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はじめに

昨年秋から始まった未曾有の金融システムの混
乱は、世界同時不況を引き起こし、個人消費の減
少、企業倒産の増加、雇用不安の拡大等、実態経
済はかつて経験したことのない深刻な落ち込みに
見舞われている。各国政府は、金融機関の支援に
総力を挙げると共に、大規模な財政出動に全力を
挙げ、その結果、先進国経済の低迷、中国・イン
ドの健闘など国によってバラツキはあるものの、
ようやく景気後退から抜け出し、回復軌道に転じ
つつある。しかし、先行き見通しになると、来年
も金融逼迫及び雇用不安が続くと見られ、各国の
財政支出が息切れ状態になりつつあることから、

景気回復ペースは穏やかなものになろう。
さて、来年の世界テキスタイル業界の動向であ

るが、世界繊維消費量は最悪状態を脱してプラス
成長に転換するものの、回復のテンポは極めて低
調に推移し、落ち込んだ谷が深いだけに、引き続
き厳しい状況を余儀なくされるであろう。また、
日本のテキスタイル業界は、行き過ぎた在庫調整
のリバウンドによって一部の商品の生産回復が進
むものの、深刻な雇用情勢の継続によって消費の
回復が遅れ、特に来年上半期は各企業の経営が
キャッシュアウトによる体力消耗が限界に達する
ことから、いよいよ構造調整の本番を迎えること
になろう。
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1 今回の世界テキスタイル不況は、循環不況でスタートし、昨年秋から今春にかけて需要が急速に縮

小、各国業界は一斉に大幅減産と価格ダウンによる採算の悪化を余儀なくされた。しかし、今年の

4 月以降、各国間の稼働状況に差が生じ、例えば中国業界は、輸出の不振を内需用縫製生地の好調

でカバーし、若干の生産回復の傾向が表れたのに対して、日本の繊維産地は世界の中で最も深刻な

減産に陥っている。

2 来年の世界テキスタイル景気は、世界経済の持ち直しを背景に穏やかな回復を示すものの、サバイ

バル競争の激化等の構造不況要因が強まり、国際競争力の強弱によって各国間の景況に一段の格差

が拡がるであろう。日本のテキスタイル業界は、内需の消費低迷及び低価格志向が継続し、川下ア

パレル・小売業界の衣料品需給の悪化も加わって、L 字型の底這いの低空飛行を余儀なくされよう。

3 以上のような状況から、内外のテキスタイル業界の本格的景気回復は、2011 年に持ち越される公

算が強く、我々は単純に一般経済の景気回復を待ち焦がれることなく、自らの抜本的な経営改革努

力によって採算をキープし、この苦難を乗り越えなければならない。この嵐を克服した暁には、か

なり見通しの良い状況が見えてくるであろう。
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周知の通り、内外の繊維情勢はここに来てます
ます変化が速くなっている。我々はサバイバルを
確実にするために、繊維景気の実態がどうなって
いるかを、マクロのデータ分析を通じて把握し、
今こそ的確な経営戦略を機動的に打ち出さなけれ
ばならない。本稿では、9月現在における情報を基
に、アジア主要国のテキスタイル業界の現状を簡
単に述べ、国内の消費データ、テキスタイルの生
産加工データのポイントを可能な限り整理し、今
次不況の実態と問題点及び来年の見通しについて
まとめてみたい。

1．循環不況から構造不況へ　
（1）底打ちの時期より需要の戻りが問題

繊維不況の要因を大別すると、循環不況要因と
構造不況要因に分けられる。本誌において何度も
指摘してきたことであるが、循環不況要因とは一
般経済の景気後退に連動して、末端繊維消費の減
少と中間流通段階の在庫圧縮が起こり、繊維企業
の受注量が減少して、不況に陥ることである。他
方、構造不況要因は、人件費の高騰・設備の老朽
化等の高コストに伴う価格競争力の弱化、開発
力・品質のレベルダウンによる非価格競争力の低
下、為替相場の高騰に伴う国際競争力の低下、過
剰設備によるオーバーサプライと価格競争の激化、
消費構造・マーケット構造・流通構造の変化に伴
う需要の減少などによって、繊維企業の生産規模
が縮小するものである。過去経験してきた繊維不
況は、いずれも循環不況要因と構造不況要因が
ミックスされており、ただそのウエートが異なる
ことから、不況のパターン及び不況対策に差異を
生じている。
さて、今回の世界テキスタイル不況の経過を見

ると、昨年秋から今春までの半年間の状況は、世
界経済の同時不況に連動して末端実需が落ち込み、
また、価格の先安感と需要の先細りの不安感、そ
して金融逼迫の深刻化もあって、中間流通段階の
急激な生機在庫の削減が行われ、典型的な循環型
の不況パターンで推移した。その後の経過を見る
と、中間流通段階の在庫圧縮については、第 2 四
半期に各国共に在庫調整がほぼ完了し、一部の国
において生産の回復が始まっている。しかし、末
端実需については、中国・インド・インドネシア
の内需が一般経済の健闘によって比較的堅調に推
移しているものの、先進国及び多くの途上国の消
費低迷が継続しており、世界テキスタイル不況は

明確な底入れ感が出ていない。もし仮に、中国・
インドの繊維消費大国の健闘がなければ、世界テ
キスタイル不況は泥沼化したであろう。
したがって、今回の世界テキスタイル不況が循

環要因のウエートが高いことから、多くの繊維企
業の関心は、世界経済及び繊維需要の本格的な回
復の時期がいつなのかに集中している。そのため、
各国の景気底打ちの動向、株価、小売店の売上高、
工業生産指数、失業率などのマスコミ情報に一喜
一憂している経営者が多い。しかし、この点に関
して、東レ経営研究所の増田貴司産業経済調査部
長は、『戦後最悪の不況を企業はどう乗り切るか』
（経営センサー、No.112、2009 年 5 月号）のレポー
トの中で、「重要なポイントは景気底打ち時期より
もむしろ、需要の戻りがどの程度かという点です。
今回は底打ち後も需要や生産の水準は長らく低位
にとどまりそうです。数量の戻りが鈍いことに加
え、世界的なデフレ傾向とコモディティ化の進展
で、単価の下落圧力が強いことが、企業にとって
試練となります。……企業は売上がかつての 4 割
減でも利益を出せる態勢をつくるために、抜本的
な事業構造改革、技術革新、サービス改善等に取
り組んでいくことが求められるでしょう」と述べ
ている。増田部長のこの指摘は、まさに我が国繊
維産地の直面する最も肝要な課題と言えよう。
我々はいたずらに需要回復、価格回復を待ち焦が
れるのではなく、現在の消費低迷・低価格志向が
長期化すると考え、腰を据えて経営改革に取り組
み、この危機を打開しなければならない。

（2）来年は構造不況が本番

今回の世界テキスタイル不況は、前述のごとく、
これまでのところ循環不況として推移してきてい
るが、来年からは構造不況に大きく転換すること
に注意しなければならない。周知の通り、世界経
済は 2004 ～ 07 年の 4 年間、実質 GDP 成長率が年
平均 5 ％の高成長を遂げ、世界繊維需要も過去最
大の年平均 6 ％の高い伸びを示したが、これは信
用バブルによって底上げされたものであった。し
かし、昨年の世界繊維需要量は、バブル崩壊の発
生によって、図表 1に示すように前年比 5.9 ％減少
した。今年の世界繊維需要量は、更に深刻な減少
を余儀なくされており、4～ 5 年前の水準に逆戻り
することになろう。今後の見通しであるが、残念
ながら信用バブルで拡大した需要分は、ここ当分
は元に戻らず、来年の世界繊維需要見通しは L 字
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型の非常に鈍い回復になるであろう。
すなわち、世界各国の富裕層・中産階級の消費

者は、資産価格の大幅下落で傷つき、株価の値戻
しがあっても、ここ当分は家計の再構築のために
消費を抑制すると考えられる。また、世界人口の
かなりの部分を占める低所得層は、中国等の一部
の新興国を除き深刻な雇用不安が継続し、世界繊
維需要の回復は遅れるであろう。また、織機・編
機・染色機等の川中の設備は、2001 ～ 08 年の 8 年
間、中国の異常な大増設によって慢性的な設備過
剰状態を呈してきたが、今回の不況でギャップが
更に拡大している。今年は、急激な市況悪化を背
景として、多少なりとも各国の足並み揃えた減産
が行われたが、来年は一転して国際競争力の強い
国・企業の稼働率アップの戦略が表面化し、かつ
てない厳しいサバイバル競争が展開されるであろ
う。
以上のような状況から、世界テキスタイル不況

は今年の循環要因のウエートが高い不況から、来
年は需要構造・消費構造の変化、国際競争の激化
等の構造不況要因が高まり、そのため世界的規模
での構造調整が行われるであろう。また、テキス
タイル価格の動向については、雇用不安・所得減
少による消費者の低価格志向が継続し、設備過剰
に伴う過当競争もあって価格回復の戻りが鈍くな
り、他方、糸価格・原燃料価格の値戻しによるコ
ストアップで、来年もテキスタイル企業の経営は
厳しい状況を余儀なくされるであろう。したがっ
て、じっと耐え忍んで景気回復を待つという景気
循環対応の不況対策では、この不況を乗り越える
ことができず、我々は新たな構造不況対策の視点
に立って、もう一度経営戦略を練り直すことが必
要になっている。

2．各国間・企業間の景況格差が開くアジア繊維業界

アジア繊維産業は、世界の合繊ファイバー、綿
糸、合繊織物、綿織物等の 7 ～ 8 割を生産し、世
界テキスタイル輸出の 5 割強のシェアを占め、文
字通り世界の繊維センターになっている。アジア
繊維業界の今次不況の特徴は、各国間・企業間・
品種間の景況格差が開いていることである。例え
ば、中国織物業界は、昨年秋から今春にかけて減
産を余儀なくされたが、4月以降、輸出不振を国内
縫製業向け出荷の増加でカバーし、織物生産はや
や回復基調で推移してきている。しかし、昨年 1
年間に革新織機が 28,597 台（ウォータジェット織
機 10,599 台、エアジェット織機 10,271 台、レピア
織機 7,727 台）増設され、これらの織機が今年はフ
ル稼働に入り、老朽革新織機の過剰感が強まって
いる。そのため設備内容が良く、品質管理を強化
している内需用織物の織物工場がフル操業になっ
ているのに対して、輸出織物及び輸出縫製用織物
を主力に製造している工場及び品質面・信用面で
問題のある工場の稼働は、やや落ち込んでいる。
また、韓台両国も設備力、コスト競争力、開発

力の差と、中国との競合の度合いによって企業間
の稼働率の格差が拡がっている。日本の織物業界
においても、技術力・設備力・開発力を有する企
業、オリジナル製品に特化している企業、グロー
バルな富裕層マーケットや最終マーケットに近い
ところに積極的にビジネス展開している企業等は、
減産率が比較的少ないのに対して、ユーザー業界
の規模縮小の影響をもろに受けている企業、専門
特化の比率が低く同業他社と競合している企業、
東アジア競合国との国際分業が明確でない企業、
価格の割高感が強いために代替商品に市場を奪わ
れている企業等は、大幅減産を余儀なくされてい
る。
このような状況の中で、各国テキスタイル業界

の景況の正確な実態を掴むには、四半期毎のタイ
ムリーな生産データを入手することが必要である。
しかし、日本以外の大部分の国は生産統計の抽出
率と精度に問題があり、正確な景気動向を把握す
ることが困難である。したがって、間接情報では
あるが、各国の経済情勢と小売動向によって繊維
内需の傾向を推測し、また、最も精度の高い輸出
通関統計でテキスタイルの輸出量を調査すること
によって、ある程度の景況を把握ことができる。
以下、アジア主要国のテキスタイル景気のポイン
トを簡単に整理する。

図表 1 世界GDP成長率及び世界繊維需要の推移

区 分 世界GDP成長率 
世界繊維需要量 

千トン 前年比 
2000年 4.7％ 49,746 5.4％ 
2001年 2.2％ 50,132 0.8％ 
2002年 2.8％ 52,694 5.1％ 
2003年 3.6％ 54,727 3.9％ 
2004年 4.9％ 58,115 6.2％ 
2005年 4.5％ 61,886 6.5％ 
2006年 5.1％ 65,157 5.3％ 
2007年 5.1％ 69,076 6.0％ 
2008年 3.1％ 65,030 －5.9％ 

出所：国際通貨基金、日本化学繊維協会 （原資料：Fiber Organon)

（注）世界繊維需要量にはオレフィンを含まず。 
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（1）一般経済及び繊維内需の動向

各国の繊維内需の動向は、一般経済の GDP 成長
率及び雇用情報（失業率・所得状況）とある程度
の相関関係が見られる。国際通貨基金（IMF）が
10 月 1 日に発表した「世界経済の見通し」（図表 2）
によると、世界 173 カ国の実質 GDP 成長率は、
2009 年はマイナス 1.1 ％になり、2010 年はプラス
3.1 ％、2011 年はプラス 4.2 ％になると予測してい
る。しかし、IMF の指摘するごとく、先進国にお
いては 2010 年後半まで失業率の上昇が見込まれ、
新市場・途上国マーケットは、中国・インド等の
一部のアジア新興国を除いて、低所得層の厳しい
状況が継続することから、来年の世界繊維消費量
は若干の回復でとどまると予想される。
アジアの実質GDPの動向であるが、日本は 2009

年マイナス 5.4 ％、2010 年がプラス 1.7 ％と苦戦、
アジア NIEs4 カ国（韓国・台湾・香港・シンガ
ポール）は 2009 年マイナス 2.4 ％、2010 年プラス
3.6 ％になり、アセアン 5 カ国（タイ・マレーシ
ア・インドネシア・ベトナム・フィリピン）は、
2009 年がプラス 0.7 ％と前年比横這い、2010 年は
プラス 4.1 ％の成長に転じる見通しとなっている。

来年の日本の繊維内需は引き続き低調に推移し、
アジア NIEs4 カ国、アセアン 5 カ国の繊維内需は
今年の不振を脱して、来年は回復基調に転じるも
のと期待される。他方、中国・インドの実質 GDP
は、2009 年が中国プラス 8.5 ％、インド同 5.4 ％と
堅調に推移し、2010 年は中国が同 9.2 ％、インド
が同 6.4 ％と健闘する見込みであり、繊維内需も増
加するであろう。しかし、中国は 4 兆元（約 55 兆
円）の景気対策によって公共投資や設備投資が増
加し、個人消費については購入者に補助金が支給
されている自動車・家電の売れ行きは好調である
ものの、衣料品については伸び悩みの傾向が見ら
れ、縫製業界が欧米向け輸出の減少から内需転換
を進めたこともあって、アパレル品はオーバーサ
プライになり、小売店頭の在庫が増加している点
が気がかりとなっている。

（2）織物輸出の動向

アジア主要国の合繊長繊維織物、綿織物、合繊
短繊維織物の輸出動向は、図表 3 に示す如く、昨
年秋以降、世界繊維需要の減少の影響を受けて前
年比マイナスで推移している。入手できる直近の

図表 2 世界経済の見通し（実質GDP成長率の推移）

区      分 
実   績 見 通 し 

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 
世界計（173カ国） 5.2％ 3.0％ －1.1％ 3.1％ 4.2％ 
先進国地域（33カ国） 2.7％ 0.6％ －3.4％ 1.3％ 2.5％ 
新市場・途上国地域（140カ国） 8.3％ 6.0％ 1.7％ 5.1％ 6.1％ 
米 国 2.1％ 0.4％ －2.7％ 1.5％ 2.8％ 
日 本 2.3％ －0.7％ －5.4％ 1.7％ 2.4％ 
ユーロ圏 2.7％ 0.7％ －4.2％ 0.3％ 1.3％ 
  （ドイツ） 2.5％ 1.3％ －5.3％ 0.3％ 1.5％ 
  （フランス） 2.3％ 0.3％ －2.4％ 0.9％ 1.8％ 
  （イタリア） 1.6％ －1.0％ －5.5％ 0.2％ 0.7％ 
英 国 2.6％ 0.7％ －4.4％ 0.9％ 2.5％ 
中 国 13.0％ 9.0％ 8.5％ 9.2％ 9.7％ 
インド 9.4％ 7.4％ 5.4％ 6.4％ 7.3％ 
アセアン5カ国 6.3％ 4.8％ 0.7％ 4.1％ 4.7％ 
  （タイ） 4.9％ 2.6％ －3.5％ 3.7％ 4.5％ 
  （マレーシア） 6.2％ 4.6％ －3.6％ 2.5％ 4.1％ 
  （インドネシア） 

  （フィリピン） 

6.3％ 6.1％ 4.0％ 4.8％ 5.0％ 

7.1％ 3.8％ 1.0％ 3.2％ 3.8％ 
  （ベトナム） 8.5％ 6.2％ 4.6％ 5.3％ 6.0％ 

アジアNIEs4カ国 5.7％ 1.5％ －2.4％ 3.6％ 4.7％ 
  （韓国） 5.1％ 2.2％ －1.0％ 3.6％ 5.2％ 
  （台湾） 5.7％ 0.1％ －4.1％ 3.7％ 4.2％ 
  （香港） 6.4％ 2.4％ －3.6％ 3.5％ 4.0％ 
  （シンガポール） 7.8％ 1.2％ －3.3％ 4.1％ 4.3％ 
ロシア 8.1％ 5.6％ －7.6％ 1.5％ 3.0％ 
中央・東ヨーロッパ 5.5％ 3.0％ 5.0％ 1.8％ 3.8％ 
中 東 6.2％ 5.4％ 2.0％ 4.3％ 4.6％ 
アフリカ 6.3％ 5.2％ 1.7％ 4.0％ 5.2％ 
西半球 5.7％ 4.2％ －2.6％ 2.3％ 3.8％ 

出所：国際通貨基金10月1日公表資料 
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データとして、今年の各国の輸出動向を見ると、
日本と台湾が最も不調で、日本の 4 ～ 6 月の綿織
物輸出が前年比 33.4 ％減、合繊長繊維織物同
22.5 ％減、合繊短繊維織物同 12 ％減であり、台湾
は綿織物同 22.4 ％減、合繊長繊維織物同 14.2 ％減、
合繊短繊維織物同 21.8 ％減である。中国の織物輸
出は、旺盛な革新織機の増設を背景に 2000 ～ 2006
年まで毎年二桁の輸出増を示してきたが、2007 年
から頭打ち傾向が明白になり、昨年秋以降は前年
比マイナスを余儀なくされている。今年 4 ～ 6 月
の輸出は、綿織物が前年比 9.1 ％減、合繊長繊維織
物同 3.5 ％減、合繊短繊維織物同 11.0 ％減である。
参考までに、合繊長繊維織物の各国の輸出推移

を詳細に見ると、日本は今秋以降 1 ドル 90 円前後
の円高をもろに受けて、欧米・中東向けの純輸出
の採算割れが顕著となり、中国等の海外縫製基地
向け輸出も中国産、韓国・台湾産等の織物への置
き換えが進み、アジアの中で最も深刻な輸出減少
を余儀なくされている。四半期別の動向は、昨年
10 ～ 12 月が前年比 13.9 ％減、今年 1 ～ 3 月が同

23.5 ％減、4～ 6 月が同 24.7 ％減と今年になって 2
割台の大幅減少に陥っている。
中国の輸出は、2008 年上半期まで順調な拡大を

示してきたが、同年 7 ～ 9 月にカゲリを生じて前
年比 2.5 ％減、10 ～ 12 月同 7.8 ％減、今年 1 ～ 3
月同 11.6 ％減と苦戦したが、4 ～ 6 月は輸出ドラ
イブがかけられ、同 3.5 ％減となっている。台湾の
合繊長繊維織物の輸出は、中国との競争の激化に
よって、2008 年に入って急速に輸出減少が深刻化
しており、同年 7 ～ 9 月が前年比 13.6 ％減、10 ～
12 月が同 21.3 ％減、今年 1 ～ 3 月が同 16.5 ％減、
4 ～ 6 月同 14.2 ％減と厳しい対応を余儀なくされ
ている。韓国は、中国及び台湾との厳しい競合に
よって、毎年二桁の輸出減少を余儀なくされてき
たが、昨年からウォン安がフォローの風となって
減少に歯止めがかかり、昨年 7 ～ 9 月が前年比
3.9 ％減、10 ～ 12 月が同 2.2 ％増、今年 1 ～ 3 月
が同 1.1 ％減と堅調に推移したものの、4 ～ 6 月は
中国との競合が強まり、同 20.3 ％減と苦戦してい
る。

図表 3 アジア主要国の織物輸出（数量ベース）の対前年比推移

区  分 
2008年 2009年 

1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 
 日本 －1.4％ －6.5％ －6.6％ －13.9％ －23.5％ －24.7％ 

合繊長織物 
中国 14.7％ 10.4％ －2.5％ －7.8％ －11.6％ －3.5％ 
韓国 －7.2％ 18.9％ －3.9％ 2.2％ －1.1％ －20.3％ 

 台湾 －8.5％ －15.7％ －13.6％ －21.3％ －16.5％ －14.2％ 
 日本 －14.1％ －13.7％ －7.9％ －17.5％ －24.2％ －34.5％ 

綿織物 中国 15.2％ 11.0％ 9.9％ －3.0％ －13.6％ －9.1％ 
 台湾 －21.7％ －21.2％ －9.8％ －18.8％ －30.1％ －22.4％ 

 日本 5.1％ 3.8％ 2.8％ 17.4％ －12.0％ －11.9％ 
合繊短織物 中国 －10.0％ 14.6％ 10.0％ －13.3％ －5.9％ －11.0％ 

 台湾 －17.4％ －19.7％ －26.5％ －20.3％ －29.7％ －21.8％ 

出所：各国通関統計 

3．日本の繊維産地は、内需の減少によって大幅縮小

我が国繊維産地の退潮は、歯止めがかからず目
を覆うばかりである。2004 ～ 08 年の過去 5 年間、
全国の産地は異常気象に伴う消費低迷と輸入衣料
品の圧迫に悩まされ、特に短繊維テキスタイル産
地及び縫製産地は、厳しい廃業等の構造調整を余
儀なくされた。他方、北陸長繊維テキスタイル産
地は、車両資材・電気資材・環境資材等の非衣料
分野への転換と高機能衣料用テキスタイルの開発
が功を奏して、2005 ～ 07 年の 3 年間は産地縮小の

速度が比較的穏やかになり、織物業界と細幅資材
業界は縮小したものの、染色業界、編レース業界、
丸編業界は従業者の増加が見られた。
しかし、昨年秋の世界同時不況の勃発、そして

日本経済の急速な悪化によって、北陸産地と太平
洋側の短繊維産地は共に大幅減産に見舞われ、今
年に入って、大阪・東海産地等の天然繊維織物産
地において主力企業の倒産が頻発し、北陸産地で
も中堅老舗企業の倒産が起き、今年上半期の全国
織物（生機）生産量は、前年比 32.5 ％減少、戦後

↑
↑
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図表 4 主要繊維産地の生産指数（原指数）の対前年比推移

  長繊維主体の産地 短繊維主体の産地 
区 分 福井県 石川県 富山県 新潟県 群馬県 静岡県 愛知県 岐阜県 大阪府 

  繊維工業 繊維工業 繊維工業 繊維工業 繊維工業 繊維工業 繊維工業 繊維工業 繊維工業 
 1月 －2.6％ 0.0％ －2.0％ －11.2％ －0.7％ －4.1％ －7.1％ －3.1％ －16.3％ 
 2月 2.9％ 0.1％ －0.1％ －11.1％ －1.9％ －3.3％ －6.2％ －2.2％ －16.5％ 
 3月 －0.6％ －0.2％ －2.5％ －10.6％ －13.1％ －7.5％ －5.8％ －4.4％ －19.1％ 
 4月 －0.2％ 0.6％ 0.3％ －12.3％ －6.9％ －6.8％ －7.2％ －2.0％ －12.9％ 
 5月 1.8％ －1.7％ －0.8％ －10.6％ －7.0％ －1.5％ －7.0％ －5.0％ －16.4％ 

2008年 
6月 －0.6％ －6.3％ 0.1％ －8.6％ －5.6％ －2.7％ －7.4％ －0.9％ －15.4％ 
7月 －4.1％ －10.6％ －3.0％ －4.2％ 0.5％ －9.2％ －7.3％ －4.4％ －20.3％ 

 8月 －5.8％ －10.6％ －10.6％ －6.7％ 0.0％ －6.6％ －12.2％ －2.0％ －19.8％ 
 9月 －5.4％ －9.4％ －7.9％ －9.3％ －0.1％ －16.3％ －10.3％ －4.4％ －16.1％ 
 10月 －4.3％ －10.2％ －13.8％ －6.4％ －5.0％ －11.8％ －11.3％ －20.9％ －20.2％ 
 11月 －9.7％ －13.3％ －14.6％ －6.0％ －9.7％ －10.2％ －12.0％ －19.9％ －19.4％ 
 12月 －11.6％ －18.7％ －15.5％ －12.5％ －6.3％ －13.3％ －16.8％ －22.6％ －18.8％ 
 1月 －16.9％ －22.9％ －22.6％ －9.8％ －15.2％ －15.8％ －25.1％ －30.2％ －11.6％ 
 2月 －23.3％ －28.0％ －30.1％ －17.4％ －11.8％ －25.7％ －30.3％ －35.0％ －14.6％ 

2009年 
3月 －25.6％ －36.1％ －35.2％ －19.7％ －8.4％ －29.1％ －34.4％ －37.4％ －13.7％ 
4月 －23.2％ －34.8％ －31.8％ －19.1％ －10.1％ －23.7％ －40.0％ －29.8％ －14.3％ 

 5月 －26.5％ －35.4％ －39.2％ －26.6％ －16.7％ －29.9％ －38.6％ －21.4％ －10.8％ 
 6月 －21.6％ －33.5％ －31.1％ －18.2％ －10.4％ －27.9％ －38.4％ －17.9％ －11.8％ 

出所：各県統計課・統計室 

最悪の減産率を示している。来年は、落ち込んだ
谷が余りにも深いことから、リバウンドによる生
産回復が多少進むものの、産地企業の景気回復感
は微弱で推移するであろう。むしろ来年上半期は
体力を失った企業の構造調整が本格化すると予想
され、国内産地のシュリンクの問題は極めて深刻
な事態を迎えることになろう。
ちなみに、国内主要産地の生産縮小の実態がど

のようになっているか調べると、図表 4 の通りで
ある。この表は、繊維工業（テキスタイル＋アパ
レル）の生産指数の対前年比推移を示したもので
ある。今年 6月の状況で、3割台の減少率を示して
いるのは愛知県 38.4 ％、石川県 33.5 ％、富山県
31.1 ％であり、2 割台の減少率は静岡県 27.9 ％、
福井県 21.6 ％、1 割台の減産率は新潟県 18.2 ％、

岐阜県 17.9 ％、大阪府 11.8 ％である。
さて、今回のテキスタイル不況の要因を整理す

ると、（A）国内の末端実需の減少、（B）中間流通
段階の大幅な在庫調整の実施、（C）円高に伴う純
輸出及び海外縫製基地への持ち帰り用輸出の減少、
（D）消費者の低価格志向、（E）受発注のクイック
デリバリー化に伴う生産効率の悪化とコストアッ
プの 5 点である。また、我が国テキスタイル業界
の出荷先は、大雑把に言って、内需（海外縫製基
地への持ち帰り輸出を含む）が 75 ～ 80 ％、純輸
出が 20 ～ 25 ％であり、内需の比率が高いために、
（A）の内需の末端実需の減少に大きく左右される
構造になっている。川下のアパレル市場の動向と
テキスタイルの減産動向の実態について分析する
と、以下の通りである。

4．小売段階の衣料品在庫の増加が心配

今年の国内のアパレル市場は、雇用不安、所得
の減少によって冷え込み、これに長雨の天候不順
が加わって、まさに泣きっ面に蜂の状況となって
いる。消費者の生活防衛意識の高まりによって、
箪笥在庫の多い衣料品の買い控えと低価格志向が
強まり、そのため小売店における購買客数の減少、
客単価の低下が進み、バーゲンセールはシーズン
前から行われ、小売業界がこぞって低価格商品の
仕入れを強化するなど混乱状態を呈している。百

貨店・チェーンストアの四半期毎の衣料品販売額
は、図表 5 の如く昨年 10 ～ 12 月から前年比二桁
のマイナスが続いている。現時点のポイントは、
年末のボーナスが大幅減少という悪条件の中で、
今冬の気象がどうなるかである。暖冬になると、
アパレル市場の景況悪化が更に深刻化することが
心配される。
ちなみに国内のテキスタイル業界としては、国

産テキスタイルの使用比率の高い百貨店の衣料品
売上の動向がポイントとなっているが、金額ベー

↑
↑
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図表 5 全国百貨店・チェーンストア・専門店の衣料品販売額の対前年比推移

区   分 
全国百貨店 全国チェーンストア 

ユニクロ しまむら 青山商事 
衣料品計 紳士服 婦人服 子供服 衣料品計 紳士服 婦人服 

2005年 －0.8％ 0.6％ －0.3％ －7.1％ －1.7％ －1.2％ －2.5％ 0.6％ 4.8％ 0.2％ 
2006年 －1.2％ －1.6％ －0.6％ －3.6％ －4.6％ －7.1％ －4.6％ 0.7％ 1.8％ 3.5％ 
2007年 －2.1％ －1.4％ －2.3％ －3.1％ －4.6％ －3.5％ －4.2％ 1.4％ －1.0％ 0.5％ 
2008年 －6.2％ －5.7％ －6.7％ －4.4％ －6.8％ －9.1％ －9.6％ 2.9％ －4.6％ －5.1％ 

 1～3月 －2.0％ 0.6％ －3.0％ －0.8％ －3.3％ －2.4％ －5.9％ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

2008年 4～6月 －8.4％ －8.2％ －9.0％ －7.9％ －8.5％ －13.7％ －12.3％ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
7～9月 －3.1％ －1.4％ －3.4％ －0.4％ －4.6％ －5.5％ －6.0％ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

 10～12月 －10.9％ －11.2％ －11.1％ －8.5％ －10.2％ －12.9％ －13.7％ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
 1月 －11.9％ －10.4％ －12.8％ －10.4％ －10.9％ －15.3％ －17.0％ 5.7％ －8.0％ －4.5％ 
 2月 －14.5％ －19.5％ －13.4％ －11.9％ －15.5％ －17.9％ －17.1％ 4.2％ －9.2％ －5.4％ 
 3月 －17.4％ －19.7％ －18.2％ －11.4％ －11.4％ －11.9％ －15.0％ 7.9％ －5.0％ －7.5％ 
 1～3月計 －14.5％ －15.7％ －14.8％ －11.2％ －12.3％ －15.0％ －16.4％ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

2009年 4月 －13.5％ －15.8％ －13.6％ －8.7％ －11.7％ －10.8％ －12.4％ 19.2％ 3.3％ －4.8％ 
5月 －15.1％ －16.9％ －15.0％ －11.9％ －10.7％ －7.6％ －9.7％ 18.3％ 6.9％ －5.1％ 

 6月 －11.1％ －15.0％ －9.8％ －8.3％ －12.3％ －13.4％ －11.3％ 6.4％ 3.2％ －14.0％ 
 4～6月計 －13.3％ －15.9％ －12.9％ －9.7％ －11.6％ －10.8％ －11.1％ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
 7月 －15.6％ －16.7％ －15.6％ －15.6％ －13.7％ －12.7％ －15.4％ －4.2％ 3.0％ －13.9％ 
 8月 －11.3％ －11.7％ －11.4％ －12.4％ －12.3％ －11.5％ －15.1％ 5.6％ －4.5％ －7.3％ 

出所：日本百貨店協会、日本チェーンストア協会、ファーストリティリング、しまむら、青山商事 

（注）百貨店・チェーンストア～店舗調整後の販売額。ユニクロ・しまむら・青山商事（スーツ事業）～既存店の販売額。 
　　ユニクロの年計は前年9月～当年8月、しまむらの年計は当年3月～翌年2月、青山商事の年計は当年4月～翌年3月の販売額。 

スで昨年 7 ～ 9 月が前年比 3.1 ％減、10 ～ 12 月が
同 10.9 ％減、今年 1 ～ 3 月が同 14.5 ％減、4 ～ 6
月が同 13.3 ％減、最悪の 7 月が同 15.6 ％減、そし
て 8 月が同 11.3 ％減と苦戦している。数量ベース
の販売動向は、統計が発表されていないことから
実態は分からないが、百貨店各社が「グッドプラ
イス」、「ナイスプライス」などの名称で、従来の
取り扱い価格帯より低価格の商品を投入している
ことから、販売数量は販売額の落ち込みに比較し

て減少率がやや低くなっている。
以上のような衣料品の消費不振に加えて、小売

段階における在庫増の問題が、今春から浮上して
いる。参考までに、国産衣料品と輸入衣料品を合
計して、衣料品市場規模を算出すると図表 6 の通
りである。この表の注意すべき点は、国産衣料品
が従業者 30 人以上の工場の外衣と下着の生産点数
を集計したものであり、29 人以下の工場の生産点
数は含まれていないことである。したがって、図

図表 6 国内衣料品（外衣＋下着）市場の規模の推移

  
衣料品供給計 

国産衣料品 
輸入衣料品 国産比率 輸入比率 

区  分 （従業者30人以上の工場） 
  千点 前年比（％） 千点 前年比（％） 千点 前年比（％） （％） （％） 

2004年 3,749,484 5.4％ 282,122 －9.5％ 3,467,362 6.8％ 7.5％ 92.5％ 
2005年 3,804,333 1.5％ 246,248 －12.5％ 3,558,085 2.6％ 6.5％ 93.5％ 
2006年 3,866,286 1.6％ 231,614 －5.9％ 3,634,672 2.2％ 6.0％ 94.0％ 
2007年 3,847,304 －0.5％ 216,369 －12.3％ 3,630,935 －0.1％ 5.6％ 94.4％ 
2008年 3,779,807 －1.8％ 197,207 －8.9％ 3,582,600 －1.3％ 5.2％ 94.8％ 

 1～3月 889,850 －3.0％ 50,280 －7.0％ 839,570 －2.7％ 5.7％ 94.3％ 

2008年 
4～6月 979,535 －5.5％ 50,811 －7.9％ 928,724 －5.3％ 5.5％ 94.8％ 
7～9月 972,836 －1.4％ 47,753 －10.8％ 925,083 －0.8％ 5.0％ 95.0％ 

 10～12月 937,444 3.1％ 48,362 －9.7％ 889,082 4.1％ 5.2％ 94.8％ 
 1月 359,355 21.1％ 13,812 －12.2％ 345,543 22.9％ 3.8％ 96.2％ 
 2月 195,517 －24.2％ 14,326 －15.8％ 181,191 －24.8％ 7.3％ 92.7％ 
 3月 392,941 17.3％ 15,554 －11.3％ 377,387 18.9％ 4.0％ 96.0％ 
 

2009年 
1～3月計 947,813 6.5％ 43,692 －13.1％ 904,121 7.7％ 4.6％ 95.4％ 
4月 417,897 1.3％ 16,276 －7.7％ 401,621 6.1％ 3.9％ 96.1％ 

 5月 277,083 －6.4％ 14,919 －11.5％ 262,164 －6.1％ 5.4％ 94.6％ 
 6月 288,890 0.6％ 15,096 －7.5％ 273,794 1.1％ 5.2％ 94.8％ 
 4～6月計 983,870 0.4％ 46,291 －8.9％ 937,579 1.0％ 4.7％ 95.3％ 
 7月 308,669 2.5％ 14,495 －9.8％ 294,174 3.2％ 4.7％ 95.3％ 

出所：経済産業省「繊維・生活用品統計月報」、日本化学繊維協会「化繊貿易月報速報」 

（注）衣料品供給計＝国産衣料品＋輸入衣料品。但し、国産衣料品には若干の輸出向け衣料品が含まれている。 
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表 6 では輸入衣料品のシェアが 95 ％、国産衣料品
が 5 ％と表示されているが、実際の国産衣料品の
シェアは約 1 割、輸入衣料品は約 9 割であること
をご理解願いたい。
さて、国産衣料品（外衣料＋下着）の生産動向

であるが、毎年、生産規模の縮小が進んでおり、
2005 年が前年比 12.5 ％減、2006 年同 5.9 ％減、
2007 年同 12.3 ％減、2008 年同 8.9 ％減、そして今
年 1～ 3 月が前年比 13.1 ％減、4～ 6 月が同 8.9 ％
減とコンスタントに 1 割前後の減少を続けている。
他方、輸入衣料品は、2005 年が前年比 2.6 ％増、
2006 年同 2.2 ％増加したが、2007 年は同 0.1 ％減、
2008 年 1.3 ％減と頭打ちになり、今年 1 ～ 3 月は
予想に反して前年比 7.7 ％の急増、4 ～ 6 月が同
1.0 ％増、7月は同 3.2 ％増になっている。
その結果、国内の衣料品供給量は、厳しい消費

不振にもかかわらず昨年 10 ～ 12 月が前年比 3.1 ％
増、今年 1～ 3 月同 6.5 ％増、4～ 6 月同 0.4 ％増、
7 月が同 2.5 ％の増加を示し、そのため小売段階に
おける衣料品の需給不安が除々に高まっている。
この衣料品の需給アンバランスの問題は、川下ア
パレル・小売業界の仕入れを抑制する作用をもた
らすと共に、資金繰りにも少なからず影響が表れ
ると考えられ、来年の川下業界からのテキスタイ
ルの発注は、厳しさを増すものと心配される。

5．国産テキスタイルの内需衣料向け出荷は 2 割
減少　
テキスタイルの生産関連の統計は、生機の生産

統計と染色加工統計の 2 種類がある。生機の生産
統計は、QRの浸透によって、かなり実需の動きが
反映されるようになっているが、見込み生産のウ
エートが依然として高いことから、不況期には中
間流通段階の在庫調整の影響を受けて、生機の生
産量は実需以上に減少する。他方、染色加工統計
は、川下へのテキスタイルの最終出荷を示す重要
なデータで、テキスタイルの実需の動向は、染色
加工データによってほぼ正確に把握することがで
きる。
そこで、今年上半期のテキスタイルの染色加工

動向を調べると、織編物トータルの加工量は、9億
8,336 万㎡、前年比 24 ％の減少を示しており、テ
キスタイル別では織物が 7 億 9,792 万㎡、同 25 ％
減、ニット生地が 1 億 8,544 万㎡、同 21.0 ％減で
ある。昨年の上半期は、好況期の最終段階の状況
であったことから、今回の不況によるテキスタイ

ルの実需の減少率は、24 ％であると言えよう。ち
なみに、織物輸出の今年上半期の輸出量は、前年
比 24 ％減少しており、織物の国内縫製工場向け出
荷も同率の約 25 ％の減少となっている。なお、今
年上半期の従業者 30 人以上の縫製工場における国
産外衣の生産量を示すと、織物製が 2,519 万点、前
年比 16.3 ％減、ニット製が 2,526 万点、同 21.4 ％
減であり、国産テキスタイルの内需衣料向け出荷
の 2割減が裏付けられている。

6．織物の生機生産量は33％減少

次に織物の生機生産の動向であるが、今年上半
期の織物（生機）生産量は 5億 5,190 万㎡、前年比
32.5 ％減である。織物の生機生産量が前述の染色
加工量より 3 割も少ないのは、染色加工量に輸入
生機が含まれていることと、織物生産統計が抽出
調査であり、カバー率が低いことによる。織物別
では、アセテート織物が前年比 50.5 ％減、人絹織
物が同 49 ％減と半減、合繊長繊維織物と毛織物は
ほぼ同率で 35.7 ％減、合繊短繊維織物は 25.5 ％減、
綿織物は 20.7 ％減と綿織物の減産率が最も低く
なっている。ただし、綿織物産地の下半期の生産
状況は、大幅受注減によって一段と稼働率の低下
が深刻化している。
ここで注意すべきことは、今年上半期の織物の

染色加工量が前年比 25 ％減であるのに対して、生
機生産の減少率が 32.5 ％と 7.5 ポイントも生機の
減産率が高いことである。通常、生機生産統計と
染色加工統計の前年比増減率は、両者の統計の間
にタイムラグがあり、景気変動に応じて生機の在
庫調整が行われることから、数％の相違を生じる
が、今回のように差が大幅に開いたのは、あまり
経験したことのないことである。織物の生機生産
量の減少率と染色加工量の減少率を詳細に比較す
ると、図表 7 の通りである。すなわち、不況突入
時（昨年 7 ～ 9 月）には、生機生産量と染色加工
量の減少率の差がゼロであったのが、昨年 10 ～ 12
月に 1.9 ポイント、今年 1 ～ 3 月が 6.2 ポイント、
4 ～ 6 月が 9.5 ポイントと生機の減産率が染色加工
量の減産率を上回っている。この両者の差は、各
織物に生じているが、特に合繊長繊維織物におい
て大きくなっている。
そこで合繊長繊維織物の状況を詳細に見ると、

好況時の昨年 1 ～ 3 月の生機生産が前年比 5.3 ％
増、染色加工量が同 3.6 ％減、4 ～ 6 月は生機の生
産が同 1.8 ％減に対して染色加工量が同 5 ％減と、

内外テキスタイル景気の問題点と来年の見通し
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図表 7 全国テキスタイル生産・加工量の対前年比推移

  主要織物の生産・加工量の推移 ニット生地加工量の推移 
区  分 織物合計 綿織物 毛織物 合繊短繊維織物 合繊長繊維織物 ニット合計 経編 丸編 
  生機生産 染色加工 生機生産 染色加工 生機生産 染色加工 生機生産 染色加工 生機生産 染色加工 染色加工 染色加工 染色加工 
2004年計 －2.8％ －5.7％ －5.5％ －9.4％ －3.0％ －3.1％ －6.0％ －3.7％ 1.4％ －3.6％ －7.6％ －2.2％ －11.9％ 
2005年計 －6.9％ －5.7％ －11.2％ －9.2％ －4.5％ －11.3％ －7.0％ －4.9％ －4.6％ －2.1％ －10.5％ －6.0％ －14.5％ 
2006年計 －5.3％ 0.5％ －6.1％ －2.3％ －2.1％ 0.4％ －1.5％ －2.8％ －6.9％ 4.1％ －0.2％ －3.7％ 3.2％ 
2007年計 －1.9％ －3.8％ －8.0％ －9.6％ －4.6％ －10.2％ －4.8％ 2.4％ 3.4％ －1.3％ －1.2％ －1.9％ －0.5％ 
2008年計 －8.7％ －8.9％ －11.1％ －11.3％ －10.2％ －10.8％ －7.5％ －7.0％ －8.2％ －7.7％ －9.2％ －12.5％ －6.5％ 

 1～3月 －2.8％ －4.7％ －14.5％ －7.3％ －8.8％ －8.5％ －4.4％ －4.8％ 5.3％ －3.6％ －8.4％ －10.4％ －6.6％ 

2008年計 
4～6月 －5.4％ －5.7％ －11.6％ －8.2％ －9.5％ －12.0％ －6.7％ －2.9％ －1.8％ －5.0％ －9.4％ －13.2％ －5.9％ 
7～9月 －11.7％ －11.7％ －9.7％ －13.2％ －7.6％ －11.9％ －8.0％ －10.1％ －14.4％ －10.9％ －9.0％ －14.5％ －3.9％ 

 10～12月 －15.2％ －13.3％ －8.3％ －16.5％ －15.2％ －9.9％ －10.7％ －10.1％ －20.8％ －11.4％ －10.5％ －12.0％ －7.8％ 
 1月 －21.5％ －17.8％ －14.0％ －18.6％ －24.3％ －8.9％ －17.4％ －13.1％ －26.7％ －18.4％ －21.2％ －25.7％ －17.1％ 
 2月 －29.0％ －24.8％ －25.5％ －26.3％ －26.2％ －10.9％ －22.2％ －26.8％ －33.7％ －22.7％ －29.9％ －32.3％ －27.9％ 

 3月 －34.4％ －26.7％ －30.0％ －26.0％ －34.8％ －19.1％ －23.4％ －23.8％ －39.8％ －27.9％ －29.9％ －28.4％ －31.2％ 
 

2009年 
1～3月計 －29.4％ －23.2％ －23.1％ －23.6％ －28.1％ －13.2％ －20.7％ －21.3％ －33.7％ －23.1％ －26.9％ －28.4％ －25.7％ 
4月 －37.4％ －25.8％ －34.5％ －27.7％ －38.6％ －27.5％ －31.8％ －28.2％ －40.1％ －24.3％ －16.6％ －16.5％ －16.8％ 

 5月 －36.5％ －27.7％ －35.3％ －31.3％ －41.2％ －32.1％ －32.5％ －27.8％ －37.2％ －24.8％ －15.6％ －16.9％ －14.5％ 
 6月 －36.0％ －27.4％ －40.2％ －28.5％ －47.0％ －33.2％ －27.0％ －26.9％ －35.8％ －25.6％ －13.1％ －16.7％ －10.1％ 
 4～6月計 －36.7％ －27.2％ －36.6％ －29.1％ －42.4％ －31.1％ －30.5％ －27.6％ －37.8％ －24.9％ －15.1％ －16.7％ －13.7％ 
 7月 －33.0％ －25.9％ －41.1％ －23.1％ －42.3％ －30.7％ －21.4％ －26.7％ －31.7％ －25.7％ －14.1％ －14.7％ －13.7％ 

出所：経済産業省「繊維・生活用品統計月報」 

昨年上半期は生機生産が染色加工量を上回ってい
た。しかし、不況突入時の 7 ～ 9 月になると、生
機の生産抑制が強まり、生機の減産率が染色加工
量の減産率を 3.5 ポイント上回る状況になり、10
～ 12 月は 9.4 ポイント、今年 1 ～ 3 月が 10.6 ポイ
ント、4 ～ 6 月が 12.9 ポイントと、その差が拡大
している。余りにも生機の減産率と染色加工量の
減産率の差が大きくなったことから、北陸産地内
において織物生産統計に問題があるとか、輸入生
機が増加しているとか、種々の憶測が行われてい
る。しかし、織物の減産状況については、合繊
メーカーのチョップ織物の減産率や商社の発注の
減少率、北陸電力の織物工場電気消費量の減少率
から見て、生産統計がほぼ正確であることが立証
されている。また、輸入生機（未漂白及び漂白）
の輸入状況は、今年上半期のポリエステル長繊維
織物が前年比 75.3 ％の急増を示しているものの、
数量は 998 万㎡と少なく、ナイロン織物は同
66.3 ％減、108 万㎡であり、輸入生機の増加が染色
加工統計と織物生産統計の差を招いたとは言えな
い。
したがって、生機の減産率が染色加工の減産率

を大幅に上回ったのは、（A）昨年上半期に生じた
生機在庫増加の調整、（B）織物取引の極端な小
ロット短納期化に伴う生機在庫の減少、（C）染色
工場における加工待ち期間の短縮による染色工場

保管生機の減少、等の動きが重複され、これらが
織物工場の生機減産強化に繋がったと考えられる。
このような状況から、産地の織物在庫は大幅に減
少し、必要在庫も枯渇する品種も見られ、織物業
界ではリバウンドによる生機生産の回復への期待
が高まっている。

7．来年の課題
以上のように、内外のテキスタイル景気は今年

下半期で大底を打ち、来年は回復期に向かうもの
の、その回復の動きは底這い型の極めて弱いもの
になるであろう。また、来年は縮小したマーケッ
トを巡って、各国間・企業間のシェアの争奪戦が
激化し、国際競争力の強い企業は生産拡大など攻
めの経営を本格化させ、競争力の弱い企業はます
ます稼働率が低下して撤退が増加するなど、弱肉
強食のサバイバル競争が熾烈化するであろう。
特に日本においては、川上の糸段階及び川中の

テキスタイルの在庫調整が完了したものの、川下
の衣料段階では末端消費の減少にもかかわらず輸
入衣料品の増加による需給アンバランスの問題が
起きており、雇用情勢の厳しさから判断して、消
費者の低価格志向も長期化を余儀なくされるであ
ろう。更に、テキスタイル輸出に関しては円高の
問題と欧米富裕層マーケットの需要低迷など暗い
影を落としており、加えてテキスタイル業界及び
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図表 8 北陸産地の織物（生機）生産推移

区  分 
合   計 福井産地 石川産地 富山産地 

数 量 前年比 数 量 前年比 数 量 前年比 数 量 前年比 
2004年 826,896 0.7％ 395,174 －1.4％ 334,156 0.9％ 97,566 9.8％ 
2005年 793,604 －4.0％ 377,385 －4.5％ 327,060 －2.1％ 89,159 －8.6％ 
2006年 738,670 －6.9％ 353,110 －6.4％ 301,749 －7.7％ 83,811 －6.0％ 
2007年 761,416 2.7％ 365,550 3.0％ 311,862 3.1％ 84,004 －0.2％ 
2008年 722,957 －5.1％ 355,858 －2.7％ 290,007 －7.0％ 77,092 －8.2％ 

 1～3月期 197,600 6.9％ 95,656 8.5％ 80,399 5.1％ 21,545 6.5％ 

2008年 
4～6月期 191,194 2.1％ 92,779 5.7％ 78,062 －0.1％ 20,353 －4.6％ 
7～9月期 170,974 －11.3％ 85,881 －9.7％ 67,873 －11.5％ 17,220 －18.0％ 

 10～12月期 163,189 －18.1％ 81,542 －16.1％ 63,673 －20.9％ 17,974 －16.2％ 
 1月 46,325 －26.3％ 22,636 －25.0％ 18,526 －27.1％ 5,163 －25.9％ 
 2月 44,458 －33.4％ 21,045 －34.2％ 18,498 －31.9％ 4,915 －32.2％ 
 3月 40,771 －40.1％ 19,571 －39.8％ 16,487 －40.8％ 4,713 －35.8％ 
 

2009年 
1～3月期 131,554 －33.4％ 63,252 －33.9％ 53,511 －33.4％ 14,791 －31.3％ 
4月 39,319 －40.5％ 18,730 －41.1％ 15,968 －40.8％ 4,621 －32.7％ 

 5月 36,668 －41.0％ 17,990 －39.3％ 14,571 －42.1％ 4,107 －41.3％ 
 6月 37,828 －39.7％ 18,528 －38.8％ 14,949 －42.4％ 4,351 －32.9％ 
 4～6月期 113,815 －40.5％ 55,248 －39.4％ 45,488 －41.7％ 13,079 －35.7％ 
 7月 38,464 －34.4％ 18,432 －37.0％ 15,140 －33.5％ 4,892 －19.3％ 

出所：経済産業省、北陸3県統計課（室） 

単位：1,000㎡ 

川下アパレル・小売業界の資金繰りが厳しさを増し
ていること、そして国内合繊メーカーの構造調整の
動きが加速していることから、前述の如く来年の国
内テキスタイル業界は倒産・廃業等の嵐が吹き荒
れ、厳しい構造調整が避けられないであろう。
我々は、単純に景気回復を待ち焦がれることな

く、現在の需要低迷が回復しても天井が低いこと
を覚悟し、原料高の製品安、消費者の低価格志向
等が常態化するという前提に立って、抜本的経営
改革を行い、何としても生き残らねばならない。
来年の課題として、（A）国際分業の一層の明確化
が不可欠であり、日本のテキスタイル工業が得意
とする高機能を中心とした新たな発想に基づく新
技術の開発を推進すること、（B）今次不況は、商
品開発なくして打開は不可能との基本認識の下に、
原点に返って消費者に購買意欲を引き起こすオリ
ジナル感性商品の開発に総力を傾注すること、（C）
低価格志向・小ロット化に対応する対策としては、

これまでの壁をぶち破って徹底した製造コストの
削減と製販の効率的なシステムの構築に再度チャ
レンジすること、（D）グローバルマーケットの掘
り起こしのため、大手・中堅テキスタイル企業、
産元商社は、海外バイヤーに対する地道な販売努
力を展開すると共に、新たな顧客の発掘のため、
経営者が先頭に立ってオーナービジネスを積極的
に行い、加えて参入が困難なマーケットについて
は、海外有力テキスタイル企業とのWin-Win のグ
ローバル水平連携を模索して、新市場の開拓を促
進すること、（E）自社得意技術をベースとして、
環境等の新分野への進出を狙うなど、抜本的かつ
積極的な経営改革の着手が求められている。この
嵐を乗り越えた企業が、2011 年にはかなり見通し
の良い状況を迎えられるものと考えられ、真の先
進国企業としてのポジションを確立することにな
ろう。現状打破の情熱に燃える若手経営者の一層
の奮闘を期待して、本稿の終わりとする。

内外テキスタイル景気の問題点と来年の見通し




