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ABSTRACT
This essay is authored by Zhao and Yuan, who were both born in the 

northeast of China,　Jilin province. They are interested in the future of Jilin 
province economy, where remains the planned economic legacy. Recently, 
the private-owned enterprises have been developed in the Liaoyuan city in 
Jilin province and they are forming a kind of industrial cluster. So we 
researched the requirements of private-owned enterprise clusters ＇ 
development in the backward area of China, taking Liaoyuan socks cluster 
as an example.
Now, there are many industrial clusters in China. China has become the 

biggest producer for many industrial goods in the world. As for the case of 
socks, China produces almost two-third of the world production. The biggest 
socks industrial clusters are developed in Yiwu city and Datang town of 
Zhuji city in Zhejiang province. The socks industry of Liaoyuan city is 
chasing the two clusters in Zhejiang Province. We want to make clear the 
requirements for the socks industrial clusters' development in Liaoyuan city 
and predict the future development direction of Liaoyuan socks cluster.
In this essay, we analyze the case of socks industrial clusters in Nara of 

Japan, in Yiwu city and Datang town in Zhejiang province in China,  that 
can be references for the socks industry of Liaoyuan city. In the case of 
Nara, the socks industrial cluster was developed greatly, but the production 
has been decreasing because of rapidly evaluated Yen and flooded 
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importation, in the recent years. Nara's socks producers could not depend on 
sales function of Osaka and they decided to be independent from Osaka. To 
survive, they enhance the products' fashion and function, and make efforts to 
differentiate the products from the imported goods. They are establishing 
their own brands now. Through analyzing the survival method and the 
development process of Japanese socks industry, we can compare with the 
socks industry in both Yiwu city and Datang town of Zhuji city in Zhejiang 
province. In the case of Datang town, the raw material market has been 
opened and the good environment for the producers has been offered. In the 
case of Yiwu city, where having the biggest wholesale market in the world 
has gradually developed and then socks makers have emerged in this city. 
So we can know the characteristics and problems of each cluster. And we 
also can compare the socks industry in Liaoyuan city with other regions to 
know its future development.
In conclusion, we classify these regions' clusters as the Datang type, 

which concentrates in manufacturing function, the Yiwu type, which is 
leaded by wholesalers and retailers and NARA type, which has been 
transferred from Datang type to newly created type for socks cluster. Then 
we can find out a peculiar development model of the socks industry in 
Liaoyuan city, which contains evolutional functions, establishment of local 
brand, and expansion to related products market and overseas market.

要　約
本論文は中国東北地方吉林省出身である、趙、袁の二名による共同執筆であ

る。両人はまだ計画経済的色彩が残る吉林省の経済発展の将来に関心があり、
最近民間部門を中心に発展している吉林省遼源市の靴下産業に関心を持ち、中
国後発地域における民営中小企業の集積について、この産業集積を例として、
研究した。

中国には多くの産業集積が成立し、多くの工業製品で世界 1の生産量を誇っ
ている。ここで取り上げる靴下も、その生産は今や世界の 3分 2以上を占めて
いるが、そのなかでも浙江省諸墍市大唐鎮、又義烏市に巨大な産地が形成され
ている。遼源市の靴下産業はそうした先進地を追いかける形で発展しているが、
まだ発展途上であり、今後どのような性格の産業集積に育っていくか、大きな
関心事である。

本論文では、日本の奈良県、中国の浙江省の大唐鎮、義烏市、そして吉林省
の遼源市の靴下産業の集積を取り上げる。日本最大の靴下産業の集積地である
奈良県の場合、靴下産業がかつて大きく発展したが、近年生産は縮小する中で、
生き残りをかけて、特に従来の大阪の流通業に販売を依存する体制からの自立
のために、製品のファッション性や機能性を高め、輸入品との差別化に努力し、
また自社ブランドの確立、自社による販売網の開拓、又新たな流通業との提携
を図るなど、生き残りをかけた努力に成功しつつある。次いで、中国における
産業集積の形成、特に浙江省の、大唐鎮と義烏市の集積の形成プロセスと集積
構造の違いを分析する。特に原料市場などを整備、生産活動に有利な環境を整
備、特に生産機能の集積が図られている大唐鎮と、世界最大の日用品卸市場の
形成から、流通指導で製造業が発生、発展し、一部には巨大な製造小売企業の
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はじめに

経済が大きく変革しつつある現在、産業集積
は先進国に対しても、発展途上国に対しても、
地域経済発展に重要な役割を担っている。中国
の製造業の発展は目覚しく、多くの製品でその
生産量は世界一位となっている。その中で、個
別製品の取り扱い、生産が特定地域に集中し、
巨大な産地が形成されるケースが多く見られ
る。改革開放以降、中国の東南沿海部において
産業集積が次第に発展、特に珠江デルタ、長江
デルタなどの地域では、その経済発展に大きな
影響をもたらした。

中国東北地方は、計画経済時代、資源が非常
に豊富であり、中国の中で、国有大企業による
重工業中心として非常に発展した地域であっ
た。しかし、1978年の改革開放が始まると、
国営企業の改革の遅れから、その経済発展は
徐々に遅れることになった。2000年代には、
地域格差は無視できないものとなり、中国政府
は 2003年東北振興政策を開始するが、ここで
は「非国有経済の発展が不十分で市場化程度が
低いため、経済の活性化に欠けている」、「第三
次産業のウェイトが低く、企業のイノベー
ションやサービス精神がない」［注 1］等の問題が
指摘された。そうした中、近年、中国の東北地
方でも、民間企業を中心とする産業集積が見ら
れるようになっている。

中国東北の吉林省にある遼源市は、昔から石
炭鉱業を中心に経済を発展させて来たが、近年

石炭資源が少なくなり、2005年に、中国政府
より資源枯渇型都市［注 2］の一つに指定され、
資源型都市の経済構造を転換する試験都市にも
認定され、いろいろな特別支援を得ている［注 3］。
それは遼源市にとって、経済発展の重要な
チャンスである。そうしたなかで、旧国有靴下
工場から発展して来た靴下産業は、今遼源市の
重点産業になりつつある。この 10年、多くの
民営中小企業が発生、集積し、現在中国で有数
の靴下産業の集積地に発展している。

本論文は遼源市の靴下産業集積を例として、
中国後発地域における民営中小企業の集積によ
る地域経済発展についての研究である。中国は
今や世界の靴下生産の 3分 2以上を占めている
が、そのなかでも浙江省諸墍市大唐鎮、又義烏
市に最大の産地が形成されている。遼源市の靴
下産業はそうした先進地を追いかける形で発展
している。そこで、中国における産業集積の形
成、特に浙江省の大唐鎮と義烏市の発展プロセ
スを考察、ついで、遼源市の靴下産業の発展プ
ロセスとの比較を通し、今後の後発地域におけ
る、新たな産業集積の形成、地域経済発展の方
向を探りたい。

なお、かつて世界市場で活躍、現在は生産量
を大きく縮小しているが、ファッション性や機
能性で新しい分野を切り開き、生き残りをかけ
ている日本の靴下産業、特に日本最大の集積地
である奈良県の靴下産業についても、その変化
の動きを考察、中国の靴下産業の将来について
考える参考としたい。

誕生も見ている義烏市の集積それぞれの特徴と問題点を分析、ついで、最近、
集積の速度を速めつつある吉林省遼源市の靴下産業の発展プロセスとの比較を
通し、現在発展途上にある遼源市靴下産業の産業集積の将来の発展方向を探っ
ている。

結論としては、製造機能に特化した大唐鎮タイプ、流通業主導の義烏市のタ
イプ、さらに当初製造機能に特化していたが、環境変化の中で、次第に流通業
からの自立への道を探るという奈良県の動きも参考にして、遼源の集積の将来
を考えている。遼源の場合、さらなる集積の促進とその機能の進化、地域ブラ
ンドの確立とイメージの向上、靴下以外の関連製品市場、海外市場への展開等、
遼源にふさわしい、新しいタイプの業種の在り方を論じている。

Keywords :  North-East China, Regional Development, Industrial Cluster, 
Socks and Stockings Industry, Liaoyuan City
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第一章　産業集積の意義と
　　　　　　先行研究（趙、袁）

1．産業集積の意義

産業集積とは、マイケル・ポーターによれば
［注 4］「ある特定の分野における、相互に結びつ
いた企業群と関連する諸機関からなる地理的に
近接したグループであり、これらの企業群と諸
機関は、共通性と補完性によって結ばれている」
とされる。

産業集積はそこに立地する企業の競争力強化
に非常に重要な意義を持っている。特定地域に、
関連する製品企画、生産、包装、設備機械の生
産・メンテナンス、流通機能などを持つ企業が
集まると、生産の時間とコストの面で節約でき、
企業の競争力を向上させる。また、関連企業の
集積は、企業間の競争と協力により、イノベー
ションを促進、創業の障壁を低くし、産業の高
度化を促進できる。ほか、地域における産業集
積の発展は周辺地域の経済発展も引っ張ること
ができる。

2. 先行研究

1）	 中国における産業集積と地域開発の研究
状況

1978年の改革開放以降、中国において産業
集積が急速に発展してきており、中国民間企業
を中心とする産業集積の発展についての研究は
多く、地域経済を振興する重要な手段とされて
いる。中国全体から見ると、産業集積が主に東
南沿海部に集中し、深圳モデル、蘇南モデル、
温州モデルなどいくつもの地域経済の発展タイ
プを形成している［注 5］。

民間資本を中心とした産業クラスター形成の
プロセスでは、浙江省義烏市の卸市場の役割、
又国内外に広い販売ネットワークを持つ温州商
人の役割を評価する論文［注 6］もみられる。

2）	 東北地方の産業集積についての先行研究

近年、中国全体における地域経済格差の問題
で、東北地方が取り上げられることも多い。東
北地方の国営企業の改革の遅れや民間企業の発
展が遅れていることの指摘も多い。陳順の「民
営企業集積の革新発展の理論と実証の研究」［注 7］

によれば、東北地方の産業集積は、大国有企業
を中心に形成する産業集積、資源賦存による産
業集積、国有企業のリストラによる形成される
産業集積などに分けられるとしている。

近年、東北地方において産業集積の発展がみ
られ、そうした動きに注目し、王秀繁による「遼
源靴下産業集積の発展研究」［注 8］や、姜宏によ
る「東北地区中小企業集積化の成長及び集積区
の建設」［注 9］のような具体的研究論文も現れ、
東北産業集積の実態を分析しようとする研究も
出てきており、本論文を書くにあたって参考に
なった。ただ、複数の異なる産地の事例を調査
した上での詳細な比較研究はまだされていな
い。

3）	 東北地方の産業集積と東南沿海部の産業
集積の比較研究

80年代以来、中国の広東省、浙江省、江蘇
省など東南沿海地域に産業集積が進んでおり、
それら地域の産業集積は、東北地域より、集積
の程度も大きく、成熟度も高い。ただ、人件費
の高騰、世界経済の低迷からの海外市場の停滞
など、その発展には曲がり角に来ているところ
もあり、そうした地域における産業集積の性格
が時代とともに変化するという視点から、東北
地方で今成長しつつある産業集積と比較する研
究はまだ見られない。ここでは、特に靴下産業
という特定の産業に焦点を合わせ、吉林省の遼
源の靴下産業の集積を事例に、これまで先行し
て発展してきた浙江省義烏市と大唐鎮の事例を
現地調査の結果も踏まえて比較し、その特殊性
を明確にしようとするものである。

4）	 日本との比較研究

本論文を書くために、日本で最大の靴下産業
集積地である奈良県を訪問した。奈良県の靴下
産業の実態を把握し、その発展プロセスと現状
の分析により、世界市場で大きな位置を占めて
いた日本の産業集積地の衰退の要因と生き残り
策も考察している。その研究は、中国内での地
域間競争、特に先行している地域とそれを追い
かけて発展しつつある地域との関係の今後を考
えるとき、意味を持つと考えられるが、日本で
かつて発展していた産業集積の変質を、中国の
産業集積地域と比較した研究は見当たらない。
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3. 論文の構成

本論文は以下、第二章で日本の奈良県の靴下
産業集積を取り上げ、第三章では、浙江省の大
唐鎮、義烏市を取り上げる。そして第四章では
吉林省の遼源の集積を分析している。さらに五
章では、以上 4か所の靴下産業の集積の比較を
整理し、遼源市の靴下産業集積の特徴、今後の
発展方向、問題点などをまとめて、結論として
いる。

第二章　	日本奈良県における靴下
産業集積の発展（趙）

奈良県は日本で一番大きな靴下産地として、
国内の靴下生産業界に揺るぎない地位を持って
いる。図 21で見るように、奈良県の最新の
売上高ランキングは日本全国で第一位であり、
22.3%を占め、2番目の大阪府の 17.3%、3番目
の神奈川県 17.1%をうわまわる。生産量で見る
と、2011年は 3億 6千万足であり、その内、
奈良県で 1億 1900万足が生産され、33%を占

図 2―1　日本全国靴下製造業の府県別売り上げランキング（2010 年）
	 単位：百万円　

　　出所：帝国データバンク「特別企画：奈良県の構造分析調査」（2011.1.7）より作成

図 2―2　2011 年産地別靴下生産量

　　出所：奈良県靴下工業協同組合ホームページ 　http://www.apparel-nara.com/profile/nrcik2/index.html
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めている。この差は、大阪などは生産そのもの
は奈良県などに委託していることからきている
と考えられる。なお、日本における靴下生産の
ピークは 1990年で、85年のプラザ合意以降の
円高、さらに、1990年代のバブル経済崩壊以後、
消費不振が始まり、国内市場は低価格商品志向
が進み、中国など海外製品が大量に輸入され、
さらに工場も海外へ移り始め、国内での靴下生
産は年々縮小している。

本章では日本奈良県における靴下産業の成長
と衰退、そして現在新しい発展を目指して生き
残っている理由を分析したい。

1.	 奈良県における靴下産業の発展プ
ロセスと現状

日本の靴下産業は、明治 4年アメリカから輸
入された機械編機で靴下を生産したことから始
まる。明治 40年代初期、奈良県でも輸入機を
使って靴下が生産された。最初は農業の副業で
あった。奈良では奈良時代から綿花栽培がおこ
なわれ、大和絣や蚊帳などが作られ、そうした
伝統を踏まえ、軍需の増加などもあってメリヤ
ス工業は靴下生産を中心にするようになった。
戦後、福助と言った大阪の卸商が奈良に生産を
委託するようになり、奈良県に靴下メーカーが
本格的集積を始め、急激な成長を見せた。

昭和 30年代半ばにナイロンが使用されるよ
うになるが、その使用は奈良が始めである。ナ

イロンの染色は難しいため、最初は欧州で染色
していたが、奈良県靴下協同組合が県内で染色
共同作業場を建設するなどの努力がされた。戦
後、靴下市場は軍用から一般の靴下へ変化、編
み機には、地元の大栄など編み機メーカーによ
る技術革新があった。昭和 40年代にはファッ
ション化が進み、アパレル業界が主導するよう
になった。企業数のピークは 1960年代で、編
み上げメーカーは 1200社に及んだ。しかし、
その集積は新規に開業した零細企業が主で、政
府により「中小企業団体組織法」、「中小企業近
代的促進法」［注 10］などが制定され、企業の合併、
グループ化、設備の近代化などが進められた。
1970年代には企業数は半減、一方企業規模は
拡大、競争力は高まった。このころ奈良県を代
表する岡本（株）［注 11］や三つ星靴下［注 12］など
が発展している［注 13］。

靴下メーカーの集積、発展は、染色・セット・
仕上げ・包装など関連産業の集積を促し、産地
内分業体制が完成した。1980年代半ばまで、
日本は世界的な靴下産地であった。国内市場は
高品質のものを要求し、それが安定市場を形成、
一方輸出も盛んで、高度な発展を遂げていた。
ただ、販売は流通主導で、製造業者は大阪の卸、
大手小売業の下請け的存在だったところがあった。
1985年のプラザ合意による円高のため、輸

出は不振になった。さらに、卸業、大手小売業
者は海外に委託生産を初め、輸入が急増、海外
生産は韓国を中心にスタートした。図 23に

図 2―3　日本における靴下生産量推移　（1992 年―2011 年）
単位：千デカ（デカ＝ 10足）

データ出所：日本靴下工業組合連合会のホームページより
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見るように、日本国産の靴下生産量は毎年減少
している。1992年の 19億足、2000年産 10億
2000万足、さらに 2011年には 3億 6000万足へ、
1992年時の 19%、約 5分の 1へ減少している。

上記の姿はほぼ奈良県にも当てはまる。奈良
県靴下生産のピークも 1990年で、現在の生産
は当時の 10分の 1で、減少率は全国平均より
激しい。

図 24を見ると、現在中国から輸入する靴
下の量は、全輸入量の 90%を占めており、1
億 706万 4千デカ（10億 7064万足）であり、
図 23で見る 2011年の日本国内生産量の 3倍
以上にあたる。一方、日本から輸出の量は
2011年に 330千デカ（330万足）であり、輸出
比率は 1%以下と極めて少ない。以上のデータ
や奈良県での調査によると、今日、日本の靴下
メーカーは、日本でデザイン、製品開発をし、
海外で生産して輸入する場合が多くなってお
り、国産品は日本国内市場を中心に、ファッ
ション性、高品質、機能性を高め、差別化する
ことで生き残りを図っている。

2．奈良の靴下産業集積形成の要因分析

地域に特定の産業が集積するには、いくつか
の条件が必要であろう。すなわち、経営基盤と
人材、労働力、市場と販売、技術、資金などの
入手、市場からの距離や物流の容易性などの条
件が分析される必要がある。ただ、靴下産業は
当初は、大きな資金や高い技術を必要とするも
のではなく、最も必要なのは、製品に対する具
体的なニーズ、市場が身近にあること、その分

野で働こうとする労働力の確保であると考えら
れる。

以上の条件を奈良県について考えてみる。
1）起業のための経営的基盤：奈良県の耕地

面積は狭く、農業専業で生活するのは難し
い。そこで農閑期などに、蚊帳を作るなど
副業が発達していた。そこには地域を離れ
ず、地元で職を求める人がいる。
2）技術的基盤：農業の副業として、蚊帳、

軍需用靴下生産などが行われ、伝統的に織
物技術の基礎がある。靴下の生産は、地元
の人にとって、入りやすい分野であったと
考えられる。
3）販売・市場の条件：奈良の靴下産業は最

初大阪の小売、卸業者からの委託生産から
始まっている。奈良で靴下を生産し、大阪
の流通業者に頼んで商品を販売する方式。
すなわち、自分で生産した製品を販売する
販売流通網を作る必要はない。物流も大阪、
名古屋に近い。
4）公的支援：政府による業界近代化のため

の指導、金融面での支持など。特に奈良県
靴下産業が発展し始めた時、中小企業に関
する各種支援策が整備されて、企業の合併

	 図 2―4　日本の国別靴下の輸入比率	 図 2―5　日本の国別靴下の輸出比率
	 2011 年	 2011 年

データ出所：日本靴下工業組合連合会の統計資料より
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による規模の拡大や近代化のための先端機
械の導入支援等が行われた。なお、日本で
は、政策実施については、業界団体の役割
が大きいが、奈良県にも奈良靴下協同組合
が設立され、県内企業間の協力事業が進め
られている。

3．	 日本奈良県靴下産業集積の衰退の
要因と対策

すでにみたように、日本の靴下産業は 1990
年以降急速に縮小、衰退産業となった。しかし
奈良県では、そうした傾向の中で、新しい発展
の可能性を目指して努力をしている。

1）日本の靴下産業の衰退の要因

主に三つの要因が考えられる。その一つは、
靴下産業は昔からある旧来産業であり、付加価
値は高くない。80年代後半からの円高により、
海外の靴下製品が大量に輸入されることによ
り、日本の靴下市場も多元化になっている。昔
は、国内市場は日本製を中心に高品質製品が主
流であったが、今は、高級品、中級品と価額が
低いローエンド品に分かれ、中級品やローエン
ド品は海外へ工場を移転し、或いは海外の工場
に委託生産し輸入することにより、コストを節
約し、低価額を目指す。そうすると、国内生産
は急激に減少し、日本の靴下メーカーに大きな
打撃を与え、日本国内の靴下産業の空洞化が問
題となる。

もう一つは製品の販売方式である。昔は大阪
の流通業者に依頼して製品を販売したが、現在
大阪の業者はコストが原因で、海外で委託生産
したものを扱うことが多いため、奈良県への委
託生産が少なくなっている。奈良県の中小靴下
メーカーにとっては、自分の商品を販売するこ
とは難しい。

その他に、日本の高齢化による若い従業員の
不足も一つの問題と考えられる。靴下産業の付
加価値は高くないため、従業員の給料も比較的
低い。若者がどんどん大都市へ出稼ぎに出、高
齢化により後継者の不足も深刻化しており、企
業の存続が危うくなっているところもある。

2）奈良県における靴下産業の生き残り対策

以上のような状況の中で、地元企業が発展す

るために、自分のブランドや地域ブランドを持
ち、自分の販売ルートを開拓するという動き、
又そのためには製品開発を自ら行うためのデザ
イン開発や研究開発の努力をするなどの対策が
考えられてきた。それはこれまでの産業集積の
性格を変え、新しい発展の道を探す試みでも
あった。
①流通構造の変化

日本の靴下産業の集積地は長い発展過程で、
独自の流通経路を確立している。奈良県の場合、
大阪の卸商から注文をもらい、製品を製造、卸
商はそれを自社の販売経路にあるデパートを含
む小売商に卸す、という形を主流としていた。
あるいは、ブランドメーカーからの生産委託

（OEM生産）という形もある。いずれの場合も、
デザインなどは卸商やブランドメーカーより与
えられ、その指示に従って生産する。いずれに
せよ、デザイン開発、販売については、外部任
せとされ、地域では自社ブランドを持つところ
はほとんどない状況であった。

しかし、経済活動のグローバル化が進む中で、
円高も進み、卸商や大手小売業は製品の仕入れ
先を中国など海外に移し、大量に安価な靴下を
輸入し、国内販売網に流すことを始めることと
なる。従来の販売先を失った多くの靴下メー
カーは、倒産、事業転換を余儀なくされること
となったが、奈良のメーカーの多くは、自社ブ
ランドを持ち、自分で流通販売ルートを作り、
あるいは卸商、小売業と特別緊密な関係を結び、
販売先を安定化させる努力を行っている。また、
海外市場に対しても、奈良県靴下工業協同組合
として、海外で展示会を開催するなど、販売ルー
ト開拓も始めている。

なお、大阪の卸商の中には、奈良のメーカー
と協力して、卸・メーカー連合を組んで、国産
の靴下の販売を急速に拡大しているタビオのよ
うな企業がある。この例は、製造と流通の新し
い関係を示すものといえる。現在日本で最大級
の靴下販売会社であるタビオの例を見よう。

タビオ［注 14］は 1968年、大阪において靴下販
売会社「ダンソックス」として創業、奈良の靴
下を買い付け、小売店へ卸すことを始めた。そ
の後、1982年に小売店へ卸すことから、自前
で直営店を開店、チェーン展開、さらにフラン
チャイズ展開も始め、自分で小売を行うことと
した。製造については、国産にこだわり、信頼
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できる奈良県の靴下メーカーと共栄会を作り共
同で製品開発、製造なども手掛けることとなっ
た。2013年 2月現在、タビオは直営店 155店舗、
フランチャイズチェーン店 123店舗を持ち、合
計で 278店舗を展開、製販一体の企業となって
いる。なお、2006年には、グローバル化の発
展方針により、商号を「株式会社ダン」から「タ
ビオ株式会社」に変更している。

タビオの経営戦略は製品企画から、生産、流
通、販売、研究開発まで一貫して管理できる体
制をグループ内で全部そろえることにある。生
産は国産にこだわり、国内メーカーとの協力関
係を深め、品質、機能の向上に努め、新製品開
発努力を行う。又展開している店舗の商品の在
庫・発注管理などを徹底して行うことで、売れ
筋を的確に把握、製造部門と連携し作り過ぎを
回避、また新製品を開発、高い収益性を目指し
ている。［注 15］

日本製にこだわるタビオは国内靴下市場を積
極的に開拓してきたが、日本製品の市場が全体
的に縮小していることも事実であり、近年海外
市場への展開にも積極性を見せている。海外展
開は 1994年に合弁会社 ｢上海通暖紅針織有限
公司｣（中国・上海市）設立、2002年にイギリ
スの高級百貨店ハロッズに進出、2009年には、
フランスのパリとモルディブのマレに出店して
いる。奈良県の靴下産業との関係でいえば、こ
れまでの産地問屋と産地メーカーとの発注、下
請け、という上下関係から、対等の協力関係の
中で、両者が利益を得る形が形成されたという
ことであろう。奈良県のメーカーはタビオの海
外展開に協力していることになる。これは産地
におけるメーカーにとっての新たな生き残りの
形となっている。
②地域企業間の協力

奈良県靴下工業協同組合連合会は昭和 25年
設立以来、政府の中小企業政策のもと、地域の
靴下産業の近代化支援、共同事業などを手掛け
てきた。近年、市場環境は変わり、製造部門は
ただ卸や小売業から言われた製品を作るだけで
なく、自ら販売活動を行い、市場ニーズを把握
し、それを生産品に生かす必要を感じ始めてい
る。近年の動きとして注目されるのは「地域ブ
ランド」の構築であろう。国内外に奈良産の靴
下を宣伝し、販路を拡大するため、加盟各社が

「NARA-SAKURA」と言う地域ブランドをつ

くり、展示会などにより、奈良の靴下製品の品
質と技術を世界中に知らせる。地域ブランドに
は、その使用に対し条件があり、地域認定・認
証番号付与・奈良の地域ブランド使用と言う 3
つの段階で、使用条件の厳しさが異なる。ジェ
トロの情報［注 16］によると、2004年に北京の国
際内衣博覧会、2005年には上海ファッション
ウィーク、2010年には「NARA-ICHIファッ
ションウィーク　2010年秋冬」を開催、それ
ぞれ靴下を中心に展示、2010年の展示会では

「NARA-SAKURA」ブランドで組合加盟会社
10社が出展している。現在中国の販売は主に
百貨店を中心にしているが、ネット販売も展開
している。

他に、奈良県靴下工業協同組合連合会は、中
国（上海）靴下展示商談会にも毎年積極的に参
加している。国際的に有名なブランドメーカー、
国際的大型百貨店やスーパー、貿易商社なども
参加するため、日本の靴下、特に奈良の靴下の
ブ ラ ン ド の 確 立 を 目 指 し て い る。 現 在、

「NARA-SAKURA」ブランドの靴下は、日本
製のイメージが強く、値段は高いけれど、品質
とデザインが良いとして、中国の消費者に受け
られており、特に華東地域の市場開拓が目標で
あるとしている。
③企業のイノベーション能力の向上

日本の靴下はデザインでも、品質でもその水
準の高さは世界に知られている。グローバル経
済下、大きな影響を受けた奈良靴下産業がこれ
まで生き残りえた最も重要なポイントのひとつ
はイノベーションである。

先ず、技術のイノベーションがある。安価な
輸入品が広がっている市場に対して、価格で競
争することは難しい。したがって、日本の企業
では特殊機能を持つ靴下を中心に研究開発して
いる。奈良県靴下企業は奈良県立医科大学など
大学とも提携し、医療効果がある靴下などの研
究も盛んである。また、原料メーカー、編機メー
カーと協力し新しい材料や編方も開発し、製品
の売れ行きは良い。

次はファッションのイノベーションである。
奈良靴下産業は、これまで大手小売業などから
の委託生産により発展して来たが、今では多く
の靴下企業は特色がある高品質な製品を作るこ
とが重要であることを認識した。そのためには
世界の最新のファッショントレンドの情報を集
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め分析し、ファッションをリードする製品を作
る。また新製品の生産周期を短くし、色と生地
も工夫する。タビオ靴下会社の場合、販売店の
従業員の意見を聞き、人気がありそうな商品と
売れ行きが良くない商品を調査し、店頭で製品
の構成を分析し、市場と消費者のニーズに合う
商品を作る。日本靴下のデザインは世界各地で
模倣されている。多くの欧米メーカーも日本の
靴下のファッションを調査し、そのデザインを
中国などで委託生産するケースも多い。
④地方政府や業界団体の役割

さらに、奈良の靴下産業の発展には政府や業
界団体による支援、努力もある。工場の集団化、
事業の共同化、中小企業構造の高度化を図るた
めの資金の融資に対して優遇政策、また人材育
成や海外市場展開への支援等がある。そして、
奈良県靴下工業組合や奈良繊維協同組合では、
加盟企業の共通問題を議論し、例えば、地域ブ
ランドを構築し、海外での展示会を開催するな
ど、協力して問題解決に当たるなどの活動をし
ている。

第三章　	中国浙江省における靴下産業
集積発展のプロセス（趙、袁）

中国では、浙江省に靴下産業の巨大な集積が
形成されている。浙江省は上海の南に隣接した
沿海省で、上海の北の江蘇省とともに華東経済
圏を形成、中国で最も経済発展した地域とされ
る。また、昔から温州商人の出身地として、商
業が活発な地として知られる。浙江省には多く
の産業集積が知られているが、特に諸墍市大唐
鎮、義烏市の靴下産業の集積は有名であり、そ
の現地調査を行った。なお、義烏市は大唐鎮の
西方 50～ 60キロほどに位置し、もともと日用
品の流通の拠点として発展してきた地である。
本章では、その集積の発展プロセスと集積の構
造、問題点などを考察する。

1．	 大唐鎮における靴下産業の集積発
展のケース（袁）

1）大唐鎮における靴下産業の発展プロセス

大唐鎮における靴下産業集積とは、大唐鎮を
中心として、周辺 12の鎮、120の村を合わせ、
1万以上の企業によって構成される、中国最大

の靴下および、靴下原料の生産集積である。［注 17］

大唐鎮では1970年代に靴下の生産が始まった。
手動式の靴下編み機を購入、靴下を生産し、自
分で竹籠を提げて靴下を売って回り、夜には近く
の露店で売った［注 18］。そうして、大唐鎮の人た
ちの間に家で靴下を製造する動きが始まった。
19801990年代の間に、改革開放と市場経済

化により、大唐鎮では靴下産業への参入者が多
くなり、靴下産業は急速に発展した。1980年
前後には大唐鎮で靴下原料の生産と販売も始
まった。1991年に、中国華東地方における最
大の繊維原料市場大唐鎮軽紡原料市場が設立
された。その市場の開設により、靴下原料を製
造・販売する人が市場に集まり、それは大唐鎮
の靴下メーカーに大きな利便性を与えた。一部
の靴下メーカーは規模を大きくし、コンピュー
ターでコントロールされる新式の靴下編み機の
導入も行われた。また、1996年には靴下製品
卸市場、1997年に物流センターが設立され、
大唐鎮における靴下産業のサプライチエーンが
大体形成された。

大唐鎮における靴下産業の急速な発展に伴
い、いろいろな問題点も出てきた。例えば、80
年代初めは靴下商品の差別化は少なく、価格競
争が激しくなった。また、90年代の後期には、
零細の生産者は流動資金不足で原料会社や編み
機会社からのローンの返済ができず、会社間の
資金回収ができないという問題である。こうし
た状況の下で、1998年にその苦況を乗り越え
るため、当時の大唐鎮政府は靴下製造業を中心
とし、原料、先縫、染色、セット、編み機など
靴下製造に関する産業を共に発展するという戦
略を立てた。1999年に、第一回目の大唐靴下
博覧会が行われた。しかし、経験と準備不足で
博覧会はうまく進まなかった。それでも、日本
の前田化学株式会社はその博覧会でビジネス
チャンスを見つけ、2000年に大唐鎮のある会
社と日中合弁会社浙江日興龍化繊有限会社を
設立している。これは、日本の染料メーカーと
大唐鎮の新しい関係の構築である。なお、博覧
会を開催する以前には、大唐鎮の靴下は国内市
場向けが中心で輸出はほとんどなかったが、
2001年に中国はWTOに加入してから、一部
の靴下会社は海外市場向けに自営輸出権［注 19］

を取得、大唐鎮の靴下の輸出も増えてきた。
2011年の第 10回目の靴下博覧会での契約金額
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は 26.34億元に達している。
2002年には、大唐軽紡靴下城（市場機能を、

巨大な建物群に集約したもの）が建設され、大
唐鎮の靴下産業はいっそう発展した。大唐軽紡
靴下城という市場は、面積が 18万平米、軽紡
績原料、靴下製品、靴下編み機、物流市場とい
う四つの取引市場をもっている。それぞれの市
場をもう少し詳しく見てみよう。
①紡績原料卸市場

紡績原料市場は 2004年に建設された 5重の
半円形の長屋風の建物である。A～ C区の 3
区に分かれており、1000程の店舗（ブース）
があり、上海、江蘇省、山東省、遼寧省などか
ら 250社ぐらいの大手中堅の紡績原料会社がそ
の市場内に店舗をもっている［注 20］。
②靴下の製品卸市場
2004年に新しい紡績原料市場が作られたと

き、製品市場も設置された。原料市場に囲まれ
て、中央に円形の大きなホール状の建物があり、
そこが製品市場となっている。内部は小さな
ブース区画と大きなブース区画に分かれてい
る。大唐鎮の靴下メーカーばかりでなく、国内
外の靴下メーカーがブースをもち、その数は全
体で 500ぐらいとみられる。なお、大唐鎮の製
品卸市場は靴下専門の市場であり、のちに触れ
る義烏市の多くの種類の日用品を扱う日用品市
場とは異なる。
③靴下編み機市場

大唐鎮の市場の特徴の一つは靴下編み機市場
であろう。200ぐらいの編機、部品、メンテナン
スサービスの企業のブースがある。イタリア、
韓国、中国各地の有名な編み機メーカーがここ
で代理店を持っている。編み機の年販売量は 1
万台以上という。
④物流市場

大唐鎮軽紡靴下城は杭州‐金華、紹興大唐、
及び杭州金華衢州の三つの高速道路と繋が
り、交通はとても便利である。物流市場では
60ぐらいの物流ルートが提供されており、大
都市および中国における主要な卸市場と繋がっ
ている［注 21］。

2）大唐鎮における靴下産業の現状

1996年以降、大唐鎮における靴下産業は高
成長を続けており、2003年の靴下生産額は 110
億元、2007年には 330億元、2011年には 364.5

億元（1元 12円として 4370億円）と拡大を続
けている。また、大唐鎮の産業集積における靴
下生産量は 2006年の 118.9億足から 2011年の
193億足になっており、今日、中国における靴
下生産量 65%を占め、全世界の生産の 1/3を
占めている。また、輸出比率は 60%以上を占
めている［注 22］。輸出先は 30カ所の国と地域で、
アジア、欧米の先進国の OEMを中心にする。
大唐鎮における靴下産業は輸出指向型産地と言
える。そして、中国の国家工商行政管理総局の
審査により、中国靴下有名ブランドに 17ブラン
ドが認定されている［注 23］。

現在、大唐鎮の靴下及び靴下の関連産業にお
ける会社は 1万社以上とされ、従業員数は 20
万人ぐらい、靴下編み機は 12.7万台ある。大
唐鎮の工業生産総額の 70%は農民の収入で、
農村の就職人数の 70%が靴下産業に関わって
いる。地域経済の靴下産業への依存度は非常に
高い。

また、図 31は大唐鎮における靴下産業の
構造を示しているが、2012年時点で大唐鎮に
おける靴下製造及び靴下の関連会社 1万社以上
のうち、靴下製造会社は 8879社、原料関係
1887社、包装関係 300社、販売関係 500社な
どとなっており、分業体制が整っている。ただ、
集積の 9割ぐらいを製造会社が占め、製造主導
型の集積と言える。

図 3―1 大唐鎮における靴下産業集積の構造
企業種類 企業数

靴下編み機
（生産と販売）

生産会社 88　販売会社
200ぐらい（兼業の場合
がある）

靴下原料 1883
靴下デザイン会社 0
靴下製造 8879
先縫 300
染色 8
定形 100
包装 300

物流 企業数不詳。物流ルート
60ぐらい

靴下販売会社 500
靴下研究所 5
軽紡原料
検査センター 2
出所 :2012 年 4月 18 日経済参考報「農民たちが作った靴下奇跡」より作成
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図 32では、大唐鎮における靴下製造企業
の規模の分布がわかる。1万社と言っても、そ
のほとんどは零細企業であり、自社ブランドを
持つ会社は 60社しかなく、大唐鎮の靴下製造

会社全体の 0.68%しか占めていない。また、1
万以上の零細の生産者と工場はほぼ下請けに特
化している。

3）大唐鎮における靴下産業集積の問題点

大唐鎮は製造と製品輸出の産地として発展し
てきた。靴下の生産、販売、流通、輸出などの
事業に関わっている。市場開拓は外資と国内大
企業の OEMを中心に、国際と国内の靴下展示
会に参加、また義烏と大唐鎮の市場に集まるバ
イヤーへの売り込みを中心としている。ここで
は、大唐鎮における靴下産業集積の発展プロセ
スと現状を踏まえたうえで、大唐鎮における靴
下産業集積の問題点と提案を述べたい。
（1）OEMか自社ブランドによる販売か？

大唐鎮は OEM、受託生産への依存度が高い。
図 32のように、自社ブランドを持つ会社は
1%に満たない。又販売を義烏市の販売会社に
依存するところも多い。これは、奈良県と大阪
の関係に似ている。

ここでは、大唐鎮の中堅企業である歩鑫靴業
有限公司（ブシン靴下）の例を紹介する［注 25］。
この会社は 20年ほど前に創業。はじめは手編
み機械で靴下を生産していたが、10年前に現
在の工場に移り、銀行から融資を受け、最新の
編機をそろえ、ソックスの生産を開始。自社ブ
ランドでの販売はなく、経営戦略として海外の
OEMに特化する方針を打ち出している。国内
販売はなく、欧州、香港、中東、北米等へ輸出。
かつて日本からの OEM生産をしたことがある
が、現在はなし。固定客が 10数社ある。ウォー
ルマートを通じた香港ディズニー向けのソック
ス、NIKE、Adidasなども手掛けている。

OEMの場合、デザインは供給され、原材料
は指定される。原材料は原料市場で入手する。
歩鑫靴下は販売店を持たない方針で、自社ブ
ランドで販売するには自社でデザインする必要
があり、又販売スタッフも置かなければならず、
大変なので、やっていないとのこと。OEMの
相手は義烏や大唐鎮、遼源、又外国（欧州など）
での国際展示会などで知り合い、ビジネスに発
展している。

大唐鎮の靴下メーカーの多くが、現在 OEM、
受託生産に特化しているのは、大唐鎮が靴下生
産をするのに優位な環境があるからと考えてよ
い。メーカーの集積は原料市場や編機の市場を
作り、労働力も農家の副業も含めて豊富である。
この優位性を維持できれば、大唐鎮のメーカー
は面倒な販売や製品開発に力を割く必要はな
く、有名ブランドからの受注をふやし、企業の
発展を期待できるかもしれない。中国には
フォックスコンのような、電子製品の組み立て
で世界を制している OEM専門の企業もみられ
る。ただ、今後のさらなる価格競争、賃金の上
昇、人手不足などの事態を考えたとき、生産コ
ストでその優位性を維持するためには、さらな
る生産性の向上、あるいは高度な生産技術の開
発などに努める必要がある。日本の奈良県がそ
うであったように、生産コストの安さだけでは
優位性を維持できないとき、製品の差別化、付
加価値の向上、自社ブランドでの販売の道を探る
ことが必要になるであろう。一部の大企業［注 26］

にはすでに自社ブランドでの販売が進められて

図	3―2　大唐鎮における靴下製造企業の規模

企業規模 企業数 特徴 主要企業名

龍頭企業［注 24］ 10社ぐらい
国内外の市場向け
高品質を志向 
自社ブランドと海外 OEM

安 麗、 丹 吉娅、 莎 耐 特、
東方縁など

中小企業 50社ぐらい
自社ブランドの影響力を
高める努力をしていると
ころもあるが、海外 OEM
中心が多い。

龍興針維、歩シン靴下業
など

零細の生産者と工場 1万社以上 下請けに特化
出所 : 浙江民営企業網		http://www.zj123.com/info/detail-d171716.htm
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いる。
大唐鎮における靴下メーカーはこれからどん

な発展が考えられるか？自社の販売ルートを持
ち、自社ブランドで市場開拓をするのか、ある
いは影響力のある会社への OEMを中心とする
のか。自社の販売ルートで自社ブランド製品を
市場へ提供すれば、顧客のニーズ、市場の情報
そして認知度を高められる。しかし、自社ブラン
ドを育成するためには、開発費用、広告の費用
などでコストが増えるから、営業力のない零細
会社にとっては容易な道ではない。いずれにし
ても自社の営業力と長期戦略をまず分析し、ど
のように、戦略的に OEMと自社ブランドのバ
ランスを取るかを考えなければならない。歩鑫
靴下のようなある程度規模のある会社で OEM
に特化しようとする企業は、どうすれば自社の
生産効率の向上、製造コストの削減、取引関係
の拡張、また従業員の定着率を高めるための努
力が求められる。一方、営業力のない零細の靴
下メーカーは、まず大企業の下請けなどで生産
技術を高め、さらに流通業からの OEMで生産
量を拡大し、会社の規模を拡大することから始
め、その後地域ブランドへの参加、自社ブラン
ドの育成か、さらに生産活動を拡大するかの選
択を考えることになろう。
（2）大唐鎮におけるブランド戦略

大唐鎮は靴下の産地としては有名であるが、
ブランドイメージから見ると高級イメージがあ
るとは言えない。今、大唐鎮における靴下企業
で中国有名ブランドに認定されているブランド
は 17で、義烏と比べると 2つ少なく、義烏の
夢娜（メンナー）や浪莎のような認知度の高い
ブランドはない。大唐鎮の地域をリードするよ
うな有名ブランドを持つことは、大唐鎮の靴下
のイメージを高め、地域の、広告宣伝資金の足
りない中小企業の販売活動に大きな支援とな
る。今回、大唐鎮では、地域ブランドを構築し
ようとする動きは聞けなかったが、今後地域と
して、有名ブランドを育てつつ、地域ブランド
の構築を図ることも考える時期かもしれない。

なお、今日、中国でも通信販売は急成長して
おり、それは個々の中小企業に自己販売の機会
を与えることとなるが、ここでも、地域として
の品質保証等地域ブランドの構築は効果的であ
ろう。

（3）零細企業問題
大唐鎮の靴下産業集積を見ると、大企業が少

ない。図 32に示したように、中小企業以上
の企業は 60社ぐらいしかない。一般に産業集
積における大企業と零細企業の間には、地域内
で両社にとって有意義な協力関係が構築されて
いることが多い。たとえば、靴下の製造の場合、
先縫いや成型といった手作業を地域内の零細企
業に委託することがみられる。ただ、大企業と
零細企業のバランスが崩れると零細企業は発展
の機会をうしない、大企業は集積地からの移転
を考えることになりかねない。

零細企業を常に地域に維持するためには、産
地は常に新たな起業化を進める必要がある。地
域としては零細企業の規模の拡大を支援すると
ともに、起業を支援しなければならない。こう
したことは、地域の業界団体と地方政府の協力
のよって対応されることであろう。ただ、中国
の産業集積は、必ずしも日本のような、地域内
企業の協力関係が構築されていないように見え
る。
（4）単一産業へ集中の問題

大唐鎮の工業生産総額の 70%、農民収入、農
村就職人数の 70%が靴下産業に関わっている。
大唐鎮の地域経済が靴下産業に大きく依存して
いる。それは集積のメリットをもたらしている
が、これからの中国の産業構造の変化の中で、
デメリットになる可能性ある。もし靴下産業が
経営不振になったら、大唐鎮の地域経済全体に
深刻な影響を与える恐れがある。大唐鎮として
は、当面、靴下産業において世界において絶対
優位の地位を維持する努力をしていかなければ
ならない。これは、個々の企業の問題ではなく、
地方政府の政策の問題であろう。
（5）大唐鎮の産業集積の意味

最後に、大唐鎮の靴下産業集積の意味を考え
ておきたい。すでにみてきたように、生産活動
を支援する関連機能が良く集積し、生産地とし
て高い優位性を構築している。ただ今後のこと
を考えたとき、いくつかの問題を指摘できる。
まず、集積地内のイノベーションの力が弱い。
すなわち、企業の革新能力、企業の管理水準に
問題がある。現地調査によれば、大唐鎮におけ
る靴下会社の経営者及び従業員の 90%は農民
出身である。彼らは自身の努力と粘り強さで会
社を経営しているが、ただ、今のグローバル時
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代、先進的な管理理念と経営戦略を持たないと、
国内外のライバルと競争できない。又、技術開
発では大学や原料メーカー、編機メーカーなど
との協力も必要であろう。今回、大唐地の靴下
協会の活動状況を知ることはできなかったが、
地域産業の将来の発展のため、靴下協会は定期
的なトレーニングや講演、経営者間のコミュニ
ケーションの場を用意する必要がある。

2．義烏市における靴下産業の集積（趙）

現在、世界一の小商品（日用品）卸市場を持っ
ている義烏市は、もともと浙江省の山間部盆地
にある貧しい農業地域であった。近年、義烏市
小商品市場の発展により、幾つかの業種の製造
業も集積を形成している。靴下産業もその中の
一つである。義烏市の小商品市場では、何十種
類のもの日用品を一か所で調達できるため、世
界中の日用品のバイヤーにとって、非常に魅力
的な卸業市場となっている。義烏の靴下産業も
この優位性を活用している。ここでは、義烏市
の靴下産業の発展プロセスを、義烏市卸市場の
発展プロセスから分析することとする。

1）	 義烏市における卸業の発展プロセス［注 27］

現在世界最大の日用品の卸市場のある義烏市
には、もともと家畜と農産品を交換するフリー
マーケットがあった。農家は、砂糖キビを栽培
し、砂糖の生産や砂糖から作った飴などを作り
始めた。そして、生産した砂糖を持って、フリー
マーケットで鶏などと交換し、「鶏毛換糖」と
言われた。計画経済体制下では、個人的な商取
引は禁止されていたが、義烏の地方政府は例外
的にこれを黙認、表向きは肥料となる鳥の毛と
農作物を交換し、農業を振興するためと装った
のである［注 28］。そのフリーマーケットは地域
周辺から人を段々に集め、規模を拡大し続けた。

改革開放以降の 1982年に、義烏県は農村商
品卸業市場を開設した。それと同時に義烏県政
府は『義烏小百貨店市場管理を強化する通告』、

『専業戸を大力に支持することに対するいくつ
の意見』を発表。そして、1984年に、「興商建鎮」
の発展戦略が打ち出された。これが義烏におけ
る最初の公的市場となった。第一代市場である

「湖清門稠城小百貨市場」の建設により、義烏
市の小商品市場は正式に発展を始めた。1984

年に 57万元を投資し、13590㎡、1849のテナン
トを持つ市場を建設し、「義烏小商品市場」と
名づけられた。1985年の取引額は 6199万元で
あった。
1988年に、第三代市場として、市東北部に

投資額 125万元で、新しい針織市場を建設、こ
れが靴下等メリヤス、編み物卸の集積のもとと
なった。市場の総面積は 9500㎡、テナント数
1382。1989年には 50万元を投資し、「篁園小
百貨市場」を建設、敷地面積は 4548㎡、テナン
ト数 1386。1990年末までに、義烏小商品市場
の総面積は 5.7万㎡に達し、固定テナント数は
8503、臨時的テナント数は 1500で、全国最大
の小商品専門卸市場になった。市場内では、8
業種、10万種以上の商品が集まり、国内外の
4000社の企業が総代理店を設置した。1991年
の取引額は 10.33億元であった。この時期、省
政府や市政府も小商品市場の建設に特別の便宜
を図って支援している。
1992年から、第四代市場である「中国小商

品城篁園市場」が建設された。同年の 8月、義
烏小商品城の名前は「浙江省義烏中国小商品城」
に変更された。小商品城の取引額は、1993年
45.15億元、1994年には 102.1億元に急成長し、
1995年には 125億元に達した。
1992年に市政府の支援に基づき、工商局が

小商品市場で販売する小商品を整理し、16業
種に分け、小商品城を 8つの取引区に分けてい
る。また、「市場システムの建設を加速するこ
とに関する若干意見」が発表され、総合性ある
小商品市場の建設が決まっている。
1993年 12月、小商品市場の管理運営の手法

に変化があった。中国小商品城集団株式有限会
社、浙江省小商品城集団株式有限会社が、義烏
市政府により、経済的利益と社会的利益を考え
て設立された。政府が 40%株を持ち、「管理と
発展を分離する」方針のもと、政府はインフラ
設備の建設、市場の発展戦略の方向決定を行い、
市場の管理運営は新会社に任せることとし、市
場に良い発展環境を用意した。
1995年には、「中国小商品賓王市場」が建設

された。中国小商品賓王市場はそれまでの服装
市場、副食市場、紡織品市場を統合、公園、4
つ星ホテルも配置、現代的な大ショッピング
モールとなった。1995年の取引額は 152億元
に達し、2001年末時点で 200億元を突破し、
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211.97億元に達した。
義烏小商品市場は、現在「義烏国際商貿城」、

「篁園市場」、「賓王市場」という 3つの大きな
マーケットと、これらのマーケットの周辺に配
置されている数多くの専門街によって構成さ
れ、家電製品、玩具、化粧品、手工芸品、衣料
品、寝具、革製品、家具、文房具、ニット製品
など、家庭用品で手に入らないものはないと言
われている。2011年にはさらに国際商小商品城

（テナント数 10000）が新たに構築された［注 29］。
現地調査した義烏国際商貿城は、数キロにお

よぶ 5階建ての巨大な建物に、8万ともいわれ
るブースを持つ巨大な卸売モールである。そし
てそのモールの周辺には製品を供給するメー
カー、モールでの取引を支える金融、物流、そ
の他サービス業が集積している。

2）	 義烏市における靴下産業の発展プロセス
と現状

義烏市の靴下産業は 1980年代から正式に発
展を始めた。それは、義烏市卸経済の発展時期
と大体同じである。流通市場の発生により、靴
下の商取引が義烏市で行われるようになり、そ
れが靴下の生産活動の発生、発展も促進するこ
とになったと考えられる。義烏市の靴下産業の
発生時期は隣の大唐鎮より遅く、当初はブラン
ドもなく、個人の家内工場で製品を作り、市場
に持ち寄り買ってもらうところから始まった。

卸市場の発展により、販売の機会は拡大、靴
下生産会社数が多くなると同時に、原材料、染
色、機械、流通会社も現れた。義烏の靴下産業
の集積地は、一箇所に集まるのではなく、何箇
所かに分かれている。また、もともと販売をやっ
ていた商人がその巨大な需要を発見し、自ら靴
下製造会社を設立するケースも多い。世界最大
の靴下企業とされる夢娜（メンナー）もその例
で、販売から製造への事業展開で成功し、大企
業へ成長した。夢娜会社の社長は改革解放時期
に靴下の販売を始め、商品の需要が供給よりは
るかに多いことを発見し、自分で靴下を作り始
め、今では中国で非常に有名な靴下ブランドに
なった。簡単な手作業は下請を使い、地元の小
企業の発展にも貢献している。

義烏では靴下協会の書記長との面談ができ
た。ここでは、義烏の産業集積で協会が果たす
役割が見えてくる。2005年以来、義烏市の靴

下産業は欧米の貿易保護政策から影響を受ける
ことがあり、義烏の靴下協会は靴下に関する世
界動向や政策を注目し、欧米で新しい政策が出
ると、その影響を分析、会員会社に伝え、対策
を講じているという。また、義烏市靴下協会は
会員に対し、3つのサービス・プラットフォー
ムを作っているという。まず、公共のサービス・
プラットフォームでは、例えば、デザイン会社
と連絡し、靴下会社にデイザンナーを紹介する。
また、国際貿易の電子商取引のプラットフォー
ムでは、義烏市の靴下会社を国内だけではなく、
他国の市場を相手にできるようにしている。さ
らに、標準化プラットフォームでは、国際標準、
国家基準、業界標準の制定及び普及により、義
烏市靴下産業の実力と影響力を拡大しようとし
ている。ここでは地域ブランドの構築も検討さ
れているという。義烏市政府も靴下産業の発展
を促進するため、中国有名ブランドに認定され
たブランドには、奨励金を授与している。

義烏靴下協会の書記長の金氏によれば、義烏
の日用品の生産ではアクセサリー産業とアパレ
ル産業の規模が一番大きく、その中でも靴下産
業が一番強いという。義烏に集積している十何
種類の産業の中でも、靴下産業は優位性があり、
靴下産業への投資が多い。特に、イタリア製の
最新の高級靴下編機が良く売れている。なお、
2011年時点で、義烏で靴下を生産する企業は
1400社以上（靴下協会の会員はそのうち 250
社ということ。）あり、生産額は 125億元。生
産額は大唐鎮の 3分の 1だが、企業規模は大き
いところが多く、中国靴下有名ブランドに認定
されているブランドは 19あり、それは大唐鎮
を越えている。義烏市は“中国靴下業有名城”
と命名されている。

3）	 義烏市における靴下産業集積の問題点

義烏市の靴下産業は好調に発展しているが、
幾つかの問題点を指摘できる。
①世界に通用するブランドはまだない。

義烏市の靴下産業の生産規模と影響力は中国
国内で非常に大きい。またその特徴は流通業主
導の製造業で、マーケットへの直接的接触を重
視する傾向がみられ、多くの企業がブランドを
持ち、自社製品販売を手掛けている。それはす
でにみた大唐鎮と違うところである。しかし、
現在のところ、世界に通用するブランドまでに
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は育っていない。
また、義烏は靴下以外に多くの日用品を扱っ

ており、「義烏の靴下」というブランドイメー
ジは確立していない。義烏靴下を世界市場へ宣
伝するには、有名企業ブランドを育成しつつ、
地域としてのイメージアップの必要がある。現
在地域ブランドを構築しようとの動きはある
が、地域ブランドに加盟する企業に対する認定
システムや標準が必要であり、企業間の利害調
整ができるか、定かでない。
②集積から自立する大手会社と集積の将来

現在、義烏の代表的靴下大手会社として浪莎、
夢娜、芬莉の 3社を上げることができる。しか
し、この 3社間の競争は難しく、ブランド戦略
も個別宣伝を重視し、義烏という地域へのこだ
わりはないように見える。彼らにとって地域ブ
ランドに加盟するメリットは少ない。大手会社
の場合、流通ルートも義烏の小商品市場に頼ら
ず、自社で流通システムを構築することが多い。
例えば、夢娜靴下はほとんど義烏の市場を使わ
ず、原材料も自分で調達、販売も自社ルートで
販売している。［注 30］

③品質保証の問題
義烏市にある中小靴下会社の多くは自社ブ

ランドというより、模倣ブランドを使っている
ところがみられる。そして、彼らは小商品城の
靴下市場で「自産自販」する。2005年に、義
烏の中小靴下メーカーが生産した靴下を検査し
たとき、サンプル品の 6割以上が不合格で、有
害成分も発見された。多くの中小企業は設備も
良くなく、品質の意識も弱く、ただコストの削
減を追求する。このような問題も義烏市靴下産
業に悪いイメージを与えた。
④研究開発を重視しない。

現在、義烏市の靴下会社で研究開発部門を
持っているところは、最大手企業しかない。夢
娜会社の場合は、デザイナーが 10人おり、ま
た 2012年、開発センターを開発院に格上げし、
現在 112人態勢としている。2012年には中国
の「高新技術企業」に認定された。

一方、中小の靴下企業はこれらの大手企業の
新製品をコピーまた模倣することが多い。国内
外のブランドのロゴをそのまま使っている。ま
た、義烏小商品市場に出店しているいくつかの
店舗の展示品を観察すると、日本向け輸出でな
い商品にも、日本の文字を包装パックに使って

いる。その理由を聞くと、日本の製品はファッ
ション感覚があり人気で、日本文字を包装に使
うことで日本製であるとのイメージを強調し、
そうすると売れ行きが良くなるという。

こうした環境では、自ら研究開発をすること
は報われない。又地域ブランドも、信頼性を保
つことは難しいと考えられる。
⑤短期的経営手法の問題。

義烏市政府は毎年、創業支援として財政から
500万元を拠出し、金融機関が中小企業向けに
貸し出す資金の担保金としている［注 31］。した
がって、創業の資金的障害はかなり低くなって
いる。しかし、ある企業は何年間かの経営によ
り収益を得ると、自社の経営強化に関係がない
不動産や株に投資し、本業は運転資金の調達が
できず、靴下事業は破綻するといったケースも
ある。

以上、義烏の靴下産業の集積のことを見てき
たが、世界的な産地に成長しつつも、将来のこ
とを考えると、その産業集積が今後も安定的に
発展するとは言えないように思われる。それは、
浙江省という商人文化に根差した伝統であると
したとき、どのように対応したら良いのか、難
しい問題である。

第四章　	吉林省遼源市における
　　　　靴下産業集積の現状と
　　　　問題点

1.	 遼源市の基本的経済情況

遼源市は吉林省の中南部にあり、面積は
5140㎢で吉林省全土の 2.8%を占め、市街区の
他、30の鎮と 518の郷（農村集落）に分かれ
ている。また省レベルの経済開発区が一つある。
人口は130万人で吉林省全体の 4.7%を占める［注 32］。

遼源市は資源が豊かで、特に石炭鉱業で発展
した新興工業都市とされる。その後、紡績軽工
業、医薬、セメントなど建材、さらに自動車部
品、化学工業なども発達、工業都市として発展
してきた。また、長春、瀋陽に近接、近年イン
フラ整備が進み、立地環境も良く、アップル等
外資の進出も見られる。

遼源市の一人当たり GDPを吉林省内の他の
地域と比較したグラフが図 41である。これ
によれば、遼源市の一人当たり GDPは吉林省
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平均より 4.9%、中国平均より 11.5%高い。ただ、
吉林省の省都である長春と比べると、長春の 4
分の 3とかなりの格差が存在する。なお、浙江
省の一人当たり GDPは 2010年時点で 51711
元と、長春市を大きく越えている。義烏市、大

唐鎮の数字は調べられなかったが、いずれにし
ても、義烏市、大唐鎮と遼源市の間にはかなり
の賃金格差があると考えられ、人件費の面での
遼源市の優位性を示している。

次に、産業構造をその他地域と比較する（図
42）。遼源市の場合、2010年時点で第一産業
10.4%、第二次産業 56.2%、第三次産業 33.3%
であり、第二次産業の割合は 50%を大きく超
えている。第二次産業の比率は吉林省平均で
52%と国平均の 46.9%を上回っており、吉林
省自体、第二次産業への集中が大きく、第三次
産業の振興政策をとっている状況にある。遼源

市はそうした中にあって、吉林省の中でも第二
次産業の比率が高く、今後産業の高度化には、
第三次産業の発展を図る必要がある。一方で、
浙江省の産業構造は第一次産業 4.9%、第二次
産業 51.6%、第三次産業 43.5%と中国平均と近
く、第一次産業の比率が少ない分、第三次産業
の比率が高い［注 33］。

図 4―1　吉林省と浙江省の一人当たりGDP比較（2010 年）

　　　　出所 : 吉林統計年鑑　2011 年及び JETRO 調査報告

図 4―2　吉林省地域別産業構造（2010 年）

　　　　出典：吉林統計年鑑　2011 年
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次に、遼源市における企業形態を見る（図 4
3）。国有企業は 90年代からの国営企業の民
営化と改革により減少、2011年に規模以上企
業［注 34］の比率は僅か 0.3%で、その GDPへの
寄与率はほとんどなく、国有企業の比率が 13%

の長春市、10%の吉林市と比べて、民営化度
が高くなっている。逆に長春市や吉林市のよう
に、有力国営企業が生き残っている地域と比較
し、民営部門の発達が地域経済の将来を担って
いるということができる。

2．	 遼源市における靴下産業の
	 　　　　　　　　　発展プロセス

遼源市では 1947年に、手動編み機で靴下の
生産が始まった。1949年、遼源市には 18カ所
の靴下工場が存在した。1951年遼源市政府は
上記の 18の靴下工場を国営化し、遼源針繊場
とした。
1960年代初期、中国政府は新たに国有靴下

工場、遼源市第二針繊場を設立した。ここで遼
源市での靴下の大規模生産が始まった。然しそ
の後市場経済化の変化の中で、経営は悪化、破
産に近い状況になった。そのため遼源市政府は
90年代初期、第二針繊場を解散、新たな管理
方法を採用した華豊靴下有限公司、松鶴有限公
司を設立、その後民営化された。また、第二針
繊場の解散に伴い、多くの従業員が、旧工場の
設備などの払い下げをうけ、独立することと
なった。

遼源市政府は靴下産業の振興に重要な役割を
果たした。1996年には市立の靴下産業協会を
設立。経営者の意見を聞き、政策に反映させる
手段とした。例えば 1997年に市政府は市税務
部門と協力して一緒に“台数による税率を変え

る”という生産刺激策を制定した。それは、編
み機を多く持った会社には税金の支払いを減免
でき、逆に編み機の少ない会社は多くの税金を
払うという施策であった。この施策は当時の遼
源市の靴下生産を刺激することになった。
1998年、遼源市第二針繊場の資産は中国国

有企業改革に基づき三つの民営靴下企業［注 35］

により買収された。2000年時点で遼源市には
靴下企業が 40社であった。その後、遼源市は
浙江省の産地調査等を行い、遼源の靴下産業の
振興政策を論議し、靴下産業を市の経済発展の
重点とするべきという提案をうけ、2000年 1月、

「遼源市靴下産業発展の推進についての規定」
を制定している。

なお、このころ遼源経済の大きな主柱であっ
た石炭資源が減少、2005年に遼源市は中国政
府に「資源枯竭型都市」［注 36］に認定された。
中国政府は「資源枯竭型市」の持続発展と新し
い産業を育成するために、遼源市に支援政策と
資金を提供した。遼源市政府はそれらの施策と
資金を利用し、靴下産業などの伝統産業を発展
させ、失業者を就職させる提案を出した。ただ、
2000年以降、靴下産業発展のため、遼源市政
府は靴下協会の設立や外資導入などの努力をし

図 4―3		規模以上の企業形態分類（GDPの比率）（%）

　　出所：『遼源市統計年鑑 2011』
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たが、なかなか靴下産業の発展に役立てること
ができなかった。当時どうすればうまく靴下産
業を推進できるかは、大きな課題だった。

そうした中で、遼源出身のある不動産業者は
「工業団地の展開で靴下企業を誘致し、靴下産
業集積を作る」という提案を出した。遼源市政
府はその提案を受けいれ、2005年 8月にその
不動産業者は「吉林省東北靴下産業紡績工業園
発展有限会社」という民営企業を設立［注 37］、
この民営会社は「東北靴下産業繊維工業園区」
という工業団地を設立した。

ここで設立された「東北靴下産業繊維工業園
区」には 130万㎡の靴下工業団地を建設する予
定で、2012年までに 80万㎡、60%を完成した。
また、1000社の靴下企業及び関連企業を誘致
する計画があるが、2012年までの 7年間に 535
社を誘致、目標の半分を達成している。なお、「吉
林省東北靴下産業紡績工業園発展有限会社」は
園区の設立者として、新しく立地する会社へ、
工場の建設、電気・水道などの設備、細かいサー
ビスと優遇施策を提供している。また、新規立
地企業はその不動産業者と契約を結び、賃料、
電気・水道料金などの費用を払うことになって
いる。その不動産業者は工業団地を作り、企業
誘致を図るという政府の役割を演じることに
なっているが、団地に立地している靴下会社と
の利益関係は政府より緊密であり、企業誘致を
進めるために、きめ細かい誘致支援施策を用意
することになっている。まず、団地の企業に 8
つの支援施策を提供している。それは人材育成、
金融支援、物流、商品開発、販売網構築、経営
支援、投資支援などの施策、及び食堂や図書館
などのその他の綜合サービスである。中小企業
にとって一番重要な金融面の支援施策として
は、上記工業園発展有限会社が中小靴下会社の
保証人となり、彼らの融資困難の情況を軽減し
た。例えば 2010年 10月に、その工業園発展有
限会社は国家開発銀行吉林省分行、吉林省工業
信息庁、吉林省農村信用聯社などの機構と協力、
団地の靴下企業に対する専用の「企業基金」を
設立し、2012年までにその会社は靴下企業に 1.8
億元を調達した。また、工業園発展有限会社は
一部の靴下原料会社や編み機会社とも協力関係
にあり、工業園の靴下会社は編み機と原料を購
入する時に資金面の優遇措置もある。
2009年に工業園発展有限会社は企業誘致を

更に強化するため、大学生に対する“5232”と
いう誘致活動を行なった。それは、五年間で
2000人の大学生起業家を育て、3万人を工業園
で就職させ、関連従業員 2万人を就職させると
のことである。また大学生起業者に対し、資金、
設備、工場の賃貸料支援や起業前のトレニーグ
など、細かい支援と優遇施策を提供した。「東
北靴下産業繊維工業園区」のホームページによ
ると、大学生起業の成功率は 94%とされてい
る［注 38］。もっとも、現地での大学生起業者へ
のインタビューによれば、起業の面ではさまざ
まな支援をもらえるが、起業後の販売ルートの
開拓がなかなか難しく、成功率は 70%になら
ないのではとの意見もある。

工業園発展有限会社は経営戦略として、工業
園の集積企業間の協力関係を更に緊密化し、ま
た新規参入企業が倒産しないように、大企業が
リードするいくつものピラミッド型の分業型企
業グループを作る提案をしている。そして工業
園発展有限会社は 5年間に 30～ 50社の大手の
靴下会社を育成し、その大企業一社毎に複数の
下請け会社を配置する。そしてリードする大企
業は OEM生産を戦略的に行なうと同時に、自
社ブランド製品の開発に力を入れる。こうした
ピラミッド型構造を推進するため、工業園発展
有限会社は支援と協力を提供するとした。ただ、
この計画は必ずしもうまく進まなかったようで
ある。しかし、2010年 12月に工業園の投資者
たちは自分で東北靴下経営集団を設立した。こ
の集団には 12社が参加、従業員は 2000人。集
団会社は設立してから実績を上げ、国際的に有
名 な ブ ラ ン ド の OEM に 特 化 し て い る。
PUMA、Adidas、TVMANIA、 ド イ ツ の
ECC、日本の原田靴下株式会社（奈良県）な
どの OEMをやっている。

その後、2012年 9月に、東北靴下業取引セン
ターという製品市場が設立された。遼源には、
それ以前に「靴下城」と呼ばれる小規模な製品
市場があったが、この建物は欧帝愛（OUTIAI）
という有力靴下企業に買い取られ、その会社の
製品展示場となったこともあり、新たに取引
センターが開設された。新たな取引センターは、
面積が 2.2万平米、276の展示ブースがある 3
階建てのビルで、「靴下城」のテナントもこち
らに移転。しかし、2013年 3月現在、入居店
舗は少ない。義烏の国際貿易市場のような展示
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店舗であるが、規模はずっと小さく、義烏と違っ
て小売りと卸売りの両方をやっている。大唐鎮
が原料市場を早くから設置、生産活動の支援を
してきたこと、義烏市は小商品市場の発展で、
靴下生産が始まったことを考えると、遼源市の
靴下産業の集積にはこれまで市場の役割は大き
くなく、むしろ極め細かい工業園区のサービス
提供に負っていたように思われ、遼源の産業集
積の特徴と言えそうである。

なお、2012年 9月 12日13日に、中国国際
貿易促進委員会、中国ニット工業協会、吉林省
人民政府が主催して、「2012中国遼源国際靴下
業交易会」が開催された。この展示会には、国
内外からの入場者が約 3万人を数え、24の売
買契約が結ばれた。契約額は 107.1億元であり、
貿易収入は 85.58億元である。また、イスラエ
ルの TEFRON社と協同で、5年間で世界最大
のシームレスアンダーウエア産地とする計画を
立てた。すなわち、遼源市はその靴下産業の集
積の取り扱い品目を拡大しようとしているとも
みられる。こうした動きは個々の企業にも見ら
れる。遼源市の靴下展示会は展開の遅れと地理
的な制約などの要因で、義烏や大唐鎮の展示会
の影響力には及ばないが、同業者の交流、また
遼源市の地域ブランド確立と貿易拡大に大きい
役割を果たしつつあるといえる。

3．遼源市における靴下産業集積の現状

遼源市における靴下関連企業数は 2005年の
50社から 2011年には 535社に増加、従業員数
は 3万人、編み機は 1.7万台、靴下の年間生産
能力は 15億足（35億元）になった。売り上げ
規模は大唐鎮の 10分の 1というところである。
ただ、2009年からの伸びは大きく、企業数は
260社から 2011年に 535社、生産数量も倍増
している。

集積構造を図 43で見ると、靴下製造会社
は 348社、また遼源市の農村部には先縫工場が
150社ある。そのほかに染色 30社、定形 30社、
包装 3社などの立地がみられる。また編機関係
では修理会社が 8社進出している。しかし、原
料メーカー、デザイン会社の進出はまだ見られ
ず、靴下産業集積地としては発展途上とみられ
る。ただ、販売会社が 280社あること、又研究
所、検査センターの設置はおそらく工業園とし

てのサービス機能の提供と考えられるが、戦略
的な集積の形成を考えていることがうかがわれ
る。

生産品目から見ると、女性用靴下、男性用靴
下、子供用靴下、スポーツ靴下、機能性靴下、
軍人用靴下の 6つ種類があり、自主ブランドを
持つ企業は 100社で製造靴下会社の 2割を占め
ている。ただ、中国靴下有名ブランドは 2012
年時点で OUTIAIしかない［注 39］。

次に遼源市における靴下産業集積の活動状況
を図 43により商品企画、原料手当て、編み
あげ、先編、染色、仕上げ、包装出荷の作業の
分業状況から述べたい。

図 4―3　遼源市における靴下産業集積の構造（2013 年）

企業種類 企業数

靴下編み機
（生産 ,販売 ,修理）

生産会社 0　販売会社園
区（販売専門店がなし）
修理 8社

靴下原料生産会社 0

靴下デザイン会社 0

靴下製造 348

先縫 150

染色 30

定形 30

包装 3

靴下販売会社 280（276つブースと 4つ
専門店）

物流 5

靴下研究所 1（園区）
軽紡原料
検査センター 1（園区）

出所： 2013 年 3 月 19 日　遼源金狮靴下会社の社長への電話インタビューよ
り作成

⑴商品企画：園区には靴下研究開発中心という
組織があるが役に立っていない。靴下会社は
全部自分でデザインする。ただ現地調査では、
独自デザインはなく、大体日本、韓国、台湾
の靴下デザインの摸造品であった。

⑵原料：大唐鎮、義烏と違い、遼源市には靴下
の原料生産会社がなく、靴下会社は浙江省の
海寧、大唐、義烏などから原料を購入してい
る。工業園区は原料メーカーと協力関係を持
ち、立地企業に対し料金支払いを建て替える
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ことがあるようである。
⑶編みあげ、先縫い：この作業は現在では編み

機があれば誰でもできる。どこまで高度な先
端編機をそろえるかが競争力を左右すること
になる。大唐鎮や義烏の企業は先端のイタリ
ア製編機をそろえているところが多いが、遼
源の場合は国産機械の比率が多いようであ
る。先縫いは労働集約作業で、地場の農村の
零細家内工場に委託することが多い。2012
年末現在、遼源の農村には先縫いを含め 150
社の靴下製造企業が設立されている。

⑷染色、定形：大手靴下製造会社は染色機械を
持っており自社で染色する。染色機を持って
ない小さい会社、あるいは複雑な染色工程が
できない会社は染色会社に委託する。染色と
定形は連続作業であるから、染色会社へ染色
と定形を委託できる。大唐鎮と義烏の集積規
模と比べて、遼源市の靴下産業集積の発展は
まだ初期段階で、規模も小さいが、遼源には
遼源芸彩整会社、四季染場等 31社の染色会
社がある。なお、汚水処理機械を持たない染
色工場があり、汚染の問題がある。

⑺仕上げと包装：手仕事であり、大体自社で実
施。

⑻物流：遼源市には 5社の物流会社がある。そ
の中の 2社は園区の靴下会社を中心として、
靴下の保管、出荷、駐車場などのサービスを
提供しており、使用率が高い。流通主導型の
義烏と比べると物流の発達は遅れている。

⑼靴下販売会社：遼源市における靴下販売会社
は、東北靴下業取引センターにブースを持つ
中小企業の他、4つの専門店がある。販売
チャンネルとして卸売、専門店、ブース、そ
れにスーパーや輸出商社を通じる。ブースの
数は大唐鎮の半分ぐらいである。なお、遼源
の製品市場は大唐鎮と同様、靴下単品の専門
販売市場であり、義烏の、百貨店的な総合卸
売市場の魅力とは比べられない。日本の場合
は、流通業が発達しており、靴下専門市場は
発達していない。

⑽機械：編み機の修理会社が 8社ある。編み機
を販売する専門会社はないが、工業園が各種
の編み機を購入し、各靴下会社へ販売、ある
いは編み機を貸し出し、分割払いで取得する
こともできる。ただ、分業構造が専門的に細
かく分かれている大唐鎮と比べて、編み機

メーカー、販売会社の進出はまだない。
以上を見ると、かなり分業体制は整ってきて

いるが、義烏、大唐鎮に比べると、関連事業の
集積、専門化ではまだ劣るところがあり、生産
基地としての優位性を高めるには、もう一段の
努力が必要に思われる。

最後に政府による支援政策の内容と効果に少
し触れたい。省政府は遼源の靴下工業園の東北
園区で省レベルの大学生起業園区と大学生起業
研修基地を設立した。市レベルの金融機関は大
学生起業者に 6100万元の流動資金を提供する
ことになった。また東北園区は省レベルの経済
開発区に位置しているので、そこで受けられる
すべての優遇施策が適用される。これらの支援
と優遇施策で新参入者への障壁を減らし、企業
の参入志向を励ましている。

4．	 遼源市における靴下産業集積の問
題点と提案

すでに見てきたとおり、遼源の靴下産業は歴
史的には長く、改革開放以前の国営企業に端を
発している。しかし、市場経済化の流れの中で、
国営企業の改革は遅れ、産業集積としての発展
は、大唐鎮や義烏市より遅れている。むしろ大
唐鎮、義烏をモデルに発展してきたところがあ
る。又その集積の規模は、前者に比べずっと小
さく、集積の利益を十分に享受しえるまでに
至っていない。逆に、それをカバーする意味で、
市政府の支援、又工業園の管理運営をはじめか
ら民間の不動産業者に任せるといった手法がと
られているところに特徴があるといえる。遼源
市の靴下産業の問題点の多くは、集積の規模が
十分でないこと、発展の歴史がまだ新しいこと
に起因しているように思われるが、先行事例か
ら学ぶことによって、より早い発展もある程度
可能ではないかと思う。

以上のことを踏まえて、以下に遼源市の靴下
産業集積の問題点と今後の発展に向けての留意
点を考えたい。

1）製品企画力のこと

まず、製品企画力に不足がある。遼源市の集
積には靴下デザイン専門会社がなく、大部分の
靴下会社は自社の製品開発部門も持っていな
い。集積内の大企業 4社ほどは自社の製品開発
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部門を持っているが、他の会社のデザインは大
体摸倣品である。

現地調査によれば、自社で製品開発をしない
理由は二つある。一つは開発費用の不足。集積
地に起業したばかりの大学生にとって、デザ
インや製品開発の重要性はよく分かるが、場所
の賃料や人件費、電気・水道料金などの経費を
支払えば、開発資金は残らない。また、規模拡
大を優先するため、収益があれば自社の規模の
拡大に投入し、製品開発は後回しにし、見た目
だけを摸倣するケースが多い。もう一つは、集
積内の情報ネットワーク不足がある。規模の大
きい一部の靴下会社には靴下のデザインや靴下
の機能性に関心を持っているところがあるが、
靴下の専門デザイナーや機能性材料をどこで入
手できるか分かっていない。また、靴下の開発
プロセスについての知識がなく、いろいろの技
術、知識をどう組み合わせてよいかもわからな
い。遼源市の靴下企業の経営者は一般に学歴が
低く、長期的な戦略を持っていないケースが多
い。こうした問題を解決するために的確な情報
を提供する情報ネットワークシステム、また人
材教育、経営指導などが必要であるが、政府、
協同組合、研究機関、大学、関連機関、金融機
関等の連携が十分ではない。遼源市の靴下集積
の場合は、企業間での製品開発や市場ニーズと
いった情報の共有をする仕組みができていな
い。市政府によって設立された靴下協会、研究
所、品質検査センターはあるが、そうした機能
を果たしていないようである。

こうした現状に対し、工業園区の経営者たち
が協力して、集積内の生産品目、生産量の推移
などを集計し、市場調査により顧客のニーズを
把握し、産学連携の場を用意すること、また工
業園区内で創業した企業に対し、人材紹介や生
産に関する人材教育、経営相談の仕組みを用意
することが必要であろう。いずれにしても、ま
だ集積は発展途上であり、その規模を拡大する
とともに、その機能を高める必要がある。

2）	 地域ブランドの事、産地としての
知名度を高めること

遼源は、まだ靴下の産地としての認知度は対
外的には十分ではない。「東北靴下産業園区」
という呼称は良く使われるが「遼源靴下」の認
知度は低い。産地としての知名度を上げるため

には、有名ブランド企業を育成すること、ある
いは地域ブランドを作ることが考えられる。

有名ブランドに関してみると、遼源には自主
ブランドは 100ぐらいあるが、中国有名ブラン
ドに認定されたものは一つしかなく、まず有名
ブランド企業を育成することが必要であろう。
一方、地域ブランドを作ることは、奈良県、義
烏、大唐鎮でも考えらえているが必ずしも成功
しているわけではない。何より、地域ブランド
構築に参加する企業の意識を高めなければなら
ない。

遼源にとっては、何よりここに立地すること
の優位性を高め、靴下産業の集積をさらに高め
ることが最重要課題であろう。そして、その集
積の中から、有名ブランドを持つ企業が誕生、
それが遼源の靴下の特徴、他地域との差別性を
示すことになれば、地域ブランド構築につな
がっていくのではないだろうか？

3）	 製品市場と販売チャンネルの多様
化の事

遼源市の靴下メーカーの販売チャンネルを考
えたとき、製品流通市場の設立が考えられる。
遼源の場合、小規模の製品市場「靴下城」（建物）
を持っていたが、それを閉鎖、2012年、東北
靴下業取引センターを開設している。ただこの
流通市場には 276のブースが用意されている
が、まだ空きスペースが目立ち、他の産地に比
べ、その機能はかなり弱い。また、この市場は
靴下専門の市場であり、義烏の総合市場に比べ、
バイヤーへの魅力はすくないと考えられる。な
お、ここは卸市場と小売市場を兼ねており、一
般消費者の来場も歓迎、その効果をどう評価す
るか今後の問題であろう。

製品をどう販売するかは製造業にとって最大
の課題である。そこでは流通業と製造業との提
携関係の変化が表れている。近年、ユニクロな
ど SPAと言われる小売り製造業が大いに業績
を伸ばしているが、それは、生産は高度な機械
を持てば誰でもできる時代になり、問題は製品
を、どのように消費者の望むタイミングで生産
し無駄なく販売することのできるかの課題に対
する一つの回答となっている。靴下産業では、
日本では、タビオやチュチュアイは流通業から
製造部門を傘下に置いて新たな発展の機会をう
かがっている例といえる。
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大企業の欧帝愛は直営店、フランチヤイズ店、
通信販売というチャンネルを使って自社販売を
している。多くの中小靴下会社は、流通コスト
を節約するために、販売チャンネルは卸市場と
製品市場にブースを持って、バイヤーの来るの
を待っている。現地調査でインタビューした双
源という靴下会社は全面的に卸業に販売を依存
していた。また、大学生で起業した会社は、製
品を売り切るためには低価格戦略でどんなビジ
ネスチャンスも見逃さない、とのことであった。

いずれにしても、集積のメリットを利用しつ
つ、自分の発展段階にあった販売チャンネルを
選択していくことになろう。その時、最終的に
は、製造企業にとっては自社ブランドによる自
社販売、流通業にとっては自社製造か製造企業
との緊密な提携関係の構築、という形に収斂す
るように思われる。それは奈良県が大阪への依
存から離れ自立を目指していく事例からも推定
できる。遼源の企業の場合、そうした流れを理
解したうえで、自分の会社に発展段階にふさわ
しい選択をする必要があるように思われる。

4）	 工業園区の管理運営の事、地方政
府とのかかわり。

遼源の産業集積の大きな特徴として、産業園
区の建設、運営管理を民間の不動産業者がおこ
なっているということであろう。義烏も大唐鎮
も、市場の運営主体は株式会社化しているが、
出資者は市政府である。民間部門が、産業集積
の建設形成にかかわる場合、当然その工業園の
分譲益が期待されている。分譲益を出すために、
企業の誘致、あるいは創業支援まで行っている。
企業誘致のためには、他の工業園に比べ優位性
を持つ必要があり各種のサービス機能が提供さ
れている。これまで、従来の政府の役割を代替
し、工業園を建設、企業誘致を推進し、企業参
入により利益を得てきたが、長期的にこの産業
集積の発展、高度化を考えるとき、それがこの
運営会社の利害とどうかかわって来るかを見極
める必要がありそうである。

その意味で、遼源のケースは特異な事例であ
り、ここまでは成功事例といえるが、これから
は、産業集積の高度化について、市政府として、
民間部門ではできない支援を考えるべきであろ
う。

5）	 環境問題への配慮

最後に、汚染問題への配慮が重要である。産
業集積は当然、汚染を特定の場所に集中させ、
汚染被害を重大にする。図 43で見るように、
遼源市における染色会社は 30社ぐらいあるが、
現地調査では、幾つかの闇工場がみられた。そ
れら染色工場は汚染処理機械を持たず、廃水と
廃気をそのまま排出していた。特に、今中国は
大気汚染問題がますます悪化する中で、これか
ら汚染処理機械の導入と政府環境保護部局の適
切な指導が期待されている。

第五章　	靴下産地集積の地域間比
較と遼源市における産業
集積の今後（趙・袁）

本論文では第二、三、四章で奈良、義烏及び
大唐鎮、そして遼源における靴下集積の発展プ
ロセス、現状及び問題点を詳しく分析した。こ
こでは、遼源市の靴下集積はその成立が新しく、
発展途上にあり、今後の発展方向がまだ定まっ
ていないことがわかった。遼源にとって奈良、
義烏及び大唐鎮は先行モデルであり、それぞれ
の優位性を参考にし、これからの発展への障害
を事前に知り、それを避けることが必要である。
そのため、本章では、各集積の比較を行い、そ
こから発展途中の遼源の集積の発展方向を提案
したい。
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1．	 遼源市の靴下産業集積と他地域の産業集積の比較分析のまとめ

図 5―1　遼源市と国内外靴下産業集積の構造比較

産業集積 集積のきっかけ、
発展の経緯 集積の規模、構造 集積の性格 問題点と今後の

発展方向
奈良県 農業の副業。

大阪の卸商からの調
達に答え、生産企業
が発生、発展。
集積が進み、分業体
制が成立。
企業乱立、協業化に
よる集約。

靴下工業組合会員は
約 300社（販売、原
料 メ ー カ ー、 メ ー
カーなどを含む）。
工業組合の活動活発

（展示会、地域ブラン
ド構築など）
地域内外の編機メー
カー、原料メーカー、
医科大学などとの共
同研究盛ん。

生 産 活 動 中 心 の 集
積。販売、デザイン
開 発 な ど は 大 阪 の
卸、流通会社に任せ
ていた。
近年、新製品やデザ
イ ン 開 発、 自 社 ブ
ランドを持って自社
販売も開始。
国内市場中心の高級
品販売。海外のハイ
エンド市場開拓も始
める。

生産はピーク時の 10
分の 1。生産活動の
維持をどうするか？
価格競争ではなく、
商 品 差 別 化、 イ ノ
ベーションの努力。
大阪の流通業への依
存からの自立。
地域ブランド確立と
海外市場での認知度
の向上

大唐鎮 農業の副業。
手編みの靴下生産企
業の発生。
地方政府による「大
唐鎮軽紡原料市場」
の開設などで生産活
動への利便性確保。
巨大集積の成立。

生 産 企 業 8000 社、
関連企業を含め 1万
社 以 上。 零 細 メ ー
カー中心。原料、編
機、包装、物流等生
産関連企業の集積。
地域内での新製品開
発への関心は薄い。

生産専業型集積。下
請 け 加 工、OEM中
心。自社販売、自社
ブランドを持つ企業
は少数。販売は義烏
に依存。
国内市場は華東と華
南中心。海外市場は
OEM

労賃上昇と定着率の
悪化、生産機能の他
省への移転。集積の
将来への懸念。産業
集積の性格の変化
鎮政府は製品開発、
自社ブランド確立、
自社販売を重視。有
力 企 業 の 育 成 が 必
要。

義烏市 昔からの流通業の拠
点。
日用品卸市場の発展
と靴下の商取引き開
始。
靴 下 製 造 企 業 の 発
生。流通業の生産部
門への進出

日用品卸市場に 8万
社集積。靴下販売区
画あり。メーカーも
ブースを持つ。
靴下メーカーは 1800
社。（靴下協会会員
は 250社）

流通主導型産業集積
自社販売自社ブラン
ドにこだわる企業が
多い。大企業は販売
網を確立、SPA。

靴下部門は総合卸市
場の中の一部。
集積から大企業自立
へ。労賃上昇と生産
機 能 の 他 省 へ の 移
転。
地域ブランド構築の
動き。

遼源市 国有企業のリストラ
に よ る 従 業 員 の 独
立、民営化。
創業支援によるベン
チャー企業の発生
市政府による産業集
積形成政策（工業園
区の設置など）
安い人件費、定着率
も高い。

靴 下 メ ー カ ー 300
社、販売、編機関連、
の集積はあるが、分
業 体 制 は ま だ 不 十
分。
製品市場、原料市場
はまだ弱い。
企業を誘致、創業支
援による企業数増加
を図る。

工業園区の設置で、
産業集積を図ってお
り、それなりに成功
を収めている。ただ
集積として未完。さ
らなる企業誘致が必
要。
集積の企業の性格は
多様。
生産主導の集積。
販売は東北中心。輸
出は少ない。東北で
の認知度を高めつつ
ある。

地域間競争の中で、
遼源の優位性の確立
が重要。
集積規模はまだ不十
分、イノベーション
機能を向上。
工業園区の建設管理
運営を民間部門が効
率的に行っている。
政府と管理運営者と
の連携による産業集
積の高度化を図る方
策のモデルか。
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図 51では、各産地について、①集積のきっ
かけと発展の経緯　②集積の規模と構造　③集
積の性格　④現在の問題と混合の発展方向　と
いう視点から比較を行っている。4つの産地の
比較によって、靴下産業の集積の共通点、相違
点を知ることができる。そして特に遼源市の集
積の特徴が導き出せる。
①集積のきっかけ、発展のプロセス

集積のきっかけとしては、靴下需要の拡大を
背景に、たまたまその地で以前から靴下に近い
製品を作っており、余剰労働力がある場合、あ
るいは靴下の商取引が近くで行われ、そこから
の買い付けに応じる形で生産を始めている。そ
して、需要の拡大は生産企業の発生を促し、急
速に集積を形成している。

その際、集積を加速する意味で、政策的に公
的流通市場を開設することが中国では試みられ
ている。公的流通市場の開設は、流通業者に商
取引の場を提供、流通業者、生産業者に便宜を
あたえるもので、製品の販売、生産に関する原
材料、機械などの入手が容易になり、生産者、
流通業者、関連業者の立地を促進する。結果的
にそこに生産機能が集積し産地が形成される。
日本の場合は、靴下産業に関し、特に公的流通
市場が開設されたことはなく、すでに発達して
いた流通業者が個々に生産業者と取引をする形
態となっている。ただ、奈良県の場合は、大阪
という流通業の集積地があり、そこから奈良に
委託加工がされ、奈良に産地が形成されている。

遼源の場合は、もともと、国営靴下製造工場
があり、そのリストラ、民営化を契機に民間の
靴下産業が生まれるという、他とは違った経緯
をもち、その後、政策的に靴下産業の振興を図
る意味から、工業園区の開設を決め、製品市場
はそこに小規模に開設された。工業園区は建設、
運営管理は民間の不動産業者に任せており、そ
のことが、企業誘致のためのきめ細かい各種
サービス機能を用意することとなり、企業誘致
に成功している。ただ、公設市場の役割は大き
くないように見える。遼源の集積形成支援の方
式は浙江省の市場中心の方法とは異なるように
思われる。

流通市場には、大唐鎮の原料卸市場、義烏の
製品卸市場のように、生産に係る原材料の供給
を中心にする場合と製品販売を中心にする場合
がみられる。集積地に販売業者の集積があるこ

とは、生産業者にとって地元で直接販売でき、
市場の情報を得る意味で、メリットが大きく、
大唐鎮でものちに製品市場を開設している。そ
れは集積内の生産業者に自社販売、「自産自販」
の機会を与え、自社ブランド構築、製品の開発
活動を促すことになる。遼源の流通市場は製品
流通市場で、ここでは卸、小売り両方の市場機
能を持ち、大唐鎮、義烏が卸市場であるのと違っ
たスタイルをとっている。小売市場の場合、生
産業者にとって相手は一般消費者であり、より
直接に消費者の動きを知る機会になる。ただ、
遼源の場合、市場そのものがまだ十分機能して
いない問題がある。
②集積の規模、構造

奈良県は、かつては 1000以上のメーカー（先
縫いという手作業の部分は、農家の内職として
行われその数無数という）が集積していたが、
現在は、靴下工業組合の会員メンバー数で 300
社ほど（この数字は販売、原料メーカー、編機
メーカー等関連企業も多く含まれている）の規
模に縮小している。一方、大唐鎮は 8000社、
義烏は 1500社、遼源は 300社で、特に大唐鎮
の集積規模は巨大である。中国の場合靴下の需
要は増加しており、集積の企業数も増加傾向に
ある。特に遼源は新規創業を支援しており、そ
の集積は急増している。こうした集積規模に
よって、集積内部で生産に係る各工程やサービ
ス機能は分業化してくる。それは、集積内にあ
る企業にそれら機能の外部調達を可能にし、生
産コストを下げ、又生産活動をより柔軟にする。
さらに創業も容易にする効果がある。そう考え
たとき、奈良は産業集積のメリットを失いつつ
あり、一方、大唐鎮は生産コストの低減を期待
できる状況にあるといえる。遼源の場合は、そ
の集積規模、又分業体制の構築には、まだ不十
分なところがあり、まだ集積は途上と考えるべ
きであろう。ただ、工業園区が立地企業へのサー
ビスを行い、集積の規模の小さいことを補完し
ているところがある。
③集積の性格

集積内の生産者が、流通業とどのような関係
を築いているかは重要である。すでに見てきた
ように、流通業と製造業の関係は、市場環境に
よって変化する。供給不足の環境では、売り手
市場となり、生産者の立場は強いが、供給過剰
になれば、いかに製品を売るかが最重要課題と
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なり、消費者のニーズを把握している小売流通
業の力が強くなる。現在、日用品市場について
は、一般に小売り販売部門の重要性が大きい。
そうした背景の中で、奈良県の集積は生産に専
念した集積として発展してきたが、販売を大阪
の流通業に依存してきたことから、流通業が商
品の仕入れ先を中国等海外に変えることになっ
た時、大きな転機が訪れることとなった。つま
り、その際、自社の製品の差別化、ブランド化
を進め、流通業者が仕入れを継続するような魅
力を持つこと、又販売を他社に任せず、自分で
行うこと、そして流通業者からの自立を目指す
ようになっている。中国の場合、まだ市場は成
長しており、価格競争力もあり、当面生産に専
念する体制でやっていけると考えられるが、す
でにみたように、大唐鎮でさえ、他産地との価
格競争から、これまでの汎用品を低下価格で提
供するだけでは、これからの発展は見込めない
として、新商品の開発、ブランド戦略、自社販
売の促進を考え始めている状況にある。それは、
大唐鎮が義烏という流通市場から自立を目指す
ということでもあり、奈良県が大阪の流通業か
らの自立を目指しているのと同じ戦略を考えら
れる。

そう考えたとき、遼源の状況は、当初は製造
会社の集積から始まり生産主導型といえるが、
立地企業の性格はいろいろで、その集積の性格
はかならずしも一様ではない。特に欧帝愛

（OUTIAI）のように自社ブランド持ち、靴下
城まで開設している例もあり、また最近創業し
た企業にはマーケット志向の企業が多いように
見える。遼源の集積の優位性を、生産コストの
低さに求めるべきか、商品の差別化、つまりデ
ザイン性や高機能性に求めるべきかの選択はな
されていない。本来的には、東北地方の人件費
の安さ、労働力の豊富さ、といったことにくわ
え、さらなる集積の形成で、生産支援環境が整
備され、他の地域より価格競争力のある製品の
供給ができなければならない。ただ、まだ集積
の規模、分業構造は未完であり、人件費の安さ
を武器にした活動には、限界があるように思わ
れる。かといって、直ちに高機能の、世界に通
用するデザインの製品を市場に送り出すことは
難しい。

2．遼源市における産業集積の今後

3つの先行モデルを参考に考えたとき、遼源
の靴下産業の集積は、以下の努力が必要だと思
う。

1）	 生産性向上、生産性低減のさらな
る努力

何より、生産性の向上、生産コストのさらな
る低減はまず目指すべき目標であろう。そのた
めには、集積の規模を拡大し、分業体制を構築
し、生産活動をしやすい体制を用意しなければ
ならない。現在の工業園の立地企業には様々な
サービスが提供され、企業立地は進んでいるよ
うであるが、今後はその集積の内部構造をより
生産活動に有利なように、整備していく必要が
あろう。さらに集積のメリットを得られる体制
を作ることである。その際、工業園に立地して
いる企業間で業界団体を設立し、園内で共通の
課題を議論できるようにするべきであろう。

2）地域ブランドの強化

第四章の最後の「遼源市における靴下産業集
積の問題点と提案」ですでに触れた地域ブラン
ドの必要性をここでもう一度強調したい。地域
ブランドの成功により、集積内のブランド力と
資金力が低い中小企業に一番効果がある。遼源
の場合、地域ブランドを構築するビジョンは
持っているが、一歩ずつそれを実現する戦略が
まだ明確でない。また、奈良と義烏の場合、そ
れぞれの靴下協会は地域ブランドの構築に力を
入れているが、遼源市の場合は地域ブランドを
強く推進する機関がない。そのため、集積と緊
密な利益関係を持つ工業園区の開設者（不動産
業者）の役割が期待される。

3）靴下事業から関連産業への展開

奈良は集積として生き残るために靴下にだけ
注目しているが、大阪と義烏は流通主導地域と
して、チュチュアンア、メンナーとか一部の靴
下会社はすでに、靴下ばかりでなく、機能性、
ファッション性のインナー（アンダーウエア）
市場へ多角経営を展開している。第四章で、遼
源市は、イスラエルの TEFRON社と協同で、
遼源市を 5年間で世界最大のシームレスアン
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ダーウエア産地とする計画を立ちあげ、機能性
インナー市場への関心を示している。関連産業
への展開により、自分の立場を強化し他のライ
バルとの差別化を実現できるかがポイントであ
る。規模の拡大を実現しても、長期的に見れば
産業集積のイノベーション力の向上は必要であ
ろう。

4）新しい販売チャンネルの開拓

奈良と大唐鎮はそれぞれ大阪と義烏の流通業
への依存度が高いが、今は自分の流通機能の強
化に努力している。遼源の場合は、特定の地域
の流通業に依存せず、不特定の卸業と関係して
販売を展開しているのが現状である。中国の流
通業は十分発展していないから、これから集積
の外部経済効果により国内外の商社との連携
で、販売ルートを開拓すると同時に、海外市場
の開拓に役を立てることが期待される。

産業集積の効果をどうとらえるかについて
は、中国と日本では違いがみられる。日本では
異なる機能の集積によってイノベーション活動
を活性化することが大きな目的とされている
が、中国では産業集積は何より産業活動の拡大
の手段としているように思われる。ただ、産業
集積に求められる機能は、その国・地域の経済
発展段階により変化するものと考えられる。中
国の靴下産業の発展に従い、その産業集積も変
質し、生産活動の拡大だけでなく、イノベー
ションを支援するものとなる時期に来ているの
かもしれない。

いずれにしても遼源市の靴下産業の集積形成
の事例は、ハンディキャップを背負った地域に
も、あらたな発展のチャンスがあること、又そ
のチャンスをうまく利用している地域があるこ
とを示しているといえる。

あとがき（趙・袁）

以上日本と中国の靴下産業の集積地の分析に
より、遼源市の靴下産業集積についての今後を
考えてみた。遼源市の事例は、市政府の方針を
民間部門がよく理解し、魅力的な工業園区の開
設に努力し、集積の拡大とその機能の高度化を
すすめ、それは政府と工業園区開発業者、さら
にそこに立地する企業との緊密な関係を構築
し、それぞれがウインウインの効果を達成しつ

つというモデルといえ、この事例分析が他の東
北地方の地域経済発展に何らかの参考になるこ
とを期待している。

なお、この論文では、各地の集積効果（クラ
スター効果）について、数量的情報が入手でき
ず、分析が十分とは言えず、今後の課題である。
また、低開発地域の開発モデルとする場合、靴
下産業は一つのケースであり、その他のケース
も分析する必要がある。こうした問題への分析
は、これからの課題としたい。最後に奈良県靴
下工業組合、大唐鎮、義烏市、遼源市の関係の
方々からのご教示に感謝します。
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