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〔テキスタイル動向〕

1 リヨンを中心とするローヌ・アルプ地方の繊維産業は、オートクチュール業界に素材を提供する産地とし

て世界的に知られているが、1990年前後から宇宙航空、自動車、スポーツ・レジャー等のハイテク繊維

へ転換、産地再生が着実に進行している。

2 国内産地の中で、非衣料分野へ最も積極的に転換している福井産地は、2000年代に入って、産業資材を

開発する企業を中心に高収益企業の増加が顕著になっている。

3 ローヌ・アルプ地方と福井産地は2001年から技術交流を行っている。本稿では、日・仏両産地のハイテ

ク繊維の動向と特徴を比較分析する。

要　点

はじめに

北陸産地は 2000 年代に入って産地構造が大きく
変化し、大手・中堅工場は高機能テキスタイル及
びハイテク産業資材へシフト、小規模零細工場は
職人技術による小ロットのファッション・テキス
タイル、生活資材への生産特化という二極化が進
んでいる。今年に入って、東レが石川工場（石川
県能美市）に米国ボーイング社の B787 向けを中心
とした炭素繊維（トレカ）のプリプレグ製造設備
の大型投資を発表（2月 13 日）、このニュースを受
けて、産地内にハイテク繊維への関心が急速に高
まっている。
北陸産地の非衣料分野の取り組みを振り返ると、

1960 年代に臨海工業地帯の造成、建築ブーム等を
背景として、軟弱地盤用のジオテキスタイル、建
築用の養生シート等の産業資材をラージ化シャッ
トル織機で製造する工場が増加した。1970 年代後
半に入ると、ジョーゼットブームなどの衣料用テ

キスタイルの採算好調によって、次第に非衣料へ
の関心が薄れ、その後不況を繰り返す度に非衣料
分野への転換が話題になったが、一部の先見のあ
る企業を除くと掛け声だけで終わり、本格的に転
換する企業は少なかった。
しかし、北陸産地では失われた 10 年間（1993 ～

2003 年）に、産業資材等の非衣料用テキスタイル
企業の高収益、ファッション・テキスタイル企業
の多くが赤字経営という格差が歴然となり、福井
産地は 1990 年代末から産地戦略として、官民一体
となった非衣料への転換に着手した。石川産地も
近年、「繊維リソースいしかわ」を中心に産業資材
への取り組みが活発化しており、富山産地は経編
の車両資材、炭素繊維織物等の産業資材の製造を
強化している。北陸産地の産業資材、インテリア、
生活資材等の生産動向は、実態調査が行われてい
ないために正確には把握できないが、筆者の収集
している情報によると、非衣料比率は織物、ニッ
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ト、レース、細幅資材トータルで 35 ％前後と推定
され、福井産地が最も高率で 45 ％前後になってい
る。特に福井産地は、車両資材、電気資材、土木
建築資材、人工衛星通信資材などの製造・加工で、
国内トップの繊維産地であり、福井県繊維協会の
三田村庄一会長は、「福井産地の非衣料比率を 6 割
に高める」と意欲を表明している。
以下、EUのハイテク繊維（産業資材、高機能繊

維）の主力産地であるローヌ・アルプ地方と、福
井産地の動向について考察する。

1．先進国のサバイバル対策と日・仏ハイテク繊維
産地の交流

先進国のテキスタイル業界は、中国の大増産に
伴う国際競争激化の影響を受けて、シュリンクを
余儀なくされている。参考までに、競争が激しく
なった過去 15 年間（1990 ～ 2005 年）の日・米・
EUのテキスタイル生産の変化を見ると、図表 1の
通りである。1990 年の生産指数を 100 とすると、
米国の織物生産指数は 2000 年まで輸入規制の効果
があって 100 前後の横ばいで推移、その後規制枠
の削減・撤廃に伴う中国からの輸入増によって、
2005 年は 62.4 に落ち込み、今後も急速にシュリン
クする可能性がある。米国は最後の生き残り対策
として高い関税率を維持しながら、米国のテキス
タイルを中米・カリブ海諸国に持ち込んで縫製加
工を行い無税で製品を持ち帰るビジネス、いわゆ
る北米プラットフォーム（NAFTA、中米、CBI 諸
国を含む地域の繊維産業基盤）の堅持に命運を賭
けている。
EU15 カ国は、米国より規制がやや甘く輸入比率

が 75 ％（2005 年）に上昇、そのためテキスタイル
生産指数も、2000 年 88.3、2005 年 70.5 へ縮小して
きている。日本は世界で最も輸入比率が高率の
85 ％（2005 年）になり、テキスタイル生産指数は
2000 年 57.8、2005 年 38.3 と、15 年間に 61.7 ％の
減少を示している。日本の減産が大幅となったの
は、激変するアジア情勢の中で輸入規制を実施し
なかったことも一因であるが、EUとの比較で判断
すると、日本のグローバル・マーケットの開拓不
足と、合繊テキスタイルにおけるハイテク繊維の
取り組み等の非衣料への転換の遅れも、格差の原
因の一つになったものと考えられる。
すなわち、EU ・日本のテキスタイル業界は、

1990 年以降、国際分業対策として高付加価値化を
推進、顧客のターゲットが富裕層に絞られ、マー

ケットサイズが小規模化した。これに対処するた
めに、EUはブランドを武器にグローバルな富裕層
マーケットの開拓を積極的に推進、更に航空機、
車両、軍備等のハイテク産業資材の開発を進め、
これもグローバルなマーケットに展開している。
他方、日本のテキスタイル業界は、1993 年の超円
高を契機に内需転換を進め、国内市場のマーケッ
トイン対策を重視して、欧米等のグローバル富裕
市場の開拓がおざなりになり、加えてハイテク繊
維への転換が EU よりも約 10 年遅れの 1990 年代
末から本格化するなど、対応の遅れが目立ってい
る。
周知の通り、EUのテキスタイル業界では、1985

年以降、2つの成功パターンが生まれている。イタ
リア北部産地は伝統の職人技術、天性のカラーと
風合に対する感性、テキスタイル・デザイナー
（コスチュームデザイナーの感性と個々の工場のオ
リジナル技術を結びつけて新商品を開発）の活躍
等によって、高感性のテキスタイルをクリエート
し、EU域内を始め米国、アジア等のグローバルな
富裕層マーケットの需要拡大に成功、しばしば日
本の繊維ビジョンのモデルとされてきている。も
う 1 つは、フランスのローヌ・アルプ地方で、オ
ートクチュール向けテキスタイルから、産業資材
等のハイテク繊維への転換によって、非衣料比率
が 6 割に達し、国際分業と新たなマーケット創出
によって産地の活性化を推進しており、この 2 つ
の産地の動きは日本にとって貴重な羅針盤になっ
ている。
さて、日本のテキスタイル産地のほとんどは、

イタリア型の小ロット高感性・高付加価値を志向
しているが、異色のケースとして、福井産地はフ
ァッション・テキスタイルから徐々に撤退を進め、
ローヌ・アルプ地方型のハイテク繊維産地を志向
している。福井産地がローヌ・アルプ地方に関心
を持つようになったのは、1999 年にフランス繊維
被服研究所（IFTH）のネモンズ博士が、日本のハ
イテク繊維産地との交流を希望、ジェトロの LL 事
業によって交流が始まったことがきっかけである。
それまで、福井産地ではリヨンを中心とするロー
ヌ・アルプ地方がファッション・テキスタイルの
産地として知られていたが、EUを代表するハイテ
ク繊維産地であることを、ほとんどの業界人は知
らなかった。2001 年に福井県工業技術センターと
フランス繊維被服研究所との間で技術交流協定を
締結、2002 年に福井大学とリヨン繊維化学技術院
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（ITECH）との間で学術交流協定が結ばれ、研究者
の交流、ミッションの相互派遣が活発化し、現在
も技術交流が継続している。
この交流を通じて、両産地のハイテク分野の開

発面で得意分野がやや異なることが明らかになり、
ローヌ・アルプ地方の交流関係者は、「複合素材製
造業者とスポーツ・レジャー分野の技術繊維加工
業者において、ローヌ・アルプ繊維業界と福井産
地の新交流の可能性が見えてきた」と述べている。
また、福井産地業界関係者は、「交流の成果の第 1
点は、ローヌ・アルプ地方の中小企業が西欧をリ
ードするハイテク繊維の開発によって、産地が再
生している事実を直接肌で感じたこと、第 2 点は
福井産地のハイテク繊維が、ローヌ・アルプ地方
に比較して複合材料面で遅れているものの、技術
面では遜色なく、国際レベルであることに自信を
持ったこと、第 3 点はグローバルな中小企業間の
ハイテク技術・ビジネス連携の可能性が高いこと
が分かったことである」と述べている。

3．体質が似ているローヌ・アルプ地方と福井産地

ローヌ・アルプ地方と福井産地は長繊維テキス
タイル主体の産地であり、両産地とも産業資材、
高機能テキスタイル等のハイテク繊維の振興を戦
略に掲げ、大学、公設研究機関、業界が積極的に
産・学・官連携に取り組んでいる。また、ハイテ
ク繊維の技術開発や販売を促進する条件として、
車両部品、宇宙・航空機部品、電気部品、プラス
チック等の製造工場が身近に存在することが望ま
しいが、ローヌ・アルプ地方と福井産地は、各種
工業の集積という面でも似ている。
日本国内では、ローヌ・アルプ地方という地名

は馴染みが薄いことから、簡単に概要を紹介する。
ローヌ・アルプ地方は、スイス、イタリアと国境

を接するフランス南東部に位置しており、8県（ロ
ーヌ県、ロワール県、イゼール県、アン県、アル
デーシュ県、ドローム県、サヴォワ県、オート・
サヴォワ県）から構成されている。繊維産業が集
中しているのは、絹織物で有名なリヨンのあるロ
ーヌ県、ブレード、細幅、ニットの多いロワール
県、産業資材、加工糸・撚糸業の多いイゼール県
で、3県で繊維工場の 8割弱が集中している。
フランスの「地方」は日本の「地方」とは意味

が異なり、重要な自治体である。フランスの自治
制度は、国→地方議会→県という仕組みになって
おり、22 の地方議会の下に各県が配置され、地方
議会は傘下の各県共通の経済、貿易、教育、建設、
農林等の施策を行っている。ローヌ・アルプ地方
の面積は 45,000 k㎡、オランダ、スイス等、ヨーロ
ッパの 1 国に相当する面積を有し、日本の北信越
（福井、石川、富山、新潟、長野）に岐阜県を加え
た広さである。人口は 560 万人、北陸地域（福井、
石川、富山、新潟）とほぼ同規模である。
なお、ローヌ・アルプ地方議会は中小企業の輸

出支援と海外からの企業誘致促進を目的に、非営
利団体の「ERAI JAPAN」（フランス、ローヌ・ア
ルプ地方、企業開発国際局東京事務所）を東京港
区に設置している（駐日代表ジャン ミッシェル モ
リエ氏、東京都港区赤坂 2-20-6、Tel 03-3585-2093）。
同事務所の主な事業は、ローヌ・アルプ地方の企
業との取引、ビジネス連携あるいはローヌ・アル
プ地方への工場進出等について、企業、工場用地、
従業員、通訳、研究所の斡旋、自治体への手続き、
法律相談等を無料で支援している。
ローヌ・アルプ地方は、フランス国内で最もハ

イテク産業が活発であり、フランス経済に占める
ウエートは、GDPの約 10 ％、輸出の 20 ％であり、
米国経済におけるカルフォルニア州の比率とほぼ
同率である。同地方の産業は、フランスの 245 の
産業分野において、96 分野が第 1 位もしくは第 2
位にランキングしており、GDP 成長率も欧州平均
を 11 ％も上回る伸びを示している。同地域の特徴
は、技術力の高い中小企業が集積していることで、
また、外国企業の同地方への進出が 870 社と多く、
従業員の 25 ％は外国企業に勤務している。日本か
らトヨタ、キヤノン、東芝、京セラ、リコー、住
友化学、東レ等が進出している。ローヌ・アルプ
地方の主要産業の国内生産シェアは、プラスチッ
ク工業がフランスの化学・プラスチック成形加工
技術の発祥の地であることから 20 ％のウエートを
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区   分 1990年 1995年 2000年 2005年 

米国織物生産量 100 107.4 100.0 62.4

EU（15カ国）テキスタイル生産量 100 92.8 88.3 70.5

日本テキスタイル生産量 100 76.9 57.8 38.3

  　 （織物生産量） 100 68.1 47.3 32.9

  　 （ニット生地生産量） 100 89.2 66.1 50.4

出所：日本化学繊維協会「繊維ハンドブック」 

（1990年＝100） 

図表 1 先進国のテキスタイル生産指数の推移
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有している。機械工業は国内最大の生産地で、NC
工作機械が 25 ％のシェア、マイクロエレクトロニ
クス分野は欧州最大規模で 75 ％、ライフサイエン
ス産業もゲノム研究で 20％のシェアを占めている。
ローヌ・アルプ地方の繊維産業は、繊維事業所

数が 1,800 企業（テキスタイル 50 ％、アパレル
50 ％）、従業者 47,000 人、売上高 52 億ドルの規模
である。フランス国内のシェアは、織布業が 35 ％
（絹織物 8 割、綿織物 2 割）であり、染色加工は 5
割、特にプリントのシェアが高く、絹織物 9 割、
毛織物及び化合繊織物 6 割である。また、ニット
生地は 3 割、細幅資材は 2 割のシェアで、サンテ
チェンヌは世界のリボン製造の中心地である。
ちなみに、福井産地の繊維事業所は 1,627 企業

（テキスタイル 80 ％、アパレル 20 ％）、従業者

19,900 人、製造品出荷額等は 2,580 億円（23 億ド
ル）であり、ローヌ・アルプ地方に比較して産地
の規模は約半分、1企業当たりの従業者数は 2分の
1である。福井産地の国内の生産シェアは織物 2割
（合繊長繊維織物 39 ％）、ニット生地 3 割（染色加
工ベース）、編レース 3 割、リボン・マーク 9 割で
ある。また、福井県の人口は 82 万人、主要工業は
繊維、自動車部品、電気部品、工作機械、眼鏡、
プラスチック・樹脂製品等で、合繊長繊維織物、
アセテート織物、リボン・マーク、眼鏡、プラス
チック・樹脂押出製品、漆器、和紙は全国 1 位の
生産である。ローヌ・アルプ地方と産業構造が非
常に似ており、原子力発電も福井県 15 基、ロー
ヌ・アルプ地方 14 基と、両国にとって重要な電力
供給地域となっている。

4．同じ発展過程をたどるローヌ・アルプ地方と福
井産地

ローヌ・アルプ地方と福井産地の特性を理解す
るために、両産地の歴史を簡単に述べる。福井産
地は、古代朝鮮半島より絹織物の製織技術が伝播、
古墳時代後期より技術集約度の高い複合糸の絹織
物が製造され、1,500 年の長い歴史を持っている。
近代工業としての産地基盤の形成は、1887 年に群
馬県の桐生産地から絹羽二重の製織技術を移入し
たことに始まる。その後、バッタン機を大量に増
設して国内最大の絹織物産地に発展、1920 年代に
レーヨン、1950 年代後半にナイロン、ポリエステ
ル等の合繊織物への転換を進め、経編、丸編、レ
ース、細幅資材の成長も加わって、長繊維テキス
タイルの総合産地に躍進した。1970 年代後半に、
ポリエステル薄地撚糸織物の減量加工品の開発で
欧米の合繊織物技術を凌駕し、1980 年代後半に新

合繊織物の開発によって石川産地、富山産地、新
潟産地と共に、世界の合繊テキスタイル開発セン
ターとしてのポジションを不動のものにした。
しかし、1990 年代に韓国、台湾、アセアン、中

国の厳しい国際競争に巻き込まれ、超円高で量産
分野の競争力を喪失、内需転換対策を実施したも
のの、国内縫製業の中国シフトが進み、婦人ファ
ッション・テキスタイルを中心に斜陽化した。そ
のため国際分業対策として、1990 年代末から高機
能テキスタイルの開発、産業資材への転換、複合
繊維化（長繊維オンリーからの脱皮）を推進し、
2004 年以降、ようやく落ち着きが出てきている。
他方、ローヌ・アルプ地方における絹織物の製

造は日本より大幅に遅れ、1536 年にフランソワ 1
世がリヨン執政府に絹織物製造所の設置特許を与
えたことから、リヨンの絹織物の歴史がスタート
した。リヨン産地が世界的な絹織物産地として脚

区　分 ローヌ・アルプ地方（8県） 福　井　県 

人口 560万人（リヨン市120万人） 82万人（福井市26万9,000人） 

気候 大陸性気候（7月平均気温20.7度） 日本海式気候（7月平均気温25.6度） 

主要工業 繊維、プラスチック、機械、電気・電子部品 繊維、電気・電子部品、眼鏡、機械、プラスチック、 

自動車、ライフサイエンス 自動車部品、化学、金属 

繊維事業所数 1,800企業 1,627企業（2005年） 

繊維従業者数 47,000人 19,900人 

繊維売上高（出荷額） 52億ドル（売上高） 2,580億円（23億ドル、出荷額等） 

出所：福井県、ERAI

図表 2 ローヌ・アルプ地方と福井県の概況
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光を浴びるようになったのは 18 世紀のことで、ブ
リュション、ファルコン等の紋織用織機の改造努
力によって、高級紋織物の製造が可能になり、ヨ
ーロッパ全域の宮廷から内装、家具の装飾、婦人
及び紳士の衣服の注文を受けた。1804 年にはリヨ
ンのジャカードによって、有名なジャカード織機
が開発され、それまでの繁雑な繰糸工の仕事を排
除、紋織物製織の合理化が促進された。1830 年代
になると、フランス革命によって同業組合が廃止
され、リヨンの都市以外でも自由に絹織物の生産
が可能となり、リヨン周辺地域に工場が拡散、生
産量が飛躍的に増加した。また、1850 年以降、ワ
ース、ポール・ポワレ、ジャンヌ・ランバンなど
多くのオートクチュール店とリヨンの織物工場の
連携が始まり、20 世紀に入って世界のファッショ
ン・テキスタイルをリードする絹織物産地に躍進
した。1920 年以降はレーヨン、アセテートの織物
生産が増加、第二次世界大戦以後はナイロン、ポ
リエステル、アクリル等の合繊織物、ニット生地
の生産が伸び、レピア織機、グリッパー織機、経
編機、丸編機レース機、ブレード機、そして 1960
年代にはWJ織機の導入を行い、高付加価値品から
量産品まで多種多様の商品を生産した。
しかし、1980 年代後半からファッション・テキ

スタイル分野において、イタリアの台頭が目覚ま
しく、ポリエステル撚糸織物、加工糸織物、裏地
等の量産品のアジアからの輸入増、そしてオート
クチュール業界の不況もあって、「ハイタッチから
ハイテクへ」を合言葉に、ローヌ・アルプ地方は
宇宙開発、医学的用途、高速新幹線（TGV）、民間
軍事航空機、自動車、土木建設、スポーツ・レジ
ャー等の産業資材・高機能繊維への転換を実施し
た。現在では、ファッション・テキスタイル、室
内装飾関係の伝統的な織物、そしてハイテク繊維
分野と、幅広いテキスタイルを製造する産地を形
成している。
以上のようにローヌ・アルプ地方と福井産地は、

近代以降、絹からレーヨン、そして合繊へと長繊
維を主体にほぼ同様の発展過程をたどっている。
やや異なる点として、ローヌ・アルプ産地はジャ
カード織物からドビー・平織物へシフト、用途別
ではファッション、インテリアから産業資材へと
転換してきているが、福井産地は平織からドビ
ー・ジャカード織物へシフト、用途別では第 1 段
階が裏地から表地へ、第 2 段階として婦人ファッ
ション・テキスタイルから高機能織物、インテリ

ア、産業資材へ転換してきている。

5．ハイテク繊維化を推進する両産地の比較

ローヌ・アルプ地方のテキスタイルの生産構造
は、非衣料 6 割、衣料 4 割であり、産業資材・高
機能繊維が 4 割弱、インテリア 2 割強となってい
る。ローヌ・アルプ地方の産業資材・高機能繊維
工業の規模は、主要企業 140 社、従業員約 1 万人
で、1 社当たりの平均従業員数は 70 人である。売
上高は年間 20 億ドルの規模で、アラミド繊維、炭
素繊維、ガラス繊維等のスーパー繊維を主体に、
製布・ブレード・樹脂含浸・コンポジットを行う
企業や、ポリエステル、ナイロン等の高機能加工
（ラミネート、コーティング）が集中しており、フ
ランス全体の産業用・高機能繊維生産の 65 ％、
EU の 12.5 ％のシェアを占めている。同地方には、
航空、デジタル、医療保健、エネルギーなどの分
野横断的な 40 の専門研究所があり、繊維関係では
フランス繊維被服研究所（IFTH）、リヨン繊維化学
技術研究院（ITECH）がハイテク繊維の研究を支
援している。
ローヌ・アルプ地方の産業用・高機能繊維のプ

ロセス別生産額は、原糸・糸加工関係 18 ％、テキ
スタイル関係 50 ％、加工処理・コンポジット関係
30 ％、特殊機械関係 2 ％である。また、用途別の
生産シェアは、土木・建築資材分野が土壌等の構
造強化資材、建築用の合成壁面資材、電気配線資
材、防火障壁資材等で 7 ％、防衛・保護資材が防
弾チョッキ、高温・放射線・細菌・薬品等の防護
材、電気・機械等の多様な危険から人体を保護す
る保護材が 11 ％、航空・宇宙資材が構造部材、ジ
ェットノズル、エアバスのブレーキ材料、ロケッ
ト資材等で 12 ％である。自動車資材は、車体、バ
ンパー、内装資材、エアバッグ、ベルト、フィル
ター、ブレーキ資材等で 16 ％、医療・保健資材は
人工腎臓、動脈等の人工臓器、包帯、抗菌・無菌
服、製複固定用膝当て、帯、筒状網等で 26 ％、高
機能スポーツ・レジャーテキスタイルはヨットセ
ール、テニスラケット、シューズ、釣竿、スキ
ー・トライアスロン用スーツ等で 28 ％のシェアと
なっている。同地方の得意分野を明らかにするた
めに、以下、世界的リーダー企業を紹介する。
●ポルシェ・インダストリー社 ： 織布、プリプレ
グ等の製造工程で、自動車用資材（エアバッグ、
他）、エレクトロニクス用資材、航空・宇宙資材
等のガラスファブリック、カーボンファブリッ

国内動向
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ク、アラミドファブリック等を生産、従業員
3,000 名。

●ヘクセル社：ブレード、織布、不織布等の製造
工程で、カーボン、アラミド、ガラス繊維等の
ファブリックを用いて、航空機・宇宙用資材、
防護資材、医療保健資材、ジオテキスタイル等
を生産、従業員 600 名。

●テュアンヌ社：織機、編機、細幅織機等で、伸
縮布、包帯、テープ類等の医療用テキスタイル
の専門メーカー、従業員 780 名。

●NCVインダストリーズ社：織布、コーティング、
ラミネート、コンポジットの製造工程で、軍
事・民間用防弾チョッキ等の防護材メーカー、
従業員 240 名。

●MDB テクシノブ社：ニット専業企業で、農業
用繊維とジオテキスタイルのエキスパート、従
業員 49 名。
福井産地のテキスタイル工業の生産構造は、製

造品出荷額（2005 年 1,915 億円： 18 億ドル）の業
種別比率で、糸加工 4.2 ％、織布 22.2 ％、ニット
編立 11.9 ％、レース編立 6.4 ％、細幅資材 7.6 ％、
染色加工 35.2 ％、その他 12.5 ％である。テキスタ
イルの用途別比率は、主力企業、組合関係者の情
報を総合すると、衣料用 55 ％、非衣料用 45 ％で
あり、織物の非衣料比率は 4 割、ニット・レース
は 5割である。
福井産地は、中堅以上の約 70 社で産業資材の 9

割を生産しているが、最も生産量の多い分野は車
両資材、電気資材、土木資材であり、この 3 分野
は日本のテキスタイル産地でトップの生産量とな
っている。自動車関連ではカーシート、エアバッ
グ、内装材等を製造。電機資材関連では電磁波シ
ールド材、電子部品印刷用スクリーン、電線被膜、
絶縁材、スピーカー振動板等を生産。土木建築関
連では地盤改良材、排水ドレーン材、落石防止資
材、遮水防水材、汚濁防止膜、耐震補強材（カー
ボン、アラミド）、コンクリート剥落防止材、土嚢、
安全ネット、ターポリン等を生産している。また、
農林水産分野では緑化保水材、防虫ネット、遮
光・遮熱材、オイルフェンス、漁礁、海藻プレー
ト等を製造。一般工業資材関連はフィルター、防
塵服、研磨材、ベルト等を生産している。医療保
健関連は人工血管、包帯、貼布材、褥瘡

じょくそう

防止マッ
ト、酸素用高圧ボンベ、医療従事者用衣料等を製
造。スポーツ・レジャー関連はヨットセール、パ
ラグライダー、ラケット材、超軽量スポーツシュ

ーズ、釣用具等を製造。環境資材の PLA は工業材
料、農業資材、断熱材、ロープ、紐等を生産して
いる。福井産地の主要産業資材の企業は以下のと
おりである。
●セーレン（株）：自動車内装材、電磁波シール
ド材、導電性資材、静電防止材、FRP シート、
人工血管等を製造、従業員 1,664 名。

●サカイオーベックス（株）：炭素繊維開繊維糸
プリプレグ、炭素繊維アルミニウム複合材料、
海藻プレート、浮漁礁、植物育成床浮島、車両
資材、従業員 526 名。

●ウラセ（株）：電磁波シールド材、耐熱材、ク
ッション材、導電材、医療保健資材、ヨットセ
ール、パラグライダー、幕材、再帰反射材等を
製造、従業員 280 名。

●前田工繊（株）：盛土補強・軟弱地盤安定材、
排水・遮水材、コンクリート構造補強材、落石
防護擁護工法・資材、汚濁水拡散防止フェンス、
従業員 380 名。

●八田経編（株）：自動車内装材、テープ類、超
軽量シューズ材、医療・介護用布オムツ、従業
員数 90 名。

●ミツカワ（株）：自動車内装材、砂漠・屋上緑
化材、医療用資材、無塵室用材、従業員数 44 名。

●サカセ・アドテック（株）：炭素繊維の人工衛
星アンテナ等の機材、ゴルフシャフト、釣竿、
高強度シューズ材、従業員 15 名。
次にローヌ・アルプ地方と福井産地のハイテク

繊維分野（産業資材、高機能繊維）を比較すると、
以下の通りである。
①ローヌ・アルプ地方は、炭素繊維、アラミド、

ガラス繊維及びブレードの取り組みが進んでいる
のに対して、福井産地はポリエステル、ナイロン
の産業資材、高機能分野の製布・加工を得意とし
ている。
②車両資材、電気資材、土木資材、農業資材等

の分野は、ローヌ・アルプ地方と福井産地は大き
な相違点は見られない。ただし、電磁波シールド
材は福井が優位となっている。
③ローヌ・アルプ地方は、航空機・宇宙関係で

活発な取り組みを行っているが、日本は炭素繊維
を中心とした航空機資材については、合繊メーカ
ーがプリプレグを製造している。福井産地は炭素
繊維で人工衛星機材を製造しており、航空機につ
いては遅れているものの、現在、炭素繊維開繊シ
ートによるジェットエンジン関係部材の研究開発



が進んでいる。
④ローヌ・アルプ地方は、軍事用資材、アラミ

ドによる防弾チョッキ等の防護資材の製造・加工
が発展している。福井産地は落下傘等の製造を行
っているが、軍事・防護関係の対応は遅れてい
る。
⑤ローヌ・アルプ地方は、炭素繊維、アラミド、

ガラス繊維と樹脂のプリプレグ（複合材料）及び
コンポジットを製造しているが、福井産地はアラ
ミドの土木資材で樹脂との複合材料、炭素繊維開
繊糸織物プリプレグ、炭素繊維の高圧ボンベなど
が製造されているものの、プリプレグ、コンポジ
ットの取り組みが遅れている。
⑥スポーツ、アウトドア関係の高機能テキスタ

イルは、日本の合繊メーカーの機能素材開発、福
井産地の高密度製織技術、染色工場の高機能加工
技術は世界トップであり、ローヌ・アルプ地方よ
り優れている。
以上、ローヌ・アルプ地方と福井産地の特質を

浮き彫りにするために、やや強引とも思える比較
を行ってきたが、ローヌ・アルプ地方と交流を進
めている福井県工業技術センターの関係者による
と、「両産地の技術力の差はほとんど無く、それぞ

れ得意分野を持っており、広範な分野でのグロー
バルな連携が可能である」と述べている。すなわ
ち、ローヌ・アルプ地方には福井産地の弱いプリ
プレグ、コンポジットのノウハウがあり、福井産
地はローヌ・アルプ地方の弱い高機能ファイバー
の製布･加工技術を持っており、お互いの強みと弱
点を補完するビジネス連携を行うならば、EU及び
日本のハイテク高機能マーケットの開拓はもちろ
んのこと、米国市場も共同開拓が可能である。
以上、フランスのローヌ・アルプ地方と福井産

地をモデルに、ハイテク繊維分野について比較分
析を行ってきたが、ハイテク繊維分野の振興は北
陸産地のみならず太平洋側の短繊維テキスタイル
産地にとっても課題となっており、先端分野の技
術開発とビジネス展開の促進のためにはグローバ
ルな連携が緊要となっている。7年前の繊維ビジョ
ンで、国内の産地間連携が打ち出され、今日では
北陸産地の企業が東北、関東、東海の企業と連携
したモノづくりを広範に行っており、日本国内が
一つの産地に変貌してきている。これからは、日
本、EU、米国とのハイテク繊維分野のグローバル
な産地間連携の新しい時代を迎えたことを銘記し
て、本稿のまとめとする。
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ローヌ・アルプ地方 福井産地 

用途別生産 衣料40%、非衣料60% 衣料45%、非衣料55%

受注・生産形態 自販比率が高く、一部委託生産 合繊メーカー・商社の委託生産比率が高く、一部自販 

ハイテク繊維の特徴 ●炭素繊維、アラミド、ガラス繊維の樹脂含浸等の ●ナイロン、ポリエステルのスポーツ・レジャー等の高機 
　能加工が発展 　複材料分野が発展 

（合繊メーカーの機能原糸の開発が少なく、スポー （合繊メーカーの機能原糸の開発が活発、染色工場の 

   ーツ・レージャー分野は弱い）  機能加工が強い。アラミド等の複合材料は低調） 

産業資材の得意分野 ●航空･宇宙資材、車両資材、安全防護資材、 ●車両資材、家電資材、土木建築資材、 

　土木建築資材、医療保健資材 　農林水産資材、医療保健資材 

製造工程 ●製布・加工・樹脂含浸（プリプレグ）・コンポジット ●製造・加工が主体（樹脂含浸は一部企業のみ） 

出所：筆者作成 

図表 3 ローヌ・アルプ地方と福井産地のハイテク繊維分野の比較




