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皆さん、こんにちは。ご紹介にあずかりました、
カイハラ株式会社の貝原でございます。北陸産地の
皆さまには日頃から大変お世話になりありがとうご
ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

カイハラの歴史
−絣からデニムへの転換−

本日は、最初に当社の歴史からご紹介します。当
社は、1893年に私の祖父が始めた藍染備後絣の生
産が前身になっています。皆さんご存じの通り藍染
は、基本的に甕の上で人間が絞るというものでした
が、それを私たちは液中で絞るという工夫をしまし
た。藍染染色機という機械を使って液中で絞るよう
にしたのです。この発想は、風呂にタオルを入れて、
その中で絞って外に出すと、タオルの表面には若干
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去る 3月1日に、金沢市の ANA クラウンプラザホテルにおいて、東レ株式会社と株式会社東レ経営研究所
の共催で、繊維産業シンポジウム『北陸産地の復活を目指して』を開催しました。当日は、東京大学大学院経
済学研究科藤本隆宏教授、カイハラ株式会社貝原良治代表取締役会長、東レ株式会社大矢光雄取締役の 3人の
講師にご講演いただきました。本号では、そのうち、貝原会長の講演内容をご紹介いたします。なお、藤本教
授の講演内容については、弊社の経営情報誌『経営センサー』5 月号にて別途ご紹介いたします。
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組合理事長、広島県中小企業団体中央会副会長、ファッション
戦略会議メンバー、ジャパン・クリエーション実行委員長、中
小企業庁地域中小企業サポーター、日本綿スフ織物工業組合連
合会理事長、日本繊維産業連盟常任委員、日本ファッション・
ウィーク推進機構理事、日本ジーンズ協議会理事長を兼任。
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オンリーワン技術で世界に挑む
―カイハラのモノ作りの考え方―

写真1　手染め

出所：カイハラ（株）

写真2　液中絞自動藍染機

出所：カイハラ（株）
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のお湯が残るものの、中には水分が残らないという
発見から思いついたものです。

従来のように、甕の外で絞りますと、藍の液が空
中を落ちていきますので途中で酸化してしまいま
す。その染料が甕の中にどんどん流れ込んでしまう
と、染料の消費が増えることになりますので、液中
で絞ることで染料の酸化を減らせるのがいいと、こ
の方法を採用しました。この液中絞自動藍染機は
1954年に自社で製作し特許を取って、備後や備中
といった三備地区や、その他いろいろなところに販
売しました（写真1、2）。

絣の販売では、当初着物用に 37、38㎝の小幅を
製造していましたが、洋装用に広幅が欲しいという
要望が出ました。そこで洋装用に輸出するという計
画で、特許も取り、準備機械も全て自社で考えて作っ
たことがありました。しかし、広幅絣はどうしても
柄がきれいに合いませんでした。プリントの技術も
どんどん進歩している時でしたので、それに比べて
単価の割に工程数も多く、残念ながらこの広幅絣は
あまり成功しませんでした。

一方で、1961年には 48インチ（122cm）幅の「絣
入りサロン」を開発し販売が伸びました。サロン

（sarong）というのはイスラム教徒の男性が履く腰
巻のような衣装で、その後に少しの幅の絣を入れた
のが爆発的な人気を得たものです。ところが、1967
年に当時の決済通貨であったスターリング・ポンド
が約14％の切り下げで 1,008円から 860円位になっ
てしまう等、輸出ビジネスが非常に困難になったこ
とからこの販売も縮小してしまいました。

この当時、1967、68年は、日本ではベトナム反
戦運動や大学紛争の頃で、随分ジーンズが普及して
きました。また本格的なデニムはアメリカやメキシ

コ、香港等からの輸入品で、地場の機屋、あるいは
ジーンズメーカーからは、何とかカイハラでやれな
いかという要望を受けるようになりました。そこで
初めて、デニムの生産に着手することになります。
1970年にロープ染色という方法を考えて、これも
自社で機械（藍染連続染色機）を作りました。当時
はこのロープ染色で注文を受ける受注加工を行って
いまして、一番多い時は月間に 600万m位染めてい
ました。それが日本のデニム生産のピークで、それ
からはどんどん減っていますね（写真3）。

紡績事業への進出
デニムの染色を始めてから、徐々に自社で行う作

業工程を増やしていきまして、社内の設備は最初に
独自に考えたロープ染色機に、スルザー織機（78
年）、整理加工機（80年）、紡績機（91年）と拡大
しました。ここで現在の紡績・染色・織布・整理加
工の一貫生産体制が完成しました。

紡績まで自社で行うようになった当初は、「どう
して紡績へ進出するのか」という質問をよく受けま
した。日本では当社が 1991年に紡績工場を新設し
て以降、新しい紡績工場は作られていない状況です
が、我々としては、自社で紡績から行うことによっ
て、とにかく良い糸を作りたいと考えました。

皆さまのようにプロの方にお話しするのは恐縮で
すが、当社でも織布の効率を上げ、稼働率を上げて
いくのが非常に重要だと考えていまして、そのため
にはどうしても切れにくい糸を作る必要がありま
す。織機が止まる条件は、経糸が切れる、緯糸が切
れる、経糸がなくなる、緯糸がなくなるということ
で、そうなると最終的には機械故障ということに
なってしまいます。効率アップの工夫として例えば
当社では二幅一緒に糊付けをして、二幅一緒に織っ
ていますが、二幅で進行していますと、10,000本と
か 11,000本といった糸の本数になります。その中
で、やはり 1本切れれば織機は止まってしまうわけ
です。

また、品質面でも織機が止まることによって、そ
こにストップマークができます。もうこれはアウト
です。素人目には目立たないようでも、ストーン
ウォッシュのような加工を加えるとそこにはっきり
と段ができてしまいます。

このように糸が切れるということが 1番大きな欠
点になりますから、徹底的に糸切れを防ごうという
のが紡績に進んだ要因です。

1991年当時、この紡績の設備に 28億円程の投資

写真3　日本初のロープ染色機

出所：カイハラ（株）
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をしましたが、自社で糸から作ることで狙い通り A
反率を随分上げることができました。

また、「利は元にあり」ということで、良い生地
を作るためには、良い糸を作る必要があり、そのた
めには原料である綿花を良くしようと心がけていま
す。現在デニムメーカーが扱う通常の綿花の中では、
1番良いものを使っているつもりです。

良い綿花を選別する目的には、色の安定も挙げら
れます。ご存じのように、綿花というのは収穫年や
産地によって色目が違ってきます。そのため色の安
定を考えて当社では混綿の比率をやたらに変えるこ
とはしません。今はだいたい 3種類程度を採用して
おり、綿花価格が高騰しても他のもので賄うことは
ほとんどありません。また、どうしても混綿比率を
変える場合は、そのまま混綿機に流し込むようなこ
とはせず、1度そこで引き終わりにして、ロット替え
をして新しく投入するということを徹底しています。

また、日本のモノ作りの強みである品質の安定と
いう点でも、綿花の選別は重要です。製品の品質が
良いのはいわば当然で、その上で、例えば 1年前販
売したものを、次回たまたまオーダーが来た場合に、
きちんと再現できるだけの品質の安定があることが
日本でのモノ作りの 1番大きな特徴であり、強みで
はないかと我々は思っております。そのためには、
まずは原料である綿花を変えないことが大前提です
し、さらに染色のデータもきちんと整備して、次回
のオーダーに正確に対応するということが非常に大
切なことと言えます。

紡績の機能を持つもう 1 つの利点には、糸の開発
も自社で行えるということがあります。例えば今は
ビンテージ感覚が人気ですので、皆コンピューター
でムラ糸を出していまして、これはもうどこがやっ
てもほとんど一緒と言えます。そこで他社と差別化
するためには、新しい糸が有効になります。そういっ
たことを目指して、太いところが長いものとか短い
もの、太いところと細いところのバランスがものす
ごく崩れているものとかいろいろな形状を研究し、
独自の新しい糸の開発を繰り返し行っています。

生産工程
・紡績

ここで、当社のデニムの生産工程をご紹介いたし
ます（写真4）。

紡績工場では、原綿は全てコンテナで運んでいて、
綿花は 4万俵程度をストックするようにしていま
す。写真は 1991年にスタートした吉舎工場の最初

のブレンドマットの機械です。全て空気搬送と、自
動搬送で動いています。現在、我々は写真にありま
すようにリングとオープンエンドの 2種類の設備を
使用しています。

・染色
染色工程は、我々はロープ染色と呼んでいまして、

糸をロープ状にして精練し、水洗してインディゴ洗
槽で染色しています。このロープ染色では、クリル
に糸を立てて、ロープ状に整経しておりますが、こ
ういった各工程の前後関係の設備は皆自社で製作し
ています。

藍染は、染色槽から出てきたばかりの時は緑色で、
藍が酸化することによって、5秒〜7秒たつとブルー
に変わっていきます。インディゴ染色は常温で、高
圧でも高温でもなく、酸化時間を経ることで自然に
変色していきます。

ところでデニムというのは縫製後に必ず洗いま
す。そして、色が落ちなければいけない。かといっ
て、落ちすぎてもいけないわけです。染色の際、絣
の場合は中心まで染まっていますが、デニムは中心
に芯白という白い部分を残す必要があります。1本
の指でいいますと、皮と肉が染まって、骨が染まっ
ていないような状態ですね。そして洗ったりこすっ
たりすると、中心の白が出てくるのが 1番大切なこ
となのです。反対に中まで染まってしまうと、擦れ
た所がぼやっとしてしまう。そこで今は苛性とか精
練剤を入れて、より、表面だけを染めていくという
ようなことも研究しているところです。

さて、染色した後は、また 1度水洗や湯洗を行い、
染料をきれいに落として乾燥させます。乾燥したも
のを今度はロープ状から 1本1本の糸に戻して、リ
ビーミングします。これを我々は「分繊」と言って
います。

・織布
織布は、プロジェクタイルのスルザー織機の二

幅織が中心で、一部エアージェット等も使ってい
ます。先ほど分繊し、糊付けしたビームは 3トン近
く、織り上がったものは 4トンあり、これを皆ロボッ
トで自動搬送しています。また、サイジングは全
て特注の設備で、二幅を一緒に行っています。

搬送は天井を走らせるか、グランドを走らせるか
検討して、天井を通して何か事故が起きてはいけな
いということで、全てグランドを通して搬送するよ
うにしています。
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写真4　カイハラのデニムができるまで
原綿倉庫 紡績（ブレンドマット）

紡績（カード） 紡績（リング精紡機） 紡績（空気精紡機／オープンエンド）

ロープ染色① ロープ染色②

織布 整理加工

生地試験 生地検査

出所：カイハラ（株）
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−織布工場の設立−
1978年に吉舎工場として織布工場を作る時には、

織り上がりで 4トンにもなる大きなロールの扱い
方を学ぶため新日鐵と大王製紙の工場を見学し、
また、当社の工場の設備で取引のあったトヨタ自
動車、三菱電機、IHI の工場も見学しました。吉舎
工場設立当時は、とにかく 10年後でも世界と戦え
るような工場を作らなければと考えていましたの
で、そのためにこのように大きなロールにする方
法にしたのですが、この大きな巻にしたことの 1
つのヒントは、1974年に大手のジーンズメーカー
で生地を裁断する際の延反工程を見たことにあり
ます。その時は 25m の延反台で作業していて 24m
とか、23.5m とか、22m とか毎回作業内容が違って
いました。どうしてそんなに違うのだろうと思い、

「同じ長さにしておけば、無駄が少ないのでは」と
聞いてみたところ、「そもそも入荷されるものの長
さが皆違うんだ」ということでした。それをそろ
えるためには、延反の長さが皆変わってくると。
そこで、「ああ、そうか。それなら元から同じ長さ
で豆腐を切るようにすればいいのにな」と考えま
した。そこで、1976年に織機を購入し、1977年か
ら工場の設計をする際は、とにかく豆腐を切った
ような形にできる設備を考えようということで進
めました。しかし、これをかなえるために建物の
スペースは倍ぐらい必要になりました。

スペースが広くなれば、その分の空調も電灯もさ
らに必要になりますが、アパレルメーカーなどのお
客さまのことを考えると、こうして長さを一定にし
て、定尺のものを供給するのが 1番プラスになるの
ではないかと思いました。また、作る側としても機
前で切り下ろすよりも、巻取り機を使う方が連続し
て生産できるわけで、その分織機が止まらなくて
済むということもあります。それとデニムの場合は
7〜8％斜めになっていますので、ジョイントして
も斜めの部分、端の 70cm〜1m以上の部分を捨て
なければならない。そう考えると、その分のロスも
少なくて済むだろうということでこの形式にしまし
た。また、省スペースのために、2階建てにして上
で織って下はビームで糸を供給して最後に巻き取り
という形式も考えたのですが、そうすると建物にか
かる費用が随分高くなります。当社では、日本で生
産を行う場合には「とにかく、繊維産業では坪5万
以下でなければだめだ」という先代の持論もあり、
最終的に今の形で工場を設計しました。

一方で、このスルザー織機には、振動の問題があ

りました。我々の町でもスルザー織機を使われてい
る工場がありましたが、織機から 50m〜100m位離
れたところで振動が起こって、「床の物が倒れた」
といった苦情が出ているようでした。また、デニム
ではないのですが同じようにスルザー織機120台ほ
どで織布をされている工場を見に行きましたが、周
りではちょうど田植えが終わった後で、田んぼの稲
を植えた周りに皆輪っかができていました。「ああ、
これが振動の影響だな」と。それを見ていたので「こ
れは絶対、平地に工場を作ったら大変だな」と思い
ました。そこで当社では、山林を買って、それを平
地にして工場を設立しました。そうすれば振動は全
て逃げていきますので、周囲に迷惑をかけることは
ないだろうと。さらに、平地ですと土地代も高いで
すが、山を削ればそれほどでもなく、今の本社を除
いた工場は皆、坪2万円以下で収まっています。そ
う考えると今でも海外の工業団地よりかえって安く
なってきているんじゃないかなと感じています。

・整理加工
織り上がった生機は、検査に回ります。生機検査

も二幅一緒に全て人の目で見るという方法を行って
います。微細欠点はこの工程で全て取り除いていき
ます。その後、整理加工、大きく分けますと毛焼と
いう工程とスキューという斜行防止です。綾織りの
構造ですから、よじれてしまいますので、その分を
先によじっていくというのがスキューです。さらに
防縮加工があり、この 3 つが大きな整理加工の工程
です。その中に樹脂を使ったり、上にパディングし
たりなど、いろいろな複雑な工程も加わってきます。
この加工段階でも大きいロールのままで投入してい
ます。そして最終は引き裂き強力とか、重さ、剛軟
度等の検査を行います。各検査項目は全てデータで
出せるように管理しています。規格は日本の JIS で
はなく、アメリカの AATCC を採用してコントロー
ルしています。また、整理加工の際は、軍事資材の
検査用のイスラエルの機械で欠点を調べているもの
もありますが、最終的には検査は全て人の目で見て
います。今1番困っているのはムラ糸で、長いムラ
糸もあれば短いムラ糸もありまして、そういったこ
とも全て当社では人間の目でチェックをするように
しています。

できあがった製品はラックの中へ積んでいきま
す。この時も、例えば井桁の形に積めば、たくさん
積めますし取り扱いも易しいようですが、デニムと
いうのは非常に重いため、接点のところだけがぽ
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こっとへこんでしまいます。そこで全てピラミッド
型に積むようにしています。

デニムに要求される品質
生産工程を説明しましたが、デニムには品質面で

いくつかの満たすべきポイントがあります。
第1 に「色の安定」、これは先ほどの紡績にも関

わる部分ですね。
第2 に「洗濯収縮の安定」。通常のデニムですと、

大抵2〜3％の残留収縮を残して仕上げます。今現
在店頭に並んでいるものでは、全く洗わない「ノン
ウォッシュジーンズ」というのは非常に少なく、ほ
とんどが洗いをしたものです。これは店頭に出る前
に洗っていますので、逆に履いていると伸びます。
洗うとまた縮むわけです。これが洗濯時に伸びるよ
うですとマーケットでは全然受け入れてもらえませ
ん。この洗濯収縮というのは、大切なポイントで、
これを安定させていくことが非常に重要だと考えて
います。

第3 に「剛軟度」。これは生地の硬さです。生地
が硬いとミシン工さんから「痛い」といって不満が
出ます。一方、軟らかすぎると縫製時に伸びたりよ
じれたりしてシルエットが崩れてしまいます。です
から「剛軟度」というのは非常に大事です。

また、同じ生地を触っても人によって感覚は違い
ますから「硬い」「軟らかい」と意見が分かれます
ので、それを測るにも数値が必要です。当社ではそ
ういった数値を設定しており、サンプリングも、ど
ういう状態でサンプリングするかとかいうことまで
皆決まっています。我々としては大本をあらかじめ
きちんと規定しておくことで、コントロールが易し
くなるだろうと考えています。

第4 に「斜行防止」。先ほど申しましたように、
綾織物は右綾の場合は右に左綾であれば左によじれ
ますので、スキューという斜行防止工程が必要にな
ります。これをしないと裁断の時に 7〜8％斜めに
裁断をしないといけませんので非常に困ります。こ
れは用尺を効率的に活かすことができ、歩留まりを
良くする工程です。

デニムに不慣れな裁断屋さんでは、「この生地は
緯糸が斜めなんですが」と言われることもあります。
他の合繊織物などではそういったよじれるようなこ
とはないので、そういう質問が出るわけで「それは
よじれを防止するために専用の加工をしているんで
すよ」ということを説明するようにしています。

デニムとジーンズとは
デニムというものについてあらためて考えてみま

すと、機能性も高く、気候や季節、国境、年齢、男
女の別なく誰でもジーンズを履いています。もちろ
ん、例外もありますが、世界的に最も普及している
衣料品といえばジーンズではないでしょうか。我々
は、そういうものを作っているのだと自負しています。

ジーンズの位置付けは、日本ではファッションア
イテムとして捉えていますが、欧米はどちらかとい
うと日常着、労働着というイメージです。

アメリカでは、現場労働における制服、作業服は
ありません。そこでは皆ジーンズを履いている。丈
夫で、かつ綿100％で汗を吸ってくれるということ
で、どんどんブルージーンズが普及していった。そ
れが結果的に「ブルーカラー」という表現になり、
現場で働く人を「ブルーカラー」、また事務所でワ
イシャツを着て働く人を「ホワイトカラー」と呼ぶ
ようになったようです。

リーバイ・ストラウス社との出会い
さて、このデニムの製造を続ける上で、リーバイ・

ストラウス社との出会いというのが、我々にとって
非常に大きなエポックメーキングでした。1970年
〜80年当時、リーバイスは世界ナンバー 1 のジー
ンズメーカーであり、世界ナンバー 1 のアパレル
メーカーでもありました。我々はそこと取引をする
ようになったわけです。リーバイスと取引すること
によって実にさまざまなことを学びました。

彼らは、品質には非常に厳しいのですが、その基
準となる彼ら独自の「スペック」というものを持っ
ていました。それが我々にとっては非常に勉強にな
りました。例えば、ジーンズというのは、先ほどご
説明しました通り、綾織りですからよじれます。ビ
ンテージと言われる昔の右綾のジーンズは、全て脇
の部分が右に捩れています。だいたい 7〜8％ずれ
るようになっています。シャトル織機の耳を使って
いたということもありますね。そこで、そういうこ
とを防ぎ、よじれないようにしようと思えば、どう
しても斜めに裁断を入れなければいけません。そう
なると、用尺が非常に多く要るわけです。そういう
ことも全て学べました。我々にとっては非常に意味
の大きいことで、彼らときちんと取引できるように
なるということは、世界のデニムマーケットへ打っ
て出るための飛躍のチャンスでした。

リーバイスとの契約は、最初3カ月で始まりまし
た。その次の 3カ月間はある程度の数字を提示され
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て取引し、そしてまた 3カ月、3カ月というふうに
延長していきました。契約したものについては
100％引き取ってくれましたし、裁断したものにつ
いては一切クレームなしでした。受取検査はランダ
ムに約10％行って、スペックに合っているかどうか
をチェックされます。もし外れているということに
なるとさらに 10％ピックアップします。そこで OK
であればそのままスタートですし、もしそれがアウ
トであれば、我々サプライヤーとの話し合いでどう
するか決めるという方式でした。大きなクレームに
なったことはほとんどありません。我々、生産者に
とっては非常にいいお客さんだったなと思います。

もちろん、最初に提示された厳しいスペックを超
えるのは簡単ではなく、結構な時間がかかりました。
しかし「ああ、これは難しい」ということであきら
めてしまっていたら、今日現在の当社もなかったと
思います。

リーバイスは、世界市場を相手にする大企業です
から、他にもいろいろ勉強させられました。例えば
1 つには能率給の徹底があり、リーバイスの自社工
場に行きますとそれを実感させられます。工場内で
は各ミシンのところに 80 とか 90、100、110、120
といった数字が書かれた旗が立っています。それは
一人ひとりの生産性を表していまして、スタンダー
ドの仕事をしている人が 100 とされます。そして
130 という高評価の人は、ファーストネームと写真
がボードに貼り出されます。逆に、80 が 3カ月続
くとクビだそうです。

また検品時に何か不具合があると、この脇は誰が、
内側は誰が縫ったということが全て分かるようになっ
ており、担当者のところへ戻して縫い直させます。
昼間の休憩時にコーラとハンバーガーを食べながら、
糸をほどいて縫い直しという光景も見られました。

このようにリーバイスと出会うことにより「デニ
ムとは何ぞや」ということを、本当に勉強させられ
た思いです。また、リーバイスへ売っているという
ことが、そのまま当社の製品が世界で認められたと
いう証にもなったわけで、リーバイスとの出会いは、
我々にとって、また日本のデニム業界にとっても重
要だったと思っています。

日本繊維産業の現状
現在の日本の繊維産業全体を見渡しますと、これ

はもう皆さんよくご存じのところですが、特に、我々
の紡績の錘数というのはどんどん少なくなっていま
す。日本の場合は、超細番手とかコーマ糸とかいっ

たもの、それから太番手というのが一部残っていま
すが、紡績全体では非常に縮小しているのが現状か
と思います（図表1）。

紡績業の多くが海外へ工場を作り、短繊維の分野
では織布、染色加工等についても随分と縮小してい
ます。一部、ワーキング等の分野では日本へ持って
帰ってきて染めてまた海外で縫製して、日本に持ち
帰るということがありますが、海外で紡績を行って
海外で染色するということが増えています。また、
例えば 10社あった織布や染色加工業者が 9社、8
社に減ったとして、減った 2社分の仕事が残ったと
ころに回ってきているかというと、なかなかそうは
いっていないのが現状ではないでしょうか。それだ
け、日本のマーケットが縮小していると思いますし、
やはりその中で生き残っていこうとすれば、何か特
徴あるものを作らないといけないと思います。

現在、日本のマーケットには 39億から 40億点ぐ
らいの商品があります。しかもその 97％近くが輸
入品です。39億点を 1億3,000万人の人口で割ると
1人当たり約30点なので、老若男女ひっくるめて、
1人当たり年間30点を購入しないとこのマーケット
では余る計算になります。しかし、トドラーとかキッ
ズだったら今年着た分はもう次の年は入らないので
新しく買おうということになりますが、我々のよう
な壮年なんかですと全然買い換えない。そうなると
見た目でもすぐに違いが分かるような商品を作っ
て、お客さんにアピールしていかないとなかなか手
にとって買ってもらえないんじゃないかと危惧して
いるわけです。一方で、国内では縮小傾向が続いて
いますが、デニムに関して言えば「メイド・イン・ジャ
パン」ということで、まだまだ輸出を伸ばす余地は
あると思っています。

図表１　日本繊維産業の現状
Company Logo

日本繊維産業の現状

紡績設備
1977年 13,742,000錘
1987年 10,750,000錘
1997年 5,091,000錘
2007年 1,776,000錘
2012年 1,148,000錘
→ 日米繊維交渉により「輸出枠」規制、国内の繊維産業が縮小

織布、染色加工等 大幅に縮小

日本国内の衣料製品※ソックスを除く
・輸入品 － 96% （37.5億点の商品）
・国内品 － 4% （1.6億点の商品）

産地の崩壊
→ 分業形式（染め・糊付・織布）が歯抜けの状態

出所：カイハラ（株）
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我々としても生き残りの努力を続けなければいけ
ませんが、今、現状としてはジーンズのマーケット
は非常に厳しい状況が続いております。

産地の崩壊ということも言われています。ほとん
どの産地は長い工程を分業形式でそれぞれに担当し
ています。当初の設備投資は少なく済みますが、こ
れは 1 つのネックになり得ます。技術革新とか設備
更新が必要な際に、世界基準で見た場合には幅の問
題が一番大きいように思いますが、どこかの工程が
それに対応できないということになれば、産地とし
てなかなか設備の更新ができないことになります。
我々の産地組合もそういう悩みを抱えています。あ
るいは、例えばサイジング屋さんが減って、その産
地でサイジング屋さんがなくなるということになる
と、産地の組合がそのサイジング工場を買って、産
地内のサイジングを請け負うということもありま
す。そんなふうに産地がどんどん縮小していってい
ます。老齢化も進み、後継者も少ないということで、
ますます産地の縮小は進んでいくのではないかと危
惧しています。

販売環境の変化
マーケットという面では、デニムも以前に比べて

販売ルートが随分変わってきたと感じています。こ
れまではジーンズのナショナルブランドがたくさん
あり、そのメーカーへ販売していたものが、GMS、
SPA といった業態が参入し、販売ルートが変わっ
て、それに一つ一つ対応していかないといけません。

現在の我々の売り先は、国内では昔からあるジー
ンズメーカーが主体で、その他にはセレクトショッ
プや日本のカジュアルメーカーにも販売していま
す。そして SPA ですね。

また、海外では欧米のさまざまなブランドに販売
しています。20年以上前は大手のジーンズメーカー
に売っていればそれで良かったものがどんどん売り
先が複雑になっていまして、今現在はそういったさ
まざまな客先へプレゼンテーションに行っています。

販売先については、海外の競合メーカーから、ど
んどん攻められてくるということもあり、産地とし
て生き残っていくためには、自分たちの強みを生か
すために、どの分野のどの客に売っていくのかとい
うことをあらかじめ明確にしておく必要があります。

また、それぞれの産地が縮小する状況下では、日
本産地という大きな視点で考えていかなければと思
います。いろいろな意味で海外との競争で勝ち残る
ためには、この北陸の長繊維産地や、我々の短繊維

の産地もコラボレーションを積極的に行っていく必
要があると思っています。

カイハラ（株）の物作りの考え方
①日本でのモノ作りに徹底

我々のモノ作りの考え方として、1 つには日本で
のモノ作りにこだわってやっていこうとしています。

デニムは装置産業ということも常日頃考えており
まして、積極的に設備投資をしています。工場の稼
働は年間340日ちょっと、休みは 24日程度で、4組
3交代の体制で操業していまして、1人当たりの設
備費が 7,000万円から 1億円ぐらいになります。

世界中で日本人が一番厳しい目を持った消費者で
もあるし、生産者の立場では、何かあった時に自分
で工夫してどう対応しようかということを常に考え
るものです。そういった鋭い目、人の目で見るべき
ところは大事にしておきながら、そうでない所は可
能な限り自動化するようにしています。当社の先代
が言うには、とにかく日本の税制で節税対策するに
は償却しかない、それが 1番の節税だということで、
その考え方でやってきています。自動化を進めるこ
とで、労災の発生も少なくできます。効率を上げて
いこうということで夜中も操業しようと思えば、人
手が多く必要な環境では難しく、全て自動化という
方向になります。

海外へ出て行くことを想定した場合には、文化も
随分違い、税制や労働規則等も基本的に違います。
我々はそういったことに対応するノウハウを持って
いませんので、相応の勉強をする必要が出てくるだ
ろうと思っています。また、賃金の安さだけを求め
て海外へ進出しても、いずれは上がっていくもので
しょう。ただ、今後は当社も生産を増やさなければ
ならない状況になることもあるかなと思っておりま
して、その分の次の投資を日本で行うかどうかとい
うのは、慎重に考えなければいけないところです。

②プライベート・カンパニー
当社はプライベート・カンパニーで、その分設備投

資の際にはたくさん借金しておりまして、B/S なんか
見ますと「ああ借金が多いな、在庫が多いな」という
ことになります。それでもやはり中長期的なさまざま
な設備投資というのが必要です。2005年から 180億
円位かけて紡績工場と織布工場を作りましたが、そ
の後、償却に追われて大きな赤字を出し、ようやくそ
れが黒字になりつつあるというのが現状です。

ただ、海外との競合において、日本はソフト面で
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はある程度勝てる基盤があるものの、ハード面にお
いては彼らはものすごい勢いで設備を強化しており、
下手をすれば我々が後れを取ってしまうということ
もあり得ますので、手を抜くわけにはいきません。

ソフト面とハード面の両輪がきちんと機能してい
ないと日本でのモノ作りというのは難しいのではな
いかと思っております。そういった意味でも短期的
ではなく中長期的な視点で考えるようにしています。

それから輸出時の為替リスクの問題もあります。
今現在は紡績もありますから、綿花を輸入して、生
地を輸出しています。トータルでは輸出の方が多い
ので、円安の方が助かります。基本的には全てドル
建てで綿花の支払いをして、輸出した生地の代金で
ドルが入ってきたらそのままドルで置いておきま
す。やはりドルを円に替えて、また今度は円をドル
に換えてというようでは手数料だけでも大きなマイ
ナスになりますので、できるだけそういう無駄は省
きたいと考えています。

また、当社では月次の数字を常に社員に発表する
ようにしています。当社では 2月28日が決算日で、
3月1日の今日から新年度が始まります。毎月、月
初に発表するのは先月の売上ではなく、水揚げです。
例えば紡績であったら斑糸とか、リングとかいった
ものだといくら、織物であったら、こういったもの
だと 1m当たりいくら、それから染色でも整経の部
分があったり、リビーミングのところもある。そう
いった、一つ一つの加工賃を単価として自社で考え
て設定して、1人当たりの生産性と両方合わせて 1
人当たりがいくらになるということを水揚げとして
計算するようにしています。それをずっと続けてい
ますので、昨日までの分は今朝にはちゃんと数字を
まとめて社員に発表しています。この値を売上にし
ないのは、例えば原料が高くなれば当然売上額が伸
びるというようなことが起こるからです。当社では
加工賃、つまり付加価値としていくら収入を得るか、
1人当たりどれくらいの付加価値があるかというこ
とを重視していまして、売上よりも 1人当たりの付
加価値を常に気にしています。毎月初の朝には全て
社員に発表していますので、彼らは「ああ、1人当
たりいくらだったんだな」ということで、今儲かっ
ているか、儲かってないかというのがだいたい分か
ります。こんなふうにある程度会社の成績を社員に
公開するようにしています。

③ダイレクト・マーケティング
中間に商社が入る取引でも、最終ユーザーには商

社任せではなく自分たちでプレゼンテーションする
ようにしています。実際にプレゼンテーションする
ことによって、お客さんの要望をじかに聞くことが
できます。いつの間にか第三者の主観が交じったり
しないように「直接聞く」ということを最優先に、
とにかくお客さんのところへ出向いて行って聞く。
それが開発のヒントになったりもします。とにかく
考え方もコンセプトも、トレンドの予測も自分たち
が直接お客さんに説明するように、提案型ビジネス
を志しています（図表2）。

④染色機などの自社開発
液中絞自動藍染機とか、ロープ染色機といったい

ろいろな機械は、自社で開発して作っています。一
部は外注ということで、特定のところに任せている
部分もありますが、新しい機械は基本的に自社で
作ってきました。

最初に、デニム用にロープ染色1号機を作ったの
は、本当にお金がなく、明日にでも会社が潰れるよ
うな時で、280人位いた社員が、「カイハラが潰れ
るかも」ということで、たった 2年間で 150人にま
で減っていました。そういう中で、とにかく自分た
ちで会社を守ろう、そのために機械を作ろうと、自
分たちで設計図も書いて挑みました。最初のボタン
を押した時に「本当に動くのか」と不安がありまし
たが、きちんとスムーズに動き出しました。それが
1970年の 10月で、これが日本の本格的なデニムの
スタートになったわけです。

同様に大きな工場の設計も全て自社でやってきま
した。その前の分工場という、もう少し小さい敷地
の工場では、建材となる H鋼の出荷サイズを元に
設計しました。福山には JFE、前の NKK がありま
すが、そこから出る H鋼の長さが例えば 25m だと

図表2　③ダイレクト・マーケティング
Company Logo

カイハラ㈱の物作りの考え方

③ ダイレクト・マーケティング
最終ユーザーに直接コンセプト ・ 商品説明する
情報収集 → 共同開発 ・ ヒント
提案型ビジネス

出所：カイハラ（株）
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すると、工場を設計する際に 21m とした場合、H
鋼をその分カットしなければいけません。そうする
とカット分の工賃が発生してくる。そしてまた、カッ
トして残ったものは屑鉄です。ですから、あらかじ
め JFE から出る H鋼の長さに合わせて、工場全体
を設計しました。

こうして鉄筋コンクリートなんかの場合でもどれ
だけ必要かというのは、すぐに計算できます。壁の
厚さはいくら、鉄筋はどのくらい入れて、窓をどれ
だけの大きさにするかというのを調整すればいいわ
けですから。そんなふうに、すぐ手元で計算をして
自分たちで設計するようにしています。大手の建設
会社に任せると非常に高くなりますから、そういう
意味では安くできているのではないかなと思ってい
ます。

⑤世界のデニムマーケットをリードする
　−常に商品開発をする−

我々が日本で生産を続けて生き残るためには、常
に商品開発を続けなければなりません。1 つ出した、
その次はまたこれと、どんどんと我々から発信して
いかないとなかなか勝てない。やはり、「価格」と「量」
の競争はもうできません。今後、海外の賃金がどん
どん上昇してくればまた話は別だと思いますが。

また、価格と量の競争を考えた場合、それだけの
マーケットが日本にはありませんから、全て海外へ
輸出しなければならなくなります。日本でのモノ作
りを考える限り、とにかく価格と量の競争はやらな
いというのが当社の考えです。

そのために、独自の製品を求めてたくさんの試
織を繰り返しています。1年間に 600種類から 900
種類。「デニムでそんなに種類があるのか」と思わ
れますが、「これは緯糸を替えた」とか「打込を替
えた」、または「経糸を替えて染色も替えた」とか、
全てを含めると 1年間にこれだけの種類を試織し
ています。その中から 1ロットだけ、1ショットだ
け販売したというものも数に入れれば、20数％の
製品が 1度はマーケットへ出ていることになりま
す。もちろん、お客さんにプレゼンテーションす
る前に「これはだめ、あれもだめ」と落としてい
るものがほとんどですが、そういう試行錯誤の中
で新しいものを作り続けていくことが一番大事
じゃないかなと思っています。

海外でも、ビジネス・トリップで各地を訪問しま
すと、「何か新しいものを持ってきてくれるのでは
ないか」ということで、現地のお客さんから随分と

期待されていると感じます。ある時は、年に 2回は
訪れるヨーロッパのお客さんに、夏の分を1度スキッ
プしたところ、「いつ来るのか」と催促されました。

「おたくはサンプルだけ取って、いつも成約はない
から、我々としてもそう毎回出向けない」と言うと、
次回訪れた際はいくらか買ってくれました。そんな
ふうに、我々が持ち込む「何か新しいもの」への期
待感は非常に大きいんじゃないかと思っています。

開発に関しては、当社は世界の中で一番多くの失
敗をしている会社だと思います。普通はこんなにたく
さんのサンプルを作る必要はありません。いかに安
く、いかに量を作るかというコンセプトでやればいい
わけですから。しかし、我々はとにかく差別化をし
ていこう、新しい商品開発をしようということを念頭
に、日々、いろいろなチャレンジをしているわけです。
「NOBODY CAN DO! BUT WE CAN DO!!」とい

うのを、オバマさんよりも早く社内で言っていまし
た。差別化をしていかないと我々に残されたマー
ケットはないと思っています。

⑥マーケット・リサーチ
具体的なマーケット・リサーチについては、国内

外共に定点観測を行っています。今は、ヨーロッパ・
マーケットはまだ厳しいので、パリとかロンドン、
ミラノといった所は視察しますが、意識はアメリカ
の方に向いています。特にロサンゼルスやニュー
ヨークといったところに、頻繁に出向いてマーケッ
ト・リサーチを行っています。同時に現地でプレゼ
ンテーションも行います。マーケット・リサーチで
は、我々だけではできない部分について外部委託を
して「ここを調べてくれ」「こういう目的でこう調
べてくれ」といった指示を出して、調査を深めるよ
うにしています（図表3）。

図表3　⑥マーケット・リサーチ
Company Logo

カイハラ㈱の物作りの考え方

⑥ マーケット・リサーチ

内外共に定点観測 ・ 展示会視察
自社でできない分は外部に委託

出所：カイハラ（株）
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特別レポート

日本発のモノ作り
日本でモノ作りをしていまして、やはりメイド・

イン・ジャパンというのは世界に認められていると
感じます。特にジーンズは繊維の中でも製品として
メイド・イン・ジャパンを強みに輸出できる 1 つの
アイテムと考え、今はとにかく日本でのモノ作りを
続けていこうと思っています。

最後に、2012年3月24日に、GFW（Ginza Fashion 
Week）と JFW（Japan Fashion Week）で開催した、

「JAPAN DENIM」をテーマにしたイベントをご紹
介します。JAPAN DENIM というのは欧米のラグ
ジュアリー・ブランドでかなり使われていますが、
そのデニムが日本製だということは日本の消費者に
はあまり知られていません。そこで、松屋銀座と銀
座三越から「日本のデニムというのは、非常に優秀
なんだということを皆さんにアピールしましょう」
というお話があり、共同企画としてこの「銀座
RUNWAY」を開催しました（写真5）。

これは、野外ファッションショーで、人気ブラン
ドや次代のクリエーターたちの作品を中心に、学生
たち、そしてまた中央区と、ちょうど地震の 1年後
だったことから東北の子供たち、皆ランウェイを歩
いてもらいました。女優の米倉涼子さんや当時の経
産省大臣の枝野さんにも参加してもらいました。銀
座の 4丁目から 2丁目までの自動車の通行を止め
て、歩行者天国にしてこれを開催したのですが、そ
ういう路上でのファッションショーというのは初め
てだったと思います。これは、まず成功だったと言
えるのではないでしょうか。

さて、ここまでデニムの話をしてきましたが、今
日の私の洋服も、デニムということで上着のデニム
ジャケットは緯糸に東レさんの合繊を使ったもので

す。下のデニムパンツは平松産業さんでボンディン
グしてもらった防風ジーンズです。こんなふうに、
この北陸の産地とのコラボレーションも多数行って
おり、これからもいろいろなアイデアを皆さんから
いただいてやっていきたいと思っています。

また、ジーンズの裾直しで切った廃材を活用した
コサージュと、自社で私が染めたハンカチ、学生さ
んが作ってくれた藍染のネクタイもしてきました。
今日はもう全て藍染が関係するものを付けていこう
かなということで参りました。

この会場にもジーンズがお好きな方も、そうでな
い方もおられると思いますが、どうか皆さんに 1本
以上ジーンズを持っていただければありがたいなと
思っております。

ということで、今日の私のお話を終わりたいと思
います。

ご清聴、ありがとうございました。

質疑応答
質問者：貴社の皆さんはいつも元気や活力があって、
モチベーションが高いと感じますが、社内での人材
教育等、特別なことをされているのでしょうか。

貝原：ご指摘の通り人材教育というのは非常に大き
な問題だと思っています。やはり常に各人がレベル
アップしていかなければいけません。当社でも社外
研修や、社内研修をしてはいますが、それはあまり、
根本的には大きく寄与していないかもしれません。
やはり外へ出て行って、いろいろな人にお会いした
り、ご意見を聞いたりという経験を重ねることが、
私は 1番の人材教育じゃないかなと思っています。

写真5　銀座FW・銀座RUNWAY

出所：カイハラ（株）


