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2012年を経た業界の動向
大谷：前回2012年1月に座談会を開催してから、2
年近くが経ちました。その際は 2011年度は軽量高
密度織物が好調であるものの、2012年度は一転、
厳しくなるだろうというお話があり、実際に困難な
状況に直面しました。2013年度はそうした状況か
ら持ち直し、復調の兆しが見えつつあるとお聞きし
ています。

石井：石川県だけ見れば、好転している面もありま
すが北陸産地全体では状況は異なります。この 1年
間、石川県の数字が伸びて、福井県が伸び悩んでい
るように見えますが、北陸三県トータルで見ると織
物生産量は 2011年、12年、13年と年を追って減少
しています。石川県の増加分には、これまで福井県
で稼働していた機業場の廃業分が流れてきたことも
影響しているでしょう。もともと北陸産地内にあっ
た仕事が横に移動しただけですから、やはり、北陸
三県としては厳しい状況が続いています。日本の合
繊長繊維織物の大半は北陸産地で生産されており、

その産地が三県トータルで見ると生産量が落ちてい
るという事実は深刻に受け止める必要があります。

北陸のテキスタイル産地、特に石川県の織物業界では、長引く円高基調などから、それまで産地を支えてきた軽
量高密度織物が失速して、2012年春以降生産量減少が続いた。2012年7、8月頃を底に、2013年に入って
からは、アベノミクス、円安の効果等で、スポーツ向けに米国、韓国などから中肉タフタの引き合いが出るなど、
新しい動きが出始めている。各企業や取り扱いの製品によって、業容はまだら模様があるものの、輸出企業を中心
に薄日が差す状況となり、ピークアウトといわれた軽量高密度織物も円安の影響で一部回復している。
一方、国内衣料品市況は依然として最終商品安、デフレ傾向が続いており、円安による原燃料の価格高騰が問題
化している。生産調整を乗り越えて稼働率が回復しても、各工程における生産コスト上昇分の最終製品への転嫁が
十分に進まず、小規模な産地企業を中心に疲弊する状況が続いている。今回の座談会では、こうした困難の中、各
社がとった戦略やその成果、縮小する産地が取り組んでいくべき方向などについて、石川産地のキーマンの方々に
論じていただいた。

出席者：
一村産業株式会社　代表取締役社長	 石井 銀二郎 氏
カジレーネ株式会社　代表取締役社長	 梶 政隆 氏
創和テキスタイル株式会社　代表取締役社長	 藤井 寛三 氏
蝶理株式会社北陸支店　支店長	 水野 日吉 氏
丸井織物株式会社　代表取締役社長	 宮本 徹 氏
司会：東レ経営研究所　代表取締役社長兼繊維調査部長	 大谷 裕

北陸座談会  —石川産地の景況実態と2013年度下期に向けた見通し—

一村産業株式会社　代表取締役社長　石井 銀二郎 氏
北陸を代表する産元商社であり、日本有数のテキスタイル・コンバー
ター。産業資材事業、炭素繊維川中事業を中心とする先端材料事
業も扱う。自社を「Mono 創り商社」と位置付け、付加価値の高い
新しい素材を世界へ発信する「工商一体型コンバーター」を目指す。
なお、Mono 創りの Mono は、Monopoly できるくらいの商品を創
ろうという心意気を表す。
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大谷：2013年初から円高是正が進んで輸出が好転
したという話も聞かれます。

石井：輸出で大事なのは、仕向け先の市況はどうか
ということです。仕向け先の市況次第では、為替は
問題でなくなります。例えば、このところ好況だっ
た中近東の市場も、最近は落ちています。また、円
安は輸入原材料や燃料高によるコストアップにつな
がります。今の日本の繊維産業にとって円安は必ず
しも干天の慈雨とは言い切れない面があり、会社に
よっても状況が異なります。

大谷：ユニフォーム業界はいかがですか。

藤井：ユニフォームの市況は、非常に好調だった
2011年度に比べると、8掛け程度で、まだ当時のレ
ベルには戻っていないと思います。また、商品によっ
てまだら模様で、例えば、病院の白衣とかサービス
業向け等非常に好調な業界もありますし、備後産地
などの西地区の備蓄物商品はまだまだ流通在庫が
あって、生産調整が続いている。その在庫調整が終
われば、来年ぐらいには生産が伸びる可能性がある
とみています。今年度はまだはっきりしない。

大谷：輸出向けテキスタイルはいかがでしょうか。

梶　：当社生産の素材はアウトドア関連の輸出商材
が 7割ぐらいあります。市況は皆さんが言われてい
る通り 2011年度は様々な要因で好調でしたが、
2012年度は不利な為替水準であったり、前年の好

調で海外、国内問わずにこぞって生産を増やしたも
のが、急速な市況悪化で生産ブレーキをかけるのが
遅れて流通全体で多くの在庫を持ってしまったこと
で、思った以上の市況悪化につながりました。

このところは円安により、ようやく勝負できる土俵
に乗れたと感じています。仕向け先の状況は特に韓
国の伸びがすごい。高密度織物などの付加価値で勝
負できる商品は、為替水準の適正化と好調な韓国マー
ケットなどの条件がそろってきて 2011年度レベルの
良い状況に戻ってきました。ただ、これがどこまで続
くのかはこれからの不安要因です。

更に、商量は 11年度の好調時の水準に戻ってき
ていますが、要求される商品の内容はより細番手化
や高密度化などのスペックレベルが上がっています
ので、協力機業を含めて、どのように連携して生産
していくかが課題です。綜絖、筬から織機までの細
かいところ、サイジングの条件など様々な調整が必
要で、今後はそれらに対応できるように産地の総合
力が問われてくると思います。当社は糸加工を駆使
した商品が多く、撚糸や仮撚りといった産地力も大
事で、その辺りも結束していかなければなりません
が、業績は各社まだら模様で、全体としての市況感
ではまだまだ好調とは言い切れません。

宮本：確かにこの 10年間を振り返れば 2011年度は
各社の業績も良くなり、産地全体も比較的元気で、
テキスタイル輸出も最高値をとらえるなど非常に良
い年だったと思います。そこから円高の定着とか、
EU の金融危機とか、尖閣問題などで悪くなったの
が 2012年度でした。この年に事業を終息した会社
や、縮小した会社もあり、産地の事業規模は全体に
縮小しました。一方で、アベノミクスなどの円安の
流れがあり、薄地ものについては、日本に引き合い
が戻ってきています。円高が是正され、韓国や台湾
と競合していた部分で日本の優位性が高まってい
る。細もの対応できる特定の会社に受注が増えてき
ています。このところの産地の復調と言われている
のは、その数社の好調を指しているのだと思います。
ただし、そういった会社は 2012年でも生産量を 2割、
3割と落としていません。

産地の縮小された部分は、定番や裏地をベースに
したところが多く、この分野は非常に厳しい。裏地
については、衣料の軽量化やカジュアル化の要因も
あって裏地レスの衣料品が増えています。また、海
外縫製で生地が現地調達される部分もある。需要が
縮小することで、価格競争せざるを得ず、日本では

カジレーネ株式会社　代表取締役社長	　梶 政隆 氏
カジレーネ株式会社は、海外 2 社を含めて、7 社を擁するカジグ
ループ内のテキスタイルメーカーであり、梶社長はグループの代
表も務める。グループでは、機械の製作から、糸加工、テキスタ
イル、ニット、縫製までを手がけ、「付加価値一貫生産創出型体制」
を構築している。
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コストが合わなくなって終息していった。ファッ
ショントレンドの変化で需要自体が減っている面も
強く、為替が 2割戻ったとしても復調は難しいで
しょう。

また、産地の生産が全体に高密度の商品にシフト
すると、生産量は半分近くなります。そういう背景
もあり、産地規模は急減しています。産地全体のキャ
パはいったん縮小すると、元に戻らないということ
を、業界としてよく考えておく必要があります。今
後産地の重要な論点になってくると思います。

石井：産地は各社が自己完結的にモノを作っている
わけではなく、機業場があって、その前後のサイジ
ング・撚糸、染色などが全部そろって初めて染め上
げ織物ができるわけで、そういうモノづくりの
チェーンが切れたら元には戻りません。労働力も一
度減ったら簡単には戻らないし、すぐには育たない。

大谷：そうですね、産地のサプライチェーン、生態
系の維持は重要な問題です。

藤井：産地全体の将来を見通す上で、国際競争力と
いうのはキーワードの 1 つです。為替に影響される
経営は本当に大変です。このところの経済状態を見
れば、為替水準がいくらになっても世界で勝ち抜け
る産地にならない限り、中長期的に衰退することは
避けられないでしょう。例えば日本の国内市場は人
口が 1億3,000万ですから内需だけで相当規模の繊
維需要がありますが、消費量の 90％近くが海外か
ら製品で輸入されている。これと戦える体質をどう
作るかが、産地の最大課題ではないでしょうか。

石川県では、1974年に 3,300社あった機屋が、
2011年では約300社に減り、かつその 300社の中
で、従業員10人以上で一応企業の体をなしている
のは 27社しかないという現実があります。だから、
そこがどうやって生き残って世界で戦うかというこ
とを真剣に考えないと、もう衰退を待つしかないと
いうことになりかねません。

大谷：商流の点ではいかがでしょうか。

水野：ここ最近、産地の方々に会っていろいろお話
を聞きますと、確かにこのところの円安で引き合い
が増えたそうです。中身の多くは、円高が続いた時
期に日本品から韓国品や中国品に替わってしまって
いたものの、実際に海外品を使ってみると不良品の

発生など品質に満足できなかった商品群と、技術力
の面でどうしても海外では作れないような商品への
引き合いです。昨年や一昨年と同じ商品が求められ
ているわけではなく、これまで開発を続けてきたも
のが増えたわけです。また、いったん切れたビジネ
スを取り戻すのは、半年や 1年先になることや、現
地縫製、現地生地調達が定着するとそう簡単に戻ら
ないことを考えれば、円安で即産地が好転とは、や
はり言えない。

今後、特にスポーツ系の商品は下期から売上が出
てきますので、あと半年経った時にどうなるかであ
り、上期の状態だけではまだ判断が難しいかなと
思っています。

北陸産地の優位性維持
大谷：国際競争力という点では、特に中国で設備投
資が盛んで、IT化されボタンを押せばすぐに生産
ができるような織機を、日本では考えられない規模
で増やしているようですが、北陸の優位性の維持は
難しくなるのでしょうか。

石井：難しくなると思います。匠の技というのもあり
ますが、優秀な機械がよりいいものをより安く生産
できる部分はある。非常に憂うべきことです。

水野：統計上は、1990年石川県の機業場数は 1,761
社あり、ウォータージェット織機の台数は 8,907台で
した。それが 2000 年になると、機業場数が 601社、
同織機が 5,078台となり、2010年は機業場数334社、
同織機3,137台まで減りました。しかし、2010年か
ら 2011年にかけてこの織機台数が増加しました。

大谷：2011年に設備投資があったのですね。

水野：はい。全体に生産量が減った、織機が減った
といっても、いい商品を作り続けるためには、やはり
設備の更新は必要です。産地全体では縮小しました
が、力のある企業はきちっと市場を見据えて、かつ
て合繊メーカーや商社が果たしてきた仕事をしてい
る。自分で生き残るために、設備投資をしながら出
口を見据え、いい商品を作っていこうとしています。

石井：シャトル台数もかなりありますね。

水野：中能登地区には約400台シャトルがあり、そ
れは中東向けの耳付きの織物用が多いようです。石
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川県全体では 3,000台ぐらいあるようですが、何を
織っているかはっきりとしたことは分かりません。

大谷：テキスタイル生産を支える重要なポイントの
1 つとして国内原糸の開発はいかがでしょうか。

石井：原糸開発が重要なのは、間違いありません。
日本の織物生産は、中国を初め世界的には量の面で
はすでに勝負にならなくなっています。そうすると
北陸で鍛えた繊維技術でもっと尖ったいいものを生
産するべきとなりますが、まずは産地の持つ強みを
生かすために、一度、技術力の棚卸しをすべきだと
思います。市場調査で中国に行きますと、やはり追
い上げを感じます。その上で、原糸メーカーには、
更なる原糸の開発をひたすらやっていただきたい。
北陸産地が使う原料は、原糸であり原綿であり、そ
れが力の根源です。原料とマシン、それをマネジメ
ントし、コントロールする技術力、この三位一体が
ないと競争力を保てません。

各社の状況
大谷：それでは、各社の状況をお聞かせください。

宮本：丸井織物は、この円安で 3月、4月ぐらいか
ら増えてきて、現在はフル操業になっています。9
月までの数字もまずまずですが、2011年度のレベ
ルには戻ってきていない。高密度化も進んでいるの
で、フル操業でも生産量は若干減っています。

日本向けや欧州向けの付加価値の高い商品は、
EU の金融危機や日本のデフレが影響して、相当落
ち込んでいます。輸出は、先ほど出た韓国や米国向
けが、為替の影響で数量は出てきていますが、付加
価値の部分はまだ大きく戻ってきていない状況です。

これから燃料の値上げや原糸の値上げが進むと、
コストが圧迫されます。それともう 1 つは、持ち帰
り品に関して言えば、円安の影響でコストが厳しく
なりますから、瞬間的に日本品に流れがきても、長
期的には先が見えにくいですね。

年内はフル操業になりますが、先行きはまだまだ
不透明です。

藤井：創和テキスタイルの場合は、中厚地のユニ
フォーム業界がメインマーケットで、薄地の業界と
はマーケットの性格が違うところがあります。特に
合繊リッチな、しかも長繊維主体のユニフォーム用
テキスタイルは、染色の品質管理、納期管理などで

国内の染工場が重要な位置を占めているので、まだ
まだ国内加工生地の採用が多い。ですから、為替に
よってそれほど量の上下があるという業界ではあり
ません。そういう意味で、比較的安定したマーケッ
トではありますが、好調であった 2011年の反動で
2012年には流通在庫が過剰となりました。特に、
西地区のアパレルや問屋は資金力のある企業が多
く、カタログ定番品などは安い時に大量に作ってお
こうということで、2011年はかなり過剰に生産し
たため、それが 2012年を通して調整されました。
この影響で、2013年前半は悪かったですね。

ただここへきて、病院のユニフォーム、白衣、コ
ンビニの制服など、サービス業に分類される分野は
好調で、別注品の注文が入りだしました。例えば、
当社で今年1番大きいウェイトを占める企業別注品
では、運送業のユニフォームの入れ替えで、1社で
2万3千反にもなりました。そういった企業別注品
の復活もあり、受注状況は好転しました。かといっ
て、左団扇という雰囲気では全くない。営業が走り
回って毎月毎月注文を取ってきて、気が付いたらフ
ルになっていたという感じです。2013年度いっぱ
いはフル操業でいけると思いますが、2011年度は
協力工場にもお願いして量を作っていたわけですか
ら、その分が少なくなり、会社の売り上げとしては、
2011年には及ばないですね。

梶　：カジレーネとしては厳しかった 2012年末頃
から持ち直してきまして、今では完全なフル稼働で
す。中身も、以前のように無理して取っていた受注
の内容が現在は改善してきて、採算的にもかなり向

創和テキスタイル株式会社　代表取締役社長	　藤井 寛三 氏
2004 年に東和織物と丸和織物の戦略的統合により誕生。国内向
けユニホーム分野を中心に、高機能テキスタイルを生産。また、
炭素繊維を中心に先端素材のテク・テキスタイル分野でも開発を
進めている。
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上して、良い状態で毎月推移している状況です。こ
れまでお世話になってきた協力工場にも、2011年
度のレベル位まで、発注をさせて頂けるようになっ
ており、ひと安心しています。当社はほぼ 100％、
ナイロンの薄地織物ばかり扱っている会社で、厳し
い時期も開発を続けてきました。そこに為替や輸出
先の市況好転がタイミング良く当たってきて、今に
至っている状況です。当社生産の織物は本来アウト
ドアの秋冬物がボリュームとして多いのですが、薄
地素材ということから使用アイテムが広がってきて
おり春夏商材としてもかなり使われるようになって
きました。今の時期は特品対応の備蓄用の注文や春
夏向けの生産対応により例年は生機生産の裏シーズ
ンですが、年末までフル稼働が見えています。あま
り誉められないことですが、商品の特性上リードタ
イムが長いので、織機の稼働が増えている部分もあ
ります。基本的には、1 つ 1 つの受注案件を積み重
ねた結果として年末まで何とか見通しがついたとこ
ろです。本来であれば、協力工場に対しても、この
先1年しっかり回しますのでお願いしますと言えた
らいいのですが。

藤井：先物まで決まらないですしね。

梶　：はい。決まったと言ってもまたキャンセルが
入って、中身がガラガラ変わるということもありま
すし、かじ取りには苦労しています。ただ、2012
年は、全く目の前が見えないような状況でしたが、
今は先が見えてきていますから大きく違います。

また、弊社グループにはカジナイロンという糸加
工の会社がありますが、基本的に仮撚りは総じて皆
悪いのではないでしょうか。丸編みは仮撚り糸の使
用量が多いので、総じて丸編みなどニットはあまり
良くないのではと思います。産地全体の付加価値を
高めるうえで糸加工業社が、元気がないのは非常に
問題であると危惧しております。

水野：蝶理の繊維素材の部隊は「工」と「商」の面
があります。「工」は北陸の産地とつながる製造の
面で、それから商品の出口をどうするかという
「商」の面です。

2012年度の北陸産地との取引額は 229億円ありま
して、2013年度は、前年度の実績を超えたいと思っ
ていますが、現時点ではまだ下期を判断するのは早
いと思います。円安による原料コストの上昇を、1 つ
1 つ取引先の皆さんにお願いして交渉しているところ

です。
また、北陸はやはり糸軸から織編み、染加工まで

機能のある商品を作っていく必要があります。どう
付加価値をつけ、次期の商品をどうするかという点
で、取引先の皆さんと一緒に円安の次の時期に向け
た商品開発に取り組んでいます。糸の調達は、現在
グローバルに行っていまして、どういう形で調達す
るか、販路をどうするかなどを考えながら進めてい
ます。下期は、円安の効果で引き合いもありますし、
下期のための上期ということで見ていこうと思って
います。

石井：一村産業の今年度は、上期4月～ 7月位まで
は、非常に好調に推移しました。ところが 8月、9
月と下落して、締めて見ると 2012年とあまり変わ
らないという感じです。

もともと、予算が下期型ということもありますの
で、この下期は正念場です。当社は年商が約170億
円で、そのうち繊維が約110億円、さらにその 45％
ほどが輸出です。品目では中近東の民族衣装向けが
メインで、スパンポリエステル及びフィラメントで
すが、これらが 2012年から今年の上期までは好調
でした。ただ、他の海外マーケットが総じて不調の
際に中近東だけが元気で、そこに日系企業が集中し
て日日戦争が起こり、在庫が多くなったことや、現
地の政治がらみの問題などが重なり、動きが止まっ
てしまった。その状態が 8、9月以降継続していて、
復調するのは年明けではないかという話もあります。
そういう中でどうやりくり算段をするかが 1 つです。
またワーキングウエアは創和テキスタイルの藤井社
長がおっしゃった通り、西の回復が遅いものの、東

蝶理株式会社北陸支店　支店長　水野 日吉 氏
蝶理株式会社は繊維・化学品の専門商社であり、半世紀に及ぶ実
績から、中国との深い事業展開を推進している。中でも北陸支店は、
繊維素材事業の要としての役割を担う。
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京を中心とした東の産地はコンビニの店員向けなど
接客業のユニフォームが勢いを維持しています。

ただ、全体でビジネスの額は伸びていないものの、
利益は伸びています。それは輸入対策や、輸入糸の
採用増と海外の生産拠点の好調があります。中国と
インドネシアに作った生産拠点がうまくいっていま
す。日本、中国、ASEAN の関係の中で糸軸からの
開発を行っていまして、既存の糸の組み合わせだけ
では、すぐ海外にコピーされてしまうので、例えば
海外で POY を入手して、こちらで加工したり、別
の地域の糸を組み合わせたりと多様な展開をしてい
ます。その工夫でコスト競争力を高めたり、差別化
をはかったりしています。

新しい取組、新ビジネスの芽
大谷：皆さん、2012年の非常に厳しい時期を乗り
越えられる中で、2013年に向けいろいろと努力を
して、新しい動きを始めていることと思います。そ
ういった状況や、成果についてお聞かせください。

藤井：当社には開発を含めて、課題が 3 つありまし
た。1 つは野々市工場と羽咋工場を統合しましたが、
もともと別の機業場だった経緯からシステムも別々
で、この経営基幹システム全体を統合することです。
2 つ目は、先程話題になりました設備投資です。織
機も老朽化していて、ある意味では償却しきった織
機で稼ぐというのも機業場の 1 つの現実ですが、生
産性や将来のことを考えたらこれは更新しなければ
なりません。最後が用途開発です。当社はユニフォー
ム分野に強いのですが、その比率が非常に高く、ほ
ぼ一本足打法です。そこでユニフォーム以外の柱を
もう 1 つ作りたいといろいろ模索したところ、当社
の中厚地のドビー織物がカーシート向けに使えるの
ではないかと考えました。カーシートは従来トリ
コットが中心ですが、自動車内装の付加価値を上げ
るという意味から、織物に流れがきています。日本
のカーシートの業界で織物といえば高級車には尾州
の先染めジャガードなどがありますが、ドビーの柄
物というのはあまり使われてこなかった。そこが上
手くつながったわけです。2年程前から、蝶理社と
一緒に取り組み、膨大な量の試作をしました。それ
が実ってきて、2013年度の上期から量産オーダー
が入ってきています。

大谷：思い切った改革ですね。

藤井：はい。ただ、相手は自動車業界ですので、毎
年毎年コストダウンの要求をされるなど、簡単では
ないことも覚悟しています。

梶　：開発の成果ということで言いますと、当社は
ナイロンの薄地織物輸出が多いので、普通の汎用品
では中国をはじめとしたアジア諸国に生地値で勝て
るはずがありません。いかに付加価値のある、魅力
ある商品を作るかを考えた時に、やはり日本の優位
性が保てるのがナイロン、特にその中の細い糸が、
強みとしてあると思っています。その中で東レさん
と取り組んで、当社の要望する糸開発をしてもらっ
ています。日本のメーカーと付き合えてメリットに
感じるのは、本当に細かい速やかな対応です。例え
ば、油付率もコンマ1％下げてくださいとか、細か
いやり取りをしながら生産性をどう向上させるかと
いったことを地道に繰り返しています。そのおかげ
で良い開発が出来ている。強い日本の商材と、仮撚
り加工とか、撚糸とか、産地の方々の助けで上手く
強みをかけ合わせて、糸から差別化しながら織物で
いいものを作り、世界一の染色加工場でうまく加工
してもらうという繰り返しで、今に至っていると思
います。

大谷：総合力ですね。カジグループでは、メディカ
ルの分野も始められているとか。

梶　：はい。今のうちに、自社の持っている技術を
どう他の分野に生かすかを考えています。今の技術
を活かしながら、新規商材や、新商流を作っていく
ことは産地全体の課題でもあります。非常に時間が
かかることですが今取り掛からないといけないと、
必死に動いているところです。

宮本：当社は中期ビジョン策定時に、当社の原点は
機屋であり、ものづくりであるということを確認し、
2 つのことをキーワードにしました。1 つはスピー
ドです。繊維製品の製造工程は複雑で、しかも多工
程にわたります。本当は最終段階の縫製まで考える
べきですが、とりあえずテキスタイルまでとしても、
商品企画、試織、量産までに非常に長いリードタイ
ムがある。縫製も含めれば 1年がかりの仕事です。
その中で少しでも我々が短くできる部分がないかと
いうことで、音頭を取って取り組んでいます。現状
では糸が入って織って染めるのに、2 ～ 3カ月かかっ
ている。3カ月かかっていてはトレンドや市況の変
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化に対応しきれない。これを短納期にしていこうと
いうのが 1 つの課題です。実際に商品が売れるかど
うか分からない中で、計画とその変更というのは非
常に多く、生産の体制のほうも、小ロット多品種、
当社では変種変量生産と言いますが、大量に売れた
らドンと作る、末端実需が収束したら追加生産を止
めてぱっと手を引く。シーズンによって品種がぐっ
と少なくなることもあれば、ものすごく細かく増え
ることもある。そういうところで、品種切り替えも
すぐ対応するし、トータルのスピードをあげていく。

もう 1 つはやはり商品開発です。テキスタイルは
糸から糸加工、織り、染め、この連携は非常に重要で、
東レ合繊クラスター等の活動でそういう連携のイン
フラは整いつつあるものの、まだまだ、サプライ
チェーンの中でお互いにコミュニケーションギャッ
プがあります。英語ができない日本人がアメリカ人
と話すようなもので、染色のことを知らない機業場
の人間が染色工場の人間と話す。かつては両者をつ
ないでくれる商社や、合繊メーカーの方がいました
が、今はそういった人材は減ってきています。そう
なると自分達自身で、お互いの業界的な暗黙知や専
門用語を勉強しなければならない。私はそういうこ
とが非常に大事だと思っています。ものづくりの中
では、しっかりした連携プレーがないと、ロスも非
常に大きいし、無駄も多い。最終ターゲットの動向
を知らずに足下のものづくりをしている人が多いの
ではないでしょうか。そうではなく、最終目的はこう
で、そのための作り方はいろいろある、糸で作る方
法もある、織りや染色で表現する選択肢もあるとい
うことを、トータルを知った上で判断するべきです。
当社は、原糸メーカーと染工場に挟まれ、糸織染め
のちょうど真ん中の立ち位置ですが、これは見晴ら
しがいい。1軒隣ぐらいまではよく見えます。2軒先、
3軒先までは無理でも、隣との会話、糸加工、糸屋、
染工場とのコミュニケーションのために、せめて言
語を勉強しようと考えています。そういう意図から
2013年に社内に染めの試験工場を作りました。

大谷：染色の工房「D-スタジオ」ですね。

宮本：はい。1 つにはスピードを上げてものを作る
ということ、そして言葉。英会話と一緒で現実にそ
の状況、染めの工場で試験室に入れば、言葉は覚え
るものです。頭で考えるのではなく身体で覚えるこ
とを狙っています。

こういった考え方は、より市場に近いものづくり

をするのに必ず必要です。コストのことを言えば、
直接的にはコストアップ要因ですが、トータルコスト
を下げるためにはこういった取り組みをしないと生
き残れないでしょう。8年前にはテキスタイルスタジ
オというサンプルルームも作り、現在4 ～ 5万点位
になりました。それをお客様に見ていただいて商談
の契機や指標とする。サンプルルームなら東京で作っ
てくれという声が多かったのですが、あえて、本社
のある能登に作りました。そういう場を設けること
で、そこでものを作っていこう、お客様にうったえ
る場を作ろうという開発担当者の熱意が生まれ取引
先とのコミュニケーションが深まる。これは非常に
良かったですね。

藤井：機業場が自社内に染めの機能を持つというこ
とは、開発時間の短縮化ということだけでなく次工
程をよく理解するという意味で大切なことで、非常
に興味深いですね。

宮本：一方で、小ロット、中ロット対応のための準
備機もこの 1年かなり設備更新しました。機械メー
カーに丸投げして機械を購入すると、当社のノウハ
ウを搭載した機械が全部海外に流出してしまいます
ので、最近はそうならないように、自社の中で改造
してブラックボックス化しています。機械メーカー
に任せれば速いし費用もかからないようですが、そ
れ以上に速いスピードで、当社の技術が組み込まれ
た機械が海外で販売されてしまう。かつては、機業
場は皆自社で機械まで管理していた。しかしコスト
を重視して、機械メーカーに丸投げしたほうが早い
という傾向が定着した。そこでもう一度原点に帰っ

丸井織物株式会社　代表取締役社長　宮本 徹 氏
丸井織物株式会社は、ウォータージェット織機、エアジェット織機
合計で約 1,000 台保有、スポーツ、産業資材等の国内最大の織物
メーカー。2004 年に中国へ工場進出、グローバル供給体制の強化
を推進している。
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て、自社独自のアクセサリーを含めた、もう一ひね
りしたものづくりをするための改造を自分達でやっ
ていかなければいけない。

更にもう 1 つ力を入れているのは、ものの作り方
やマニュアルを、IT化（デジタル化）しようとい
うものです。20年程前から当社の強みとして、古
い言葉ですが FA（ファクトリーオートメーション）
を活用して、生産の合理化を進めてきました。今は
安く IT の環境がそろってきている。IT を活用した
自動化というのは、日本の強みであり費用も少ない。
問題は知恵とアイデアです。ところがそういう面に
強い若い人が、繊維業界にはあまりいない。他の自
動車や部品メーカーではすごく進んでいるのに、繊
維のところだけ置いていかれている。余裕のある間
に手を打っていきたいですね。

大谷：2012年3月に金沢で開催したシンポジウムで
も、東大の藤本先生が日本のモノづくりについて述
べられて、製造工場だけがモノづくりの場ではなく、
商品企画からお客様にお届けするまで全てがモノづ
くりであり、そこを日本の総合力で担っていくべき
だということを説いていらっしゃいました。

また、蝶理社では、丸井織物社と組んで和紙のよ
うな風合いの、「Wasssh!（ワッシ）」という新製品
を開発されたとか。

水野：はい。丸井織物社と提携して開発しまして、
現在は市場の反応を見ているところです。当社の北
陸産地との関連で申しますと、2年前に、合繊テキ
スタイル部を作りまして、糸軸からの取組が強い、
スポーツカジュアルを中心に担当しています。北陸
のものづくりは糸軸が基本です。そこに糸の高次加
工をして、新しい素材を作ろうと、いろんな企業と
取り組んでいます。

北陸の強みというのは、糸から染めまで連携して
きちっとした素材を作る開発力と、リピート商品の
維持という品質管理の強みだと思います。その中で、
特に細番はメンズとレディース、カジュアルとス
ポーツ、ニットと織物の境目がなくなってきていま
す。素材が非常に多角化しました。そこから次の段
階として、糸を変えたり複合したり風合いを工夫し
たりして、新しい素材を作ろうということでいろい
ろと挑戦しています。

国内の市場をもう一度強化するために、ロットの
問題や納期の問題はありますが、石川県で言えば丸
井織物社やカジレーネ社などの力をお借りして、北

陸の優位性を生かした新しいものを作ろうとしてい
まして、再度、国内のスポーツメーカーやアパレル
にワークをかけているところです。

石井：一村産業は、ものづくり商社ということで、
紡績や織布、発泡スチロール、建材関係などいろい
ろ扱っていますが、強いところをさらに強化し、弱
い分野からは勇気を持って撤退する、また、まった
く新しいものにもゼロからチャレンジするという
ポートフォリオをどう上手く組み立てるかを念頭に
置いています。

今は、3 つの改革を考えていまして、1 つは商品
改革です。繊維製品では間違いなく糸軸からの開発
をして、更に中国、ASEAN主にインドネシアを組
み込んだ三極で、糸軸開発の付加価値とコスト競争
力をつける。そこでは北陸産地の位置付けはますま
す重要で、マザー工場としての産地の開発力に立脚
してものを作り、海外拠点を活用して全体として底
上げしていく。

2 つ目は商流改革。当社は例えば中近東に強いで
すが、現在は出張販売のような形態ですので、例え
ば中近東にキーステーションを作るということもあ
ります。インドネシアでは東レインター子会社の
TIIN に逆出向させて、これを拠点にコンバーティ
ングを行い大変上手くいっている。また、現在の内
地渡しの輸出を直接貿易にするなどは、課題もあり
ますが可能性もあります。特にインドネシアでは、
紡織染の一環の拠点を作ろうという構想を持ってビ
ジネスを進めています。そういったことをどう開花
させるかが大きな商流の改革です。

最後は人材育成の改革です。先程のインドネシア
プロジェクトでも、染めの分野は非常に人材が少な
い。現地の技術屋では、当社の要求水準とはかけ離
れています。中国でもそうで、染工場でしっかり指
導できる人を探していますがなかなかいません。

また当社内では、協力企業に商品の生産をお願い
していますので、繊維にかかわる者は全員、繊維製
品品質管理士の資格を取れと言っています。先日は、
全社で TOEIC を受けました。トップは 950点でし
たが、他はまだ努力が必要です。海外に出向いた商
談も増えていますし、上海、インドネシア、ドバイ
とそれぞれに人材を配置するにも英語は必要です。
こういった商品改革、商流改革、更に人材育成の改
革というようなことが事業のインフラであると思っ
ています。

以上のほか、炭素繊維の川中事業や、繊維では分
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解型ポリエステルの “ecofaceⓇ” の開発を進めてい
ます。これは “ecofaceⓇ” を採用した衣料品をアパ
レルが販売し、使い終わったものを消費者から回収
して、一定の条件を満たした堆肥場に 4カ月程埋め
て分解させるというものです。そこから発生する二
酸化炭素も堆肥中のバクテリアが分解・吸収するの
で約4割カットできる。

炭素繊維の川中業も、熱硬化性樹脂から熱可塑性
樹脂など炭素材のプロセス革命に及んでいます。い
ろいろな公的支援金を得ながら取り組んでいます。
ICC（Innovative Composite Center）というテーマで、
22億円の文科省の支援を金沢工業大学、金沢大学、
北陸先端材料大学院大学の 3大学と石川県庁および
県下の関連民間企業との産学官連携のもと獲得しま
した。次はそれを運営する人件費として年間10億
円、9年間で 90億円を獲得すべく関係者一同頑張っ
ています。こうした活動を通して東レの炭素繊維事
業全体戦略の一翼を担おうとしています。

北陸産地の中長期的な活性化に向けて
大谷：それでは最後に、北陸、石川県テキスタイル
産地の有力企業代表である皆さんに、今後、石川県
あるいは北陸産地がこうあったらいいというお考え
をお聞きします。

梶　：ビジネスをする上で、産地外からのお客様か
ら見た北陸産地の魅力を高めるというのも大事なこ
との 1 つだと思います。国内の百貨店やアパレル、
SPA、また海外のアパレルが、魅力ある素材を探
しに北陸産地に出向いてくれるような環境作りが必
要です。商品力が高いのは大前提ですが、産地とし
て顧客をよく見て、「おもてなし」の気持ちを持つ
べきです。何事も第一印象は大事で、遠くから来た
お客様をがっかりさせてはいけない。そういう意味
で会社の入り口から、工場内に至るまでいつもき
ちっとした姿にしておくべきですね。丸井織物社の
テキスタイルスタジオや工場にお邪魔すると、本当
にすてきな工場だと思います。例えば取引先がそ
の先のお客様をお連れしても喜ばれる。大きい会
社ばかりでなく産地全体としても、そういう面を気
遣うべきです。産地全体ですてきだなという印象
を持ってもらえれば、ビジネスにも良い影響がある
はずです。

また商品力の面は、永続的な課題で、産地として
どうやって他に負けない商品を作っていくかは、あ
る部分で技術共有してもいいし、共同開発していけ

ばいい。テーマは非常に大事で、例えばこういう糸
軸をこの仲間で展開していこうという動きが出て、
技術も全部オープンにしていくことができると本当
の意味で産地力が培われます。産地内の共同技術開
発は、まだまだ課題がありますが、それを克服でき
れば新しいものが生まれる可能性がある。それから
人材の部分も大きな課題ですね。人材育成に関して
は、行政の支援も含めて、産地全体として考える必
要があります。

大谷：ものづくりの基本的なことをしっかり維持し
ながら、お客様をお迎えする体制まで気を配る必要
がありますね。産地内の連携もポイントです。

藤井：産地全体の実態はリーマンショック以降、劇
的に変わってきていると思いますが、本当のところ
で今どういう状況なのかよく認識することも必要だ
と思います。現状分析を踏まえて、生産のサプライ
チェーンを含めた、産地力をいかに維持するかを考
えるべきです。自社と直接取引がある部分だけを見
るのではなく、全体の生産チェーンがきっちり維持
される方策を考える必要がある。

私は、その上で、企業の規模感を大きくする構想
が必要だと思います。人材の問題、資金の問題ある
いは、国際競争力、開発力などの観点から、それら
の課題解決を可能にする規模が必要となるのではな
いでしょうか。企業連携というとなかなか時間もか
かりますが、少なくとも今の個々のスケールのまま
では、生き残りは難しいのではないかと思います。
産地の実態を把握した上で、各社が連携してどうい
う取り組みができるかということを真剣に考えてい
くべき時期です。

水野：かつての産地各社は、それぞれ俺が大将で独
立的に仕事をしていましたが、経営の形が変わりい
ろいろな機業場に、いろいろなメーカーの糸が入っ
たことで情報交換が始まりました。その中で若い世
代の経営者が、横に連携をしてつながってきた。糸
軸を中心に一緒になって新しい開発を始めた。そう
やって各社がそれぞれの強みを活かして機能分担す
ると、ブラックボックスが複雑になって、他産地が
なかなか真似できない素材が生まれます。このとこ
ろそういった、1 つのグループで集まって、新しい
素材を作って、出口まで一緒にやろうという機運が
北陸でも高まっています。こうした動きが今後ます
ます進んでいくだろうし、今その過程にあるのかな
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と思います。皆さんおっしゃるように、糸加工場、
機業場、ニット工場、染工場がそれぞれ単体で 1社
残っても、北陸産地は成り立ちません。生き残るた
めには産地全体の力を結集しようという気持ちが出
始めた。

大谷：産地内連携は確実に広がっているのですね。

宮本：産地全体の状況としては、リーマンショック、
円高を経て各社の状況が二極化してきているようで
す。我々も同様ですが、どうしても受け身的な体質
があって、なかなか自立化ができていない。当社で
も何かあると「社長、どうしましょうか」ばかりで、
自分はどうしたいという仕事の進め方になっていな
い。主体的に考えたり行動したりする人や会社でな
いと、自立はできない。まだ受け身体質が染みつい
ている面があって、グローバルな競争の中で変化に
十分対応できていない。私自身もそういう部分があ
ります。そこを意識して、主体性を持って、「自律」
をする。当社は「律」の字を使って、「自律」と言っ
ていますが、自ら直接市場の反応を感じてやってい
かなければいけないと思っています。

また、北陸のブランド価値は、品質であり、安全、
安心であった。きちんとした仕事をするという唯一
のブランドです。このブランド価値が、サプライ
チェーンが歯抜けになることで壊れつつあるかもし
れない。これまで培ってきた北陸のイメージが変
わってしまいます。北陸からは、きっちりとした品
質の物を出していくことが産地ブランドへの信頼を
維持するために改めて重要になります。

made in Japan であったり、made in 北陸であった
り、そういうネーミングが良いかどうかは別として、
その背景に何が期待されているのか、常に新しいも
のが出てくるとか、信頼といったことを、産地全体
で一緒に考えてくべきですね。

コストの安い海外拠点と戦って、日本のマザー工
場を維持するためには、産地をしっかり守っていか
なければいけないし、そこにこだわらなければいけ
ない。そういう気持ちがある人が特に産地の若い人
の中で結集してくると、非常に難しい連携の問題の
解決が見えてくる。1社では生きてけないし、1社
では産地ブランドにもなりません。

大谷：連携の機運があって、それをどう生かすかと
いうのは非常に重要な問題ですね。連携があれば新
しい開発や可能性も生まれてきます。

石井：海外品に打ち勝って産地が活性化するために
は、やはり原糸の開発が必要です。量で負けても、
質で勝たなければいけない以上、原糸は産地の生命
線です。そのためにはただ待つだけではなく、原糸
メーカーにいろいろと働きかけて、具体的な要望を
出すことも大切です。まずは各社が、得意なものを
より磨き上げ、強いもの同士が集まれば、規模感も
生まれますね。連携の方法はケース・バイ・ケース
で構わない。少なくとも情報交換を密にして、何か
プロジェクトが立ち上がれば、各社の得意技を持っ
てすぐに集まれる関係が構築できればいい。

世界の繊維製品生産量の 8割をアジアが占めてい
るわけで、今後更に通商問題上の垣根が低くなると
なれば、合理性で言えば適地生産、適地販売という
ことで、生産拠点は海外にシフトしていきます。そ
こで技術の拠点はどこか、マザー工場はどこかとい
うところで、北陸の存在価値がある。北陸産地の技
術力が維持されないと海外でもいいものは作れな
い。守るとか、生き残るではなく、勝ち進むために
お互いの叡智を集結する必要があります。

大谷：商品開発は途切れることのない恒常的な課題
ですが、マーケットの要請にマッチした商流の改革
や時代の変化に対応した人材育成が大切だというお
話がありました。1社ごとに生き残りを図っていく
には厳しい環境ですが、これまで培ってきた技術力
やノウハウ、ブランド力を活かして、新しい経営感
覚でモノづくりのネットワークを築いていくこと
で、北陸産地はこれからも存在感を示していくこと
だろうと思います。本日はありがとうございました。
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