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和装振興研究会報告書（たたき台） 

 

はじめに 

 

ライフスタイルの変化等により、きものが日常着として着用されなくなって久しい。 

 市場も高級品にシフトし、多くの消費者は「きものはハレの日に着るモノ」、「特別なモノ」と認

識している。 

 しかし、近年、「和女子」といった「和モノ」に興味をもつ女性を総称する言葉が生まれるなど、

きものを含む「和モノ」に興味をもつ若い女性が増えつつある。  

「和モノ」に興味を持つ背景は様々であり、いわゆる「歴女」といった歴史への興味をそのエントリ

ーとする層から、「和モノ」を女子力アップのためのファッションアイテムととらえている層などそ

のきっかけは様々である。  

 また、若い世代を中心にインターネットや SNSで呼びかけ、きもの姿で町を練り歩くようなイベ

ントが開催されるなど、「きもの」を対象としたコミュニティも形成されはじめている。 

 彼らの「きもの」に対する価値観は様々であるが、彼らの行動の中に、これまでとちがった「き

もの」の可能性を見いだすことができるではないかと考えられる。 

 このような若い消費者のニーズに対応すべく、きものをもっと「手軽に」、そして「オシャレに／

かっこよく」楽しめる商品を提案する若き経営者たちも現れ始めている。 

 

一方、きものは、和文化の象徴的存在である。このきものという資源は、日本や地域の魅力を

最大限に向上できる可能性を秘めていると考えられる。 

 例えば、木村英智氏は、きものを含めた「和」とアクアリウムを融合させた「アートアクアリウム」

という新しいジャンルのアートを確立させ、全国各地でイベントを開催し、見る人を魅了している。

昨年日本橋で開催されたイベントでは累計 65万人もの来場者が訪れているが、これは和文化の

新しい魅力が見る側に大きな感動を与えた好例であると考えられる 

 海外においても、パリコレやミラノコレクションで「きもの」をイメージした数多くの作品が展開

されている。2014年は、英国ファッションチェーンのニュールックが、販売した「KIMONO Jacket（き

ものをイメージした柄のジャケット）」が大ヒットとなるなど、「きもの」に対する注目の高さがうか

がえる。 

 

 「和文化」に対する近年の若い世代の動きや、国内外からの注目をチャンスととらえ、 

①きものの新規需要開拓のためには何が必要か 及び 

②地域創生に向けて、地域資源としてのきものの活用策 について検討を行うこととした。 

 検討に当たっては、ユーザー目線を重視することを念頭に、有識者、若手経営者及びユーザー

から構成される「和装振興研究会」を設置して検討を行った。 

 

資料４－１ 
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Ⅰ． 論点１ きものの新規需要開拓のためには何が必要か  

１． きものの歴史 ① 

（１）きもの原形 ｢小袖｣ 

 今日のきものは、｢小袖｣が原形となっている。この小袖には振袖や浴衣も含まれている。小袖

は、平安時代後期頃に登場するが、その当時は公家達上位の人々の下着であり、庶民の実用着で

あった。この下着として着用されていた小袖が、近世には上位の服飾として変化していく。これは、

｢表衣脱皮 ②｣、｢形式昇格 ③｣という服飾の変遷の原則が如実に表れた現象であった。 

 この小袖の流れを見ると、中世半ば（室町時代頃）以降に女性の服飾において表着（うわぎ）と

しての格式を整え、近世の初め頃には男性の服飾においても、衣服の中心となり、身分、性別にか

かわらず表着の形式が小袖に統一されていく。そして、衣服形式が男女ともに、小袖という形式

に統一された後は、性別差は衣服形式ではなく文様で表現されることとなり、多彩な文様が生

み出されることとなった。 

 

（２）｢小袖｣の変遷 

 今日のきものは江戸時代後半に確立された小袖が原形となっているが、近世初期（室町時代

頃）の小袖は今日とは異なる形式であった。この頃の小袖は、身幅と衽幅
おくみはば

が広かったが、袖幅は

狭かったため裄
ゆ き

は短かった。さらに身の丈と同じに布地を裁って作られており、お端折
は し ょ

りは一切無

く、帯も極めて細いものであったため、活動しやすく、日常着として実用的な衣服であった。しか

し 17世紀半ば（江戸時代後期頃）になると、女性の間で美の基準が｢細く、長く、高い｣方向へと移

行し、小袖形も細身で裾が長いものが主流となっていった。また、帯の方にも変化が現れていく。

近世の初め頃までは帯は小袖を安定させるための実用具であったが、さらに、17世紀末頃から装

飾としての位置づけを強め、幅広で多種多様な装飾を凝らした帯そして、種々の結び方が提案さ

れていく。いつの時代にも見られるが、女性の美への追究が実用的な衣服のスタイルを変化させ

ていくという流れが小袖や帯にも刻み込まれている。 

 

（３）｢小袖｣のデザイン 

 江戸時代は、身分や性別にかかわらず衣服の形式が小袖に統一され、意匠（デザイン）が差別

化のための役割を担うことになった。江戸時代の初期は、山水花鳥等の様々な文様を、刺繍、鹿

の子絞りなどで表現するものが中心であった。文様の配置も、室町時代頃に中心であった左右対

称性がなくなり、個々のモティーフが強く主張された大胆なデザインが生み出された。さらに、こ

れらのモティーフを組み合わせて意味づけがなされるようになる。例えば、｢菊｣と｢水｣を組み合

わせて｢菊水｣という延命長寿 ④を表現したり、源氏物語や伊勢物語の題材を表現したりと、様々

な意味づけが行われている。 

未曾有の高度経済成長期である１７世紀中期頃、町人階級が台頭し、文化の主導的役割を担う

ようになると、上級の人々のみならず、庶民を含む不特定多数の人が、｢左右非対称な配置｣、｢モ

                                                   
① 丸山委員プレゼンテーション及び｢江戸のきものと衣生活 小学館｣を参考に作成。 
② 下着として用いられている衣服が次第に表着化していくという原則。 
③ 下位にある服飾形式が、上位の服飾として昇格していくという原則。 
④ ｢菊花｣と｢流水｣の組合せは｢菊慈童（きくじどう）｣にちなむ延命長寿のモティーフとして様々なバリエーションとして表現されてい

る。 
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ティーフの組合せによる意味づけ｣など、躍動的で斬新な小袖デザインを楽しむようになった。既

にこの近世という時代に、庶民階級を含む不特定多数の人々が衣服のデザインを共有して楽し

むという｢流行｣、｢モード｣といった概念が存在していたといえる ⑤。ヨーロッパの市民階級の間で

モードが意識されるようになるのは、さらに１００年後になることから、日本は世界で最も早くモー

ドを確立した文化圏であるといえる。 

 この時代の｢モード｣の確立に大きく貢献したのは、当時の最新メディア、｢出版｣であった。日本

の出版は製版であったため、絵と文字を同時に表現することができた。文字と文様の情報が出

版というメディアによって強力に発信されたことで、不特定多数の人が｢流行｣という価値観（＝

最新という時間を消費していく価値観）を持つことができるようになった。寛文（１６６１～７３）から

寛政（１７８９～１８０１）にかけて、この出版技術を活用して、当時のファッションブックである｢小袖雛

形本｣が多数刊行されている。この頃、著名な絵師が小袖の図様を絵筆で絵画のように描いた描
か き

絵
え

小袖が人気を集めており、菱川師宣
ひ し か わ も ろ の ぶ

や西川祐
す け

信
の ぶ

など著名な浮世絵師も小袖雛形本の意匠制

作の分野で活躍していた。製版と絵師が連携し、小袖を大衆ファッションとして大きく成長させて

いった時代であった。 

 江戸後期になると、流行の中心は上方から江戸に移っていくが、ここでは、歌舞伎が最新の流

行の発信地の一つとなっていった。市松模様、かまわぬ模様、菊五郎格子などは、歌舞伎役者か

ら発信されたものである。 

 また、江戸のモードの中心であった町人たちは、大胆、個性的で自由な発想で小袖意匠を生み

出していった。ただ単に、視覚的におもしろい文様ではなく、謎解き要素が加えられていた。例え

ば、江戸時代前期の小袖雛形本には、｢笹の葉に蟹を配した図様｣、｢碁盤に梯子を組み合わせた

文様｣など、一見意味が不可解な意匠が収録されているが、前者は、｢ささかに（細蟹）→蜘蛛（糸

を引く）→織姫｣の連想で七夕を、後者は、説教浄瑠璃｢小栗判官｣の荒馬の曲乗りの場面を表し

ている。 

江戸後期には、さらに、髑髏
ど く ろ

、蝙蝠
こ う も り

といった、奇抜なモティーフも含め、森羅万象を貪欲にモティ

ーフとして活用していた。ルールにとらわれずに大胆な発想で様々な文様を創りだし、そしてそ

の文様を自由に遊ぶ江戸時代の豊かな想像力を垣間見ることができる。 

 

（４）小袖の着こなし、素材 

 日本は、四季に富んだ地域である。小袖は、日本の気候で快適に過ごせるような形式で発展し

てきている。例えば、襟元は開き、袖、身幅も広く、通気性に優れている。日本の夏の高温多湿の

気候でも快適に過ごせるような工夫が凝らされている。冬は重ね着することで保温性を高める

ことができるため、冬の寒さにも対応していた。このように、小袖の形式の原点は、高温多湿の夏

をいかに快適に過ごすかということが重視された点にある。そして、小袖を日常的に着用してい

た江戸時代には、人々は、小袖をゆったりとそして自由に着用し、夏を快適に過ごしていたと思わ

れる。 

 一方、素材面でも、変化する日本の四季や、階級、着用シーンなどにあわせて、絹、木綿、大麻、

苧麻に加え、科
し な

布
ふ

、藤
ふ じ

布
ふ

など、多様な素材が活用されていた。 

                                                   
⑤ 当時の女性の教育書である「女重宝記」に｢近頃のはやりというのは５～８年の間に皆廃り｣との記述がある。 
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（５）まとめ 

 現在のきものの原形である小袖が確立された江戸時代には、身分、性別関係なく人々が小袖

を着用していた。そして、出版という最新のメディアを通して、庶民を含む不特定多数が｢流行｣と

いう価値観（＝最新という時間を消費していく価値観）を持つことができるようになった。浮世絵

師、歌舞伎役者、そして江戸文化を支えた町人達、種々の人々が、自由な発想で文様を遊び、斬

新な小袖の文様が次々に生み出していった。 

 また、小袖は、高温多湿の日本の気候下で快適に過ごせるような形式に発展を遂げ、素材面で

も、絹、木綿、麻など様々な素材が開発されてきた。人々は、小袖をゆったりと自由に着こなし、快

適にそしてオシャレに過ごすための工夫を凝らしてきたといえる。 
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２． きものの現状 

（１）きものの出荷額 

 1970 年から続く経済成長を背景に、ピーク時（昭和 50 年代）には約１．８兆円規模といわれた

きものの出荷額が、2013年には、３,０００億円規模（ピーク時の１／６）まで減少している。 

  市場規模の縮小の原因としては、需要者側のライフスタイルの変化による「きもの離れ」、更

には、需要減少を背景に、供給側が高付加価値商品にシフトしたことにより限定的な市場（高級

品市場）が形成されたことが指摘されている。 

【図１ 呉服小売金額の推移】 

 

 例えば、西陣織のきものの出荷数量・金額の推移（図２）をみると、出荷数量は昭和 41 年にピー

クを迎えているが、出荷金額は昭和 51年まで増加傾向にあった。これは、出荷数量の減少を受け

て、供給側が高付加価値商品にシフトしたことがうかがえる。 

  【図２ 西陣織きものの出荷数量・金額推移】 
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（２）着る人の状況 

 消費側を見てみると、きもの・帯の年間購入数量は昭和 40年代でピークを迎えその後減少。一

方、年間支出金額は昭和 57 年まで増加し、その後減少している。昭和 50年代に商品の高付加価

値化が進み、その後バブル崩壊などを背景に、数量のみならず購入金額も急激に減少したもの

と思われる。 

【図３ 和装製品の購入数量及び支出金額】 

総務省家計調査より作成 

 今後、きものの市場を開拓するためには何か必要なのだろうか。まず、現在の消費者がきもの

をどのようにとらえているかを知るため、経済産業省では平成26年度に、消費者に対するきもの

アンケート調査を実施した。結果は以下の通り。 

 

調査事業名   ： きものの着用に関する消費者調査（経済産業省委託調査） 

調査方法    ： WEB調査法 

調査期間    ： 2015年 3 月中旬 

回収サンプル数  ： N=１0541（20代以上の女性) 

         未婚女性：20代 1383、30代 1313、40代 1313、50代 1312 

         既婚女性：20代 1267、30代 1322、40代 1317、50代 1314          

           男性：20代 109、30代 110、40代 110、50代 110 

調査項目    ： きもの（ゆかたを除く）を着たことがあるか等   
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【図４ アンケート回答者地域別比率】 

 

 

 

 

 

①「きものの着用に関する消費者調査（以下「消費者アンケート」という。） 

 消費者アンケートでは、20 代以上の女性に対して、きものに関する着用実態や着用意向等につ

いて調査を行った。 

 

１） 消費者の現状 

20代以上の女性の 85％は着用経験があると回答（図５）し、そのうちの８６％が着用シーンとし

て「儀式・冠婚葬祭」をあげている（図６）。 

【図５ きもの着用経験（女性、年代別）】    【図６ 儀式・冠婚葬祭で着用した人の割合】 
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きものを年に数回以上着る人は 20 代女性が 15.8％と最も多く、40 代女性が最も少ない

（9.5％）（図７）。 

【図７ 着用頻度】 
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儀式以外のシーンでは、趣味（習い事等）やパーティ参加が多い。一方で、20代の若い世代で

は「観光地・旅行先」で着用すると答えた人が比較的多いのが特徴的である（図８）。レンタルきも

のを着て街歩きができるような観光ルートを整備し人気となっている地域もある。 

【図８ どのようなシーンで着用しますか】 

 

これらのデータから、多くの消費者がきものを「ハレ着」として着用するものと認識しているこ

とがうかがえる。一方で、割合は少ないが、ハレ着として以外での目的できものを楽しむ動きも

出てきている。 

  

 きものの購入実態は、どの世代においても、「１０万超～30 万円以下」が多い。この価格帯が、現

在のきものの価格帯の中心であることがうかがえる（図９）。 
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【図９ 実際に購入されたきものの価格帯】 

 

 

 どの世代も、きものを「親・親族等に購入してもらった」というケースが最も多い（図１０）。図９と

図１０をあわせてみると、現在は、『「10万円超～30万円以下」の価格で、親や親族に買ってもらう』

ことが主流の市場であることがうかがえる。 

【図１０ 購入しましたか？譲り受けましたか？】 

 

一方で、購入してもらう比率が若い世代ほど低くなっている点が特徴的である(図１０)。きもの

を買ってもらう主なタイミングとしては、「成人式」、「卒業式」などの 20 代で経験する儀式であ

ることが想定される（図 11より、購入してもらった人の8割以上が着用シーンとして儀式を選択）。

50 代は、バブル期に 20 代を迎えた層であることから、この比率の高さに何らか影響しているか

もしれない。 
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 きものの入手方法（購入したか、購入してもらったか、譲り受けたか）の違いによっても着用シー

ンに違いがある。自分できものを購入した人は、儀式以外のイベント、外出、デート、旅行など様々

なシーンに積極的にきものを着用している（図１１）。 

 

【図１１ 入手方法別着用シーン（20代女性）】  
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国外からのお客様へのおもてなし 
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女性20代 譲り受けた(N=378) 

女性20代 親、親族等が購入(N=639) 

女性20代 自分で購入(N=194) 

（％） 
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２） 今後の着用意向 

着用経験者、着用未経験者に今後の着用意向を聞いたところ、いずれについても、20 代、30

代の若い世代の着用意向が高い。若い世代がきものに興味を持っていることが分かる（図１２及

び図１３）。一方、40 代以上の着用経験者の４割以上が「今後の着用意向はない」と回答している。

主な理由として、「手入れが大変」、「似合わない」、「そもそも体に合わない」ということが挙げ

られている。さらに、50 代以上では、｢きつくて苦しい｣、｢体の自由がきかなくなり着られない｣、

｢五十肩のため着られない｣、といった回答も多かった。 

 

【図１２ 着用経験者の今後の着用意向】      【図１３ 着用未経験者の今後の着用意向】 

 

 さらに、２０～40 代女性の今後の着用意向者に、着てみたいシーンを聞いたところ、儀式・冠婚

葬祭以外では、「自分磨きのファッションとして（デート、女子会）」、「パーティへの参加」を挙げる

人が多かった。「普段着として」、「日本文化の発信手段として」といった理由も比較的多い。「ハレ

着」以外で着てみたいと考える若い女性が多く存在することが分かる（図 1４）。 

 

【図 1４ 今後どのようなシーンできものが着たいですか？（20～40代女性）（Ｎ＝５，０９７）】 
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（％） 

（％） 
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 さらに、きもの所有者の入手方法（自分で購入、購入してもらった、譲り受けた）の違いによる今

後の着用シーン（20代女性）ついては、｢自ら購入したことがある｣人ほど、幅広いシーンで着たい

と思っている。特に、この層では普段着で着てみたいと考えている人が多いのが特徴的である

（図１５）。 

 

【図１５ 今後どのようなシーンできものが着たいですか？（きもの入手方法別／20代女性）】 
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３） 今後着用するにあたって 

 世代に関わらず着用意向者の約 5 割が 10 万円以下であれば購入すると回答し、20 代の 36．

9％がレンタルで調達すると回答している（図１６）。一方、実際のきものの購入価格について、もっ

とも多い価格帯は「10 万円超～30 万円以下」（図９）となっていることから、きものの主な価格帯

と、自ら購入したいと考える消費者のニーズにずれが生じていることがうかがえる。また、「10 万

円を超えた金額で購入すると答えた人は、50代以上は 29％いるが、20代は 13.3％しかいない。 

【図１６ 購入する場合の価格は？】 

 

きもの購入に関して重視する点については、どの世代も、多くが「デザイン」、「価格」をあげて

いる。特に 20 代ではその傾向が顕著である。50 代は、素材を重視する点が特徴的である（図

17）。 
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【図 17 きもの購入に関して重視する点は？】 

 

さらに、着用意向者が、今後きものを着用するにあたり困っている点として、5 割近くが「価格

が高い」ことを指摘している。価格に関しては、「商品価値にあった価格か不明」「価格がわかりに

くい」といった指摘も多い。また、「着付けができない」、「着こなし方が分からない」「どの場面に

どの着物を着ればよいか不明」との回答も多い（図１８）。「リーズナブルな価格」、「着用スキル」、

「スタイル」、「着るシーン」の提供などが若い世代をターゲットとした市場開拓のためのポイント

になると考えられる。 

 

【図１８ 今後きものを着るにあたり困っていること（20代～40代の女性（N=5,097）】 

 

 さらに、購入する際の情報収集手段については、20 代、30 代女性の 5 割以上がインターネット

を挙げており、近年の情報化に対応した情報発信も重要となりそうだ(図 19)。 
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【図 19 購入する際どこから情報収集しますか】 

 
 購入する店を決めるポイントとしては、商品の価格帯がダントツであるが、20代の若い世代は、

他の年代層に比べ、「店のブランドイメージ」、「店の知名度」を挙げる人が多いのが特徴的であ

る。若い世代を中心に、アパレル等、他の消費財と同様のニーズが高まりつつあることがうかが

える（図 20）。一方。50代以上の世代は、店員の商品等の知識に対するニーズが高いことが特徴

的である。ターゲットとなる世代に合わせて店舗展開の戦略が必要である。 

【図 20 購入する店を決めるポイントは？】 
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③ まとめ 

 現在のきものの市場は、購買額が高い高級市場（図９）が中心であり、着るシーンとしては「ハレ

着」としての着用がメインである。また、きものを購入する年齢層としては 50 代以上の女性が最

も多い。この世代は購入する商品の素材、店舗の店員の商品に対する知識を重視する傾向が高

い（図１７、２０）。 

また、現在の購入実態としては、『買ってもらう』ことが主流の市場であるが、世代が若くなる

につれて、買ってもらう比率が低下しており（図１０）、この形態が今後も維持されるかは不明であ

る。 

一方、20 代、30 代といった若い女性の多くが今後の着用意向を示しており（図１２、１３）、「自分

磨きのファッションとして（デート、女子会）」、「パーティへの参加」と、従来の市場の中心であるハ

レ着以外のシーンでもきものを着てみたいというニーズが高い。また、購入してもらったり、譲り

受けたりする人より、きものを自ら購入した人ほど、幅広いシーンで着用してみたいと考えている。

特に普段着として着用したいというニーズが高いことが特徴的である（図１５）。 

さらに、２０～30 代の若い世代は、他の世代に比較して、きものを購入する店舗を決めるポイン

トとして、「店の認知度」や「店のブランドイメージ」を重視していることも分かった（図２０）。この

ことから、この世代は、きものをアパレル等のほかの消費財と同様にとらえる傾向が比較的高い

ことがうかがえる。また、この世代には、インターネットによる情報発信も重要である（図１９）。 

 

 今回の調査により、20～30 代の若い女性はきものを着たいという着用意欲が高いことが分か

った。この層をターゲットとした市場は潜在的に成長が期待される。しかし、この世代は、従来型の

市場（ハレ着中心の高級市場）のターゲットとは異なる価値観（ファッションとしてきものを楽しみ

たい）を有していることから、これまでとは異なるアプローチが求められる。 

 具体的には、ファッションとしてきものが楽しめるスタイルや着るシーンの提案、そして商品の

ブランドイメージの構築、そしてインターネットによる情報発信が重要である。さらには「着付けが

できない」といった着用の際の問題点も解消していくことも大切である。 

そして、潜在市場を成長させるため最も考慮すべき点は、「価格」の問題である。現在の市場の

主な価格帯が 10 万円超～30 万円以下であるが、この世代の多くは、10 万円以下であれば買い

たいと考えており、供給と需要側でズレが生じている。リーズナブルな価格の商品を提案し、買い

たいと思う人の市場へのアクセシビリティを向上させることがこの潜在市場拡大の重要なポイ

ントである。 

また、今回の調査では、きものを購入してもらったり、譲り受けたりする人よりも、自ら購入した

人の方が、ハレ着というシーンにとらわれず、さまざまなシーンで着てみたいという意欲が高い

ことが分かった。「自らきものを買いたい」と思う消費者の市場へのアクセシビリティを向上させ

ていくことが、きもの着用シーンの多様化にも貢献すると考えられる。 

 そして、この潜在市場のターゲットとなる若い世代を育てていくことが、既存市場を成長させ

ることにもつながっていくと考えられる。 
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【図２１ きもの市場のピラミッド】 
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リーズナブルな価格で購入したい 
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（３） 産地の状況 

 きもの市場の縮小に伴い、きもの産業を支えている産地で企業数が大幅に減少。地域経済に

影響を与えている。 

【図２２ 丹後及び西陣の組合員数及び生産量の推移】 
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３． 論点１（きものの新規需要開拓のためには何が必要か）に関する議論   

 「１．きものの現状」で述べた、きもの市場の現状や潜在市場開拓のための課題を踏まえ、「和装

振興研究会（以下「研究会」という。）」において、議論を行った。 

 

（１） きものの流通・価格に関する議論 

①流通・価格の現状 

 きもの生産・流通構造は、製造工程が分業型で多工程にわたり、製造問屋、前売問屋等の複数

の問屋が介在する複雑な流通構造を有している。 

 

【きものの生産・流通工程（一例）】 

 

（経済産業省 近畿経済産業局 「絹織物の集積を核とした和装繊維産業の工程間連携に関する調査報告書（平成 21年 3月）」より） 

 

製造問屋が複数の製造工程を管理し、前売問屋が需給調整を行うコーディネーターの役割を

果たすという、従来型のシステムは、大量供給型の市場では効率的に機能してきた。しかし、市場

が縮小した近年では、従来型の製造・流通システムを機能させることが難しくなっている。 

また、このような多段階分業型システムでは、各段階で価格が上乗せされ、製造コスト、流通コ

ストが上昇する点もきものの高価格化の原因になっているとの指摘もある ⑥。 

 

 「東京都中小企業業種別経営動向調査報告書」の呉服関連の経営比率を見てみると、呉服小

売業の昭和 56年時点の売上原価率は６４．２％であったが、平成 25年には、４９．５％と低下してい

る。また、織物卸売業についても、昭和 56 年には 80.9％だった売上原価率は、平成 25 年には

74.8％と低くなっている。 

  

                                                   
⑥ 絹織物の集散地を核とした和装繊維産業の工程間連携に関する調査報告書（平成 21年経済産業省 近畿経済産業局） 

 製造工程では製造問屋が中心的役割を果たす。白生地

を仕入れ、染色、加工を施しきものに上げる。染色、下絵、

糊置き、引染、蒸し等をそれぞれ専門の職人が行う。 

 製造問屋で仕上がった製品は、卸と称される前売問屋を

通じて小売りに届けられる。 

 流通工程においては複数の問屋を経由して小売に商品

がわたる例も多い。 

染色・加工 
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＜東京都中小企業業種別経営動向調査報告書＞ 

（売上原価率）                                （％） 

 昭和 56 年度 平成 15 年度 平成 22 年度 平成 25 年度 

織物卸売業 80.9（39 社） 73.1(22 社) 72.5（9 社） 74.8（16 社） 

卸売業総平均 ８１．５（３７８社） 76.6(284 社) 76.9（184 社） 76.0（292 社） 

呉服小売業（※１） 64.2（27 社） 55.4（8 社） 55.2（7 社） 49.5（8 社） 

小売総平均 68.8（341社） 65.1（212 社） 64.4（107 社） 63.9（183 社） 

 

 一方、商品回転率については、昭和 56 年から平成 25年にかけて、低い水準である。 

（商品回転率）                                （回） 

 昭和 56 年度 平成 15 年度 平成 22 年度 平成 25 年度 

織物卸売業 9.6（39社） 12.8（22 社） 7.3（9社） 10.1（16 社） 

卸売業総平均 15.3（378 社） 18.5（284 社） 46.8（184 社） 43.5（292 社） 

呉服小売業（※１） 3.5（27 社） 5.1（8 社） 4.6（7 社） 4.7（8 社） 

小売総平均 11.4（341社） １６．２（212 社） 21.4（107 社） 29.8（183 社） 

※１ 昭和５６年度調査は『呉服小売業』、平成 15、22、25年度調査は『呉服・寝具小売業』 

※２ （ ）内は集計企業数 

 

 きものの価格が高くなる要因として、流通が複雑である点を述べたが、出荷数量が大幅に減

少したことで、各流通段階で過剰在庫を抱え、各流通段階において返品リスク、金利の負担分を

価格に上乗せすることが行われた点も指摘されている ⑦。さらに、出荷数量の減少が顕著となっ

た昭和５０年代以降、委託販売が増加したことも指摘されている ⑧。この委託販売では、在庫リス

クは製造問屋が持つことになるが、価格については、小売側が消費者のニーズを把握しながら

決定するため、在庫リスクを持つ製造問屋が販売価格を決めることができない状況にある。これ

が、消費者が価格の不透明の原因になっているとの指摘もある。 

 

②流通・価格に関する議論 

 消費者、異業種、学識経験者の委員から、価格や製造・流通構造について、以下のような指摘が

あった。 

【消費者側の意見】 

 きものの価値と価格が合っていることが必要である。伝統という理由だけで高い価格でき

ものを買ってくれる人はいない。きものは服である。車一台買えるような値段で服を買う人

はいない。 

 きもののクリーニング代も高いし、着付けも高いと思う。商品、着付け、洗い全てが高い。消

費者は非合理と感じるモノは買ってくれないと思う。 

                                                   
⑦ ｢活路をさぐる きもの産業（京都新聞社）（昭和５３年）｣ 
⑧ ｢活路をさぐる きもの産業(京都新聞社）（昭和５３年）｣において、きもの業界関係者への取材を通して、昭和５０年代の出荷数量

の減少、この頃から機屋から問屋への委託販売の増加が記載されている。 
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 30～40 代くらいから日本に対するいろいろな感情を抱くようになり、きものを買ってみよう

という人が増えてくると思うが、急に高価なきものは買えない。気軽に買えるものから少し

ずつレベルアップしていけるような、価格帯の階段があるとよい。 

【異業種、学識経験者等の意見】 

 自分が今の文化財修復の会社に入ってから、単価を下げ、設備投資を行い、昇給も導入して

利益をアップさせた。これまでの非合理なコストを削減し、若い人を雇用し、これを社外報で

アピールすることで、顧客の信頼を得ることができた。これにより利益がアップし、回転率も

改善した。きもの業界でも抱えている問題は同じではないか。 

 きものの原価率は、国内の他業種に比べ低いと感じている。価値にあった価格を設定するた

めには、原価率を上げて価格を下げ、回転率を上げていくことも考えるべきではないか。 

 生産工程の分業化という形態は市場ピーク時には効率的であったが、市場が縮小した現在

では機能することが難しい。 

 例えば、加賀友禅は作家が下絵、糊置き、色挿しといった、複数の工程をこなすケースもあ

る。職人が複数の工程をこなし効率を上げていくことも重要な視点。 

 複数工程を一人の職人がこなすことによって、職人の顔が見えやすくなるという利点もあ

る。 

一方、供給側の委員から、「価格帯の階段」の設定や「価格の透明性」に関し、以下のような取組

が紹介された。 

 買う人を増やすため、メーカー側で「希望小売価格」を設定することにした。これによって価

格の透明性が確保できた。 

 きもの価格の信憑性はメーカー希望小売価格を積極的に取り入れ、それを広く知らしめるこ

とで、消費者の目安となる。またそれによって小売価格の極端な高低差をある程度防止でき

ると思われる。 

 消費者からの「きものの値段が高い」という指摘を受け、産地と連携してきものを展開して

いる。上代を決めて全国的に同価格で販売している。エシカル、フェアトレードを説明しなが

らものづくりをし、情報発信している。 

 自身の店はきもののネットショップであり、職人さんと一緒にオリジナル商品を作っている。

問屋は通さないことを基本とし、上代は明確にしている。リアルに服を買う感覚だと２～５万

円の価格帯が中心であることを念頭に、価格を設定している。 

 日本の職人が作るものは問屋を通さなくてもそれなりの値段になる。1万円程度の和素材の

小物から入ってもらい、徐々にきものに興味を持ってもらえるような取り組みをしている。 

 複数の問屋を介した複雑な流通構造が価格を引き上げているという問題点に対して、メーカ

ーが直販するという手法もあるが、これに対しては、供給側の委員から 

 問屋には、在庫、金融、販促、情報発信というディストリビューターとしての機能があり、それ

によって拡散した範囲でのものづくりが維持されているので、メーカー直販を進めるべきで

はない。 

との意見が出された。 
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 消費者側の委員から、きもの買いたいと思う人を増やすには、もっとリーズナブル価格帯の商

品が提案されることが重要であると指摘がなされた。この点、きもの消費者アンケートにおいて

も、きものの中心の価格帯は、若い世代が買いたいと思う価格帯（10万円以下）より高くなってい

ることからも分かる。消費者側の意見や消費者アンケートを踏まえれば、きものの消費者の入り

口の価格帯から徐々にレベルアップしていける価格帯（例えば5万円→10万円→20万円・・・）の仕

組みが十分でないことが、消費者、特に潜在市場の消費者の市場へのアクセシビリティを弱めて

いる原因の一つであると考えられる。 

また、商品のみならず、着付けやクリーニングの価格も高いとの指摘もあった。商品のみなら

ず、メンテナンス等のきものの周辺の価格についてもアクセスしやすい価格設定の重要性が指摘

された。 

この「価格が高い」といった問題について、異業種の委員からは、原価率を上げて価格を下げ、

回転率を上げていく取組の重要性も指摘された。 

 また、製造工程についても、複数の職人が細分化された工程をそれぞれこなすだけでなく、一

人の職人が複数の工程を担当するといった取組による製造工程・価格の効率化という視点も考

慮すべき点として指摘があった。 

  

 この価格の問題に取り組むためには、様々なビジネスモデルが検討されることが重要である

が、その際には異業種分野における戦略も参考になる。アパレル業界では、ＳＰＡ (製造小売業）

と呼ばれる垂直統合型のビジネスモデルを推進する企業 ⑨が、変化の激しいファッション業界で

成長を遂げている。垂直統合型モデルは、複雑な流通構造による高コスト構造、リードタイムの長

期化といった従来の水平分業モデルの課題を解決し、リーズナブルな価格で需要者のニーズに

対応した商品をスピーディに提供することに成功している。きものの潜在市場のターゲットとなる

若い世代へのアプローチの手法として、アパレル業界において活用されている垂直統合型のビ

ジネスモデルは参考になると考えられる。 

 きもの業界においても、生産者と継続的、長期的な関係を構築することによって価格の引き下

げを実現して、きものの新しい市場創出を積極的に推進する企業も存在する。⑩  

 

 きもの市場を開拓するためには、きもの人口を増やすことが重要である。そのためには、消費

者アンケート結果や、委員からの指摘を踏まえれば、市場において、より低価格な商品が提案さ

れることが不可欠であり、価格を下げていくためのビジネスモデルを構築していくことが必要で

ある。 

        

                                                   
⑨ GAP, ZARA（インディテックス）, H&M など 
⑩ ｢DOUBLE MAISON｣、｢Y.&SONs｣などの新ブランドを立ち上げている株式会社やまとの矢嶋孝敏氏は、著書｢きものの森（繊研新聞

社）｣の中で、主な商品開発手法である、｢メーカー主導による物作りで川上から川下に流すという手法｣、｢小売業がメーカーに発注し

て物づくりを行う方法（ＳＰＡ）｣とは異なる第三の手法として｢ネットワーキング（外部プロフェッショナルとイコールパートナーシップ

の関係を構築すること）｣を提案している。 
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（２） 「消費者目線にたったビジネス戦略」に関する議論 

①消費者のもとめる「きもの」とは 

消費者側の委員から以下の指摘があった 

 きものにも、洋服と同じような多様性（最先端から古いモノまで）が認められると、多くの人

がきものを楽しむことができると思う。 

 ルールに縛られず楽しめるきものがあれば着ようと思うのではないか。 

 今の世代は、きものをコスプレ的にとらえている人達もいる。多様な着方が提案されること

が必要ではないか。 

 

 これに関連して、消費者アンケートにおいて、着用意向を示した 20～40代女性が着用したいシ

ーンの調査（図 13）によれば、ハレ着として以外に、「パーティ等への参加（25.4％）」「自分磨きの

ファッションとして（２３％）」、「趣味（習い事等）（21.4）」、「普段着として（11.8％）」、「日本文化の発

信手段として（10.9％）」、「コスプレとして（2.3％）」など、様々な着用シーンが挙げられている。 

 

②供給側の取組 

 このような消費者側のニーズの多様化の動きに対して、供給側の委員から、以下のような取組

が紹介された。 

 

【ファッションショーを活用したスタイルの提案 斉藤上太郎委員】 
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【ネットとリアルを活用し消費者の欲しいモノを提案 梅原麻里委員】 

 
 

【Ustｒeamでの情報発信、地元の素材を活用した商品開発で独自性を打ち出す 柴川義英委員】 
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【消費者目線から産地企業とコラボレーションしたものづくり きくちいま委員】 

 
③異業種分野等からの提案 

 一方、異業種分野や学識経験者の委員から、「消費者目線にたったビジネス戦略のあり方」とし

て以下のような提案や指摘があった。 

 和装振興の障害を市場セグメント毎に考えると以下のとおり。 

 （ア） 和装の高額商品を求める富裕層・エスタブリッシュ 

  ①和装の高額品を求める層そのものが縮小している。 

  ②新富裕層が必ずしも和装を礼装等として活用していない。 

  ③和装の高額品を求める層に訴えるだけの新規の先端的な高級品づくりが弱い。 

  ④世界の富裕層へのアプローチが弱い。 

（イ） 和装の価値を認める層 

 ①着る機会、着る日常がない。あるいは着る日常にあった和装の魅力的な提案が弱い。 

 ②ファッションとして着こなすコーディネートが難しい。 

 ③相談アドバイスがもらえる、信頼できる購入先がない。 

 ④価格が高く、信頼性が低い。 

（ウ） 和装をコスプレのようにとらえている層 

 ①成人式や結婚式などの儀式のときのファッションとしてのみとらえている。 

 ②高いきものの価値は認められない。 

 ③伝統的な文様にはこだわらない。 

 ブランド構築から見た市場開拓のポイント 

①ファッションブランドとして再編成する 

②価格帯別、ターゲット年齢別、使用シーン別、ファッション・メッセージ別に、コーディネート・

ブランドを提案する。 
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③産地、職人の組織化、協同組合化を図り、ブランドの作り手として位置づける。 

④小売売場は、ブランド別に編成され、ブランド専門小売を直営・フランチャイズ等で展開す

る。 

 自分の教えている学生の中には、「きものを買うときに受ける情報が正確でない」と言って

いる人がいる。きものは付加価値が高く、知識が多い商品。例えば以下のような、情報を作り

手が共有し、消費者にきものの価値やおもしろさを伝えていくことが市場開拓のポイントで

はないか。 

 現代のきものは江戸時代の小袖が原形。小袖は①多様な文様をまとう衣服であり、②

文様の組合せには意味があり、当時の人々は膨大な文様を遊ぶことできもの付加価値

を高めていった。 

 この文様という多様な情報源、そしてそれを強力に発信する「出版（製版）」によって 17

世紀半ばには不特定多数の人が『流行』という価値観（最新という時間を消費していく

価値観）を持つようになった。日本は最も早くモードを確立した文化圏といえる。 

 現在のきもののマナーは、明治以降に作られたものがほとんどで、きものの原点である江戸

時代からは大きく変わっている。江戸時代のきものの考え方を共有すべきではないか。 

 業界がアイディアを考えると、自分が好きすぎて自分の方が先に出てしまう。興味が全くな

い人はむしろ離れていってしまう。業界以外の第三者にきものに興味を持ってもらうことが

第一歩ではないか。 

 効果的に広報を展開するポイントは『共感』である。多くの企業、地域（伝える側）が一方的に

なりすぎていると感じている。言いたいことを言っても消費者は聞いてくれない。伝え方よ

りも伝わり方が大切（消費者目線が必要）。 

 消費者側の目線を意識した広報のポイントとしては、①『伝える側も好き』、②『日常の中で気

付く（消費者の導線に情報を置いてくる）』、③『感情移入できる』、④『自分も関われる。』の４

つ。 
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（３） きものを着る人を増やす取組、きものを着るシーン作りに関する議論 

 きものを着る人を増やす取組やきものを着るシーン作りに関する取組について、供給側から以

下のような取組の紹介と課題の説明があった。 

【きものサローネ in 日本橋 天野豊委員】 

 

【着物カーニバル 柴川義英委員】 
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 上記のイベントは、消費者にきもの市場の裾野を広げること目的として開催されているが、い

ずれのイベントについても、「来場者が固定化している」、「きもの好きしか来ない」といった課題

を抱えている。 

きものイベントのあり方として、消費者、学識経験者等の委員から以下のアドバイスがあった。 

  

 現代では「きものを着ること」は「非日常的」なこと。最近、音楽の世界では、レコードやカセ

ットの人気が再燃していると聞いた。今こそ「非日常」を逆手に取るチャンスでは。アナログ

要素は先が読めないという不確定要素があるからおもしろい。コピーも作りにくい。江戸文

化を背景したきものもそういう要素を持っている。 

 着る人を増やすためのイベントにするには、新規参入者や異業種、自分達で着こなして楽し

んでいる先端的な消費者などがオープンに挑戦できる場にすることが必要。 

 

 また、消費者がどのような場面できものを着たいと思うかについて、以下のような指摘があっ

た。 

 各産地や城下町をきもので歩いて観光するなどの、各地のきものを使った観光客誘致策は

効果的。ハレ着以外のきものを着るシーンの提案になる。例えば、下鴨神社をジーンズで出

歩くより、きもので歩く方が得られる満足感が大きいだろう。 

 博物館、美術館などをきもので楽しむ人も増えている。リアルクローズとして、日常の生活の

楽しみを倍増させる手段としてきものが広がることが大事。 

 俳句を 2 年前から習っている。自分が「季語」「旧かな」を使うことに違和感を感じるが、きも

のを着るだけでそれが舞台装置となり、違和感がなくなる。 

 サッカーなどで、世界で日本チームが戦っていると、見ている側も一緒に日本代表として大

会に参加している気になり、一体感がある。みんなが応援してポジティブな気持ちになれる

場面にきものを持って行くと、みんな着てみようという気になるのではないか。 

 

 （２）③においても指摘があったが、「日常の中で気づく」という視点、例えば、観光、美術鑑賞、

習い事といった、日常の中にきものを導入することで楽しみを倍増させる手段としてきものを提

案することが、着る人を増やす、効果的な方法であることが多くの委員から指摘されている。 

 また、一体感をもつことのできる場、常にチャレンジできる場としてのきものイベントが作り上

げられれば、消費者の心をつかむことができるという指摘もあった。 
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（４） 中長期的にビジネスを継続するために必要な人材育成に関する議論 

１．（３）で記載したとおり、きものを支える産地の生産量、組合員数が大幅に減少している。さら

に、職人の高齢化も課題として指摘されている。 

供給側から指摘された意見を以下の通り。 

 京鹿の子絞の職人の平均年齢は 65 歳。この 2、３年で人作りをしないと、京鹿の子絞の伝統

工芸品がなくなってしまう。人材育成は急務。行政の力も借りながら、検討していきたい。 

 染色織物業界は、分業制で、それぞれ個人で仕事をしている。当社から発注する職人が 30

名ほどいるが、今後どうやって技術を繋いでいくかが課題。社員化も視野に入れて考えなけ

ればならないと思っている。 

 きもののものづくりをしている職人が 70 代に入ってきている。跡継ぎを養えるだけの給料

も払えない。 

 新しいものづくりをするには、職人のクリエイティビティを刺激することが大事だと感じてい

る。売るモノだけではなく、組合や地域の枠を超え、自分の主義主張をアピールできる場が

あると良い。 

 

これに対して異業種の委員から以下の指摘があった。 

 自分が文化財の修復の企業に入ってから、4 割の非正規職員を正社員化し、40～50 代の中

継社員に権限、責任を与えることで社内の若返りを図った。これにより当時 49歳だった平均

年齢を 38歳まで引き下げた。 

 伝統産業には若い人が来ないと言われるが、そんなことは無いと思う。テレビの報道等を

見てそう思っているだけではないか。求人活動をしっかりやれば、来るはず。ちなみに当社

（文化財修復企業）は、１年間で１２～15人の若い人が面接に来る。 

 

 また、教育機関でも、以下のような取組が始まっている。 

 文化学園大学では、平成 30年度から和装コースを立ち上げる予定。「作る」「着る」「知る」の

3 つの視点から教育を進め、和装業界で活躍できる、あるいはファッションとして和装を発信

できる人材の育成に努めたい。 
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（５） きものを知ってもらうための普及・教育に関する議論 

 きものを知ってもらうための取組として、供給側の委員から以下のような取組の紹介があっ

た。 

【ミスジャポン 髙倉慶応委員】 
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 また、東京きもの振興会では、以下の取組を行っている。 

【東京きものの女王 東京きもの振興会】 

 

 

 上記の取組のように、若い人達にきものを着てもらうことで、日本の文化を肌で感じてもらう

こと、そして彼らに直接その経験を発信してもらうことは、若い世代にきものの魅力を伝える効

果的な手段であると考えられる。 

 

 

 


