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 きものの市場規模は、昭和５０年代の１兆８，０００億円から、現在では３，０００億円まで落ち込み。
日常着であったきものが「家」や「儀式」のためのハレ着となって高価格化したことにより、着る人や
着こなしを覚える機会が減少する負の連鎖に陥ったことが背景。

 供給側では、市場規模の減少に合わせて高級品への偏重が進展。その結果、多層分業型の産業
構造による高コスト体質が残存。平成に入って本格的な市場縮小が始まり、設備の老朽化やつくり
手の高齢化も相まって、実質的な存続が危ぶまれる産地も出てくる事態に。

 一方、「自分」が楽しむためにきものを着る若い世代も現れており、地域観光とリンクしたきもの着用
イベントも増加。こうした潜在需要を満たすために、カジュアルなきものの提案、問屋の川上（製造）
への進出、リサイクルきもの、産地のつくり手とデザイナーが直接連携したきものの製造などの動き
が供給サイドでも出現。

 きものの需要を開拓するには、何が必要か。リーズナブルな価格帯のきものに対するニーズと産地
のストーリーやデザインへのニーズをどう両立させられるか。きもののレンタルやリサイクルが果た
しうる役割は何か。きものを着るシーンの拡大、地域観光との連携（インバウンド需要獲得を含む）、
国際発信に向けて、どのような方法が効果的か。

 つくり手の維持・復活にはどのような手段が有効か。後継者確保や人材育成、設備投資に向けての
環境整備が必要ではないか。きものの素材を活用した商品は、つくり手の経営体質強化に貢献しう
るのではないか。

 そのほか、きもの産業の振興に向けて、解決すべき課題はあるか。

きもの産業の課題と論点
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秩父銘仙
埼玉裏絹

注染ゆかた
遠州木綿

有松・鳴海絞

白鷹御召
米織
紅花染

十日町絣
小千谷縮
越後上布
塩沢紬
五泉［駒絽・羽二重］

加賀友禅
牛首紬

福井羽二重

近江上布
浜縮緬

京友禅
京小紋
京鹿の子絞
西陣織
丹後縮緬

丹波木綿
但馬縮緬

注染ゆかた

阿波しじら織
阿波藍染

備後絣
伊予絣

本場大島紬

久留米絣
博多織

伊勢崎絣
桐生織
群馬羽二重

本場奄美大島紬

琉球紅型
久米島紬（久米島）
宮古上布（宮古島）
八重山上布（石垣島・竹富島）

精好仙台平

結城紬
足利銘仙

東京染小紋
東京友禅
注染ゆかた
村山大島紬
黄八丈（八丈島）

【出典】きもの文化検定公式教本Ⅱ

会津木綿
川俣羽二重

結城紬

きものの新規市場開拓に向けて

きものは、各地で独自の文化と製造基盤を有する、重要な地域資源。

赤太字は染物
黒文字は織物
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きもの市場の衰退と反転への兆し

◆きもの市場は、昭和５０年代の１兆８，０００億円から、３，０００億円前後まで減少。
◆一方、２０～３０代の女性を中心に、きものを着ることへの関心が高まってきている。

79.9 71.9 
59.1 50.3 

20.1 28.1 
40.9 49.7 

はい いいえきもの着用経験あり

43.6 38.0 27.2 
15.9 

56.4 62.0 72.8 
84.1 

はい いいえ
きもの着用経験なし

今後きものを着たいか？

【出典】2015年3月経済産業省アンケート調査

※ピークは昭和56年の1.8兆円と言われている
※「正絹以外」は和装小物、浴衣等含む

【出典】矢野経済研究所「きもの年鑑」

呉服小売金額の推移（昭和57年～）
（億円）

3,010億円
（平成25年）
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きものについての負の連鎖

リーズナブルな価格のきものの提供と着るシーン、着こなし方法について需要側、つくり手
側の双方から課題を解決していくことが求められる。
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きものの新規市場開拓に向けて

若い世代の関心に応えるためには、購入・着用の壁を解消し、観光地などでファッションと
してきものを楽しめる環境づくりが重要。
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きものの販売チャネルの多様化

呉服店や百貨店など伝統的なチャネルに加え、リサイクル、レンタルなど、近年、消費者が
きものを着用するルートが多様化。

【出典】東京山喜(株)
リサイクルきものの需要拡大について、
テレビ東京「ガイアの夜明け」でも特集。
『新たな〝リサイクル〟がやって来た！』
（2015年9月29日放送）

【リサイクル・アンティーク市場】

リサイクルきものの専門店や、リサイクル・アンティークきも
のを扱う消費者向けイベント・骨董市（浅草、横浜、京都等
各地で開催）が消費者に人気。

【レンタル市場】

振袖を中心にレンタル需要は
拡大。フォーマルの他にも、普
段着としてのきものや観光地
でまち歩きに使えるきもの等
の提案も。

【インターネット通販市場】

利用者は年々増大し、販売チャ
ネルの2割弱を占める（2014年、
矢野経済研究所推計）。

【ナショナルチェーンの提案】

合繊等の手軽なきもの、洋服
に近いデザインのきもの、アパ
レル店のような店舗・接客によ
る提案。

【一般呉服店・百貨店】

現在も高い割合を占めるスタン
ダードチャネル。

【出典】今昔きもの市ブログ

消費者 7



きものを活用した地域振興・インバウンド観光振興

きものをコンテンツとして活用することにより、地域振興やインバウンド観光との相乗効果が
期待できる。

◆両毛線沿線 のほほんまち歩き◆
• ＪＲ両毛線は、明治時代に沿線で生
産される生糸や織物を輸送する
ためにつくられた「絹鉄道」

• ＪＲのディスティネーションキャン
ペーンを発端に、両毛線沿いの地
域（前橋市、伊勢崎市、みどり市、
桐生市、足利市）で連携して、きも
のでのまち歩きイベントを実施。

◆えきレン◆
• 株式会社やまとが運営するきも
のレンタルサービス。観光地であ
る浅草、金沢、大阪・天王寺、姫
路で展開。利用者の8割が20～
30代女性。

• まち歩きを楽しんだ後は、きもの
を持ち帰ることができる。

◆伝統産業の日◆
• 京都市では、京都の伝統産業
の魅力を国内外に発信するた
め、平成13年度に春分の日を
「伝統産業の日」と定め、毎年
この日を中心に多彩な催しを
実施。

• きもの着用者は、市バスや観
光施設の無料化、きものクラ
シックコンサートへの招待、平
安神宮苑での記念撮影など、
様々な特典が受けられる。

【出典】京都市
【出典】株式会社やまと
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きものによる国際発信

◆ミラノ万博ジャパンデーパレード◆

2020年東京オリンピック・パラリンピックをターゲットに、和文化の象徴であるきものをツー
ルとして、世界に向けて日本の魅力を最大限に発信していく。

◆イタリア大使館表敬訪問◆

★一般社団法人 イマジン・ワンワールド 「KIMONO PROJECT」
日本を代表する着物作家達の卓越した技術により、世界の国々をモチーフとした
「KIMONO」を制作し、日本の文化と技、「和」を重んじる精神性、「世界はきっとひとつ
になれる」というメッセージを世界に伝えていくプロジェクト。2020年に向け、世界
196カ国のきものの完成を目指す。日本・世界各地でショーを開催したり、イベントに
参加したりすることできものの魅力やメッセージを発信。 9



つくり手の体質強化

（Ｐ）
高齢化が進むなかでつくり手を維持していくためには、ものづくり企業として、革新的な製品
づくりや生産性の向上、適切な価格設定などが必要ではないか。

【革新的なものづくり】 【生産性向上などオペレーション改善】

江戸時代、モード（流行）という概念
が世界で初めて誕生。きものが流行
の最先端であり、作り手により、文様
遊びを取り入れたデザインが次々と
生まれた。

★つくり手発信の面白いものづくり、商品
開発が必要

・異なる素材（デニム、レース、ジャージ
素材等）を用いたきもの
・デザイン開発 （デザイナーや消費者との
コラボによるものづくり等）

・生産設備の導入
（伝統的ものづくりを継承した技術革新）
・業務形態の見直し

（就業時間の管理等の適切な労働環境
作り、分業体制の見直し）
・適切な B‐to‐B 価格設定
（慣習によらない、要素積み上げによる
合理的な価格設定）

★伝統に沿って製品に付加価値を与える
工程は守るべき一方、人的・設備的な
生産性の改善が必要
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提言１ 潜在市場開拓のための新たなビジネスモデル構築を促進すべきではないか
 潜在市場開拓に向けたビジネスモデル構築の推進
提言２ きものを着るシーンを増やすべきではないか
 業界、自治体、学校等の連携による「シーン」の創出→ 「経済産業省きものの日イベント」
提言３ きものを活用した地域振興をもっと進めるべきではないか
 地域産品開発の推進
提言４ 国内外へ｢きもの｣を発信して日本の魅力を向上すべきではないか
 ミラノ国際博覧会、 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会での情報発信

【論点１： きものの新規需要開拓には何が必要か】
 若い世代のきものに対する関心の高まりがビジネスにつながっていない。
 高級きもの市場の維持発展にも日常着としての新規のきもの市場を開拓することが必要。アパレルと同
様、消費者ニーズを踏まえ、ブランド確立、販売手法の改善、リーズナブルな価格での商品展開が必要。

【論点２： きものを活用した地域振興への取組】
 地方創生・地域振興の観点から、きものは重要なツールとなる可能性あり。
 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け観光地振興に加え、国内できもの姿の人を増や
すべき。

 ビジネスシーンできものを着ることもきもの姿を増やすことに大きく貢献する。霞ヶ関の職員がきものを着
ることがあってもよいのではないか。

【和装振興に対する提言】

2015年ミラノ国際博覧
会の日本館貴賓室にき
ものを展示中

色打掛｢大牡丹印金
錦｣（三代目 龍村平
蔵）

「和装振興研究会」報告書（概要）
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和装振興協議会 分科会の設置

協議会において出された論点のうち、より深い議論が必要なものについて、協議会委員を
中心とした構成で分科会を設置して議論。

12

分科会にて検討する論点（案）

１．きものに対する消費者ニーズ

・若い世代に向けたきものと、和文化としてのきものの両立
・リサイクルきもののあり方
・外国の消費者のニーズ（インバウンド、海外発信）

２．きもののつくり手のあり方

・きものを活用した地域振興
・きものの素材の異業種分野への活用可能性
・産地間連携のあり方
・設備投資、人材育成、生産性向上


