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産地の現状
寒川：リーマンショック以降、産地全体の生産キャ
パが縮小し、産地の崩壊さえ懸念されていましたが、
フル操業で活況の声も聞かれます。

石井：機業場の数は間違いなく減っており、それに
伴って織機の台数が減っています。その前提の中で、
数量面で回復したことから、減った織機台数で稼働
が増えているだけです。本来、好況なら設備投資が
行われるはずですが、それがない。稼働に見合った
工賃が発生していないということです。そんな状況
ですから、産地がまた右肩上がりに成長していける
とは誰も考えていない。ここにいらっしゃる丸井織
物さん、カジレーネさん、創和テキスタイルさんは
別ですが、これだけ細番高密度に勢いがあっても収
益面では大変にシビアなのが実情で、産地として決
して浮ついてはいません。基本的には右肩下がりの
中のちょっとした踊り場ではないでしょうか。在庫
循環型のワーキング用途とか細番高密度織物とか、
特定の強みを持った企業だけ儲けを出していて、そ
れ以外は厳しい状況が続いている。二極分化が顕著
になっていると思います。

坂田：仮撚業界なども北陸ではフル操業ですね。
ニット分野がいいし。機械もピンタイプとフリクショ
ンタイプがありますが、ピンタイプの仮撚スペース
なんて全然足りない状況です。ただ、これも大幅に
設備が減ったうえでの状況です。機業場も同様です。

梶　：仮撚機メーカーの方に、この 10 年で新しく
仮撚機を入れた企業は日本では何社かと聞いたら、
たったの 10 社あるなしとのことでした。

坂田：トリコットは安定して、1,100 台で一定レベ
ルですね。増えもせず減りもせず。ハイテンション
でもスペースが満杯という状況は要注意ですね。

藤井：産地全体の生産キャパが減っているため需要
の変動で極端な影響を受けますね。需要が増えると
短期間に外注も含めてすぐに満杯になるし、逆に
減ったらすっとひいてしまう。

坂田：そのために、用途を工夫していますね。これ
までは、例えば織機が 10 台あったら、1 つの用途で
ドーッと織っていたのを、ユニホーム 3 台とか自動
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車関連 3 台とかスポーツ衣料分野とか分けて対応し
ていますね。ただ、それはできるからやれることで、
設備上できないところはできないけれども。

宮本：そうですね。フル操業していても再投資でき
る利益が出ないことが問題点です。本当に一生懸命
やって、スペースが一杯なのに見合った利益が出て
いません。稼働率の上がる大きなロットばかりでも
ない。商品の価格や川中への分配の問題もあります
が、われわれ作る側のロスも大きい。ここでの技術
差は、いいところと悪いところと大きな差が出てい
ます。織機の回転数とか、不良率もそうですし、トー
タルとしての生産効率面に差が格段に出てくる。

寒川：産地はフル操業であるけれども、いくら忙し
い思いをしても儲からない。より一層の技術力が求
められているということですね。

各社の状況
寒川：それでは、各社個別の状況をお聞かせください。

坂田：蝶理の 2011 年度は、薄地では国内よりも海
外が好調でしたが、中国やタイといった海外と国内
を横軸で見て、連結では予算を達成しています。ア
パレルの製品分野は、輸入品になりますが為替差益
もありました。また、このところターゲットの絞り
込みを行っています。ターゲットとする 12 社程度
のアパレルを縦軸に、1 社当たり、10 億円ほどを目
標にしました。それも、まずまず好調でした。

寒川：金沢支店の状況はいかがですか。

坂田：金沢は素材が中心ですが、自動車関係は
2011 年の 5 月頃から震災の影響で一時相当な落ち
込みがあったものの、7 月頃から、急回復して、トー
タルで 10％程度の落ち込みで済みそうです。

石井：一村産業は、2011 年度は、上期が各用途ご
とに大変好調に推移しました。牽引したのはワーキ
ングウエア、それからスポーツが少し戻ってきた。
また、輸内一体を強化するため中国・アセアンプロ
ジェクトを 2010 年 4 月から始めて、その効果も出
てきました。その結果、上期は良かった。ところが
下期に入って、10 〜 12 月期から下落し始めまして、
12 月から 1 〜 3 月期は苦戦するだろうと思います。
ですから通年では、下期の予算達成率次第ですが、
残念ながら厳しくなりそうです。やはり超円高が限
界近くなっている感じがあります。商品としては、
歴史的にポリエステルの短繊維織物が多かった中東
向けの民族衣装織物にフィラメントの経編ニットを
入れると実に斬新なものが出てくるとか、海外の白
衣用途など、織編合わせて、好調の芽はあるのです
が、トータル的には 1 〜 3 月期は大変苦戦していま
す。ただ、中国は数年の投資が奏功して、数字になっ
てきていると思います。

藤井：創和テキスタイルの 2011 年度は前年比増収・
増益はほぼ間違いない状況です。ただ、当社も 1 〜
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3 月期の状況から、2012 年度は厳しいと予想してい
ます。当社の主力はユニホームですが、この業界は
もともと在庫循環型の業界でして、リーマンショッ
ク後に大きく落ち込み、当社も 2009 年に設立以来
の赤字となりました。しかし 10 年度に必要以上に
在庫を絞り込み過ぎて、ものが足りないということ
を問屋、アパレルが経験しまして、その反動で 11
年度は備蓄が相当量回復しました。その流れで当社
も野々市工場、羽咋工場とフル稼働でずっときてい
ますが、11 年度が増えた分 12 年度はちょっと厳し
いでしょう。ちなみにユニホームの国内需要は、
2007 年を 100 としたら推計ですけれど 2011 年度は
80 ぐらいまで回復したと考えています。ただ、もと
の数字には戻っていないし、将来 85 とか 90 くらい
までは戻っても、100 までは回復しないでしょう。

寒川：一昨年、昨年と奨励されたクールビズやウォー
ムビズに関連して、新たな商流や素材の転換という
ようなことはありましたか。 

藤井：ユニホームに関しては直接的な影響はなかっ
たと思います。例えばクールビズに対応して吸汗・
速乾といった機能性が求められるということはあり
ましたが、決定的なビジネスチャンスにつながった
ということはありませんでした。ただ、環境問題へ
の対応は商品開発において常に念頭に置いておくべ
きことと思っています。　

梶　：カジレーネは 8 月決算ですので、11 年の 8

月期で言いますと、2010 年対比では、1 割ほどの増
収でした。現在は、11 年 8 月の決算から見て 2 割
強の増収計画で運営しています。ただ、計画時に比
べて、今はちょっと雰囲気が変わっており、ユーザー
から価格的な協力依頼が相当数入ってきています。
やはりこれも為替の要素が強いですね。

寒川：グループ企業のカジナイロンさんでは、加工
糸も扱われていますね。

梶　：はい。ポリエステルの加工糸、ナイロンの加
工糸と複合加工糸という 3 本の柱でやっています。
その中でも、ナイロン関連の加工糸に力を入れてい
まして、織物に使う加工糸は順調に伸びています。
織物用途は品位要求が圧倒的に高いので、弊社に注
文が来ますが、プレーンパンストなど足回り関連は
比較的に品位要求が低く、海外糸に完敗です。レッ
グ関連のナイロン加工糸受注は毎年 2 割ずつ減って
いるのが現状で、今後、より一層の一貫生産力を発
揮できる織物用途向けに経営資源を注力していきた
いと考えております。

宮本：丸井織物は 12 月が決算ですが増収・増益の
予想です。用途は、6 割程度がスポーツで、2 割が
エアバッグなどを含めた非衣料用、残り 2 割は裏地・
アウターがあります。2011 年度はアウトドアや春
夏スポーツで作ったニット風の商品が非常に好評で
した。また非衣料関係も堅調に推移しました。3 月
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の大震災で一時落ち込みましたが、後半にはエア
バッグも元に戻りました。全体的に良かったと思っ
ています。

ターニングポイント
寒川：一方、10 〜 12 月期の状況が望ましくないよ
うですが、景況が悪化すると、業界で品質基準が変
わるという話もありますね。好況で、引き合いが多
く品物が足りない時は問題なかったのに C 反返却率
が急に増えるといったことが市場で起きているよう
です。

藤井：マーケットから注意信号が出ているというこ
とですよね。

梶　：感性的な商品の良しあしの判断は微妙なとこ
ろなので、そこが厳しい見方になることがあります。
流通在庫が増えだしているとそうなり易いですね。

石井：マーケットクレームが顕在化したというのは
黄色信号でしょう。1 つのターニングポイントが来
たと言えます。

宮本：ターニングポイントは来ていますよ。大きく
需給バランスが変わってくるから、ここで余裕のな
い人はあわてた行動をする。そういう行動をとる方
がボチボチ出てくると思います。これはマーケット
を混乱させます。

寒川：そうなると、好調の高密度織物なども価格の
維持が難しくなりますね。

梶　：価格維持は本当に大事な問題です。高密度織
物というジャンルで、その中でも希少価値のある商
材、北陸しかできないというようなものも、一緒く
たに値崩れの波にのまれて、価格的にどんどん悪い
方向に流されそうになる。安易な発注元の「このよ
うな環境なので加工費の協力をしてほしい！」とい
う話ばかりの中で、必死に価格を守る努力をしてい
ます。もし、これが守りきれないと、企業力が疲弊
し未来に向けた次の革新的商材開発はもうできませ
ん。課題の設備投資もできなくなります。流通在庫
が多くなってきている現状において、踏ん張りどこ
ろとしての、ターニングポイントです。

宮本：スポーツ分野でアウトドアブームがあり、そ
こに軽量で機能性のあるナイロンの細繊度の高密度
商品というのがピタッと合った。そして、その目新
しさから、ファッションの世界にもかなり広がりま
した。しかし、ファッションについては、昨年の段
階でかなりブームが去りつつあります。プルミエー
ル・ヴィジョンに行ってきましたが、同様の商品は
もうほとんど出ていない。もう行き着いてしまった
感じです。

寒川：そうですね。また、この薄地の分野が完全に
なくなるのかと言うとそうでもない。市場が残って
いる限りは、品質基準が厳しく変わっても、対応し
ていかなければならない。

梶　：品質基準はどんどん厳しくなれば良いと考え
ています。その方向によりメードイン北陸の優位性
が増す商材が増えれば良いですね。

石井：かつて洋装用途のジョーゼットなど薄地織物
がどれだけ売り上げたかしれないのに、今やそれら
がなくなってしまった。高密度もそうなってしまっ
ては困ります。

超円高問題
寒川：先ほど、空前の円高定着が大きく影響してい
るというお話もありました。

石井：本当に大問題です。2007 年が平均 117 円だっ
たのが、今 77 円で、35％位切り上がっていますから、

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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利益率が 35％あってもゼロになってしまう。

梶　：今、アウトドアリテーラーショーに出張して
いる者からリポートがきていて、「為替の影響で商
談が土俵にものぼらない」という報告ばかりですね。
リーマンショック前は 120 円くらいのレートでした
から、1.5 倍違いますからね。

宮本：ついこの間、3 年前ですよね。

坂田：10 年前だったらまだしも。

石井：海外のユーザーも金額が合わないから、カジ
レーネさんの商品と同じものを作れないか探してい
るでしょう。

梶　：弊社は、現時点では薄地織物のマーケットは、
用途拡大も含めてまだまだ大きいと思っていまして、
行けると判断しています。ただコンペティターの中
国や、韓国、台湾で似たようなものができるように
なりつつありますので、為替の影響でシェアを奪わ
れないようにするには、よそが作れない絶対的優位
性のある商品で勝つしかありません。顧客が欲しい
もの、マーケットが要求するもので、弊社に期待さ
れる部分をやっていく。

宮本：ただ、この 10 〜 12 月は急激な変化ですね。
12 月くらいからはほとんど商談がストップしていま
す。急激な円高と欧州の債務危機もあり、日本品で
価格対応ができなくなっています。多分、日本のサ
ンプルを持って、世界中で代わりを探し回っておら
れる。恐らく、数カ月たって、探したけど見つから
なかった、「ちょっとまた協力してよ」と戻ってくる、
そうなってくれればいいと少し期待しています。

坂田：または、レベルを下げたものを使うか。

宮本：確かに価格というのは非常に重要で、アパレ
ルさんはそれに合わせた素材を使わざるを得ない。

寒川：取り敢えず試すこともありますね。そして、
痛い目にあえばまた帰ってくる。

梶　：エンドユーザーであるアパレルは、とにかく
上代を上げませんね。リーマンショック前の為替が
120 円、今は 70 円台です。仮に 1.5 倍としたら、例

えば 500 円の生地が 750 円になり、250 円上がりま
す。上代で 4 倍か、もっとかもしれません。1,000 円、
2,000 円も上代を上げるかと言ったら、上げません
よね。だから「今まで 20 デニール前後の高密度だっ
たけど 30 デニールの韓国品にしとこう」となる。
あらかじめ本物を追求するしっかりとしたアパレル
と組んでおかないと、ファッションというのはどう
してもこういうことが起こる。

坂田：売り先をよく吟味して、自社ブランドをしっ
かり守っていくところと、取り組んでいかないとい
けないですね。

寒川：工場として設備投資をしている以上、好調の
続いてきた細物のトレンドが過ぎたからといって、
すぐに次というわけにはいきませんね。

宮本：細モノトレンド一本ではなく、いろいろ工
夫しながら素材・用途を広げていかないと残れま
せん。今回の細繊度高密度だけに限らず、ファッ
ションの変化に対応した新しい商品を開発提案し
ていくことが求められます。これも基本は糸であ
り、糸加工・織布・染色の連携で差別化していく
ことが重要と考えます。従来は、そういうことを
コーディネートしてくれる合繊メーカーさんや商
社さんがたくさんありましたが、だんだんそうい
う人材も減っています。経験と目利きがいる世界
ですが、そこがすごく弱くなってきている。設備
を活かしていくというのは、きちんとした目利き
があって、商品とハードと全部を知らないとなか
なかできません。経験はなくてはいけないし、頭
は常にリフレッシュして、アンテナを高くしてい
なくてはいけない。なかなかできることではない
ですが、やらなければ生き残れない。資金さえあ
れば、誰でもやれるというものではありません。

国内市場
坂田：2010 年は輸入織物と輸出織物の数量が拮抗
していました。輸入が増えて、輸出は少し停滞した。
この構造をもう少し工夫したいですね。生機や生地
が輸入で入ってくるのは、国内がコストで負けてい
る証でしょう。

寒川：国内のファッション市場について見ると、ア
パレル各社では、これまで企画生産の商社への丸投
げで、店頭における商品の同質化が進み、マークダ
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ウンやバーゲン合戦が常態化したことから、差別化
のために、素材段階までさかのぼって自社開発にシ
フトすると声高に唱えています。本来であれば、北
陸産地のあちこちで、その成功事例が出ていいはず
ですが、そこまでの話もありません。彼らアパレル
の自社企画の成否は、自社の開発アイデアをテキス
タイルのインダストリアルスペックに詰めきるだけ
のノウハウを持った企画担当者がアパレル社内にい
るかどうかですが、現実はあまりいないし、育って
いない。さらに、流通段階でいまだに調達コストを
極限まで切り詰める風潮は変わっていない。今や日
本の百貨店アパレルの生産原価率は 20％の攻防に
なっており、これでは消費者から見てもお値打ち感
のあるモノづくりは難しいでしょう。一方、ユニク
ロは、原価率が最低でも 38％をキープしているから、
国民的支持を得るのはある意味で当然ですよね。

坂田：確かに、日本の内需は悪いと言われながら、
一部の小売は力強いですが、ユニクロの影響もあり
ますね。産地は、10 兆円前後の小売市場でどこが
勝ち組企業なのかを見極めて、そこと組むべきで
しょうね。悪いと言っても、日本の内需は、台湾や
韓国からうらやましがられる規模です。だから、ま
ず内需を押さえるというのも 1 つの方法です。

宮本：そうですね。人口減少と製品輸入の増加はあ
りますが、日本の国内需要はまだ大きいですね。

坂田：また、海外のコストは安いし、縫製の利便
性がありますが、国内から素材を送って縫製させ
るというスタイルだったら、国内の企業同士、日
本人同士で話ができます。重要なのは、流通コス
トです。ユニクロの柳井さんが言うのは流通で、
セーレンの川田さんもしかりです。余分な流通が 3
割もあるという話です。これをもっと製造業に組
み込めと。それにはどうしたらいいかというのが
彼らの行き着いた結果です。ある意味で、一気通
貫で、途中のつながりを全部とばしているので、
産地にとっては良くない面もありますが、あの思
想で北陸産地、石川産地も、もっと大きな流れに
食い込むべきだと思いますね。

宮本：ただしこれはハードルの高いところで、単純
にものを作っているだけでは、流れから外されるで
しょうね。

新原糸開発とテキスタイルの国際競争力
寒川：先ほど話がありましたが、高密度の維持とい
うのはどうなのでしょうか。また、ポスト高密度み
たいな新たな芽は感じられますか。

梶　：当社は高密度織物を中心に扱っていますが、
やはり商品開発の限界というのがどこかでくるで
しょうね。韓国でも台湾でも当社と同じような糸を
扱って、織機もほとんど一緒か、彼らの方が新しい
くらいですから、いつかほとんど同じようなものが
できますよね。

藤井：日本の繊維業界は新合繊以来、原糸の開発で
は目立った大型素材は出ていないし、高次加工分野
でもピーチスキンのように新需要を喚起するような
革新的加工技術も出ていません。糸と加工の両方の
進化が止まっているから機業場は新しいものは出し
づらいですね。高密度は、この 10 年くらいでは最
大のヒットで、それ以外ない。当社の扱う中厚地で
は、訴求機能の多様化という流れはありますが、生
地企画は定番的なものが多く、いかにコストダウン
するかということに開発の力点があります。

石井：やはり新原糸をどうやって取り入れるかとい
うことが問題となりますね。織りだけで工夫もでき
るけれど、糸が変わらないと。2011 年のインターテ
キスタイル上海を見てきましたが、川中が充実して
レベルアップしていても、決定的な新原糸が本当に
少ない。国内の合繊メーカーもそう。昔のように新
合繊で競い合うのではなく、各社それぞれ得意技の
ところで平和にすみ分けてしまって、なかなか競合
する場所がない。新原糸・原綿の開発は遅れていま
す。また中国では、新原糸はほぼ期待できない。だ
から手持ちの糸を基に、高次加工というのが百花繚
乱ですね。やはり原糸メーカーの新商品の開発責任
は今後も果たしてもらいたい。また、それを撚った
りする糸加工のテクノロジーとか、また天然素材も
含めて、原料面で強い蝶理さん辺りのがんばりシロ
というのは今後ますます大きくなりますね。

坂田：そうですね。インドなんかはこれから単品で
出てくると思います。インドのリライアンスとか。トル
コ辺りへいくと海上運賃、配送日数も関係しますね。

用途戦略
寒川：厳しい環境で生き抜くためには、用途の選定
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も重要というお話もありました。カジレーネさんは、
スポーツに比重を置いていらっしゃいますね。

梶　：現状はスポーツ 8 割、資材 2 割ですね。弊社
では、環境資材、メディカル資材を増やしていきた
いと考えており、アンテナを高く立てているところ
です。

坂田：用途で言えば、日本の化繊業界でも、合繊の
「衣料」用途は 25％で、75％が「家庭・インテリア」
「資材」です。それを踏まえれば、もうちょっとこ
の 75％に注目すべきですよね。1 つの例で言えば久
光さんが作り上げた貼布剤という用途ですね。月に
600 トン生産していまして、今後さらに増えていき
ます。日本からの輸出というのも計画されています。
それを考えれば、この 75％の部分はまだ伸びシロが
あります。衣料では思いもつかない話ですよね。

藤井：テク・テキスタイルの視点も欠けていますね。
ヨーロッパの機屋は圧倒的にその分野で稼いでいま
す。当社では、今後、介護分野で“生活のクオリティー
維持” というニーズから高機能テキスタイルの需要
が必ず出てくるのではないかという視点で、医療分
野でのテク・テキスタイル開発を志向しています。
欧州の機業場はこの分野が強く、特殊な産業用途や
メディカル資材で織物が重要な役割を果たしていま
す。ウエアの方はほとんどアジアにまかせっぱなし
ですね。当社は現在ユニホームがメーンですが、今
後このテク・テキスタイル分野で、医療用テキスタ
イル（特に介護分野）を開発していきたいと考えて
います。この分野は間違いなく “内需” ですし、本
当に良いものであれば海外にも通用するはずです。
国内で新商品・高付加価値品を開発して収益源とし、
海外にも展開したい、グローバルな繊維需要の増加
に何とか参画したいという思いです。

石井：そういった部分を考えると、従来の衣料用途
の三大合繊については、確かに生産量が下降線です
が、テク・テキスタイルや炭素繊維を含めて、日本
の合成繊維産業全体が世界でどれだけの売上、利益
をもたらしているのかというのを把握することが大
事ですね。日本の繊維産業は炭素繊維やアラミド繊
維といった分野の素材革命とも言える開発で、世界
中で新たな用途、マーケットを創造しており、その
点は大いに評価すべきです。

宮本：それは、ものすごく評価が高い分野ですよね。
先日も、異業種の方と話していて、繊維について「い
いですね、これから伸びますね」と言われました。
それは衣料繊維だけではなく、炭素繊維やアラミド
繊維などの最先端繊維産業のことです。ヨーロッパ
などは国を挙げて、この分野に取り組んでいますか
ら、日本でもぜひ国の事業として取り組んでもらい
たいですね。そうやって日本の川中の技術を磨くこ
とにも意味がありますし、そういったことをやって
いかないと日本の技術は大きく育たない。せっかく
の日本のすり合わせ技術とかいろんな加工技術も含
めたノウハウが消滅してしまわないかと心配です。

寒川：蝶理さんは、衣料から資材へ転換されましたね。

坂田：糸でも、8 割が資材で、衣料は 2 割です。今
まで婦人アウターで売っていましたが、これでは
やっていけない。安定して使ってくれる分野は何か
ということを考えて、「合繊・カーシート部」と部の
名前も変えました。車の事業が一番大きいので。天
井材や付属材の需要もある自動車分野、それから
カーテンレース、ユニホームもあります。合繊の裏
地は、婦人衣料分野で本当に市場がなくなってきて
いる。1 つの笑い話でアパレル担当者に「どうして
使わないの」と聞いたら「使いたいけどお客は綿だ
と言うんですよ」って。その言葉を聞いた時にこれ
は止した方がいいと実感しました。合繊の世界とい
うのは、やはりカジュアル、ファッションアイテム
には頼れないというのがわれわれの経験則です。た
だ、衣料でもゴルフウエアとかスポーツで一定のブ
レない部分は一生懸命続けるつもりです。その部分
も資材という安定した商品とみなせば、8 割強くら
いはそういった分野です。

石井：当社も新しい商品として、グリーンイノベー
ション分野の環境配慮型分解ポリエステル繊維 “エ
コフェイス®” の開発をもう 2 年半以上かかってやっ
てきましたが、そういう部分を大事にしながら、ま
ずは今の状況を乗り切って行きたいですね。そして
次のいいチャンスで花開かせたい。ピンチにはチャ
ンスっていうのはそういう意味だと。

中国内販、ならびに新興市場
寒川：欧米市場との取引をお持ちの皆さんは、欧州
危機や為替で先行きに懸念が広がっていますが、新
興市場についてはいかがでしょうか。
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宮本：日本で規模を維持してものを作っていくには、
付加価値を取っていくしかないですが、国内の市場
が減っていくとすると、それだけの高所得層そのも
のがあるかどうか疑問で、増やすのは新興諸国とい
うことになります。非常に大きい大切な市場です。
この市場をどうやって取り込んでいくかは重要な課
題です。

石井：ただ、中国の富裕層を狙えと言っても、彼ら
は世界のトップブランドを見ており、残念ながら日
本のブランドはあまり見ていない。しかし日本が作
る品質とかというのは非常にクオリティーが高いと
認識しているので、いいものを作る。

宮本：そうですね。また、そういう点をしっかり伝
えることがものすごく必要だと思います。開発の中
でいろんな機能性とか、丁寧にものを作った日本の
きめ細かさというのが大事になりますが、それを
買っている人が体感しないといけない。機能がいい
ですよ、実験データはこうですよ、ということ以上
に、着てみれば違いが分かるという商品の分かり易
さみたいなものをどうやって作っていくかです。

坂田：当社は内地部隊と海外部隊を連結にしたのが
良かったですね。例えばインナーウエアでは、国内
インナーウエア部隊が、中国にインナーウエア部を
作る。テキスタイルもそう。テキスタイルも大阪か
ら上海にも移転して、決算も連結している。4、5 年
前から国内外を一緒にしたんです。大阪で利益が出
なくても上海で利益が出れば合算される。7、8 年く
らい前から、テキスタイル部、原料部、と 14 ある
部のランキングをつけたのですが、連結決算の効果
で、営業部のチーム力向上となりました。海外現地
にも長がおりますが、人事権はヘッドクォーターの
部長にあり、部長が決める。それが一番いい効果を
生みましたね。当社では、繊維において、やはり製
造業に近づくべきだと思います。二次製品まで小売
にお届けしますよと。糸から二次製品まで自社で扱
えないといけません。また「中国の既製品を買って
きましょう」と言っても、欧米などの顧客は、「どう
してそれを日本人から買わなければいけないのか。
自分で中国から直接買える」と言われます。そこで、
やはり他との違いを打ち出すべく日本人のテイスト
が必要になります。それを加味するのであれば、ど
うしてもこの産地が作ったものを、部分的に加える
なり、複数の企業で共同で行くなりという部分、こ

の日本独自のコアな部分が絶対になくなりません
し、これがなくなったらよりすがるところがないと
思っています。

石井：中国事業ですと、一村産業は 1994 年に中国
事務所を置き、2004 年に現地法人をつくりました。
また、2 年前に一村産業社内に用途ごとに『中国プ
ロジェクト』というのを作って国内の人間が向こう
へ出て行って、向こうで協力しています。チーム単
位ですね。また、商品を売りっぱなしではなく、そ
の後どう流れていくかというサプライチェーンマネ
ジメントを構築しなければなりません。中国は懐が
深く、情報が膨大過ぎて非常に難しいですが、それ
をやっていかなければならない。また、最近、さら
に「アセアン」を加え、『中国・アセアン室』に改
称しました。日中はまだですが、中国とアセアン、
日本とアセアンは既に FTA で結ばれていますから、
そういった関係をうまく活用していきたいですね。
また、当社はものづくり商社という側面があります
ので、自社でブラックボックス化できる商品が必要
です。そうなると、当社の場合は原糸メーカーでは
ないから、やはり原糸加工の段階から、ブラックボッ
クス化する必要があります。その場合、日中だけで
はなくアセアンまで視野に入れると、いろんなこと
ができます。そういう思惑で始めて、ようやく 10
億円弱くらいのビジネスになりました。2 年かかり
ましたが、プラスになってきました。

寒川：アジア市場は、フィリピンなど一部の米国文
化圏を除けば、欧州系旧植民地が多く、ヨーロピア

東レ経営研究所　繊維調査部長　寒川 雅彦
1988年東レ入社。ユニフォーム事業部にて長短中肉厚織物、その
後、衣料資材事業部にて輸内薄地織物を担当。2002年中国（南通）
の織染工場出向、2004年本社広報課長を経て、2011年から現職。
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ンモードが基本にあるので、東京ファッションをそ
のまま持っていってもマスでは売れないでしょう。
日系アパレルもアセアン諸国を狙うのならヨーロピ
アンモードに各々ローカルのアジアエッセンスを配
合するノウハウを研究して一からアジアブランドを
開発する必要があると思います。

産地全体の復興
寒川：用途転換や、新興市場の取り込みについてお
聞きしてきましたが、激変する市場環境に対応する
ためには、グローバル戦略を含めて、生産地をどう
するかというのは 1 つの大きな課題です。

梶　：グループ内の梶製作所という機械の会社では、
日本国内の設備投資がどんどん減っていることか
ら、基本的に製造設備投資に積極的な顧客がいる中
国とインドネシアに進出しています。しかし繊維事
業では海外生産はしていません。海外に出て来ない
かという話を、以前からいただいていますが、人材
がネックになっています。当社はまだそこまでの状
況ではないので、特に人材の観点から海外進出は難
しい問題と考えています。逆に言えば、とにかく日
本でどうやって生き残るかに完全に集中していま
す。国内での成長のやり方もあるのではないかと考
えており、繊維事業はとにかく石に噛り付いてでも
日本でやっていこうと。

藤井：わたしも国内でどう生き残っていくかが一番
大事だと考えていますが、日本の繊維消費そのもの
が縮小均衡していく中で、国内だけでは右肩上がり
の絵は描けない。当社の主力であるユニホームでは、
国内市場を相手に、今の設備で生き残ろうという絵
はそれなりに描けます。円高で海外生産が進行して
も、ユニホームの生機生産が国内に残っているのは
付加価値が認められているからです。そのユニホー
ムを核に、あとは中厚地で他の分野もサポート的に
やっていくという方法です。ただ、繊維需要は人口
が増える限り増加していくわけですから、中国、ア
ジア等のグローバルな需要増分を取り込みたい。そ
の時に、市場に参画したくても、単独では人材の問
題、資金の問題、いろいろ課題があります。そこで、
例えば石川県の有力機業場の企業連合を作るくらい
の規模感であれば、可能性があるかもしれない。簡
単ではない話ですが、何か手はないものかと思って
います。

石井：自社ビジネスの規模感をどう持つかが大事な
ポイントです。今後も織機の規模を維持してしっか
りやるか、もしくは企業は成長するのだからこれを
もっと海外まで広げるとかで戦略は変わります。あ
とは産地の各企業がどの用途でどれだけの規模でど
ういうビジネスモデルでやるかという方針を明確に
して、その戦略の中身を吟味しないといけない時期
ですね。

宮本：そうですね。規模の論理だけでは、日本でど
れだけ集めても知れています。もうひとつ智恵を出
して、われわれが得意とするコア技術を再認識して、
原点に返って連携していく必要があります。

他社との連携
寒川：丸井織物さんは、東レに協力して、ラッキー
テックスの技術支援をされました。

宮本：国内では、このままだとコモディティ市場は
どんどん海外品に持っていかれます、時間の問題で
すという時でした。東レさんからの提案に対して、
われわれ北陸から長繊維では誰一人行かなかった。
それで社内で前社長とも議論して“うちはやろう”と。
われわれが危機感を持って、東レさんとの取り組み
で成功事例をつくろうと始めました。このまま、じっ
と我慢して、技術の立ち枯れにならないようにと。
当社にとっても東レさんからの情報ももらえるし、
技術ライセンス料をいただき、次の設備革新をして
いこうと考えました。どこかと組む時には、同じよ
うな立場、考え方の人が横で組むよりも、バーチカ
ルに組むべきです。繊維事業そのものが、利幅の低
い、非常に難しいビジネスであり、相当のプロでな
いと成功できにくくなり、そういうリードができる
人も減ってしまった。しかし、今は他社とうまく連
携してグローバルに展開していくものすごいチャン
スになると思います。その時、産地のわれわれが何
を持って参加できるか、自社のウリは何なのかを問
い直す必要があります。

寒川：エアバッグはまさしくグローバルオペレー
ションの中で、活躍されていますね。

宮本：パートナーとして東レさんとオープンに腹を
割って情報交換していく、お金ではなく信頼関係で
やれてこれました。ある意味幸せなことです。この
先の時代、同じ信頼関係だけでいくかどうかは分か
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りませんが、お互いにビジネスがプラスになりさえ
すれば、信頼関係が得られると信じています。

坂田：それはいい成功例ですね。裏地のタフタとい
うのは、産地の生命線とも言えます。普通なら、製
造業は技術移転を恐ろしがって、客もブーメランで
帰ってくるかもしれないと、自分では出ていきませ
ん。「タイに行って教えたら将来、自分の商売がな
くなるんじゃないか」とみんな危惧するところです。
信頼というものがあって初めていける。

宮本：当社も、その商売はもちろん減りました。ただ、
やらなくても減ったと思うし、海外勢がその事業を
やっていたでしょうね。そういう危機感を直視して
状況を共有しながら、次のステップへの体力がある
うちに進みたかった。多分その 10 年後にやろうと
思っても遅過ぎたでしょう。それはまだいいタイミ
ングでした。

寒川：新たな連携という意味では、“東レ合繊クラ
スター” も作られました。

坂田：三県クラスターもしかりで、産地も会話が多
くなった。昔はなかったですね。お互いについては、
興味がないという感じで。

梶　：先日、これまではまともに競合していた同業
他社の方に「先代とはあまり交流がなかったけれど、
これからは息子同士よろしく頼む」という声をかけ
られました。今、互いの技術革新のためにいろいろ
と話をしています。そういうことが増えている。こ
れは “東レ合繊クラスター” などのきっかけのおか
げです。

寒川：産地が崩壊しかかるくらいですから、これま
での関係がいったん崩れているわけで、保守的な体
制というのが壊れる。そこにはいろんなチャンスが
ありますね。

石井：そうですね。これまであった、特定の “縦、縦”
がなくなって、具体的に縦と横とを戦略的に組み直
すいいチャンスかもしれません。

坂田：例えば、ベトナムに縫製がある商社、タイに
ある商社が、お互いに組んで、この商品はここでや
りましょうというのも横軸ですね。

寒川：M&A もありますね。

宮本：確かに中小企業の M&A はものすごく盛んに
なりつつあります。かつては上場会社だけだったけ
れど中小でもものすごく M&A が起きていると聞い
ています。グローバルに事業連携して、事業の再構
築をする時代がきたのかもしれません。

ブラックボックス
梶　：当社では、自分たちの商品のベースとなる技
術を、どうやってブラックボックスへ入れようかな
といつも考えています。日本の繊維技術のブラック
ボックス化というのは、産地や素材メーカーみんな
で連携して掛け算となり、それがどんどんブラック
ボックス化していけば一番いい。われわれのグルー
プは糸加工、織り、ニットもありますが、できる限
り糸加工、糸の部分で、ブラックボックスをどう作
るかということを一生懸命考えています。また、縦
軸なり横軸なりそういう連携というのは、やってい
るようで全然やれていない部分があると思います。
石川県なり福井県なりは近所ですから、「開発軸」
といったところで胸襟を開いたしっかりした連携が
できればまだまだ発展性はあるような気がします。

寒川：差別化された原糸・原綿と、独自の仕上げ加
工を、中間の機業場なりニッターなりが自社の技術
を加えてうまくつないで、ブラックボックスを長く
伸ばしていく。

石井：ニットのハイテンションがその例のようです
ね。中国では絶対に真似できない、日本でしかでき
ない。別に特許とかではなく、ノウハウがある。

梶　：編立技術、仮撚りの技術、スパンデックス、
機械、染め加工技術の全部がノウハウだと思います。
そこは宮本社長の言われたすり合わせの技術というと
ころで、どんどんレベルが高くなっているのでしょう。
中国で作れないだけあって、中国での販売はすごく伸
びていると聞いています。国内はファッションがイマ
イチですが、その落ち込んだ分を海外の販売でリカ
バーしているとのことで、模範にするところです。

宮本：皆さんがおっしゃるように、コピーされると
いう問題が怖い。そこは、その連携の中で、どうやっ
てこちらがブラックボックスを持ち続けるかです。
生機を売ったら全部技術を取られたという話も聞き
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ますし。ブラックボックスをどう作るかが今後の大
きな課題でもあります。

2012年度について
寒川：最後に、2012 年度の感触についてお聞かせ
ください。

坂田：ゆるい減速、あるいは横ばいになるのではな
いでしょうか。先ほどの薄地も、国内ではあまり好
材料が見当たらないものの、海外分と合わせて、ま
た中肉厚地も海外生産部を見据えて、北陸産地と他
の産地とのバランスをとりながらテキスタイル事
業、原料事業を進めようと思っています。

石井：2012 年度については、大きなターニングポ
イントがきているなと考えています。世界的な景況
悪化の指標として、インドの織機のキャンセルが相
次いでいるという話があります。綿紡績の紡機と織
機の大キャンセル。そういったことからも、世界的
な景気の減速に注意したかじ取りが必要です。

藤井：冒頭でお話ししましたように、2012 年度は
厳しいと予想しています。在庫循環型のユニホーム
の特性上仕方ない部分ですが、それを覚悟して対応
していきたい。ただ、商品開発であるとか、将来の
成長のための仕掛けとか、やるべきところはリスク
を計りながら、恐れずにきっちりやっていきたい。

梶　：当社はアウトドア系の素材がメーンですが、
韓国などのマーケットで引っ張ってもらった部分も
少しありまして、その韓国がトーンダウンしてきて
います。そこに為替の要因でダブルパンチです。3
月までの受注は、当然しっかり見ていますが、4 月
以降はどうなるか分からない。それを冒頭申しまし

た 11 年比 2 割強の増収計画に近づけるため、今で
きる限りのことをやっている状況ですね。先日、あ
る大手自動車メーカーの部品工場を見せてもらった
ところ、そこで働く人たちの手の動くスピードは、
弊社従業員の倍に見えました。異常と思えるくらい
速い。厳しい自動車部品というビジネス環境で 20
年間ものづくりをしてきたところは違います。「乾い
た雑巾を絞る」という言葉がありますが、その意味
では繊維業界は、まだビショビショの雑巾なのでは
ないかと感じましたね。このビショビショなのを、
せめてもう少しサラッとしたものにしたいと考えて
います。コスト、効率、そういうこともやることは
沢山あると思っています。

宮本：2012 年度については、2011 年の増収・増益
から、厳しい経営環境になると想定しています。そ
の中で、当社は “新商品の開発” “新技術の開発” “新
商流の開拓” という “3 つの新” で世界に飛躍して
いこうと考えています。新技術で徹底したコストダ
ウンと新商品開発をして、新商流でモノを流すこと
で、この厳しい状況を乗り越えたく思っています。

寒川：本日は、ありがとうございました。

座談会を終えて
本座談会は、1月23日に開催したものであるが、
その後為替問題などの懸念材料も多く、先行き不透
明感が増している。一村産業の石井社長は、織機の
販売不振を北陸産地の景況弱含みを読みとく先行
指標として挙げており、参加各社とも1〜3月期
の苦戦を予想する中で、生き残りに向けた難しい舵
取りを迫られながらも、自社の強みを活かした新た
な挑戦を続けている。


