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日本の中小繊維企業の再興ファイバー／テキスタイル

1．はじめに
今号から本年末まで「日本の中小繊維企業の

再興」という共通テーマで連載致します。現在
苦境が続く日本の繊維産業ですが、その起点と
もなる川上の紡織や染色整理業界、中でも日本
の社会の主役といえる、高い技術を持った中小
企業を中心に見ていきたいと考えています。毎
号それぞれ異なる革新的な取り組みにより、未
来を創造している企業を訪問、取材し、その取
り組みに関して見ていきたいと思います。

筆者は 2009年2月から 2016年2月まで中国
の上海市で勤務しており、その間、本誌では
2011年11・12月号から 2016年1・2月号まで
の約5年間、中国（大陸）のアパレル小売事情
を中心に連載いたしました。日本への帰国に伴
い、テーマを中国から日本に変更し、冒頭のテー
マで 1年間続けていきたいと考えています。こ

の 1年お付き合いいただけますと幸甚です。

2．セコリ荘とは
　セコリ荘とは 2013年9月に宮浦晋哉氏が開
始した、日本のテキスタイルを中心とした繊維
産地とデザイナーやアパレル企業らをつなぐ場
所である。名前は、宮浦氏のニックネームに由
来する。銀座に程近い、再開発が進む月島にあ
るセコリ荘には、宮浦氏が日本の繊維産地を訪
問して厳選した生地スワッチが多数並ぶ。ラグ
ジュアリー・インターナショナルブランドから
発注を受けるメーカーのものも少なくなく、高
い技術力に裏打ちされ、創造性に富んだ素材を
取りそろえる。これらの素材は学生やスタート
アップ時期の小規模なアパレル企業はじめ、基
本的に誰でも見ることができる。興味がある素
材に関しては、組成や組織といった詳細、さら

1   セコリ荘とは 2013年9月に宮浦晋哉氏が開始した、日本の繊維産地とデザイナーやアパレル企業らをつ
なぐ場所である。

2   セコリ荘宮浦氏の核となる業務は繊維産地のコーディネイトである。繊維産地を訪問し、企画、取材など
を行う。

3   セコリ荘は Textile Japan という活動に拡大しようとしている。Textile Japan はメディア運営、新しい
生地問屋の運営、教育機関の運営の 3 つを主軸とする。
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にはメーカーの連絡先といった情報まで無償で
入手することができる。デザイナーらが直接
メーカーとやり取りをすることができるのであ
る。さらに有償で、テキスタイルの開発代行や
素材提案も行う。2016年時点で、テキスタイル
の開発代行や素材提案は年間30 ～ 40社程度、
年間契約している企業は 3社あるという。他に
も名古屋芸術大学、金沢文化服装学院の授業や
神戸ファッション美術館のセミナーのコーディ
ネート、近畿地方の繊維産地をまとめた『近畿
ブック』など書籍の販売も行う。さらには web
マガジン『コロカル』、情報サイト「繊研plus」
や「Fashionsnap.com」、雑誌『婦人之友』や

『WWD』への連載、Tokyo新人デザイナーファッ
ション大賞事務局や官公署からの受託業務、ツ
ルヤシャツとのオーダーシャツ受注会など各種
イベントの企画、運営も行う。セコリ荘は日本
の繊維産地に興味を持つ人にとっての情報収集

の場であり、繊維産地とのマッチングの場でも
ある。

宮浦氏は芝浦工業大学で建築を学びながら、
ESMOD JAPON の夜間コースにも通い、大学
2年の時に杉野服飾学校のモードクリエーショ
ンコースに編入した。同校を卒業するまで、都
内の縫製工場でアルバイトを続けた。宮浦氏は
そこで初めてプロフェッショナルの職人と彼ら
のプロ意識に触れ、大いに刺激を受けたという。
杉野服飾学校を卒業後は渡英しロンドン・カレッ
ジ・オブ・ファッション（London College of 
Fashion）のファッションメディアコースに進学
する。しかし同校で 1年間学んだ宮浦氏は 2012
年10月、留学を取り止めて日本に帰国する。
帰国の理由となったのが、2011年3月11日の
東日本大震災の発生、そして翌2012年9月の東
京都八王子市のみやしん株式会社の廃業であっ
たという。後者のみやしん株式会社とは、日本

出所：Secori Gallery

写真1　セコリ荘
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のテキスタイル産業を牽引してきた織布企業の
1社で、好調の最中突如廃業を決定した 1。「留
学はいつでもできる。世界的にもその技術が高
く評価されていた同社が、廃業という選択肢を
選ばざるを得なかった日本の繊維産業の窮境に
対して、今すぐに何か行動を起こさないといけ
ないと思った」と当時を振り返って宮浦氏は話
す。帰国後、宮浦氏はみやしん株式会社の宮本
英治社長の勧めで全国の産地訪問を開始する。
これがその後の宮浦氏の活動を決定づけること
となった。宮浦氏は 2012年末まで産地訪問を
精力的に続け、その内容を『Secori Book』と
いう書籍にまとめて自費出版を行った。2013年
1月25日に渋谷パルコの中のセレクトショップ
兼イベントスペースの “ぴゃるこ” 2 で開催さ
れた『Secori Book』の出版発表会には当時無
名に近かった宮浦氏、そして著作のテーマも「日
本の繊維産地」という非常に特殊なものであっ
たにもかかわらず、300名を超える来場があっ
たという。テレビの取材や著名なファッション
デザイナー、編集者らも訪れ、著書も 200冊あ
まり売れたという。このイベントで、宮浦氏は
繊維産地という非常にニッチな分野にも十分な

ニーズがあるということを確信したという。
現状、日本の繊維産地に関する情報は決して

多くはない。理由としては、日本の繊維産業の分
業化と多段階構造が挙げられる。日本の繊維産業
は従来、繊維産地で紡績、織布、染色整理、縫製
そして産元商社と分業化されており、商社、問屋、
アパレル企業などが状況に応じて各々に発注す
る、という多段階構造であった。今でこそ流通に
おいては中間業者を飛ばした取引が見られるが、
モノづくりにおいては繊維産地の分業化は今も
色濃く残っている。分業化により、企業規模は経
営資源に限りのある中小企業が多く、外部への情
報発信に手が回らなかったり、長けていなかった
りすることが比較的多い。加えて、大手のアパレ
ル企業や小売企業のモノづくりには商社が仲介
することが少なくない。商社や問屋がそれぞれの
ブランドに適したテキスタイルやニットヤーン
を紹介し、企画、生産、出荷そして精算まで代行
していく。その過程で紡績企業や織布企業、染色
整理企業などの情報が伏せられていることも多

1：現在みやしんの工場施設は、文化学園の「文化学園ファッションテキスタイル研究所」となっている
2：後に “ぱりゅこ” に名称変更

写真2　宮浦晋哉氏

出所：Secori Gallery

出所：Secori Gallery

写真３　『Secori Book』
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く、アパレル企業や小売企業はどこで作られた素
材なのか全く知らないまま、自店でその商品を販
売している、というケースも珍しくない。長年の
事業展開によって蓄積された、紡績企業や織布
企業、染色整理企業の情報、そしてそれらの組
み合わせそのものが、商社の提供する付加価値
の 1 つであるからだ 3。
「セコリ荘は、日本の繊維産地のコーディネー

トを核に、モノづくりの可能性を探っていく場
を目指している」（宮浦氏）。セコリ荘は繊維産
地とその情報を求めるデザイナーやアパレル企
業らの間をつなぎ、新しい出会い、新しいモノ
づくりを促している。2013年末には、セコリ荘
の名物の 1 つといえるおでんバーが開業し、職
人やデザイナーなどの繊維業界関係者、業界に
興味を持つ学生らが気軽に交流できる場とも
なっている。宮浦氏の日本への帰国から約1年、
現在のセコリ荘の基本形ともいえる、繊維産地
に関するコミュニティースペースが出来上がっ
たといえる。

3．産地での活動
宮浦氏にとって、セコリ荘の運営上、重要な

業務が繊維産地への訪問である。現在宮浦氏は

業務時間の半分程度は日本各地の繊維産地を訪
問している。2016年11月、筆者は宮浦氏の北
陸産地での業務に同行した。北陸産地は、2015
年10月にセコリ荘の 2 つ目の拠点となるセコ
リ荘金沢もオープンした、宮浦氏にとって重要
な繊維産地である。当日宮浦氏は Tokyo新人デ
ザイナーファッション大賞事務局の委託を受
け、産地サポートで能美市、福井市を訪れた。
産地サポートとは、同賞を受賞した才能ある若
手デザイナーと繊維産地を結び付け、彼らのモ
ノづくりを援助する業務である。当日は多くの
ラグジュアリー・インターナショナルブランド
から支持される、染色整理業の小松精練株式会
社（石川県能美市）、株式会社ウエマツ（福井
県福井市）を訪問した。宮浦氏の素材選定は非
常に的確だ。デザイナーのテイストを把握し、
作るべきアイテムまで具体的に考え、デザイ
ナーらと一緒に素材を探す。当日一緒だった若
手デザイナーも、宮浦氏の提案によってデザイ
ンの新しいヒントを得たようであった。「繊維
産地を訪問し続けた結果、デザイナーのテイス
トやリクエストに合わせ、どのような素材にど
のような加工を行うのが適しているか徐々に分
かるようになってきた」と宮浦氏は話す。宮浦
氏の産地訪問で特徴的なのは、1 つの繊維産地
に長期間入り込むことだ。例えば、2016年では
夏季に月島のセコリ荘を 2カ月程度閉め、「セ
コリ移住計画」と題し、北陸産地をはじめ日本
の繊維産地1カ所につき 2 ～ 3週間程度滞在し
て、テキスタイルの企画や取材、そしてコーディ
ネートなどを行っている。「繊維産地に一定期
間入らないと見えない景色もある」（宮浦氏）。
宮浦氏が、株式会社ウエマツで染色整理される
前の生地の出元を、見事に言い当てたことに筆
者は非常に驚いたが、その知見もひとえに繊維

3：テキスタイルなどの企画機能を持つ企業にとっては、例えば A社で紡績した糸を、B社で織布し、C社で染色整理する、という一連の工程は、各工程
でどの企業を選択するか、ということ自体が付加価値を生んでおり、営業秘密といえる

写真4　セコリ荘のおでんバー

出所：Secori Gallery
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産地に足繁く通い、そして時には一定期間入り
込んだ結果としてのものであろう。Tokyo新人
デザイナーファッション大賞事務局の産地サ
ポートでは、現在8名の若手デザイナーをサポー
トしているという。

4．セコリ荘の今後～セコリ荘から Textile Japan へ～
現在セコリ荘は月島に拠点を構えてから 4年

目に入り、1 つのターンニングポイントを迎え
ようとしている。「今後セコリ荘としての活動が
大きく変わる可能性がある」と宮浦氏は話す。
その活動の中心に据えようと考えているのが
“Textile Japan” という構想だ。日本の繊維産地
は高齢化と就業者の不足による事業承継という
問題を抱えている。事業承継が適切に行われず、

廃業などを迎えた場合、代々培われてきた職人
による技術は次世代に伝承されず、途絶えてし
まう。そうなれば、世界のラグジュアリー・イ
ンターナショナルブランドなどでも長年愛され
てきた、日本のテキスタイルやニットヤーンな
どは供給が困難となってくる。このような状況
は日本だけではなく、世界のファッション産業
にとっても大きな損失といえる。宮浦氏は
Textile Japan の活動により、日本の繊維産地と
世界中のデザイナーやアパレル企業などをつな
げるハブ的役割を担うことを構想している。セ
コリ荘の活動を通して、宮浦氏は繊維産地から
は素材や技術、設備などの情報、アパレル企業
からは素材のリクエストなどを収集し、またそ
れらによって最新の情報を収集するためのネッ

出所：Secori Gallery

出所：筆者撮影 出所：筆者撮影

写真5　セコリ荘金沢

写真6　小松精練株式会社にて 写真7　株式会社ウエマツにて
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トワークを構築して、そのノウハウも蓄積した。
宮浦氏は Textile Japan により次の 3 つの活動
を考えている。1 つ目はメディア運営、2 つ目は
新しい生地問屋の運営、3 つ目は川上の繊維産
業に特化した教育機関の運営である。それらの
施策により、短期的には日本の繊維産地と世界
中のアパレル企業とのマッチング、中長期的に
は繊維産地の技術と事業の承継、さらにはモノ
づくり能力の維持と、より一層の強化を目指す。
結果としてアパレル企業の製品は消費者に支持
され、繊維産地には再発注が入る。この好循環
を回していくエンジンとして、宮浦氏は Textile 
Japan を据えようとしている。それぞれの活動
の具体的な内容は次のようなものだ。

①メディア運営  
1 つ目のメディア運営であるが、プラット

フォームサイトTextile Japan の運営による情報
発信である。現状、先に述べた通り日本の繊維
産地に関する情報整備は、分業化と多段階構造
などの理由により、進んでいるとは言い難い。
その一方で、分業化などにより繊維産地の各分
野における特定技術は昇華され、日本の繊維産
業の大きな強みともなっている。しかし残念な
がら、自社のホームページでその技術を外部に
的確に伝えられている企業は多くない。まして
や多言語化されている企業は非常に少ない。加
えて、分業化と多段階構造により、川上の情報
は分断され、川下のデザイナーやアパレル企業
にはあまり伝わってこない。宮浦氏は、Textile 
Japan によって、このような情報の分断の是正
を目指す。そのための主なコンテンツは、テキ
スタイルなどの展示会情報、繊維産地情報、素
材の資料、さらには各繊維産地の求人一覧など
である。

②新しい生地問屋
2 つ目の新しい生地問屋の運営とは、生地問

屋としての Textile Japan の始動である。これま
でも宮浦氏は日本の繊維産地53企業の素材を、
月島のセコリ荘とセコリ荘金沢で紹介してきた
が、2017年からは規模を拡大し、生地問屋とし
ての Textile Japan をスタートさせる。宮浦氏は
この問屋を今までの問屋と異なる “NEW問屋”
として位置付けたいと考える。産元商社、商社、
問屋とデザイナーやアパレル企業との間の情報
格差の解消によって、両者の価値創造の最大化
を目指す。従来の問屋などは、繊維産地の情報も、
提供するテキスタイルなどへの付加価値の 1 つ
として捉え、ブラックボックス化してきたとこ
ろが少なくない。宮浦氏は繊維産地の各役割の
企業をつなぎ合わせること以上に、繊維産地と
とデザイナーやアパレル企業にとっての価値が
最大化することを非常に重視している。そのた
め宮浦氏は Textile Japan に展示される生地の
背景は一切ブラックボックス化せず、必要があ
ればデザイナーらを現地まで連れて行くことも
ある。そこでデザイナーやアパレル企業は職人
と直接意見を交わしたり、互いに創造性を刺激
し合ったりすることによって、より一層のモノ
づくりの高みに到達することを目指す。情報格
差の解消に加え、言語、距離、商習慣の壁のあ
る海外との取引にも注力していくという。現時
点でも宮浦氏は欧米のデザイナーズブランドへ
の日本製テキスタイルなどのコーディネートを
行っているが、ロットなどの取引ハードル、対
応速度への不満などを耳にしている。Textile 
Japan が窓口になることでそれらの問題を解消
し、素材の海外展開にも注力していく予定だ。
海外展開は 2018年秋から本格化させる予定と
いう。また、これまでも良好な関係を築いてきた、
若手のデザイナーや中小アパレル企業との取引
も引き続き重視していく。マスをターゲット顧
客とすると、経営リスクの低減、経営の効率化
から、繊維産地のモノづくりの特徴を抑えざる
を得ない場合もあるだろう。ファッション業界
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の将来を担う若手デザイナーらとの取引を重視
することで、繊維産地の特色あるモノづくりを
活かし、またそれを伸ばしていくことが問屋と
しての Textile Japan には可能となる。それによ
り、嗜好が多様化する、現在の個の時代にフィッ
トした繊維産地ならではのモノづくりが活きて
くるはずである。2018年春には Textile Japan
として、東京で展示会も開催する予定という。

③教育機関
3 つ目の川上の繊維産業に特化した教育機関

とは、ものづくりの学校の運営である。そこで
宮浦氏は、繊維産地の技能と事業そのものを承
継する人材と、繊維産地の個別状況を適切に把
握したプロジェクトリーダーを育成したいと考
えている。後者のプロジェクトリーダーとは、
繊維産地の外部環境と内部環境の分析、そして
デザイナーやアパレル企業のニーズの把握を行
い、産地内連携さらには産地間連携などを主導
して、彼らのニーズに合致した素材開発を行う
ことができる人材である。ものづくり学校では、
次の 3 つのコースが予定されている。1 つ目は、
産地のものづくりを伝えるライター育成コース。
2 つ目は、産地の生産現場で活躍できる川上職
人育成コース。3 つ目は、産地と仕事を創るプ
ロデューサー育成コースである。講師は宮浦氏
をはじめ、産地の職人など、ものづくりのプロ
フェッショナルが務めるという。「ものづくり学
校で学んだことがきっかけとなり、産地で働く、
産地と働くということが、若者たちの就業の選
択肢の 1 つに加わることを願っている」（宮浦
氏）。ものづくり学校から、第2、第3 の宮浦氏
のような人材が輩出されれば、日本の繊維産地
にとってこれほど頼もしいことはないだろう。

5．おわりに
宮浦氏の活動は、前述の通り多岐にわたる。

宮浦氏も話していたが、そこには事業ドメイン

などは厳密には設定されておらず、走りながら
考え、意思決定を行っているようだ。宮浦氏を
突き動かすのは、日本の繊維産地を守りたいと
いう想い、そして意思決定の判断基準は繊維産
業にとってプラスになるかどうか、という点に
尽きると思う。学生の時に興味を持った日本の
繊維産業は、各繊維産地が唯一無二の素材や加
工技術を生み出し続け、その品質は世界最高品
質を保ち続けている。しかしその一方で、外部
環境、内部環境の変化にうまく対応することが
できず、全体としては衰退を続けている。ある
べき姿はその逆のはずだ。宮浦氏の事業には利
己的な思いはなく、あるのは産地のあるべき姿
と現状との間の溝を埋めようとする想い、そし
てその溝が、技術や事業の承継の問題で、刻々
と深くなり、ややもすると二度と埋めることはで
きなくなる、という危機感だ。宮浦氏の事業は
日本の繊維産地に対する深い愛情によるものと
筆者は考える。そのような想いの輪は、宮浦氏
の精力的かつ繊維産地への想いに溢れた事業活
動によって広がっているようだ。繊維産地や展
示会に宮浦氏と共に足を運んだが、多くの企業
から同氏の活動は理解を得ているように感じた。
取材の中で出会った何名かの企業のトップが「彼
は日本の繊維産地にとってのキーパーソンだ」
と異口同音に話すのを耳にした。宮浦氏の活動
が支持され広がっていくことで、日本の繊維産
業の衰退に歯止めがかかることを期待する。

取材協力

Secori Gallery

セコリ荘: http://secorisou.com/

セコリ荘金沢: http://www.secorisoukanazawa.com/


