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地域産業の存続・発展メカニズムの転換
―グローバル競争下で活発化する中小繊維企業の市場創造―

徳山大学　大田康博

１　序論

本稿では，事例研究を通じて次のことを明らかにする。それは，日本の各産地
が縮小するなか，移出企業による市場創造志向の協働を産地の枠を超えて組織す
ることが産地の存続・発展に有効な手段の一つになったということである。なお、
対象事例は，衣料用の繊維素材（織物・編物）の産地であり，最終製品（衣服，
雑貨など）の産地は，対象外とする。

繊維を含め，いわゆる成熟産業では，後発工業国企業が品質・納期面での競争
力を高めており，多くの先発工業国企業では，製品単価引き上げによる収益性向
上が重要課題となっている。製品単価の引き上げに有効なのが，市場適応志向か
ら市場創造志向への転換である。市場適応志向とは，市場創造志向の企業のうち
既に高い市場地位にある企業に追随することである。一方，市場創造志向とは，
製品の企画・開発や販売を通じて製品価値を創造しようとすることである。需要
の形成から減衰に至る市場過程において，市場創造志向の企業群は需要の形成・
成長期を，市場適応志向の企業群は需要の成長・成熟期を主な活動の段階とする。

産地の製品の企画・開発や販売において中心的な役割を果たしているのが，移
出企業（産地外部の顧客に製品を販売する卸売商や生産者）である。移出企業は，
単独で，または水平的な協働により，製品の販売を行う。本稿では，移出企業の
水平的協働による新製品の販売（展示会への出展）に焦点を当て，それを支援す
る組織（展示会運営組織など）の活動も必要に応じて取り上げる。

近年の繊維産地を対象とする研究は，第一に，個々の移出企業における企画・
開発活動（顧客への様々な提案，自社ブランド製品の開発）の開始や，事業領域
の垂直的拡張（最終製品化や小売段階への進出）に注目してきた（中小企業研究
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センター，2003）。こうした研究では，それらの活動を開始した事実は指摘され
るものの，それが製品価値を有効に創造するかどうかはほとんど検討されなかっ
た。また，企業行動の異質性・多様性が強調される一方，水平的協働への関心は
希薄であった。

第二に，複数の移出企業や産業支援組織（産地組合，公設試験場など）の協働
による産地製品のブランド化を検討した研究が存在する。例えば，富士吉田産地
を対象とした小俣秀雄（2013）は，移出企業による水平的協働の諸次元（購入，
製品開発，マーケティング）を捉えている点で重要だが，展示会の実態など，販
売における水平的協働の詳細については，明らかにされていない。

第三に，複数の移出企業が一定期間，特定の場所で製品の情報発信や販売を行
う展示会への関心が高まりつつある。特定の繊維産地が開催する展示会の研究は
乏しいが，複数の産地の企業が出展する展示会に関しては，木野龍太郎（2013）
が「こだわりの布」における協働の背景や実態を丁寧に紹介した。また，国際展
示会に関しては，Bathelt, Golfetto, & Rinallo（2014）が，グローバル化する知識
経済において，産地の枠を超えた企業間の連携を促進する「Temporary 
Cluster」（展示会など）の役割が増すことを指摘した。いずれも複数産地の移出
企業による展示会の研究として貴重だが，木野の調査は研究史との関連が不明確
である。

さらに，以上の３種類の研究には，市場創造・適応という視点を導入していな
いという共通の問題がある。そのため，これらの研究では，市場適応志向から市
場創造志向への転換に伴い，移出企業がどのような課題に直面し，その課題を解
決するためにどのような水平的協働を必要としているのかが，明確でない。

以下，２では，市場創造・適応志向の競争・協調行動の特徴を整理する。３で
は，繊維産業を事例に，移出企業の競争・協調行動と水平的協働（特に展示会）
の変化について明らかにする。最後に，発見事実と研究史との関連について述べ，
地域の枠を超えた市場創造志向の水平的協働の意義を確認する。

２　市場創造志向の競争・協調行動

２．１　市場過程と企業行動
市場過程の視点からみれば，企業の競争・協調行動は，市場創造志向と市場適
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応志向に区分できる。市場創造志向の企業は，新製品の企画・開発や販売を通じ，
需要の創造を主導する。これに対して，市場適応志向の企業は，既に高い市場地
位にある市場創造志向の企業に追随し，拡大しつつある市場機会の一部を自らの
ものにしようとする。

市場創造と市場適応は対極的な行動であるが，実際には，一企業においても，
製品やブランドによって市場創造志向の強さは異なっている。したがって，ある
企業が市場創造または市場適応のいずれか一方のみを追求しているとは限らな
い。また，市場創造と市場適応のいずれか一方が他方よりも企業や産地の存続・
発展にとって常に有効なわけではなく，企業や産地のおかれている状況により，
それぞれの有効性が変わってくる。産業が成長段階にある場合や，後発工業国の
企業や先発工業国の大規模小売業の場合は，市場適応によって一定の事業成果を
あげうる。しかし，需要の量的拡大が期待できない成熟産業では，先発工業国の
中小企業が市場適応により収益や利益の安定を実現することは，極めて困難で
ある。

市場適応志向から市場創造志向への転換を主導する産地企業は，既存の移出企
業，または新たに移出に取り組む企業である。移出を担う卸売商や生産者は，単
独，または顧客や同業者と共同で，製品の企画・開発や産地外部の顧客への販売
を行い，外注先などに市場機会を提供する役割を果たしているからである。

なお，製品の企画・開発・販売を他社に先駆けて行うか，先行する他社に追随
するか，という問題に関しては，Lieberman, M. B., & Montgomery, D. B. （1988, 
1998） の先行者優位・劣位の議論や，コトラー（2001）の市場地位別のマーケティ
ング戦略論が，重要な理論や分析枠組みを提示している。しかし，本稿の議論は，
新たな技術・市場の形成期ではなく，基本的な製品デザインが確立され，一定の
消費市場が存在する状況を想定している点で，先行者優位・劣位の議論と異なる。
また，「リーダー」，「チャレンジャー」，「ニッチャー」，「フォロワー」といった
コトラーの視点と違い，本稿は，特定の企業が市場において突出した影響力をも
たず，市場創造志向の企業が複数存在し，その企業群にある程度共通する競争・
協調行動のパターンがみられる状況を想定している。

２．２　市場適応から市場創造へ
続いて，市場創造志向の企業と市場適応志向の企業には競争・協調行動のパ
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ターンにどのような相違があり，その相違がなぜ生じるのかを確認しよう。
市場創造志向と市場適応志向とを区別する要因として重要なのは，需要の不確

実性に対する企業の姿勢の違いである。市場創造志向の企業は，製品価値の創造
に能動的に関与することで，需要の不確実性に対応しようとする。一方，市場適
応志向の企業は，既に市場地位の高い企業の製品や大きな需要が顕在化した製品
を模倣またはアレンジすることで，需要の不確実性の問題を回避しようとする。

市場適応志向の企業と比べると，市場創造志向の企業の競争・協調行動パター
ンには，次の特徴がある。第一に，製品の企画・開発から販売に至るまでの活動
の先行性である。すなわち，市場創造志向の企業は，他社に先駆けて製品の企画・
開発に着手する。それは，彼らが，投資回収の長期化や，市場適応志向の企業に
よる模倣や学習の脅威に直面することを意味している。第二に，解釈的プロセス
の重要性である。解釈的プロセスとは，「対話」を通じて製品・消費の新たな意
味や言語を創造し，それを体現した製品を開発し，その価値を顧客に受容させ，
販売するまでの過程で，企業と利害関係者が行う相互作用である。そこでの調査，
議論などは探索的であり，原材料調達，設備投資，人材確保・育成，広報や販売
などに投じた資金の回収は，甚だ不確実である（レスター，R. K. =ピオーリ，M. 
J., 2006；大田康博，2015）。

中小企業が単独で効果的な市場創造を行うことは，容易ではない。しかし，中
小企業が大企業にない資源をもっている可能性はあるし，展示会への出展のよう
な水平的協働により市場機会を豊かにできる可能性もある。ただし，中小企業に
よる資源活用や水平的協働は効果的に行われなければならない。その有効性を吟
味するには，上述した市場創造志向の競争・協調行動のパターンを理解しておく
必要がある。

次章では，繊維産業における中小企業の出展活動と展示会の事例を検討し，有
効な水平的協働の変化を明らかにする。調査では，対象産業・企業に関する文書
資料の検討，半構造化インタビュー注１），展示会場での観察を併用した。

３　繊維産業の事例研究

３．１　繊維産業における水平的協働
日本の中小繊維企業は，同業者組織を形成し，産地や国の単位で様々な水平的
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協働を行ってきた。近代化の初期段階では，欧米の製品・生産技術導入による製
品品質や生産性の向上，粗製濫造防止のための品質検査，製品の品質保証と差別
化を目的とする商標付与などを実施した。また，産地企業の技術向上や産地製品
の販売促進のため，品評会（販売活動なし）や展示会（販売活動あり）を開催し
た。そして，不況期には，カルテルなどにより，生産・販売を統制した（由井常
彦，1964）。しかし，これらの水平的協働は，多くの場合，グローバル競争下で
の市場創造を目的とするものではなかったし，当時はそうである必要もなかった。

繊維産業における主な移出企業は，製品の企画・販売に事業を特化した卸売商
（いわゆる「産地問屋」，「産元商社」），あるいは企画・販売に加え織布・編立も
自社で行い，必要に応じて他の工程を外注する企業（いわゆる「親機」など）で
ある。このほか，近年では，織布，編立，染色加工などを受託してきた企業の中
からも，糸や生地を自ら仕入れて企画・生産・販売する企業が現れている。そし
て，これらの移出企業の主な顧客は，衣料向けの生地の場合，アパレル企業の生
地バイヤーや大都市の生地問屋（集散地問屋）である。

移出企業を水平的に組織する主な外部組織としては，同業者組織（産地問屋や
織布・編立企業の組合など）や地域産業支援組織（地場産業振興センターなど）
がある。同業者組織の地域組織と全国組織（連合会）は，素材別（綿・合繊短繊
維，絹・合繊長繊維，毛など）・製法別（織物または編物）に編成されている。
同じ素材・製法でも，各産地の製品は異なっており，例えば，日本綿スフ織物工
業組合連合会傘下の企業数上位３組合（全24組合中）の品目は，播州（兵庫，企
業数164）が「ギンガム・ドビークロス・サッカー等先染織物」，天龍社（静岡，
同87）が「別珍・コール天・綿織物」，泉州（大阪，同83）が「綿・スフ・合繊
織物全般・小巾白木綿・包帯ガーゼ」である注２）。そして，こうした同業者組織
や地域産業支援組織は，別々に産業振興策を実施することが多く，それは，次に
述べる展示会についても例外ではなかった。

３．２　産地単位の展示会の限界
産地企業が参加する展示会には，出展者とは独立した組織（地域産業支援組織，

展示会運営組織など）が運営するものと，出展者自らが運営するものとがある。
大規模な展示会は前者の形態が一般的であり，小規模な展示会にはいずれの形態
のものもある。
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市場創造の効果的な支援という観点からみれば，産地単位の展示会には，次の
点で限界があった。第一に，出展者が少なく，展示内容が限定されていることで
ある。特定産地の企業による展示会の展示品は，その産地が特化した素材・製法
の製品が中心となる。しかし，顧客の多くは，特定の素材・製法の素材だけを必
要としているわけではない。多様な製品を産出する地域も中にはあるが，その製
品構成が顧客にとって魅力的とは限らない。そして，産地の縮小とともに出展者
は減少し，出展内容はさらに限定されていった。

第二に，出展者にとって自社の重要情報を開示することのメリットが乏しく，
来場者との「対話」（レスター，R. K. =ピオーリ，M. J., 2006, pp. 67-95）が円滑
に行われなかった。市場適応志向の企業とともに出展すると，市場創造志向の企
業は，同種の商品を扱う市場適応志向の出展者に，開発製品を模倣される可能性
があった。そのような状況が生まれやすいのは，同種の製品を手がける企業が集
う産地の展示会であった。また，展示会運営組織は，市場創造への関心が乏しく，
入場者を生地バイヤーなどに限定しなかったので，不特定多数の人々の入場を許
した。しかも，開放的なブースを採用したので，誰もが展示品を自由に手に取り，
その素材や製法を確認できた（大田康博，2015）。

第三に，展示会としての情報発信や商談の環境整備が，適切ではなかった。出
展者や顧客のほとんどは市場適応志向だったので，開催時期が遅かった。また，
展示会全体を貫く魅力的なトレンド情報を来場者に対して発信せず，会場の情報
インフラには出展者探索の利便性への配慮が乏しかった。そして，多くの場合，
各ブースにはテーブルや椅子がなく，出展者とバイヤーとが落ち着いて商談を行
うことはできなかった。

以上を踏まえると，従来の産地の展示会の多くは，市場創造志向の繊維企業と
顧客が出会い，市場創造に向けた商談を行う場として望ましいものではなかった
といえよう。欧米の高級ブランドのデザイナーや生地バイヤーのような市場創造
志向の顧客にとっては，開催時期，出展内容・形式などの点で魅力に乏しかった

（上記第一・第三の問題）。また，第二・第三の問題から，市場創造志向の出展者
は，こうした展示会への出品に消極的であり，仮に出展しても重要な開発製品や
製造技術を展示することは控えた。

このような問題は，バブル崩壊前のように，多くの繊維企業が，国内の顧客を
対象として市場適応による存続・発展に努力していた時期には，顕在化しなかっ
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た。当時は，欧米の有力なブランド企業などに追随する顧客が多く，彼らの品質・
価格・納期要求を満たす素材を提供していれば，多くの繊維企業が存続・発展で
きたからである。

３．３　市場創造志向の展示会
バブル崩壊以降，国産素材の主要ユーザーであった国内の顧客は，安価な後発

工業国製衣料品に日本市場を侵食され，自らも後発工業国製生地・衣料品への依
存を大幅に高めた。そのため，繊維事業での存続・発展を目指す中小企業では，
国内外の市場創造志向の顧客を開拓する必要が生じた（大田康博，2012）。

市場創造志向の繊維企業にとって重要な顧客の一つは，欧米の有力ブランド企
業である。彼らは既に市場地位が高く，最終製品（衣服）の単価も高水準であり，
多額の資金を素材調達に投入できる。また，世界各国に販売網を築いているので，
大量に販売される最終製品の素材として採用されると，繊維企業は，高い収益性
に加え，多くの収益も期待できる。さらに，有力企業は，信用面の安全性が高い。

ただし，繊維企業が欧米の有力ブランド企業への販売を実現するには，市場創
造志向の企業の間で支配的な制度的条件に対応する必要がある。第一に，早い時
期に製品企画・開発および個別営業を行わなければならない。例えば，市場創造
志向の繊維企業は，対象シーズンの１年半前には，新製品の開発に向け重要顧客
と連絡を取り始める。また，多くの企業は，対象シーズンの約１年前に開催され
る欧米の国際展示会（例：Première Vision Fabrics: PVF）に出品する（大田康博，
2015）注３）。

第二に，解釈的プロセスへの参加である。市場創造の過程では，繊維企業は，
国内外の顧客や展示会運営組織との間で，製品や消費に関する意味・言語を創造
し，製品のアイデアを得るための「対話」を継続しなければならない。しかし，
そのために投下する資金の回収は不確実である。また，国際マーケティングを行
う繊維企業に至っては，自ら，またはエージェントを確保して，顧客との関係を
形成・維持しなければならない（大田康博，2015）。

第三に，展示会場でサンプルを用いた商談ができるよう準備する必要がある。
自社の技術力などを示すだけの参考資料としてサンプルを作るのではなく，その
価格（仕様変更に伴う価格調整ルールを含め），品質，納期などを展示会場で顧
客に回答できなければならない。また，受注生産を想定する企業でも，一定量を
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見込生産し，衣服の試作に必要な分量の生地を素早く供給できることが期待され
ている。自主企画品の場合は，品種を絞り込み「ストック・サービス」（見込み
の量産）を行う企業が多い。これは，産地企業が，開発製品の市場性の見極めや
運転資金の確保をしなければならないことを意味する。

３．４　出展者の構成と展示会の形式
従来，日本では，市場創造志向の企業は少数派であり，彼らの活動を有効に支

援する展示会もほとんど存在しなかった。しかし，バブル崩壊以降，市場創造を
効果的に支援する欧米の展示会に出展する中小企業が増えつつある。また，産業
支援組織が全国的な展示会を創設したり，中小企業が自ら新しい展示会を発足さ
せたりしている。

近年，日本の中小繊維企業が積極的に参加している国際展示会がPVFとMilano 
Unica（MU）である。これらは，特定の産地あるいは素材・用途の生地の生産
者の展示会を母体としていたが，徐々に出展資格者を拡張し，展示内容を多様化
していった（大田康博，2015）。パリで開催されるPVFには，各企業が個別に出
展しており，テーマ別に区分された会場には，日本を含む様々な国籍の企業の
ブースが混在している。一方，イタリアの繊維産地・産業支援組織が主催する
MUは，2014年９月展から合同展「The Japan Observatory」を企画し，特定の
場所で日本企業による個別・グループ出展を受け入れた。

これらの展示会は，効果的な協働による市場創造を強く意識して運営されてい
る。展示会の開催時期は，対象シーズンの１年前（秋冬物向けの生地の場合，前
年の９月）と，日本の展示会に比べ２ケ月程度早い。展示会運営者によって提出
書類や生地サンプルが審査され，独創性の高い製品を開発し，国際ビジネスに対
応できるとみなされた企業のみが出展を認められる。そして，展示会運営組織が，
トレンドやファッションの専門家，繊維業界団体，代表的繊維企業などとの議論
を踏まえ，展示会として採用するトレンドを選択し，その情報を，出展者が開発
したサンプルとともに会場で展示している。各ブースは，壁で仕切られ，テーブ
ルと椅子が設置されている。

PVF2014年９月展における日本企業（上場企業を除く）のブース数は，28であっ
た。都道府県別にみると，大阪10，福井４，愛知・岡山各３，東京・和歌山・兵庫
各２，石川・岐阜各１である。MU（2014年９月展）の「The Japan Observatory」
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に出展した27社の非上場日本企業（団体を除く）の構成は，愛知・福井各６，山
梨・大阪各３，静岡・岐阜・石川・滋賀・兵庫・和歌山各１であった。

東京でも，日本企業を中心に産地の枠を超えた展示会が開催され，市場創造志
向の企業による商談の場として機能しつつある。例えば，日本ファッション・
ウィーク推進機構が主宰するPremium Textile Japan（以下，PTJ）には，全国
の繊維企業と若干の海外企業が出展している（団体出展の可能なJapan Creation
を併催）。PTJ2014年11月展で「テキスタイル」と「ニット」に分類された出展
者（上場企業を除く）53社を都道府県別にみると，大阪13，兵庫・京都各５，広
島４，愛知・福井各３，その他国内18（13都府県），海外２であった。そして，
出展者の６割以上は，見込生産や輸出への対応をしている（大田康博，2015）。

PTJの開催時期は，PVに比べると遅く（秋冬物で例年11月），各ブースは開放
的で，商談に十分なスペースはない。しかし，トレンド情報の発信（トレンドエ
リアを設置）や商談重視（出展者の審査，来場者の限定，招待 VIPバイヤーのた
めの個別商談室設置）の点に，市場創造の有効性向上への配慮が看取できる。

このほか，各地の企業が集う有志のグループによる展示会として，Textile 
Network（以下，TN）と「こだわりの布」がある。TNは，八王子の織物製造業
に携わっていた宮本英治氏が中心となって1997年に組織した小規模展示会であ
る。TN2014年11月展の出展者は16社・グループであり，うち東京と静岡が各３，
山形，埼玉，山梨，新潟，愛媛，福井，京都，大阪，兵庫，愛媛が各１という構
成であった。この展示会は，発足当初から来場者をアパレル企業のデザイナー，
バイヤーなどに限定し，出展者には新作の出品を求めてきた。また，ブースは開
放的だが，事業分野が競合しないよう出展者を選定し，安心して「自信作」が出
品できる環境を整えている。来場者に素通りされる出展者がいないよう，出展者
の上限を20〜30社としている。
「こだわりの布」は，福井の織物製造業の有限会社三澤機業場の三澤繁幸氏が

2007年に組織した小規模展示会である。当初は一都道府県一社の原則で徐々に出
展者を増やし，2015年９月展では10府県（大阪･愛知･岐阜･和歌山･岡山･滋賀･静
岡･石川･福井･兵庫）から12社が出展した。TN同様に出展者間の競合を避け，少
数ではあるが多様な生地と衣服の分野の出展者が揃っている。出展者間で顧客情
報を共有し，時には顧客を互いに紹介し合ったり，技術的な問題解決などについ
て相談したりしている（木野龍太郎，2013）。来場者の「質」を重視しているので，
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来場者数を増やそうとはしていない。
以上の国際・国内展示会では，いずれにおいても，９以上の都道府県の繊維企

業が出展しており，出展者全体としては，素材（綿，合成繊維，絹，毛）・製法（織
物・編物）ともに幅広い内容が揃うようになっている。これらの国際展示会に継
続出展している企業の中には，かつては日本の大手アパレル企業や生地問屋を主
たる顧客としていた企業が多いが，今や国内相場を遥かに上回る単価での製品販
売に成功し続けているものや，輸出比率が50％を大きく上回る企業が存在する。
また，上述した国内展示会の出展者からは，当該展示会が繊維企業と対等な関係
で魅力的な製品を創造しようとする顧客との貴重な出会いの場になっており，製
品の販売価格は国内相場を大きく上回るとのコメントが複数得られた。

４　結論

バブル崩壊以降，複数の国，あるいは一国の様々な産地から市場創造志向の移
出企業が集まる展示会が新たな市場機会を創出している。この事実は，産地の分
析視角・枠組みに関する次のような問題を提起する。

第一に，従来の産地研究は，移出企業による企画・開発への関与や事業領域の
垂直的拡張に注目してきたけれども（中小企業研究センター，2003），そうした
活動を有効なものとするには，需要の不確実性への能動的対応を適切に行うこと
ができなければならない。つまり，産地企業や産地の盛衰を検討する上では，業
種や自販・下請といった移出企業の形態的特徴のみならず，移出企業の競争・協
調行動のパターンを吟味する必要がある。

第二に，個々の企業の行動の異質性・多様性を強調してきた研究史と異なり，
本稿では，市場創造の有効性を高める上で，移出企業の水平的協働も重要な市場
機会を提供しうることを指摘したい。ただし，その協働にも有効性が求められる。
展示会が市場創造の有効性を高める場となるには，例えば，早い時期に，製品・
消費の意味や言語を創造・発信したり，顧客との商談に相応しい環境を整えたり
すべきである。それには，市場適応志向の企業の出展を制限し，出展者間の競合

（模倣や価格競争），出展内容の魅力低下などを防止することが望ましい。
第三に，移出企業の水平的協働による市場創造では，産地の枠を超えた連携が

有効な場合がある。産地には，多数の企業が同じ素材・製法の製品を取り扱って
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おり，市場創造志向の企業と市場適応志向の企業が併存している。しかも，産地
企業は減少しつつある注４）。そのため，産地単位の展示会では，出展内容や出展
者数が大きく制約され，出展者間の競合が生じやすい。むしろ，市場創造を志向
し，異なる製品を手がける企業を複数の産地から集め，全体として補完的な製品
群を構成する方が，出展者による重要製品の出品意欲を高め，幅広い魅力的な製
品を顧客に提示できるので，望ましい成果をあげる可能性がある。そのような協
働のイメージを示したのが，図１である。

図１　産地の枠を超えた移出企業の協働による市場創造
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地域産業の存続・発展メカニズムの構成要素として，①産業を構成する主体，
②主体同士の関係，③主体の行動原理，を想定した場合，市場適応志向の移出企
業による産地単位の水平的協働の有効性が低下する一方で，市場創造志向の移出
企業による産地の枠を超えた水平的な協働が形成され，一定の成果をあげつつあ
る事実は，産地（地域産業）の存続・発展メカニズムの転換の始まりを意味して
いる。この転換を進める上で重要な実践的課題は，新たな協働を誰がどのように
組織するのかということである。個別の中小企業や地域産業組織が大規模な展示
会を組織するのは容易ではない。それでも，有効な市場創造の事例に学び，複数
の産業支援組織や企業グループが情報発信や時期・会場などの点で連携を深めれ
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ば，既存の展示会や運営組織によるものでも活動の有効性は高まるであろう。
新たな存続・発展メカニズムの生成に伴い，市場創造志向の企業と市場適応志

向の企業とが一つの産地に併存するようになると，産地企業間の関係は対立的ま
たは希薄になりうる。それは短期的な経済成果の追求には合理的だが，長期的に
はより多くの企業が市場適応志向から市場創造志向に転換することが望ましい。

市場適応志向の企業が市場創造を学習する機会としては，例えば，市場適応志
向の企業と市場創造志向の企業による産地ブランドの開発が考えられる。そのよ
うな協働に市場創造志向の企業が関心を持つとすれば，それは，短期的な経済的
利益以上に重要な要因が存在する場合であろう。その要因は，地域や産業への誇
り，愛着などを基礎とする積極的な社会関係のような，非経済的なものかもしれ
ない。今後は，経済的・非経済的要因の相互作用が地域産業の盛衰に与える影響
についても，分析を進めたい。

本稿で検討した問題は，繊維産地特有のものではない。流行や季節性が需要に
与える影響の大きさは繊維産業と異なるものの，先発工業国の少なからぬ産業に
おいて，地域の枠を超えた水平的協働による市場創造への取り組みは活発化して
いる（Bathelt et al., 2014）。様々な産業・地域の事例研究の蓄積も，今後の重要
課題の一つである。
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〈注〉
１　調査期間は1994年〜2015年。対象の個人・組織（繊維企業，販売エージェント，展

示会運営組織，コンサルタント，産業支援組織）の国籍と数は，日本86，フランス４，
イタリア36である。

２　綿工連公式Webサイト（http://www.jcwa-net.jp/union.html）2015年11月７日閲覧。
なお，比較的大きな産地の場合，織布・編立企業の組合員の多くは専ら受託加工に従
事する企業であり，移出企業ではない。

３　1990年代後半の播州先染織物業では，展示会に先立つ秋冬物の企画・開発活動が本
格的に始まる時期が９月であった。これは，PVF（当時の名称はPremière Vision）
が例年開催される時期である。しかも，当時の播州の産地企業による開発では，欧米
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で入手したトレンド情報や生地サンプルが重要な情報源とされていた（大田康博，
2007，p.244，p.248）。

４　以上のような産地単位の展示会の限界は，国際展示会のような「Temporal Cluster」
（Bathelt et al., 2014）が登場した背景の一つであろう。
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