し，2§§む年では2i．2億元である。広告費全体に占め

るシェアは2．7％から3％に上昇した麟。また，アパ

レル企業の広告費は売上高の8％～H％を占めている。

　第2に，ド鎗経年世界ファッシ葺ンモニタ…フング調

査」鱒によると，43％の消費者は流行やデザインを重

視し，耐久性を重視しない。この割合はインドに次ぎ，

第2泣である。

　第3に，82％の消費者が綿，麻，ウール，シルクな

どの天然、繊維製品を好んでいる。この割合は各国・地

域の中で，第i盤である購。

　第4に，中啓の大都市の若者にとって，ファッシ葺

ン情報の時差はゼ訟であり，精報を享受するのもマス

表5　馨布佐鶏懸得繕屡総勢位溺の家計献溌とアパシ膨消費（総98年，2馨奪3年〉（単盤：元．露〉

平　均
第蝿麟

@騰
下縫暮露 第醸鑛

第璽畷
H簸

第翠畷
�

第纒・羅

@隊懸
第蟹驚麟

第x繕繕

@麟
A／8鯨

擁確往戻末羅（万人〉 暮237§ 52露 25§9 暮2総 欝5総 鰺53書 i縫8灘 5鎗8 灘82 ㎜
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i弱§ 3．2 鼠§ 3．6 3．毒 鼠3 3．2 3．暮 2．9 2．8 i麗§

2§暮3 3．蔭 鼠嬉 3．碁 3．3 歌i 3．奪 2．§ 2．8 2．7 i麗9

i人当鯵平均年駿
i鱒暮 騒露3 2§｛｝§．倉 2228．8 3329．i 虚3逢．§ 5i48懲 麟蟹．§ 7劔8．5 i欝2i．き 22．7
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増撫率 3§．§ 嵐嬢 唾、8 籔8 23．6 2§．7 鍵．7 鎗．§ 鎗．8 一
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2倉§3 §5欝9 25暮2護 2237．3 35鎗3 妬轟7．8 s848．§ 箆藪3 懸2？．§ i4§蔦．7 i？．7

平均消費性陶 2§轡3 76．§ 98．警 蟹矯．6 8歌纏 艇．昌 §§．3 7？．3 73．壌 6§．s
一

食　　　　　　費 欝27、§ i3§3．§ i2蟹鴻 麺澱む 貿3銭§ 欝3玉．§ 2i馨．唇 23磐．㊤ 2§§7．纏 48．§
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構　　成　　難（％） 艇．5 5垂．3 騒轟 砿2 鎗§ 蕊．2 43、§ 3§．9 3§．i 茎騒7

食　　　　　　費 2嬉絡．9 美222．8 欝87．2 絡縫．7 雄勝i 22製．窃 2762．8 3337、呂 4332．6 2鼠2
2総3

購　　成　　比（霧） 37．玉 隆7．7 鰺．§ 嫉§ 尋2．3 3§．2 3暮．6 鍵．7 2§．8 i59．9
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i弱8
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2総3
樽　　成　　地（％〉 §．8 乳8 7．含 9．3 簸暮 i§、6 欝．5 §．琶 ＆8 絡．2

被籔費増擁率 2《6 一玉．2 一7書 i3．嘆 鍛8 2i．3 25．i 2縷．2 33．9 一

構成鑓塔顔率 達3憾 一琶i 豊玉 一3．2 一4．魂 一婚．i 一i3．5 一2i．6 一26．3
一

真9§暮 2．i ま．i 玉．§ i．5 i．8 2．玉 a4 2．8 3．○ 3銭6

男性衣駿（着〉 2§総 隻§ i．2 i．β i、8 鼠2 2．§ 3、i 3．6 遵．3 28惑

増趨率 22．3 甑8 7．7 猟§ 鎗．3 欝．8 2玉．8 23．2 欝§ 一

需要の駈霧弾力魅 甑§2i 2．22§ 一i．6蔦 董．窃6垂 畿8謎 §、63轟 §．628 ＆58§ 蔽§む彗
一

i鱒8 2．8 i．§ i．2 i．9 2．3 2．§ 3．3 3．8 嘆．2 34．6

女性衣膿（養〉 2嬢｝3 3．§ i．6 i．3 a3 2．8 歌§ 4．2 §．9 6．i 2§．i

蟻糠率 2乳2 ・　鼠2 豊§ i8護 i8．7 i8．8 2春．2 25．6 3｛｝．7
一

露要の湧篠弾力性 ＆6i？ i．868 一i．8鱗 i．鐙7 敬7§3 豊632 甑58董 賎6韓 春．6i7
一

欝警8 i、馨 §．6 §．6 §．8 ＆§ i．§ i．i i．3 i．3 48．8

子供衣騒（着〉 2総3 i．§ §．6 §．聾 §．書 甑§ i．i i．i i．2 i．逢 縷3．3

増趨率 2．§ 4．6 一i．§ 鼠講 i．i 翫6 容．§ 一3．3 9．§
一

露要の新羅弾力性 豊総2 織3篇 甑38§ 鼠総2 §．艇6 豊鰺§ 賎総㊤ ｛｝．総3 暮、i弱
一

往：需要の湧得弾力性1澱998奪から2鱒3奪1こおけるi人当た鯵衣毒褻消費の増撫率雇人当た騨拠分承褥増簾率によ触診算。

串概：中鬱鬱家統計騒騒鱒§，2鱒嬉よ瞬乍戒む
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中国アパレル産業の現状と課題

レベルになってきている。上海の若者がよく読むファ

ッシ強ン雑誌は中国誌33．7％，欧米誌蟹．7％，段本誌

焉．8賑となっている齢。アパレル大手の杉杉集綴鄭永

羅総裁も沿岸地区1ま香港・棄京が遍く，流行がダイレ

クトに入ってくると指摘している。

　暢　翻市部における藤織格差の拡大とアパレル消費

　　の格差

　灘市部においても所得階屡によってアパレル消費に

大輪な格差があることを見落としてはならない。まず

表5に示されている通り，翻毒住民でも所得賂差は著

しい鐡。溺得賠屡聾分続の第至贈繕（下位欝％繕）と

第x賠懸（上位鰺％緩）では，2鋳3年では年間可麺分

所得に鱒倍の驚きが生じている。

　それに対応して．アパレル消費額にも格差があ甑

第X懲緩の鴛祐．i元に難し，第至階屡は欝8．7元と3

割弱の水準である。所得鎗分位のうち最もアパレル消

費シェアが低いのは第夏陰緩であり，7．8％である。

次いで第X隣屡が8．8％で続いている。後者が所得上

昇により教養・娯楽費にシフトし．アパレルの比率が

抵下しているのに録し，前者は所得水準が低いため，

アノξレルの十分な書彗費をしていなも、にもかかわらず，

低下しているものと考えられる。特に下位5％は金額

そのものが減少している。

　衣綴購入数は，紳士醸では第X階屡が逢．3着に蝿し，

第夏階懸1誰．2着と3分の聾こ満たない。婦人駿でも

第X鞍懸が6着に対し，第至階磨はi．5着である。増

擁率でみても第X墜緩では3§％に難し，第翌驚緩は欝

％未満である。

　子供綴に関しては，平均i着で第X賠屡でもL婆着

であ鯵，購入数も増撫率も低い。但し懸の資料では子

供綴の販売量は毎年約6癒着で，8％の増擁率である。

アンケートでは隠％の世帯では子供鰻の優先顯位が第

i位である。また8§％の世帯では，子供暇の消費額が

大人欝衣騒の消費額を超えているといゲ磯。同資料に

よれば§歳晃の子供醸の懸格は，国擦ブランド昂騰

～懲倉§元．蟹内ブランドでは高級品8§元，中綴品鎗～

6翫．ブラン隣し2§～3玩であり，抵所得賠羅の被

服費欝9元では，、中級品ですら藁着も購入できない。

　合計購入点数は第董踏屡3．嬢着に蝿し第X階緩は

簸．8着であり，i着当たりの単懸も第X階屡では欝8

元に対して，第翌階緩は58元であり，低懸緒である。

　しかも婚§8年に比べ単懸は下がっている。

　継・て欝8年～鵬脚の需要の所得弾力性を計算し

てみると，ほとんどの求職は必需品で正常財であるが，

第五，第獲階懸では紳士鰻と，婦人綴がi以上であむ

（53i7）

奢侈晶となっている。このことは蟹然として抵辮得懸

においては，衣服が十分に消費されていないことを示

している鱗。

　髭京霧∫の百貨店とスーパーにおけるアパレル懸格動

向観察（泌経年8月）によれば，シャツの藪売懸格は

薦～憩§元．スーツは欝§§元～2§§倉元であった。この

ことを考えると，都市住民の下屡はいうにおよばず，

申謄においても自由にアパレル消費を出来る状態には

ないと評懸できる。

3．農村部における辮得状溌とアパレル消費の推移

　1欝　農韓住民の所得状況とアパレル消費

　農村人口は2§総年現在気7徳人であり，過半を占め

ている。この農耕住民i人当むの奮闘純収入は婚編年

の3§8元から露盤年には2鐡2元に増加し．年閣消費額

も3葺元からi鱗3元に増撫した（緩蓬参照）。それに馨

い，i人当リアバレル消費額は欝85年の織元から2§総

年にはi欝元に増撫している。また近年「祭霞・概縫

また来客や遠くに鐡かける場合だけでなく，農閑難に

新しく良い醸を着て，着簸ることに気を醗る農家揮増

えている3欝という指摘もある。

　しかし消費額難§元は，翻毒薬の捻％の水準であり，

薬毒往戻の下位5％屡の水準をも下響っている。これ

は都市部に比べ鞠懸が安いことや，帯を購入して衣綴

を作るという比率が5§％程度と高いことを考慮しても

なお低水準である。また家計支と雛こ占めるシェアは講

期闘に§．8％から5．？％に低下している（泌6参黙）。

　②　所得階懸磯の家計績溌とアパレル消費

　次に農耕部住幾の勝得躇麟懸の家計状混とアパレル

消費においても，擁南都と同権に格差閤題は深刻であ

る。2§総年の議得5分盤の第1踏屡（下位2§擁屡）と

第V階屡（上位2§％屡）を比べると，第碁警屡i人当

り純収入は8§6元であり，第V贈屡の純収入§347元の

i3．6％峯こ過ぎなも爆。

　所縁階靉靆に見ても第V賠屡では被醸費が2錘元で

あるのに繁し，第至踏緩では灘元と畦分のi程度にす

ぎない。但し講成圭ヒは逆に第V賠懸の6．3％に比べ第

至階屡では8％となっている（表6参照）。

　　ゼ農村の醸装は成長段踏にあって，質が悪く，デザ

インが古いものは．もはや受け入れられなくなってい

る」鰻と指摘されているが．統計データで見る限り，

充分に衣類に対する欲求が充たされて，量から質への

転換が起きているかどうかは疑簡である。また流行に

関しても，西部地区では沿岸融こ比べ3ケ月程度の時

差があるという鞭。
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（蕎3i8〉 播島大学地域麟造　第絡巻　第2号　鱒蕊．2

麟§　農村住民嘩人当》年間支鐵額と構成（磁綾：元，シェアは看§盛蓼，脇

25総

2総§

工5欝

欝§春

臆鬱

鬱

灘

鍵難　灘　撚　難

i2、駐

欝．§

麗暮　ig鱒　欝3　i鰹　i鰯　欝警6　i鰯　欝慈　欝§　2朧　朧茎　2馨倉2　謝3

暮．§

§．§

尋．§

2．登

羅墾食費　一綾澱費　⊂ニコ縫羅費　一設備サーどス費　麟灘麩療保験費
羅灘謙交通・通鱈費　翻教薄・娯楽・文化費　囲その麹　　　　　破籐費のシェア

嚢．轟

注：サンプル調室に基づく。

鵡駈：騒家続誕羅［各奪蔽奪より作成。

表6　農村住民駈得階籐S勢位溺の家計献溌とアパレル消費（2§欝年〉（単磁：元．鷺）

平　均 第蓋階繕繕 第餐階屡 第欝懲懲 第雛繕緩 第購霧麟 A／B％
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（53ig）中蟹アパレル産業の現横と課題
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（532春） 離島大学地域製造　第露巻　第2号　2総§．2

4．地矮鶏の都市と農村におけるアパレル消費の格差

　これまで鉢燕平［2§懸謹など多くの醗究で中国の地

域間格差が醗究されてきた。ここでは地域劉の翻市と

農村のアパレル消費の格差を確認しておこう（図7参
黙）。

　地域溺のアパレル消費額を都市と農粒に分けてみて

みるといくっかの特徴を指摘できる。第iに，アパレ

ル消費を翻市部で比較すると，所得額が上位の上海，

銘京．嶽江では全蟹平均の638光を上醤ってはいるも

のの，気候などの自然条件などに依存するとみられ，

必ずしも櫓関が見られない。舞えばチベット（猛29元〉，

内モンゴル（7襲元〉，新彊（784元）などでは所得水

準が高くないにもかかわらず，アパレル消費額が大き

くなっている。

　第2に．都市部の駈褥格差は上海と寧夏で2．7倍，

農軽部では上海と貴州で遷倍の格差があったが，同地

域闘でアパシル消費の格差はそれぞれi．3培，4爆焙で

ある。農栂のアパレル消費額は翫得格差と1まぼ相関が

みられる。所得額が上位の上海，龍京，蔽江の農耕部

のアパレル溝費はそれぞれ2鎗元，288元229元となつ

騒8　中国の品霞鍵年鶏アパレル消費量（単綾：癒養）
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ており，アパレル消費においても高水準である。

　第3に，各地域において，都市部と農村部の勝得格

差以上にアパレルの消費格差は大きい。各地域におい

て農村部の瞬簿は翻市部の欝～40％程度である。これ

に薫重し．農村部のアパレル消費は都窪ぎ部の欝～2§％と

儀水準である。

　最後に，鎗98年と2鱒3年（翻帯鋸）を比較してみる

と，いずれの地域も増撫しているが，増癩率が高いの

は吉林省など東跳三省である。

5．品靉靆アパレ膨消費の勤海

　次に品欝琴穣こ消費量，消費額，単懸の耀1に確認しよ

う。まずアパレル消費量をみると，全体では欝§7年の

§6誰憶着から2§繊年の65．6億着に増撫している。i人

当りでは岡期間に羅．6着から5．i養に増擁している。贔

目弾では女性の外衣が鰺．§億着，次いで下着・ナイト

ウェア蔦．茎億着，男性の外夜露．7億着となっている。

この構成比はそれほど大輪には変化していない（図8

参照）。

　次に消費金額でみると全体では瞬期闘に3§縫億元か

麩緯　中蟹の品靉靆年間アパレル消費額（単盤：臆元）
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甲羅アパレル産業の現績と課題 （532i）

ら魏魏§億元に増撫している。i人当りでも296元から

328元に増翻している。品§溺（鎗総年）では女権の

外衣が蟹雛億元．次いで男雛の外衣賛鍵億元となって

いる。この2品目で全体の鱒％を占めている（騒9参
照）。

　ニットアパレルがアパレル輸出額の約義割を占めて

いることや，ナイトウェアに関しても婦米輸出が急増

したためセーフガードの婦象になったことを考癒する

と，それらの国内消費額は輸慮に比べてかな鯵少ない

といえる。

　続いて，2韓2年の平均単懸は女性外衣が捻9元と一

番高く．続いて男性外衣蓋艇元．ニット聲元の顧とな

っている。女性外衣を除いて単極は低下傾向紅ある。

2§§2年において消費懸格の水準は§．8露の下落にとと

どまったのに対し，衣類の工場出荷懸格はi．2％下落，

衣類懸格は2．9％下落した麟。アパレル業界で競争が

激化し，中級晶を葦‡達心に緬格引き下げ競争が起きてい

る。

6．中国のアパレル国内流通システム

　轡　蟹内流通経路

　次に申蟹市場の流通経露について見ておこう欝。改

革聡敏以前は国営百貨店によるほぼ独占状態であった

が，欝8倉年代後半より，アパレル産業集積地を中心に

全国各地で多くのアパレ・ル専門の卸売市場が誕生した。

2§総年現在．アパレル卸売市場1ま銘京の62ヶ所，広州

の38ケ所など全国に225ケ所存在している灘。この卸

売市場から綴人商店，スーパーマーケット等がアパレ

ル商品を仕入れ，簸売するという形態であった。

　鰺弱年代に入り，大手のアパレルメーカーは密栓

ブランド製品を直販店．百貨店やシ叢ッピングセンター

内の専群弩店及びフランチャイズ方式の代理店を通して

藪売するようになった。フランチャイズ方式の年平均

成長率は鎗％に上り，特に真維新（ジーンズウェスト），

U2等がこの方式により業績を大纒に神ばしている。

他方専門店はブランドイメージを浸透させる力を持つ

一方で，懸格が高くなるという欠点を持っている馨。

　さらに現在ではレジャー施設とセットになった大型

ショッピングセンターやアウトレットモール，オーダー

メイドシ聲ップだけでなく醗，ネットやテレビシ璽ッ

ピング，通信販売なども増えてきている。

　次に．アパレルの流通経蕗について，中国牽テキス

タイルを利駕するケースと輸入テキスタイルを秘露す

るケースに分けてみてみよう。第iに，アパレル縫製

企業は，多くの場合，安緬な申国産テキスタイルを使

賭して国内簸売向けの生産を行う。簸売先はブランド

商品，大量生産品．低綴カジュアル品ごとに3っの流

通経路がある（泌緯参照）。ブランド商品の場合は自社

の企業販売部を通じて，専売店や百貨店，代理店など

で販売する。飽方．大量生産晶は，蹄売市場で卸売り

國総　中蟹における国産生地の流通麹一ト

薮製品・注文生産製昆産飯 専売癒／趣盤店

レギュラー製品 佳入 ブランド
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饒瞬：暮本貿易振興会・経済構報藻駿鑓瞬騒ページ。

一83一



（5322〉 福島大学地域餅造　第欝巻　第2号　臆蕊．2

國讐　申爺における輸入生地の流通痔一ト
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輪幽アパレル陶撫工

　ア　　パ　　レ　　ル

A富撫工企業
§5驚
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輪懲の残む：歪3晶として国内叛売
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専売唐／簾蟹唐麟
蓉
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蕎貨態痘販コーナー

畿鋳：鑓奉貿易振興会・経済鱗鞍部諺総3董53ページ。

代理業者を通じて，地元小売業者などで簸売する。ま

た儀綴のカジュアルウェアは大型スーパーで叛売する。

　第2に，中国産テキスタイルに比べ高晶質・高懸格

の輸入テキスタイルを科僻する場合，筋％は輸趨陶け

に生産されている。国内簸売されるのは，残りの5賜

程度であり，ブランざ品アパレル代理藪売企業を通じ

て，専売店や百貨店で販売される（図簸参照〉。

　121アパレル関連の翻売・小売の推移

　まず卸売業のアパレル簸売総額は2§艇年の9総懸元

から2§総奪には鴛52臆元に増撫した。増加率は露．8妬

と高いが，卸売業全体の増撫率34露賑に比べれば低め

であり，シェアを3．4％から3．2驚に低下させている

（表7参照）。小売に絶してもアパレル簸売額濾疑期間

に劔2億元から縫8億元に増撫した。但し小売販売総額

は56％と高い増撫率であったため，アパレルのシェア

は鐙8驚から8．8％紅2ぷイント低下している。家計

のデータで明らかになったアパレル消費の絶蛸額増簾

とシェアの低下がここにも現れている。

　先達したように，アパレルの醗内流通経露には多様

なチャネルがあるが，鱒§暮年ごろから，シ讐一ズ商品

や大衆商品，定番商品は大型百貨店だけではなく，専

門店．スーパー，卸売市場での販売に移行しっっあ

る鱒。但し中高級のブランド衣醸の販売については，

敢然としで爵貨店のシェアが一番大きい。2§鍵年度の

売■Lランキング鰺§社の売上分析によると，縁平均の

売上げは韓億元であるが，そのうち上盤騰社の百貨店

が激．6億元を売■紅げ，全体の磯％を霞めている雛。

　緩阜県産業経済振興センター［2§縫］によれば，百

貨店やショッピングセンター等で販売する高級晶のケー

スでは，串荷無格は小売懸格の2§～3§％であり，高級

品ほど車懸マージンが大きい。また工場利益は小売癒

格の5驚程度なのに嬉し，販売利益は小売懸格の鰺％

程度である。なおテナント料は小売癌格の鎗％程度を

羨め，コストの中で最も高くなっている騒。

　最後に，東京と上海のアパレル懸格（2総3年）をU

B　S［2叙｝3］により比較すると，大型百貨店において，

東京では婦人撮セット（高懸格露欝ドル，中緬格鎗鴨

ドル，低懸格6鴨ドル），紳士毅セット（高無格欝§§ド

ル，車懸格捻8§ドル，低纒格79§ドル）である。これ

に端して，上海では婦人服セット（高懸格5鐙ドル，

車糖柊3§轡ドル，抵懸格i鎗ドル）紳士駿セット（高懸

格鴛灘ドル，中無格63§ドル，低簸格35§ドル）である。

婦人醸では上海の懸格は東京の騰～鎗驚程度，紳士服

では韓～6｛》％程度の簸格である。．ヒ海のi人当り所得

雌錘ドル1証1本の捻％程度であるから，上海のアパレ

ル儀格は椿対的に高めであるといえる。

　以上．絶薄額としては都市．農村ともにアパレル消

費額は増蒲頓1舞にある。継し家計に占めるアパレル消

費のシェアは，教育・娯楽費，交通・通信費などに搾

されて低下傾向にある。翻市部においては消費者の意

識が変化し，ブランド志向，流行・デザイン重複．天

然素材志向，流行の世界同時消費などの特徴が顕著に

なってきている。アパレル市場では瞬産ブランド製品

が霞％のシェアをおめ，優位な地位を霞めている。

　催しその消費水準は高くない。蟹鰹的に見ると2§総

年における索溝のi人当り繊維消費量は6．2㎏で，騒
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表了　アパレル関連舞売・小売の推移（単盤1絃元％〉

2総§ 2弱i 2駐§2 2総3
2総i～総年

@塔撫率

翻売小売業商品絶入総額 29．784．茎 32，遵総．§ 3§，88§．9 桑5，383．警 39．7

擁　売　業 肱§臓8 2？，縫峨9 3§，§欝2 3§，696．尋 3§．？

繊維晶，アパレ’ル，鞍」　種子雛売 茎，7騒6 i，儀3．8 2，§28、i ㎜ 一

小　売　業 唾，8縫．3 5，4曇2 6，8？5．8 8，68？．§ 5§．ε

繊維晶アパレル，靴，耀子小売 欝3．6 欝3．違 98．8 一 ㎜

鐸売小売業商品販売総額 32，2総．5 35，i53．3 4§，巷瞼3 48，縫3、2 38．3

驚　売　業 26，鱗？．煙 2愚．§35．5 32，尋籔珪 認，嚢滋3 34．5

織維誌　アパレル，靴，蜷子郷売 i，§32．6 工，9齢．§ 2，解5．7 2，3総．？ 欝．4

アパレル類 一 9縫．i i，鱗5毒 i，252．§ 2§．8

靴．轄子類 一
鰺？．8 2総唾 229．5 絡．§

ニット，繊維品 ｛
7§暮、奪 82ま、7 82鑑2 3．7

雛売叛売額毒こ姦めるアパレルのシェア 一
3．塵 畿2 3．2 ㎜

小　売　業 5，3i8ほ 敬2i？．？ 7．66象9 甑§総9 55．暮

繊維誌アパレル，鞦韆子小売 9§7．8 亙，総2．縷 i，一圭総．8 i．3臆7 24．3

アパレル類 一 672．i 7鰍§ 8違8．4 26．2

靴，繕子類 ｝
欝遵．3 2錘．3 2菊．§ 2§．唾

ニット，繊維品 一
鰺5．§ 2麗．i 226．7 i5．7

小売販売額に占めるアパレルのシェア ← 雄8 豊7 ＆8 ㎜

注：　　蹄売業は奪末離業員数騰名駁上．隼鷺売．鉱轟2蜘万元以上の企業。

　　　小売業は隼来往業異数§馨名以L，隼懸売上高5春§万元以上の企業。

幽藪：中縷馨家続詩麟略奪］よむ無銭。

本⑫2㎏），韓国⑫を8㎏），台湾（32。7㎏〉と比べる

と低水準であり，世鼻平均よりも2．2㎏少ない量であ

る麟。繊維消費に占めるアパレルの翻合も全国平均で

は6§～鴇％に達しているものの農村では灘妬程度であ

る。またアパレルの購入点数も茎人当り？．2着でそれ

ほど多くない。

　さらに瞬得格差に嬉癒してアパレル消費にも格差が

存役している。農村のアパレル消費額は翻毒の焉％で

ある。地域尉でみると，翻市部では大きな賂差は見ら

れないものの，農韓部においては所得格差とほぼパラ

レルであり，4．6倍程度の開きがある。翻毒において

も所得贈屡によってアパレル消費の格差が大きく，そ

の差は拡大しっっある。特に下位欝驚においては減少

してしまっている。これは農握においても属様の特籔

がみられる。

　次に，アパレルの流通システムは，鰺韓無代に入

り，直販店．百貨店，フランチャイズ，ショッピング

センター，ネット販売など多様化している。また懸格

や品自によって販売ルートも住み分けが行われっっあ

る。中高綴のブランド衣鰻の藪売は敢然として百貨籍

が中心である。鐵荷懸路は小売懸格の25～3倉％，工場

琴ll益は5％程度であり，中間マージンが大きい。

　したがって中国のアパレル溝費市場の多様性に対癒

するために，アパレル企業の戦略は大きく二極化して

いる。薬毒においてはブランド化などが進み，消費者

のニーズが多様化しているため，アパレル企業は量か

ら質への転換を図り，天然素材やエコロジー繊維を難

いてデザイン牲に優れた衣醸作りをしていくことが必

要になっている。縫方で，農村においては依然として

消費水準が低いため大量生産の低懸格品の供給が求め

られている。絶し現在低・中級品を中心に懸格引き下

げ競争が起きており，大量生産による薄利多売では利
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潤の拡大は灘難になってきている。

W　中国系大手アパレル企業の特徴

　本簿では中国系大手アパレル企業の動講について，

アパレル業界第i位，第2位の雅業爾集団公司（以下

ヤンガー）と杉杉集団有限公認（以下杉杉集団）を取

り上げ考察する。いずれも漸江省寧波市で設立されて

いる。寧波市は現代中蟹アパレル発祥の地とも呼ばれ

ており．人民蝦の第i号はここで作られている。アパ

レル産業は寧波毒の主力産業で，i鍵§社以上のアパレ

ル企業が集積し，売上高欝5億元，生産量1灘．8億着で

あり，中震でもトップクラスのアパレル産地である鵜。

嘩．雅戎講（ヤンガー）集醗公爵の特徴と

　韓　雅業爾（ヤンガー）集団の特徴

　ヤンガーは中里最大手のアパレルS　P　A企業である。

欝簿年に青春暇装工場として寧波毒で設立され，2嚢毒2

年には，労働者i万驚§§人，資産総額質億元，売上高

騒．7億元，純利益4憶元に達し，売上高2解位，競争

カランキングでは磐位にランクされている騒。

　ヤンガーの特徴として，自縫ブランドにこだわる

点．素材から売り場までを自社でマネジメントする

影自己完結型S　C凝」縫を目指している点，そして主力

商贔に関しては欝§％内製化している点をあげること

ができる。第聾こ，主力海品はシサツとスーツである。

自娃ブランドの「Yo膿go君は中国を代表するブラ

ンドの1っであり，申蟹のアパレル市場に農めるシ

ェアはi2．7％で第i位である。2§毒2年には「Go懇e捻

Yo澱gor」（高級ブランド），紅Yo膿gor　Gree簸」（カ

ジュアル），「YG糠gor　S脚r総」（スポーツ屠）を後入

し．自鮭ブランドヘのこだわりを示している難。

　第2に，2§雛年には中国最大の生産撫点である「国

際羅装城まを約2憶ドルで建設し，2馨縫年にはテキス

タイル生産のため郵国際紡績城まを約i鐘ドルで建設

した。これによむ糸を除き綿上から瞬下までの一貫体

麟を確立させた。さらに中国の西部地域や詫部地域に

も縫製工場を建設予定である。生産だけでなく，市場

に合わせて迅速にデザインや生産を行うために，デザ

インセンターを設置し．現場にも麗発部門を持ってい
る。

　第3に．彰蟹際醸装城」が鐡来る以蔚は，分散した

外注工場に委託していたが，現在ヤンガーは外注をや

め，主力商品のシャツに関しては品質管理とコスト安

定のため懲§％自社で生産している懸。

　麟　ヤンガーの輸出動向

　ヤンガーの輸鐵1ま2｛｝｛）2年毒こ毒ま濤彗年比4尋％増の3．7億

ドルである，主力商品のシャツの場合2§叙｝万枚の生産

のうち68％が輸出であり，金額では売上高の鎗％を占

めている懸。

　輸出戦略としては，まず葬ク云一夕市場である8本

向けに，「ヤンガージャパン」（i弱§年設立）を通して，

カジ藷アルやボトム，子供灘などの0建灘供給をはじ

めた。そしてスーツやシャツの輸趨を神ばし始めてい

る懸。また麗総年には寧綾布蝿外経済貿易委員会直属

の中基寧波分公司の株式の過半数を取得し，貿易ルー

トと人材を確保している。

　ポスト・クォータの欧米市場対策として，ヤンガー

は，2§登2隼からニューヨークに駐在員を醗遷し，米国

アパレル企業にO£醗僕給をしている。また米国のケ

ルウッド社と6倉倉万ドルで合弁会社を設立し，欧米露

けのシャツ輸趨を行っている騰。獄∫へは香港子会鮭

を窓口にしたO　E躍供給に換えて，ヤンガー・鍔事務

所を設立した。さらにジーンズやカジュアルなどのア

パレル翰墨専霞の癩工区を約i～2億ドルかけ建設予

定である。　これにより，2｛欝5年には年闘蟹踊意ドル’の輪

鐵を目指している鐡。

　l31ヤンガーの国内販売動向

　国内藪売は45％が直筋店．鎗％が専門店，残りが代

理店であり，磯§の大型直藪店（売り場面積鎗倉～2総§

㎡），鱒5の百貨店・大型店内の専門凄．8編のフラン

チャイズ店がある鐘。今後5臆の直販店に再編する計

画である。これによ鯵素替から売り場までを含社でマ

ネジメントする「自己完結型SC擢」の構築を目指し

ている。

　ヤンガーの蟹内販売は．主力商品のシャツの場合

25鱒万枚の生産のうち32賜が国内藪売であり，金額で

は売上高の総％を占めている鱒。スーツから靴までシ

婆一ズ化している。ちなみにスーツの小売無格（2総3

年）は350§～5§§毒死である。

　嶽上，ヤンガーは先進国のアパレルメーカーの0露

継を専鍔に行う単なる「縫製工場」ではなく．自社ブ

ランドを持つブランドメーカーに発展してきていると

いえよう。中国蟹内に占める自社ブランざの簸売は海

外ブランドを揮えて第i位であり．販売網も整備され

ている。

2．杉杉集醗有醸公認

1董1杉杉集団の特徴

杉杉集鐡は欝8§年に設立され，ヤンガーと豊ぶアパ
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中石アパレル産業の現状と課題 （5325）

レル企業である。申擁の重点企業52§社のひとつで，

グループ内には株式上場企業i社，海外支社7社，傘

下のブランド企業欝社．オ撃ジナルブランドの生産企

業2§社からなる鰍。

　2§§2年には，労働者i万人，資産総額42億元，営業

収入32憶元．利益i．9億元に達している。鎗総年の売

一1二げも3§億元に達している鰻。主力製贔はスーツ，シャ

ツの地．ニットや下着など織広く展開している。

　ヤンガーと異なる点は，霞社ブランドにこだわらな

い点，素材を外薬調達する点，販売子会社ではなくフ

ランチャイズ方式を採期している点である。

　第iに，杉杉集毯は臆経年現在．自社ブランドの

「杉杉3をはじめ，ヂ法濠詩」「鶉斑・愛薩尼建「紀諾患」

など鰺のブランドを生産販売している。多ブランド化

をすることによむ，異なる消費者ごとにニーズをつか

むため，2雛§年までには3弱以．墨1にする計画である，そ

の際，霞社ブランドにはこだわらず鑓％は欧米譲の国

際ブランドを導入し，高級化・差懸札をしていく予定

である鱒。継し自社ブランドの「杉形（S盤a資S擁盤〉」

の中国のアパレル市場に占めるシェアは，ヤンガーに

ついで第2位であり，6．6％を占めている。

　第2に，ヤンガーと異なり素材は輸入も含めた外部

調達である。特に高級ブランドの高付撫懸植素材の半

分は輸入に依存している難。

　121杉杉集鑓の輪鐵動向

　杉杉集籔の輸出はi億59§万ドルで売、とげの32％を

占めている。輸鐵先は弩本，欧米など9§ケ国に及んで

いる麟。ポスト・クォータ嬉策として，パ讐，ミラノ，

ロサンゼルスに販売麗点を整備し，末羅では専門チェー

ンヘの資本参撫もしている縫。

　㈹　杉杉集獲の国内販売動向

　杉杉集団1誰弱3奪に園内ブランドとしては最初に直

営店のチェーン展麗を行った。現在は地域ごとに綴織

した特甥撫盟店？5社を核に．保証金を取り．買い取り

をベースとしたフランチャイズシ葺ップ2欝§店を直播毒

している鱗。基本的に代理諾ごとにiブランド棒鋼で，

実力のある代理店には複数のブランドを搬わせている。

国内簸売額は約22臆元で，売上げの68％を占めている。

杉杉集懸の鄭理事長は，今後中級晶の消費がますます

拡大すると考えているが，中国内簸では量，質ともに

追求しており，単編は上昇傾向にあるという漏。

3、大手アパレル企業の特徴

次に大手アパレル企業2栓の特徴を指摘しておこう。

第iに，輸串に麗しては，ヤンガー，杉杉集鑓とも

に輸掛額は大きく，中国アパレル企業の中でも上位に

ある。優し輸濃比率はそれぞれ韓％，32％である。ま

た講社ともに輸出は0建簸生産が中心であり，自社ブ

ランドの輸撚は少ない。その意味で自註ブランドの国

際化が求められている。さらにク云一夕撤廃への対癒

として，登Uや詫米に駐在員の配羅や事務所を開設し

ている。

　第2に，ヤンガーと杉杉集懸は申蟹蟹内で藪売鯛を

確立し，擁内議場向けの生産のウェイトが重いという

点で共通の特徴を持っている。ク意一タ廃止後も，輸

患中心というよりは国内市場におけるシェア拡大に重

点が置かれている。

　第3に，これまで中国のアパレルメーカーのイメー

ジは，外国のアパレルメーカーからアウトソーシング

を受け．OE猛生産を行うというものであった。実擦

欝鱒年代の中麟アパレル企業は原材料の供給を受け，

それを撫工・輸出し，総工賃を得るだけの「縫製工場」

に過ぎなかった。しかし近隼は自社ブランドを持つ企

業が増えてきている。ヤンガーや仁杉集団は自社ブラ

ンドを持ち国内市場両けに藪売を行っている。国内の

シェアは海外ブランドを擁えて第i位．第2位である。

その意殊で中国の大手アパレルメーカーは，単なる

「縫製工場擁の地続を脱し，企画・デザインも自社で

鴛うr提案型撫工生産サービス」A継S（A羅＆戯
醗＆難語蕊雛泌gSer燐ce）囎の段階に入っているとい

えよう。

V　中堅アパレル企業の特徴と課題一構龍
　省線定市容城藥におけるアパレル産業調査概要

　本節では河北省保定毒の機要をまとめた上で，保定

市容城樂1こおける県政府機関のヒア婆ング講査を中心

に容城梨の特徴を聡らか1こする。さらに．容貌薬のトッ

プ3アパレル企業である河靴麗友集鑓，海鹿比碕職飾

集鐵鳶醸公司，河銘菓宏輿醸醜有限公鱗でのヒア移ン

グ講査を通して，中堅アパレル企業の現状と課題を聡

らかにする。

　ヒア移ング調査は次のようなスケジュールで実施し

た。

　①　r保定市容城環県庁」（8層3艇1）

　　　谷氏（海跳省保定市容城県県長），何双饗氏

　　（海髪省容城県裂県長）

　②「涛北麗友報装集鐡有羅公司ま8葬鴛頒～3§髪1

　　　張友方氏（縁・理事長），張翼明氏（羅・社長）

　③「演義比碕騒饒集懇有限公司」8月3総
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（532の 福島大学地域麟造　第馨拳　第2号　隠隠2

　　張振運氏（岡・社長）

④　「集宏興醸簸有限公司」8月3嬢

　　郭運通氏（瞬・錘事長）

馨．薄髭蜜腺建毒の概要

　縫1海北省保定毒の位置

　河覚雀保定毒は，東経葺3度，跳緯38度にあ鯵，範

京，天津，石家庄（省翻）の中間に位置している（轡

i2参照）。面積2．2万平方キロ，人嚢麺77万人（都毒人

漏95憾万人）の中国第遷位の大鋸市である。3区，欝

県からなむ，半径焉§漉の範闘に「天龍京経済圏3と

呼ばれるほどの約鱒書春万人の人口と大消費市場があり，

その中心に位置している。跳広鉄道，京深高遠は南麓

を貫いて，神黄鉄道，津保高遠は東西に伸び，交通の

要藪でもある。さらに23総年の歴史を有する古翻で，

河北大学などもある歴史と文化都市である㈱。

磨穏　溝能書保建市容絨梁の位置

露．ぞ二、．・露痩’魯⊃盛運

、導暴

溝嚢婁

議糞省

乾京

藏緯曝葬

癖

濠竃一憲

　　繊　纏麟騨細網鎚一

軸1零撫脚妻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　離海溝

容城・　　　　　蔓轟》
　　　　　　　灘
　　　　　　馳麟　　　　　　　　　｛轟

　　　　　　　瀦　　　　　　　　絵漆蜜
　　　　　　　撫麟暴

　　　　　　　《認）　　　　　　　駐撫融融
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　ε墨辮讃蟻搬至）（塾獅ガw糊、脚£膿騨。．癬の騒をベース
　　1こ鏡野ゼミナール生が撫筆鯵蕪．

　②　河跳省保定市の経済機溌

　海載省保定毒の経済状況を整理しておこう（表8参
照、）。

　第iに．人日欝77万人の内，舞農業人［1（臆§3年末）

は器蓋万人であり，全体の23％を占めている。GD　P

は瞬期難に32％増の§24億元に達している。保定市が

中国全体紅占めるシェアは入籍，G至〉P，工業生産な

どは裏％程度である。

　第2に，輸趨による外貨獲得額は蓬、8億ドルで，聡

驚の増撫率で急増しているが，海外直接投資はむしろ

澱．2％減少している。中国全体に占めるシェアは§．i

～○．2％と紙水準である。

　第3に，産業の構成比は，第i次．第2次，第3次
の構成比はそれぞれ絡．i％，堺．§％．36．3％であり，

全国平均と比べ，第2次産業の比重が若干儀めである。

　第蓬に，i人当りGDPは8§M元と若干低い程度で

あるが，労働者の平均集収と者潅蕎住民の可越分謬蓄得は

それぞれ全国平均の68％，84露と低水準である。

　馨1　アノぐレル漢1係の書巻標

　海髪雀はワイシャツの生産に関しては常に中国でベ

スト5に入るアパレル産地である。2§倉2年では3243万

着生産してお鯵，上海市に次いで第5位である罐。溺

銘省の中でも最大の産地が保定毒容城県なのである。

　保定市のアパレル関係の指標をみてみると，服装生

産は臆§馨年の蟹総万着から麗総年には5欝5万着へと2

賠鐵一とに急増している。

　翻毒住民の衣類鴻費額は646元と3無縫で鍵．5％増

策したのに薄し，農韓住民の消費は鎗§元と低水準で

あるだけでなく，2％減少している。また全霞平均と

比べても．都市住民の消費はほぼ同額であるが．農耕

住民の消費は若干低めである。

2．河北省保建：市容城桑・桑政窮調査撮要

　保定溝容城県の各県長，韓双友融最長から，保定市

容城県の機要と容城県におけるアパレル産業の状涜，

政策についてヒア婆ングを行った（写真i参照）。

蹴　　蔀

　　　　　　　　　　写　真　‡

　（il保定毒容城県の機要

　容城県は保定市の東悲部に位置し，人嚢は25万人で，

面積は3鍵平方撫である。4っの区からなっている。

改革聡敏以降，全国的な経済成長の波にのって，GD

一88一



中国アパレル産業の現状と課題 （5327〉

表8　海恕省線定市の主要経済指標

2奪｛｝3 2総§～§3

@年の
構成比

`／B単　　泣 299穆 2総i 2総2
保定毒A 輕詮棒8 増無事 ×i総

入 日　（奪末〉 万人 鎗55．i i総3 欝鴨．i 欝響 i2鑓27 2 §．8

翻 轟　　　人 目 万人 8a6 8§．i 92 9§．魂 523鴨 欝．2 §．2

葬 農　　業　　人 口 万人 i鑓．7 絡7 生73．塁 25歌8 一
56

一

労 髄　　　者 数 万人 7i．総 簿．93 69．62 68毒2 i蟹92 一3．護 §．7

G 登 P 億元 7§2．2 讐7．3 823．5 §2唾．8 i聲25i 32 §．8

第i次産業・構成比 鷺 2織5 2§ i8．3 鰺．i 舞．§ 一2i．5 n§．3

第2次産業・構成比 鬼 猛．6 嫉3 4轟．3 4？．6 s2．2 6．7 §2．2

第3次産業・構成比 鷺 3§．§ 35．7 36．唾 総．3 33．2 3．7 鐙§．3

i 人　当　鯵　G　P P w一Y 総7i 鴨58 胃23 86越 9欝i 29．圭 §4．6

工 業　　生　　産 額 ｛意元 9総．5 瞬総 玉22i．5 i麟5．8 i422質 鶴．2 i．§

労 鍵　者　平　均　年 収
－　一

Y 6§5§ 75§2 876§ §騒8 i尋雛§ 37．2 68．§

圭人当む翻毒住民可麺分所得 一
兀

昌59§．5 5837 6666 7i39 艇72 27、§ 縫．3

衣　額　消　費 額
－　一

Y 5§4．3 酪3 6蟹 6塁6 638 i4、5 鎗茎．3

i人当鯵農艮純収入
㎜　　隅

｢ 2§52 272§ 28総 2§2i 2鋸2 i§．i ni．違

衣　類　消　費 額 一
フ
瓢

鰺8 9§ 欝4．塵 鎗6 i鐙 一2 96．尊

消費懸椿捲数（麟年聾醗 麗．6 玉総、6 99 i綴．亙 欝i．2 一
鱒．9

衣　類　懸　賂　指 数 鐙7 9§．9 95．5 蟹．6 解．8 一
9§．8

轍露こよる外貨獲得額 億ドル 2、？ 3 3．6 蓬．8

魏斗ll書
§．2

外資系企業によるもの 億ぎル i．葺 i．欝 茎、27 茎．6§
㎜

海 外　直　接　投 資 億ドル 亙．嘆8 §．67 ○．9 i．2？ 登灘．7 ま4．2 ○．i

アノぐレル・テキスタイル関連生産量

服 装 万着 2韓9．垂 3遵2i．3 3聡6．i 駐35．3 ㎜ 登3 一

布 億メートル 2．7 3．5 3 3．7 353．碁
3
§
。
§
』

茎．§

縮 布 万メートル 皿
i総i垂．6 i2ii？ 』 ｛十一 ｝

プ 琴　　ン　　　ト 薙 万メートル ｝ 騒35 73§4．5 ii588．7 皿 一 ㎜

牽彗 繍　　　購 糸 トン §3騰2 8鍵38．6 85％圭 832§i．8 ㎜ 4i ←

毛 織 麹 万メートル 皿 ㎜ ㎜
鱒．2 』 一 ｝

化 学　　　繊 維 野ン 2§麟§ 2総磁 2解鱒 2345i
㎜ 護i ㎜

注：奪によっては，増縫率等突合しない数麺があったが，新しい年の資料の数纏を優先した。

瞬発銀建毒諾雛1麟雛～2総4韮及び馨家続訴騒騰弱よ瞬乍成。
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P成長率は欝％を超える。主要産業はアパレル（鴨％），

紙（紙ナプキン，ティッシュなど），精密機械などで

ある。

　121容城県におけるアパレル産業の状溌

　保定市容城県は海北省で最大のアパレル産地であり，

中国5大シャツ生産地のiっである。アパレル工業団

地はiヶ所，アパレル専闘毒場は3ケ所ある㈱。容城

県内に576社のアパレル企業があり，そのうち年薩5§巷

万元以上の企業1灘§§社である。さらに自主輸鐵入権

を持つ企業は中震系32社，三資企業2§社である懸。大

きなグループ企業は5社である（今縁講査した3妻戯ま

トップ3である）。容城県では翻人，私営企業の比率

が高く，企業数では鴇擁以上，生産高では鱒％以上を

占めている騰。また8§社近くの大企業がアパレル商工

会議所と国鰹商業会議駈（亙C　C）の容城分会を鱗立

して，ブランドや技徳，情報の共有を麟っている。自

社ブランドを持つ企業は3｛捧ま．茎SO9嬢｝2の認証を受け

ている企業は欝社，欝0麺§§導の認証を受けている企

業は5社である。

　欝78年には，アパレル産業に従事する労簿者は欝7

人に過ぎなかった。その後アパレル産業の発展ととも

に，欝継年1万人強．欝92年3万人へと増超し懸。

騰経年現在アパレル企業の労麟者は約6万人に達して

いる。

　生産品目はワイシャツやTシャツなどであり，年闘

2癒着生産している。スーツは全体の3§％程度である。

2総3年はアパレルだけで蕊憶元（約ε75憶胃）の生産

額である。全露28の省・市で販売している。

　販売鍵点は全国に5§§§ケ所以上あ鯵，全国の大規模

マーケット5§§ヶ所に2§§§ヶ所の販売コーナーを開設

している。

　また容城県のアパレル企業は3一ロッパ，米国，東

南アジアなど世界灘力馨嶽上に輸歯しており，臆§3年

のアパレル輸出数は1億着を超え，外貨獲得額は約i

億ドルである。ここ数年，輸出は年鵠％程度の率で増

撫している。また輸出先の開拓にインターネットを科

絹する企業はi総社に達している㈱。

　なおテキスタイル，染色，ファスナー，ボタンなど

関達する企業が近隣に玉鱒社存在している点も，容城

県のアパレル産業にとって有利な点である。特に保定

市紅はワイシャツの原料姦こなる編紡績基地がある。

　131アパレル産業振興政策について

　工業団地を造成し，工場建設を促進している。特に

デパレル産業だけを優遇するわけではないが，土地・

設備投資に嬉して，二二L地無格や税金を下げるなど優遇

政策をとっている。直接資金提供はしていない。その

プ9セスとしては，まず県政府が中心となって各企業

に政策を議明し，受け入れた企業に蝿して，支援を実

施するというものである。

　また技衛労灘者の需要に帰して，桑の職業高校では

欝8§年から，アパレル専門の課程を設置するとともに，

察の郷鎮企業局はアパレル醗究蔭とデザインセンター

を設立して，技術的な支援も行っている鍵。

　容城県政鰐菱2§倉壕によれば，企業に端する優遇政

策の方舞として・①経済や環境に重大な影響を与える

ものを除き，政府資金を使耀しないものについては，

原則的に審査詩興翻から登録惣こ緩秘する。②企業登

録時に先に奮効難題i年の営業許斑証を発行し，手続

きを簡単にする。③企業登録代理人という資格をなく

し，登録を緩秘する。④民営企業に対する麟鰻を緩め，

国奮企業と瞬一待遇にする。⑤新羅地難」問題を解決

する，などの政策を打ち申した。また政務方舞として

「行政許罵法」を実行し，人材の育成，経費灘減，厳

正かっ集中的検査を行う。またそれとともに，罰金の

適正化．構報公開，電子政府化などにより，公正で効

率的な県政蔚を馨指している。

　これらの政策は基本的には規翻を緩和し，企業の活

力を引き黙そうとするものであ鯵，資金的な優遇政策

は特に採られていない。アパレル産業振興政策に関し

てもほぼ溺様である。

4．湾髭麗友醸装集羅有限公司（しIYO騒G縫0紳）

　調査蝿象者：張友方氏（海跳鹿皮醸装集鮪鰻公司・

蓬事長），張翼購氏（属・社長）

　（至1企業機要

　海載麗友集団1誰解§隼に小規模な工場として操業を

開始し，雄経年に正式に創業した。当時の資本金縫万

元はすべて自己資金であり，家族経営である。容城県

では最大の総合アパレルメーカーであり，海鷺麗友服

装集毯有限公司．保定方明工場繰，海北麗友印染有限

公司翰などのテキスタイル，染色工場を傘下に持って

いる。2蓉盤年で資産総額2億元，工場の敷地面積1灘5

万㎡である。

　②　生産状況

　麗友集団の労働者数は器総人であり，そのうち工場

労轡者は2総§入（縫製蔀野獣凝5総人，染色部門は灘§

人）である。全ての栓員が正社員であり，随時採矯を

行っているが，契約社員・パートのような採繕は行なっ

ていない。男女比は歪：9で圧倒的に女性の割合が大

きい（写真2参照）。
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中函アパレル産業の現状と課題
（§32§）

　　　　　　　　　写　真　2

　縫製部隙こおける労働者の平均年齢は滋歳と若い。

平均麹務年数は§～6奪で，彰結婚退職」が普通であ

るが，結婚後．家が近い人はまた復職し，熟練工とし

て簿く女監も多い。懲年以上鱒く場合もあり，最高齢

は紛議である。ほとんどは農村からの串稼ぎで，寮で

生活している。

　新入縫員は専縄の醗修機麗で，3ケ月の醗修をおこ

なう。難間内に返品率（ミス率）を3％以内におさめ

ることが採馬条件である。瞬修鱗麗が半年以上継続し

てしまった場合は解雇となる。

　労働時購は午萌7時から鎗時間程度，残業も多い。

昼休みは§§分で，欝分おきにそれぞれずらして取る。

昼食と夕食の休憩時賜はあるが，2交代等はない。土

8の休みはなく．休8はi年のうち正月の5懇問のみ

（36銀労働）で，強鰯ではなく，労働者の意欲による

という。

　工程は各ユニットに分けられ，2§名程度のグループ

に一人の蓄トダー，その下にはさらに指揮をする移一

ダーが存在している。グループの運営に支障がなけれ

ば簿時休んでもかまわない。

　賃金は完全出来高麟であり，工程の難易度によって

変化する。平均賃金は月鑓§元～§§§元である。返贔率

が3％以上1であった場合．減給の措置をとられる。

　iつの工程毒こ熟練させるため，採絹時に害llり振られ

た工程から纏の工程へ異動する事はあまり行なわれて

いない。熟練を要するのは，裁駈工程（3年の経験）

（写真3参照），アイロン工程（蕊歳獄上，5年以上の

経験）などである。数年の経験でミス率暮に近づくと

いうことであった。

　綾絹されている機械設備の弱％が8本製である。現

在では自社で開発した機械も使賭している。技術に麗

しては，麟業時は北京のワイシャツ会社と技衛提携し

譲鰹

　　　　　　　　　写　真　3

学んだが，現在は自被で麟究麗発をしている。また

欝0鶉磁老癖総の認定を受け，品質管理にはカを入れ

ている。

　③　販売状溌

　主な製品はシャツ，ブラウス，カジュアルズボン，

パジャマ，ジャケット，コート，ジーンズなどであり，

年にi鋳む万着生産している。売上i臆鱒鱒万元である。

OE蟻が90％，露社ブランド欝％である。

　麗友集毯は鰺瓢年に容城県では最も早く輸轟に着手

した。当時，国内では競争が激化してお鯵，それを避

ける猿いがあったという。当時は外国貿易会社を通し

て輸鐡したが，現在は目主輸出・輸入権を獲得してい

るため直接輸出している麟。

　輸鐵は8§倉万着であり，約6麟が輸出されている。

2§総年の輸虚は露§§万ドル，29蟹年は2§倉§万ドル突破

の見込みである。輪欝先は韓国，懸本，狂U，アメ婆

力，中東，オーストラリア，南アフ陰力など，計2βケ

羅にのぼる。日本1餓ナにはホンダの労鍵者の作業騒を

生産している。この製品に関しては特に品質管理1こ気

　　　　　　　　　　　　噸　鰯　　　　　　懸
　　　　　　　　　　　　　　　難

写　真　4
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をつけているようであった（写真透参照）

　これらの輸趨先の開垂石方法は，知人の紹介によるも

の（3§％），アパレル展示会によるもの（鎗％），外国

企業への直接交渉によるもの（2§％），RP上などネッ

トを通じての交渉によるもの（騰％）などがある。飽

企業との販売癒格差はない。

　次に，国内簸売は，約嵯割の5欝万着であるが，

内市場は競争が激しく，輸出の方が利益が大きい。

たがって国内市場での簸売は難しいと考えている。

　紛　経営上の課題と今後の目標

　0狂欝生産の割合が鱒％と高い理由は，

が｛呆証されることと，

ある。製品の品質が高くなっているにも関わらず，

固
し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生産コスト

　　　　　　　　　　自社ブランドの力が弱いためで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経

本毒場における中国製品のイメージは敢然として良く

ないため，新規参入しにくい状況にある。

　今後輸串が拡大することを見込んで，敷地内に第2

のシャツ製造工場を建設中である。また3交替舗での

24時間稼動化を考えている。

5．海北比埼澱簸集懸有醸公司

　講査難象者：張振遜氏（琵埼集団・理事長〉

　1聾　企業機要

　海鹿比碕鰻簸集団有鰻公司（以下比菊集団）は，

欝85年麟業であむ，前身は華港縫製有限会社である。

麟業当時は小規模な会社で，0狂瀬からはじめて徐々

に利益を累積し，デザインや罷発も行うようになった。

2§綴年，騰鑓年には全醗縦§倉大アパレル企業」に入っ

ている。

　資本金は当擁驚万元であったが，現在はi．i億元で

ある。総資産は2．6臆元であ鯵，これまで自己資金中

心に経営してきたが，新社渥建設の際に銀行から若干

倦懲入れ，現在は自己資金比率8§％～鱒％である。工

場の面積は2．§万㎡（敷地は4万㎡）である。

　主力生産品目は，「地鶏」ブランドのワイシャツで

あ鯵，2§綴年からスーツ，カジュアル・スーツの生産

も始めた。いずれも醒際標準に達している。i§騰年に

は中国醸装協会などより，ド中国精品（逸品）ワイシャ

ツ3に選ばれている。また中国の験査機関からもヂ優

等品」の認定を受けている。さら1こ2§§2年に海跳省政

府より，ヂ海北省有名臨模漣1こ認定されている。　また

容城桑委員会，県政癖よリヂスター企業」に選定され

ている。

　張振通理事長は「模範労働者」の称号を持ち，毒の

政協委員，中蟹服装協会の常務理事などを歴任してい

る。

　会社の方針は「一創，三新，…高」である，すなわ

ち一麟（すぐブランドを作る），三新（新しい材料，

新しい技衛，新しいデザイン），一高（高い科学技術）。

会社は毎年欝§近くの新製品を出している鵜。

　121生産状況

　労鐵者数は絡§0人（蕊％男柱，驚％女性）であり．

そのうち披講者は諮数人である。平均年齢23～23歳と

若い。勤務年数は約4奪半。i　B8～鐘鋳闘労鶴で，

残業もかなり多い。労鐡者の平均新得は月8§§～§§§元

であり，年間悪露は約i万元である。女性1認§％が結

婚して退職後，戻ってこない。勤務靉靆は男柱の方が

長い。

　次に原材料講達について，布はほとんど園内の専門

業者から調達している。国外では韓国から輸入してい

る。また設備のほとんどは8本製である。娼の生産ラ

インがあって，麗％以上は§本製，残鯵はドイツ．イ

夕陰ア製である。スーツの型などはイタ喜3アから学ん

だ。ワイシャツは国の基準に合わせて独自で開発した。

特に贔質管理にはカを入れている。膿む2年に欝0鱒雛

の認証を得ている。晶質管理のキーワードは「三管．

四厳，五検1査］である。すなわち三管（工場．職場，

ラインでの管理），照厳（厳しい製造基準．検査，ラ

イン管理，管理麟度），五検査（仕入れ．裁藪．縫製，

包装，出荷時の検査）である。これらの厳しい贔質管

理のため，ここ数年島質に関するクレームはi件もな
い雛。

　鱗　販売状溌

　21X捻年1こは，ワイシャツを奮闘蓬蟹｝万着生産し，生

産額は5．2億元である。販売率は3年連続麗賑以上を

維持している。これはアパレル産業平均より圭ポイン

ト程渡：高めである。

　輸趨比率は灘％程度であり，ワイシャツとスーツが

9：iの割合である。主な輸鐵先はスペインなど欝ケ

騒であむ，スペインヘは鎗§元のスーツを輸出してい

る。8本には輸黙していない鑓。全国の各省の大牢翻

市に簸売している。国内販売比率は鎗～6§％であり，

ワイシャツとスーツが7：3の割合である。半径灘§

キ糠圏内で販売しており，特に東麓3省では，自社ブ

ランぎである影比碕雌ブランドは脊名である。

　2§綴隼には，「箆矯」ブランドのワイシャツの全霞

の市場占有率はトップi§に入む，華北地域ではトップ

の位置を占めている。北京でもトップのシェアを維持

して》る。臆艇年でも全国、量二位韓位に入っている。

　中国経済は発展し，斎場は拡大しているものの．自

社ブランドの園内での簸売開拓が園難であることに簾
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え，ワイシャツの市場での顕売無格が劔～欝§元1まど

であるのに対し，出荷癒格は約3§元であり，輸串に比

べ蟹内市場ではあまり利益が轟ない。また輸送費は，

売上げの2％程度で自社が負挺している，

　韓1経営上の課題と今後の目標

　経営上の課題として．近年，畠稼ぎ労欝者の確保が

園難になってきており，賃金水準は欝欝年の6§§元か

ら2§経年には総奪元に上がっている醗。そのため利潤

が圧迫されている。したがって懸格競争ではなく，質

の向上で売上を紳ばしていくことを考えている。その

ため利益の約33％を設備投資に当てている。またスー

ツを中心として，ワイシャツやコート，ズボンなどシ

雇トズ化をさらに進めることやWTO擁盟を機に輸鐵

先を広げることなどを計癒している。

6、集宏輿澱簸有限公舞

　調査対象者：郭運逓氏（集宏翼醸簸窟鰻公司・理事

長）

　韓　企業概要

　鱗業者の郭運通氏が鰺鴨年に友人より5元を叢りて

材料を購入し，カバンを製作し．鱒元で販売したのが

端緒である。翌年よリズボンの製造を開始し欝磁年

に集宏興公葡を設立した。欝§3庫よリワイシャツの製

造を開始したが，当時は小さな工場で手工業であった。

その後顧調に発展し，欝89年には工場を建設した。当

時は銀行から偽金する事は園難であり．すべて自己資

金であった。現在は資本金5騰万元，総資産868§万元

の近代的企業となっている。工場は南陽工業団地にあ

り2寿㎡（敷地は3万痘）である。グループ企業に，

京暴発醸装会社，中外合資保定集宏醸鋳有醸会社，謄

シア宏盛国際貿易会社などがある。

　欝総年から臆巷§年は「河跳省紡織工業優秀企業3に

認定され，欝§5年から連続して．容城県委員会，県政

府より「重点郷鎮企業3rスター企業遷に選定されて

いる。欝98年海跳省消費者協会にヂ製品の品質が信頼

できる企業」に評定され，自社ブランド「集宏興豊は

海誌省の有名ブランドに選ばれている。

　理事長の郭運逓氏は，2§§§から2鱒2年に中醗政府よ

りr全蟹郷鎮企業家］に選ばれ，中国醸装協会理事で

もある。さらに誓溝義省紡織工業における優秀郷鎮企

業家≦に選ばれ，ゼ雄鷹杯まを受賞している。

　鱒　生産状況
　6っの工場に．流れ作業のラインは箆あり．労髄者

は鴛6§太いる。そのうち硬究開発離門の妓籍者は蟹～

鎗入である。賃金は月6総～鱒§元であり，ミスが多い

とペナルティーとして，給料がカットされる。

　次に，原耕料調達については中国園内からがほとん

どである。最近，原料となる綿の国内生産量は減少傾

向で，懸格が高くなってきている。

　設備の齢％は獲本製である。飽は台湾，アメ浮力，

ドイツ，イタ寧アから輸入している。欝§6年以降，約

欝§§万元で8本の」葺鐙製のシャツの流れ作業ライ

ンや鍵穴機，ボタン止め機などを輸入するとともに，

C　AD（コンピュータ支援設計）を導入し，国擦市場

に麟慈できるよう設備の充実を図った。また2§§豊年に

は欝0鱒翻を取得している。製品の品質は優秀で，連

続して国家の晶質灘定センターによって「優等晶3に

認定されている。蟹家輸入出製品灘定局ではギ輸出検

査のいらない製品蓬に認定されている鑓。

　但し「精品購暢指南3によるサンプル調査（欝§食年

4月）1こよるとワイシャツ（綿i鑓％）の「しわにな

りにくさ3を5段賠評撫した場合，大手アパレル企業

のヤンガーの評点4に端して集宏翼は2．5と低い水準

であった醗。

　131販売状溌
　年臨菊§万着のワイシャツ，2§万～講万着のスーツ

のズボンを生産し，平均売上は年闘欝馨§万元～i億元

である。

　まず輸鐵に臠しては，自主論拠入権を所持しており，

夷ヨーロッパ，中東，米蟹，韓国．ロシアなど3§ケ国

に輪鬱している。輸串比率は9碁妬程度である。8本の

シェアは欝錫であり，欝藤忠商事と取引しており，スー

ツ・ズボンの鐵穂懸格は2鱒～3総元である。輸鐵に関

しては0狂欝が鎗％，海外支店での叛売が総鷺である。

海外支店は欝シア2社，ハンが婆一i社，アメ壁力i

社，韓渥i社であり，それらの国でブランド登録をし

ている。鱗えば「騰冠」，ギ酷佳人」などのブランドを

醤本．アメ讐力，韓国．シンガポールなどの国警市場

に進出させている。

　輸鐡先の開拓方法は構手の企業に塵接コンタクトを

とる。年に簿毬か展示会があるので，それに当分の商

品を展示し，声がかかるのを待つという方法である。

　国内販売比率は，売上げの緯％程度で，自社ブラン

ドゼ集宏興まの製品を販売している。懸格はスーツで

韓§9元程度である。露内でのアパレル企業の競争は厳

しく．単懸も低下しているが，経営理念として，瞬業

者については敵ではなく，特に産地においては協力し

合うべき存在であると考えている。

　轡　経営一”しの課題と今後の目標

　今後の目標としては．拡大建U蕊ヶ国で新たな取引
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光を見つけることと，海外竃場における自社ブランド

での販売である。今後，0ε凝欝％，海外市場での自

社ブランドの簸売3§驚，国内毒場での自社ブランドの

簸売2眺の3本柱で事業を進めて行きたいと考えてい

る。さらに今後5年以内に，北米，南米．昌本に重点

に置き，支社を設立する計錘である。

了．中堅アパレル企業の特徴と課題

　次に容城県の中堅アパレル企業について，大手アパ

レル企業と卦と較しながら特徴を瞬らか1こする。

　第iに，中堅企業3社が立地する容城県は寧被布と

同様にアパレル産業の集綾地である。その規模は企業

数，売一と高などの点からみて％程度であるが，ド誌方

の衣簾の郷藩と辱ばれ，シャツに関しては中蟹5大産

地のiっである（表9参黙）。テキスタイルなど関連

企業も集積している。

　第21こ，S社とも1こワイシャツと男性羅スーツが主

力商品であるという点では共通である。ヒア讐ング調

査によれば，ワイシャツやスーツは比較的流行に左右

されない定番品であり，流行に大きく左右される女性

購アパレルは荏ナスクが大きく，参入が露難とのことで

あった。その意辣で，流行に蝿慈できるデザインカや

高畠開発力という点で課題があるといえよう。

　第3に，海跳省容城県は，跳京．天津，石家庄（省

翻）の中綴1こ位置しており，大消費地の中心であるに

もかかわらず，中堅3縫は国内市場海け簸売が少なく，

国内簸売比率は緯％～5§％程度であった。ヒア蓼ング

によれば国内市場は競争が厳しくあまり利益にならな

いということであった。またヤンガーと杉形集毯と溺

様に，中堅企業でも霞鮭ブランドでの生産を行い，

ド比碕］ブランドのワイシャツのように全国トップ欝

に入るブランドが鐵てきている。また飽の2社でも自

社ブランドの叛売を行っている。但し販売ネットワー

クの形成やブランドの認知度という点で課題がある。

また（）璽羅比率は5§～鱒％と高い。

　第違に，中堅3栓は輸鐡を重視している。輸串髭率

も灘～弱％と高水準であった。ほとんどが0露擁生産

であり，霞被、ブランドの輸出は困難な状況にある。ま

た輪鐵先は，中国の主力市場である経本，香港，米国

よむは，東欧，窪シア，中東，東南アジアなどどちら

表§　潔江省寧波市と河義者容城渠のアパレル産業集積の比較

単　畿 藤江省寧波車 溝詫省容城渠

アパレル企業数 被 i総§ 57§

売　　　上　　　高 臆元 i3§ 蕊

生　　　産　　　量 臆着 i．8 i．§

輸　　　墨　　　額 臆ドル ㎜
i

輪　　　鐵　　　量 臆蒼 一
圭

アパレル産業労鱗春 ガ人 『
6

アパレル工業露地 6 3

アパレル専門毒場 3 3

生　　要　　企　　業 雑業葭葉懸公韓 杉　杉　集　懸 麗友殿装集鑓 比舞聡簸集懸 集宏興醸簸

設　　　立　　　年 年 欝7§ ig齢 鰺毅 欝85 i認i

主　　力　　製　贔 シ摩ツ，　スーツ シタツ，スーツ．縷 シャツ，　スーツ シャツ，　スーツ シャツ，　スーツ

労　　醗　　者　数 人 i7総馨 欝癖馨｛｝ 2§総 i弱毒 i2§｛｝

売　　　土　　　高 臆禿 2塩7 32 i．2 5．2 豊5～蔓

生　　　産　　　量 万着 2弱§ i3｛鎗 至認容 4韓 4総

輸　　　鐡　　　額 i§嚢万ドル 3簿 玉5軽 欝 一 一

輪　　撫　比　率 ％ 馨 32 鱒 4騒～醗 9暮

。　駐　睡　地　率 ％
一 …

9｛｝

｝
5蓼

窪：雅薫年；纂藝叢公毒馨，杉季多集霧のデータは2総2葺三のもの，容城票の金業は2むβ3葺三の数纏である。

臨簸：湾跳省容城桑の数纏隷ヒア琴ングによる。藤江省寧綾南のデータは拳蟹皺襞協会［2§縫3よ瞬乍成。

　　寧波毒の主要企業のデータは高概要諺総瞬，小島末夫諺総蔀などよ静鐸成。
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中石アパレル産業の現献と課題

かというとニッチ露場が中心である。特に8本向けの

輸出は§～絡％と低水準である。

　輸出先の開拓は，知人の紹介，展示会，外国企業へ

の直接営業．インターネットなどによっているひ

　第5に，生産妓籍や晶質管理という点では調査した

中堅企業は聡09§麗，2総§などを取籍してお銑），また

設備も8本製の設備を使欝しているため国際的水準に

達しているといえる。技術蓄積は誌京企業から学んだ

というケースもあったが，OE鱗を行う過程で技術と

晶質管理を習得しているようであった。しかし先述し

たように［集宏興蓬のワイシャツの晶質はヤンガーに

比べて劣ると評纒されている。また麗友集毯のように

欝本向け輸出品とそれ以外では品質管理に差がみられ

るケースもあった。

　第6に，鐵稼ぎ労働者に依存しており，賃金は上昇

しているとはいえ，依然として抵賃金である。しかも

i濤平均鎗鋳簡プラス残業という長時闘労髄である。

また休暇は年§蓉のみであ鯵，鐵来高鱗のためヂ糞発

的」だといってもかなり厳しい労鐵条件である。しか

も単工程受け持ちのため，作業スピードは葬常に速か

った。

　第7に，クォータ撤廃への対応，トップ企業は建U

や馳米に駐在員の鬱鬱や事務勝を開設し準備段階にあ

る。縫方中堅企業では，集宏翼集毯を除き具捧的なプ

ランはないようであった。

　最後に，大手アパレル企業に関しては，単なる「縫

製工場」の地盤を脱し，企画・デザインも自社で行う

「提案型撫工生産サービスj　A継S　（A鞭鍵譲
M蝕雑多act雛溢琶S鍵vice）の段踏に入っているといえ

る。中堅企業も自社ブランドを持ち国内市場向けに販

売を行っている。その意味で「縫製工場遷から一歩抜

け崖ているということができる。しかし依然としてO

鷺麓が中心であり，自社ブランドによる輸出は園雑な

状態である。デザインなどの蕗品露発力，マーケッティ

ングカの水準は低く．課題が残るところである。容域

県では政府と企業が一一体となって，第i次鱗業（欝8§

隼代の翻業麹），第2次麟業（欝欝年代の輸出拡大）

に続く，第3次麟業（オ婆ジナルブランドの開発によ

　る高付撫極値化）を目指している。

璽　中国アパレル産業の競争力の源泉

　水簾では中国アパレル産業の競争力の源泉として，

①低賃金と高生産性に基づく懸格競争力，②アパレル

製品の高晶質化，③外資系企業のグローバル・ネット

（§333）

ワーク，④企業悶競争の激化，⑤政府の輸趨振興政策

の5点を取り上げ考察する。

1．低賃金労懲力と高生産性に基づく極格競争力

　1至1低賃金労働力に基づく緬格競争力

　輸鐵拡大の最大の要馨はその懸格の安さにある。先

述したようにアパレルの平均輸串単編は茎9§8年から

鴻§2年にかけて2§％低下している。これを主な市場ご

とに見ておこう。

　まず欝本市場では，セーター類を除けば中国アパレ

ル製品の平均単懸はEU，米国に比べ格段に低い。スー

ツの懸格で見ると，鱒繕§年から2鱒3年にかけて中国製

は62驚羅から認7距1に下落している（下落率6．4％）。

これは覇難闘にイタ移ア製が3灘32肖から蟹§欝霧に上

昇しているのと端照的であり，フィ移ピン毯8§穆，ベ

トナム§22§円と比較しても低懸格である。このため8

本のスーツ輸入に占める中国のシェア（2総3年）は数

量で86％，金額で質％と圧倒的に大きくなっている醗。

　次に米蟹市場においても，中播繊維製品（クォータ

廃止品目）の平均輸入単極は鴻懸年の6．2ドル／㎡か

ら2鰻年には3．欝ル／㎡へと鱗％も下落したたぬ

臆犠年には中国からの輸入単懸は申醤以外の蟹に比べ

63％も高かったのが，鴻鑓年には逆に6％下回ってい

る。これにより中蟹シェアは岡幾縫に9鷺から，72鷺

に急拡大し，纏の諸国をほとんど駆逐してしまってい

る。さらに具｛本的垂こ男雛1絹ワイシャツ　（綿鐙§％）　の

懸格でみると，香港製．ジャマイカ製は4§～6§ドルに

帰して，中国製は2§ドル前後である懸。

　続いて，EUにおいても，中醗のWTO撫盟後2隼
懸で，単懸の大輪な下落（平均75％）と輸入数量の急

増（晶自によっては数培に増撫〉が見られる鯨。

　以上のように中蟹はいずれの露場においても圧蟹的

な懸格競争力を持っている。この低緬格を可能にして

いるのは大量かつ低賃金労働力の存在である。近年賃

金水準が上昇しているとはいえ，内陸部からの崖稼ぎ

労働者によって，中国の労働コストは依然として先進

国のi割以下である。アパレル産業の労務費（時間当

り）の国警比較は未入手のため，テキスタイル産業で

代馬すると，2§馨2年初頭において霞本22．8ドル，米国

i翫iドル，メキシコ2．3ドル，イタ積アi翫6ドル，　ト

ルコ2．iに嬉して，中蟹は§．嘆ドル，沿岸地域でも§．7

　ドルである。このような労務費の格差は決定的であ

る醗。

　中国のアパレル産業においては，串稼ぎの若年女子

労働力により，生産が担われている。このような低質
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（533尋） 福島大学地域飼造　第欝巻　第2号　2§蕊．2

金労簿力の存在が最大の輸出基盤である。

　鱗生産性の高さ

　優し低賃金労働力だけなら，アパレル主要輸鐡露で

あるインド（§、6ドル），ノぐキスタン（｛｝．3ドル），ノ母ン

グラデシュ（＆3ドル）なども，労務費が低く，中国

と競合する罵能牲がある。実擦，ク重一タ廃止後の予

灘でもこれらの地域の輸鐵が増えると考えられている。

しかし中躍では抵賃金に簾えて，これら諸露に比べて

生産性が高いという優位性を持っている。舞えばワイ

シャツi着を生産するために必要な時間は，メキシコ

では講分，インドやバングラデシュは22．2分であるの

に短して，中国1灘2．5分であり，その差は歴然として

いる縫。

　調査企業においても，作業スピードも速く，「返品

率（ミス率）藩も懸かった。その蓬懲として，iつの

工程に熟練することを§的として，探題鋳から勉の工

程への異動はあまり行なわれていないこと，また虚来

高賃金のため長時慰労鱒もいとわないことなどがあげ

られる。

2．　アノ璽レノ暫製品の高品質｛む

　鱗　日系アパレルメーカーによる妓籍移転

　甲羅製品は低懸緒に癩え，高品質であると評懸され

ている。晶質が向上した最大の要國は外資系企業，特

に8本のアパレルメーカーの進珪1による影響である。

欝鱒年代以降，購本のアパレルメーカーが低賃金労麟

力を求めて中醗で現地生産を進めたことにより，欝系

企業がゼ持ち編む輪出蓬を行い中国1の輸串が増撫した。

それに癒え，日系企業による妓籍移転効果があったと

考えられる。簗斌［2§鑓は，懸本企業による技術指

導，徹底した晶質管理指導により，ヂ高品質・抵籔格」

が実現していると指摘している。また至丁の活矯によ

む，発注から納贔までの婆一ドタイムが21｝8閥程度睾こ

短縮しており，最近は完成晶の検品や纏耗付けなどの

蟹欝　繊維製品輸入の推移と総輸入に占めるシエア（単離1鐘ドル，シェアは右轡盛む，賑）

25蓼

2｛｝倉

玉講

i総

5§

　欝鍵董鍛翻2黙3至鰻墨9藝5藤縄i鰹垂縢i鯉i蹴垂99董雛2欝3鑛齢毒i鰯欝了醗艇鵬2鱒2綴2耀講32灘淫、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ叢
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錘．馨

至2．§

欝．§

8．蓼

§．§

壌．馨

2．蓼

§．§

鼕鼕蒙鍵アパレル籔二二i糸・織勃麟鍵羅繊維療舞

十アパレルのシェア　十糸・織勃のシェア　一十繊維漂料のシェア

注：欝麗奪以降縁再輸饒を食む。串騰轟関統計。

　2総珪華i弩～賛縁の綾羅漂料のデータは未入手。
慮藪：鹿家紡績工業罵織［餐隼叛3，2臆4葎i層から麓月は中蟹譲装協会資料（魏魏／〆脚ww．8撫．εo灘．艦〉より体威。
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申醗アパレル産業の現状と課題 （§335）

物流擁■1作業も中国麗で行うようになっているところ

が増えている㈱。

　1欝　東アジアからの良質なテキスタイルと工業婿ミ

　　シンの供給

　第2に，串縫のアパレルの高品質化をもたらした要

霞として．東アジアにおいて良質なテキスタイルと工

業購ミシンの供給国が存在したことを挙げることがで

きる。先述したようにi弱§年代擁めには甲羅では良質

なテキスタイルを安定的に供給できなかったため，縢

本，台湾，韓国などから輸入せざるを得なかった。そ

のためアパレルの輸懲と比擁して・テキスタイル輸入

は欝8§年の8臆ドルから2§総年には握2臆ドルに増擁

している。また繊維原料も岡谿間に2§億ドルから報徳

ドルに倍増している（園i3参照）。

　2§総年の綱渡驚輸入実績でみると，主力の龍王貿易

題繊維晶の輸入は89％を占め，また企業類型でも三資

企業が68．9％を占めている（表竣参照）。このことか

ら明らかなように，テキスタイル輸入の多くは輸出絹

である。主要輸入先は台湾，8本，韓国，香港の顧で，

この東アジア4ヶ国・地域からの輸入が全体の66％を

占めている㈱。つまり東アジアから高品質の原材料

が安定的に供給されたことが，アパレル製品の品質向

上につながっている。

　但し，近年．繊維原料やテキスタイルの輸入が頭打

ち傾向になっており．国内で輸出堰撫工原材料の内製

化が進んできていることを示している。これは先述の

コスト構造の国豫比較（図2）によっても確認できる。

　またアパレル生産に必要な工業電ミシンは主に8本

に依存している。工業罵ミシンでは8本企業の競争力

が強く，JU獲が轡界シェア第i位で約鱒％，第2位

はブラザーで約器％を占めており，中国でも」慧獲
のシェアは灘％に達している懲1。

　工業矯ミシンの輸入は欝98年の欝．5万台（約鱒む倉万

ドル）から隠蟹年を給いてほぼ一一貫して増加して，

器02年には27．9万台（2．3億ドル）に倍増している鵬。

ヒア穆ング調査でも，ほとんどのアパレル企業は8本

製の工業電ミシンを使絹していた。以上，段本企業か

らの技術移転，品質管理システムの導入，原耕料や生

産設備の輸入先として，霞本など東アジアの存在意義

は大きかったといえる。

3．外資系企業によるグローバル・ネットワーク

　先述したように近年，輸鐵に占める三資企業のシェ

アが低下してお鯵，中国系民営企業の成長に注目すべ

きであるが，鰺9§年代の輸出の拡大に関して言えば，

外資系企業によるグローバル・ネットワークは葬常に

重要な役割を果たした。先進羅のブランドメーカーの

ファブレス（F＆疑εss）化と麟癒して，中国企業は積

極的にO　E擁生産を行った。デザインカやマーケッティ

ングカを持たない中国企業にとってほとんど唯一一の道

だったといっても選言ではなかった。

　鱗えばファーストリテイ婆ング（ユニクロ）に代表

される霞本のSPAが，中国を生産擬点としてゼ抵懸

路・高品質達のカジュアル衣醸を8本市場で大量叛発

することにより，8本市場のアパレル需要を牽引した。

現在は行き詰まりを見せているが，2む§2年まではS　P

A型の企業は，中国の生産槌点を活賭して，企画・生

産・物流・叛売を自社で一元的にコントロールするS

C醗を購築し，高収益をあげていた騰。

　地方，中国のアパレル企業から見ると，縁られるの

は撫工賃だけで，付撫懸値が低いという問題点がある。

縫えば「中国で簾工生産されるブランド勃のスぷ一ツ

ウェアの米国へのFOB緬賂はi着7～8ドルだが，
米国市場では鱒ドルの懸格が付いておむ，利潤の大部

分が中間商に行っている連騰と指摘されている。

　鬱し，先述したように近年三資企業の企業数や総生

産額は増撫しているものの，シェアはむしろ縮小傾露

にある。輸趨の攫い手としても，三資企業の割合は低

下しつつあり，代わって中国系艮営企業が台頭してき

ている。

4．企業闘競争の激化

　国有企業が独占的に輸轟を行っていた時代と異な瓶

改革聡敏後の短期間の聡に多くのアパレル企業が新規

参入し，急速に規模を拡大し，技術力をつけてきてい

る。その結果，国有企業，三資企業，郷鎮企業の闘で

競争が激化している。先遽したように，欝§9隼から

2欝3年にかけてアパレル企業数は弱盤社から97葺社に

増撫し，新鶴参入が続いている。このように競争が激

化した結果，各企業はコストダウンに努め製品の出荷

懸格が下落している。また製品の差響珪化や品質の溝上

にも努力している。

5．政瘤のアパレル産業振興政策

　次に，中国政府の産業政策をアパレル輸出振興政策

を中心にみておこう。中国はig8i年にGATT繊維委

員会のオブザーバー参撫資格を得，欝縫葎には多霞闘

繊維協定腿FA（M綾里t量一簸椀r　Aぎra登ge灘ε魏）に参

擁した。

　1986年に1誰2沿海薬毒に繊維製品の輸懲基地を建設
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し，輸趨拡大基金の設立，輸患奨励法の改正などが行

われた。それに換え，縫製工業を軽工業部から紡績工

業部の管蓬下に移し，欄上から鱗下までの一貫した管

理体系を整えた騰。輸出奨励策策として輸出で得た

外貨の一定比率を企業が留保できる「輸串外貨留保麟

度」や輸出補勘金斜度が実施された。

　さらに欝88年に趙紫陽総書記が提唱したゼ沿海地区

発展戦略」の提唱を受けて，欝8§年代に香港と広葉省

の閥で行われていたアパレルの委託総工が沿岸地域で

推奨された齢。特に欝92奪の郡小平の「購巡講誌」

以降，羅本や翼露sのアパレル企業の中国移転が急増

するとともに，（）E蟻生産が増撫した。それによむ国

有企業に換えて外資系企業や郷鎮企業などによる輸串

が拡大した。

　臆馨食年に策定された第欝次5ヶ年計藤における繊維・

アパレル関係の§標は表欝の通りである。政癖とアパ

レル業界はジ繊維大蟹遠からr繊維強蟹3へを目標に

して，技衛水準の向上を園っている。まず繊維・アパ

レル輸出額を5§§憶ドルから6灘癒ドルへ増撫させる。

また単懸も高め，薫トン当りの外貨獲霧を圭2§§万ぎル

から欝馨毒万ドルへ増趣させる。さらにアパレル輸鍾墨に

使駕する素材の自給率を50％から8§％に高めようとし

ている。策定当褥は高い水準だと考えられていたが，

臆経年段階で概ね目標は達成されている。このことか

らもアパレル産業の成長の華さをうかがうことができ

る。

　以．L，急激に拡大する中国のアパレル産業の競争力

の源泉について考察した。結論として，①低賃金と高

生産性に基づく懸格競争力．②アパレル製品の高晶質

乾，③外資系企業のグローバル・ネットワーク，④企

業闘競争の激化．⑤政府の輸串振興政策などが，中石

蓑驚　鐵維・アパレル業葬1こおける第総次§ケ年計

　　醸の内容

2暮紛年

ﾀ　績

2§編年

ｩ込み
増癩率

紡績工業総生産額（癒元〉 8，総暮 ii，総春 3き

繊維灘工総量（万トン〉 i，2韓 i，蓬2§ i8

縫霞織維濾費量（万トン〉 7総 総毒 23

i人当む消費量（キの 7 8 i8

紡績衣類輪換額（臆ドル） 5総 6総 3碁

iトン当鯵の外貰獲薄額（千ゼル） i2，鰯 馨，蟹羅 33

衣類輸鐡素紡自給匙率（％〉 灘 総 鎗

爵漸：酸章藥産業経済振興センター［2｛｝雛馨轟§ページ。

アパレル産業の発展に重要な役割を果たしていると言

うことができる。

おわ》に　中欝アパレ趨薩業の課題

　最後に申蟹アパレル産業の今後の課題として，鎗総

年i月以降のクォータ廃止への対癒灘と「縫製工場達

から「アパレルメーカー」へ転換するための課題につ

いて考察する。

葉．ク孝一タ廃建への対癒

　轡　アパレル貿易摩擦の激牝とクォータ廃．疵

　懸格，品質などの面で国際競争力を持った中国のア

パレル産業は，世界第i位のアパレル生産・輸出大国

となった。それに伸いアパレル貿易摩擦が激化し，

ゼ中国脅威論3が声高に唱えられている。実鰹に米国

や琶Uのアパレル産業罪からはセーフガード借置を求

める声が高まっている。

　さらに2鑓5年i月に多国闘繊維協定（欝欝A）で定

められていた輸入クォータ（禽魏ota〉麟が廃止された。

このクォータ廃止によって米馨やEUのアパレル市場

において中国のシェアが高まり，「i人勝ち」状態に

なるのではという警戒感が高まっている。ATA鱗

［2総3董，WTO［2§艇3，i　TC菱2§縫3などの醗究

では，いずれも中国の輸慈が拡大すると試算しておむ，

特にATA醗［2§鰯はアメワカの雇溺が総万人失わ

れると警告している。

　（21中国のクォータ廃止への韓癒

　申躍はこのク愛一タ廃止を契機に，欧米市場に輸出

を大幅に拡大したいと考えている。ヤンガーなど大手

企業は海外事務瞬を設置したり，合弁企業を設立した

りして・輸趨拡大を泌っている。また溺載省の中堅企

業も輪鐵拡大に対応すべく，設備投資を行っている。

　但しあま穆にも急激な拡大は貿易摩擦を生み，セー

フガードなどの婦抗捲置をとられる恐れがあるため，

翰墨関税による自主規鱗や迂経輪轟の方法をとってい

る。

　第iに中石政府は，鴻蕊年i月i8から3年賜，慧8

品羅に及ぶ抵癌格繊維製品の輸鐵に対して輸崖税を課

すことを決定した欝。これにより急激な輪講増撫を

自主規翻するとともに，高付撫懸値化を促進する事を

繋的としている。

　第2に．米国の繊維製品優遇捲置換与国を通じての

迂回輸串である。甲羅企業は串縫本土からの繊維製品

輪講には監視の欝が光っているため，米覆が優遇措置
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中蟹アパレル産業の現状と課題

を与えたヨルダンやサブサハラ・アフ婆力諸国に進出

し，さらには中国産の原材料を購いた製品によって麟

来翰鐵を図っている騰。

2．「縫製工場達からゼアパレルメーカー」へ転換の

　ための課題
　これまでのアパレル産業の成長パターンは外資系企

業主導で低賃金労欝力を刺網して，○露麓生産で撫工

輸出するというものであった。これまで中国アパレル

企業は撫工賃を得るだけの「縫製工場まに過ぎなかっ

た。

　しかし近年新しい特徴が出てきている。iつは国内

アパレル市場の拡大であり，もうiっは中蟹系艮営ア

パレル企業の成長である。

　第iに，中国のアパレル斎場は格差と多様性を持ち

ながら拡大している。沿岸部の都南を中心にアパレル

需要は拡大し，その消費者ニーズも多様化している。

縫方で，農村においては依然として消費水準が纏い。

このアパレル消費市場の多様牲に対癒するために，ア

パレル企業の戦略は大きく二極化している。一方では，

量から質への転換を國り，天然素秘やエコ欝ジー繊維

を矯いてデザイン牲に優れた衣服作りをしていく戦略

をとるとともに，地方では大量生産の抵癌格贔の供給

をする戦略をとっていく必要がある。

　第2に，大手アパレル企業に関しては，単なるヂ縫

製工場嵯の地位を脱し，企画・デザインも自社で行う

段贈に入っているといえる。中堅企業も自社ブランド

を持ち国内市場向けに販売を行っている。その意殊で

ヂ縫製工場」から一歩抜け串ているということができ

る。中国系アパレル企業は0建鍵に換えて自社ブラン

ド生産の比重を高めている。大手企業では園内にすで

に流通網を整備し自社ブランドで売上げの5§％程度を

園内簸売している。中堅企業でも鰺％程度の自社ブラ

ンドでの園内販売を行っている。また，2総2奪時点で

中国のアパレル企業の鎗％は自社ブランドを保青して

いる（鱒。

　中国市場におけるアパレル消費の95％は中国産であ

り，しかも鴨％以．ヒが中国系ブランドである。騨丁0

撫盟により，流通分野への参入が可能になったとはい

え，この講造は簡単に変化しないだろうと患われる。

したがって中国のアパレルメーカーは単なる「縫製工

塊ではなく，園内市場ではブランドカを持った企業

に転換しっっあるといえる。

　　しかし限界も存在する。これらの串縫ブランドは蟹

鰹ブランド水準には至っておらず，0狂醗中心の輸串

（碁33？）

になっている、生産技術や品質管理という点では国際

的水準に達しているが，やはり．デザインなどの商品

開発力，マーケッティングカの水準は鱈い。中国のア

パレル輸出はワイシャツやスーツなど付癩懸値の縫い

中低級品が中心である。またシェア争いも簸格競争を

主としている。

　したがって今後，ブランドの確立，販売ネットワー

クの確立，知的所有権の一屡の整備などが大きな課題

となっている。そのため政府と企業はゼ繊維大国達か

ら郵繊維強蟹3へを目標にして，技徳水準の向上を騒っ

ている。

　注

繊　統計等では衣綴鰻。撫麺齢．衣類（ε鍵灘e魏）など

　の驚語も使われているが．ほぼ横様の内容であ甑本

　稿では「アパレル嵯（鋤夢鍵e至）という矯語を使矯する。

　素材」によむ織麹アパレルとニットアパレルに分かれる。

　中国ではアパレル産業は「線装工業3と呼ばれ・靴・

　耀子なども含むが，本稿ではアパレルに羅定する。な

　おテキスタイル（総x鐙e〉はアパレルの素材である織

　辱舞とニットを意味する。

　　なお本稿では撫工賃をもらって縫製擁一を行う野縫

　製工場漣との鰐比の意殊で，デザインや麗発，趣工，

　小売まで行う企業のことを家後的な意殊でrアパレル

　メーカー」と呼志ξo

麟　中国国家統群島鑛［鴻艇3よ鞍讃算。

麟多くの発展途上国がアパレル産業とテキスタイル産

　業に歓喜している。織維製品が纏業製贔輸邸こ占め

　る鷺率は，バングラデシュ　（§5錫），　ラオス（§3％），

　マカオ（8§％），カンボジア（83％），パキスタン（73

　懸），ス勝ンカ（脳），ネノぐ一ル（6跳），トノ海儒

　％），インド（3§％）となっており，工業化における繊

　維産業の意義は依然として失われていない。
　c。醗iss油。ぞt娩馳・脚簸。幡難曲es［2鰯。3

　参照。

鱒　調査にあた鯵，訪幾先の方々はもとよ甑薬草輝氏

　（福島大学経済学硬究科・院生）にはコーディネート・

　通訳などで大変お轡話になった。また属行の菅野重信

　民（テーラー店・社長）にはいろいろとご助言を頂》

　た。記して感謝したい。
｛51高橋要藍2総3彊，織醗新鹿社し欝§縫，小島末夫［臆縫3，

　辻美代藍2§縫］など一一定の藩究蓄積があるので，本稿

　では文戴磯究にとどめる。

麟　本稿と佐野孝治竪臆G5垂は補完関係にあ甑　輸出に

　臠する考察と記連は重複している部分がある。纒表な

　ど詳しくはそちらを参照、されたい。
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（5338） 篠島大学地蟻麟造　繁雑巻　第2号　2§鋳．2

（71繕事経済協会巨鐘7〕憩～欝ページ。

麟　迂美代緯§総董i縫～欝5ページ。

1§1康賢淑［鱒雛藝］2§ページ。

㈱　「農赫地域に立地し，末端行政績織（ギ郷」（栂〉・ゼ鎮3

　（麹〉，栂（集落〉や農民が断脊，経営する企業の総梅」。

　天児慧紬織［i弱弱（麹藤弘之），3薦ページ。

麟　ゼ三資企業」とは野外羅企業単独もしくは中国企業と

　の業縁の資本の趨資による事業体建（天晃慧縫編菱欝99窪

　（今井理之），蔓iぺ一ジ）であ参。独資企業（玉総％外

　資企業），合弁企業（中国資本と外国資本の共購鐡資事

　業），合作企業（鐵資ではなく契約に基づいた企業閤提

　携，中国灘が±地と建勃を，外資が資金を鍵供するケー

　スが多い）を指す。

麟　資産総額§織元以、とが大型企業に．5§総万元以上が

　中里企業毒こ分類される。

㈱　中国醸装ネット　逮麹一
麟　辻i美代諺｛｝畿舜，46豊ページ。

鰺　甲羅国家統計局編［2§縫窪より誹算。

㈱　睦野孝治［欝蕊韮9ページ参照。

懸　夢中羅海関統計」2総4年欝月。

（欝　　S　P　A　　（S茎｝e£捻墨量もy　store　re総量¢虻　oず　蛋｝r鉾ate　董｛嚢》奪茎

　A鞭鍵e董）とは野製造小売」であむ，繭晶企薩・デザイ

　ン・生産・物流・小売までをすべて自娃で一元蓉理す

　る業態である。

1欝　佐野孝治［2§偽325ページ参照。クォータ麟痩との

　灘連で言えば，欝9§年に米墨はこの香港などを経塗し

　た迂回輸出によ参，中蟹が本来のクォータを上灘る量

　を不法に輪鐡していると撹覇し．捻品羅に対するクォー

　タ麟滅と，そのうち5品目に繁しては麟裁縫税を課し

　ている。注花徹［欝蟹］23ページ。

麟　中鑓経済年鑑編集委員会編〔2縫む～2総朝参黙。

欝　中国紡織工業協会諺鍵3／2総鵡よ鯵計算。

㈱　中国経済年鑑編集委員会編証2総3窪i劔ページ。

欝　麓工貿易には，①外蟹企業から原梶料の無償供給を

　受けて，趨工生産して外国企業に渡し，癩工賃を受け

　取る「菜料趨工」と②外蟹企業よ磐原経料を有償で輸

　太し，それらを擁工生産して，外国企業に再輸鐡する

　「進料撫工」がある。

欝　欝96年i～8月計。「菜料矯正］蔦％，ゼ進料旛■1董38

　擁である。江花徹駿g9鷲22ページ。

齢　第欝次5寿年計薩では，繊維製品輪串の現地調達比

　率を騰綴年の灘％から2総5奪までに欝％以上にする講

　画である。

　　中麗経済年鑑編集委最会編［鴻春鱗貿§ページ。

　　中国毯家統計局編ξ2総畷よ諺計算。

　　中蟹蟹家続誹尉織£2縫4董より欝算。

　　佐野孝治憂欝編垂腫ページ参窯。

懸

騰

㈱

懸

㈱　中石経済年鑑編集委員会編珍総23貿7ページ。

雛　蟹家統計局菱鎗縫璽より計算。

懸　周惣のように．熱海市，広葉省，紅蘇省などの泌岸部

　と海陸部の整差は大きい。鯉えば最も擁毒薬可越分解

　得が高い地域は上海でi．暮万元である。ドル表示では上

　海市は44錘ドルであむ，マレーシアの姐賂ドルを越え

　てお穆，上海の人髪嚢7鱒万人を考癒すると，その経済

　焼摸器5憶ドルはマレーシア工国の逢分の3に相当して

　いる。増獲耕太郎ξ2§鱗茎鰺3ページ。

懸　ブランド品をはじめとする「見栄消費」が多いとい

　われている。ルイ・ヴィトンにとって中蟹市場は機翼

　で4番目の市場であり．グッチにとっては5番§に位

　置づけられている。騨中国マーケットトレンド精報燵2

　号，騰経年4月露8。

麟　衣醸（c茎。嶽撫砂蟹は綴購入費，綴婿糧料費，靴下・

　緩子催購入費，縫製サーどス費からなるので，厳密に

　はアパレル溝費そのものではない。

欝　スーツ，革靴の普及率は現在§艀6鞍上に達している。

騨ゼ中国マーケットトレンド憐報遜2総纏年稔月欝8。

醗　2縦奪9月の全国重点大型小売繕の紳士スーツ簸売

　量。ζ中国紡績報遷2総4奪i2月38。

馨　ゼ中国広告算鑑2縫躍年鑑社。

㈱　米国羅豫纏花協会によるヒア饗ング講査，対象者は蕗

　～騒歳の消費者。ヂ新華綴」2書癖嘆年9月i欝。塑
　2｛｝3、i§2．6．？§／ゆ

麟　縢本化学繊維協会「織維ニュース達隠縫年欝蕎。

総1　博報堂【2蟹｝2」56，57ページ。蟹翼鳩年～2｛鰺i年の8§奪

　人を対象とした調査。

懸　このデータは城・鎮（薬毒・瞬）を対象とした全国

　平均のデータであるため，傘下屡をiっの翻市の中下

　摺と見るか，地方の鎮（郷〉の人々とみるかは肇霧llし

　ない。

懸夢中鬱結纏報遜2総鐸5月2紹。

鱒子換弩熱こ関しては第董，第登（繕羅ではマイナスの魑

　になっておむ，下綴財となっているσ

鱒　王楽平諺（鶏壌i5｛》ページゆ二王氏の河北省講査に1よれ

　ば，農民の消費の優先顯位は，①家の建て替え，②子

　どもの教育，③交通運搬機械の購入である．

鱒　中国経済年鑑纏集委員会編諺§§3］欝2ページ。

瞬　JU鬢茎編江2総纏，　gページαアパレル企業としては

　中醒全体で商品の藪売蟻懸が比較的長続きするためメ

　婆ットがあるという。

総1繊醗新懸娃［2総鑓懸ページα

鯵鍍阜繋産業経済振興センター駿艇護璽6i～63ページ

　参窯。

㈱　中蟹綴装協会髪2§鱗3よ善計算。

騨ゼ市場宰灘2暮艇年5弩25嚢。紳醗マーケットトレン
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中国アパレル産業の麗績と課題
（§33§）

　ド精報選よむ再群溺。

麟　中国経済年鑑編集委員会織旺2総纏欝2ページ。

騒　中国経済年鑑結集委員会編［2総23葺6ページ。

麟　障舞華謬轟業椿報センター，　2蟹羅奪ii月24臼．　アノぐレル

　ウェブーより再構顯。
鰍　較皐県産業経済振興センター諺叡廼董6i～63ページ

　参黙、窃

懸　嚢本建学繊維協会旺2鋳嬉嬉2ページ。

麟　中国顯装協会［2総濠参照。

馨　小島末夫［2総43磯ページ。　ヤンガーのRPとは若
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繍SC鍵（S駿麟yC婚簸M鎌暮朧e籔t）と毒蠣嚇料
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　髪2雛捻323ページ。
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鵜　JUK董編諺総鑓　3ページ。
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　大する予定である。蕩揺要診総壌23ページ。

欝　ヤンガー｝｛P，繊醗新灘社珍書§3366，67ページ，

　高橋要［欝総肇23ページ参照。

翻　小島末夫緯総燐壌ページ，JU獲編稔総鑓　3ぺ一

　ジ。
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鯵　ぎU獲編鰺§融鑓及び杉杉集羅嚢P参照。

繍
纏
鰭
麟

鄭永鰯重騰縫韮参照。
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繊醗新縫社［2総3塞稔ページ。

㈱　杉杉集鱗疑P，繊麟新弱縫諺§§鑓隠ページ参照。

聡　達美代ξ2総羅25§ページ。
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欝

欝

麟

鱒
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麟
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灘　講土。

㈱　購娃雛Pでは8本にも輸串されていると記載されて

　いる。
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　璽）。

鱒　製品輸入促進脇金髪2総鱗22ページ。

／購　羅本化学繊維協会銭費魏攣：／〆www．揮3著r，鎗参照α

麟従熟ま輸轟のためのミシン諜要の鈍重が高かった魁

　現在では輸出驚と内需購が結抗している。罫立花月報懇

　2韓3年4月号，参蕪。」慧獲でも海跳省と上海市で現地

　生産しておむ，その比率を総％から？縫6に拡大する方

　鋭である。ζ嚢モ彗現代選飯貌：／／www．欝虚搬翫。｛）搬〉2総2

　奪8月§臼。またブラザー二£業も3年以内に中蟹生産

　比率を現在の3離から7割に大福に引き上げる予定で
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｛懸　8本紡績協会緯暮暮3337ページ。
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中蟹アパレル産業の現績と課題
（53遵i）
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