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はじめに

世界各国の織物業界は、中国繊維産業の大飛躍に
伴う熾烈な国際競争の荒波に見舞われ、その前途は、
文字どおり停滞か斜陽かの極めて厳しい荊の道とな
っている。
中国の合繊プラント、革新織機、染色加工機の増

設は止まるところを知らず、特に世界合繊織物工業
の設備過剰問題は深刻の度を増している。そのため、
中国を含む世界各国の合繊メーカー、織布工場、染
色工場の多くは、操業率の低下に見舞われ、加えて、
中国の低価格品の輸出拡大は、国際織物市況の低迷
を引き起こし、韓国、台湾の中級品はもちろんのこ
と、先進国の高付加価値織物の価格にも大きな影響
を及ぼしている。

また、昨年来の第 3次石油危機は、合繊原料の値
上り、重油、染料、糊材等の大幅な価格アップをも
たらし、各国の合繊産業は「コストアップの製品安」
で経営が悪化している。各国にとって、世界合繊織
物需給の長期アンバランスの中で、どのようにして
国際分業を確立するのか、そしていかにして採算の
取れる価格を確保して生き残るかが、最大の課題に
なっている。
このような情勢認識の下に、本稿では世界織物工

業の国際競争の変遷を振り返り、国際分業対策の問
題点を整理し、日本国内で最も中国の増産の影響を
被っている北陸産地の国際分業対策・技術開発動向
について報告する。
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〔産地動向〕

1 中国織物工業の世界シェアは、合繊長繊維織物 50％、綿織物 29％に達し、今年も革新織機の大増設が

行われ、中国の拡大は止まるところを知らない。世界織物需給は、中国の大増産によって供給過剰が表面

化し、各国間のサバイバル競争が熾烈化している。

2 世界の産業発展史をひもとけば、歴史の流れを的確に掴み、変化の流れに適応できた産業だけが生き残っ

ている。先進国織物工業の国際競争の教訓を整理すると、ブランド力を持った消費者訴求力（ファッショ

ン・デザイン）、高機能衣料分野およびハイテク産業資材分野の技術開発力が、最も有効な国際分業対策と

なっていることを知らされる。

3 北陸合繊長繊維織物産地は、国際分業対策として新技術・新商品の開発、高レベルの品質維持、多品種・

小ロット生産、マーケットイン等を推進している。特に、「世界合繊テキスタイルの開発センター」として

の役割は、北陸産地のサバイバルにとって重要な国際分業対策になっており、世界をリードする高機能技

術の一段の開発促進と、産業資材分野のハイテク複合材料の技術開発が緊要となっている。
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1．世界織物工業の国際競争の変遷と教訓

世界の産業発展史をひもとけば、歴史の流れを的
確に掴み、その産業のおかれている外部環境の変化
に適応できた産業だけが生き残り、成長しているこ
とを教えられる。いかに栄光ある歴史を持っていよ
うとも、歴史とともに歩まぬ産業は消え去っていく
のである。歴史とは、そういうものであり、「適者
生存」の原理とは、そのように冷厳なものである。
以下、はなはだ古い話を持ち出して恐縮であるが、
過去 100 年の世界織物工業の国際競争の変遷を 3つ
のステージに区分して概況を述べ、過去の国際競争
の歴史から学ぶべき教訓を整理する。

（1）先進国と発展途上国の対決
（1910～ 1985年）

世界織物工業の国際競争史の第 1 ステージは、
「先進国と発展途上国の対決の時代（1910 ～ 1985
年）」である。欧米先進国は、低賃金を武器とする
アジア、中南米、アフリカの途上国の激しい追い
上げを受け、合理化投資、高付加価値化、輸入規
制等の対策を実施したものの、先進国の多くの織
布・染色企業は斜陽化を余儀なくされた。
周知のとおり、英国綿業は産業革命によって大

量の紡績機、力織機を導入し、1912 年に 75 万 9 千
台の織機で 80 億 5 千万ヤードの綿織物を生産（英
国の繊維史の中で最高のピーク）、世界の綿布市場
を制覇した。しかし、第一次世界大戦後、日本綿
業の輸出攻勢を受けて英国綿業の衰退が始まり、

1933 年に日本は 20 億 9 千万平方ヤードの綿織物を
輸出して、英国の輸出（20 億 3 千万平方ヤード）
を追い越し、英国はついに輸出トップの座を日本
に明け渡すところとなった。第二次世界大戦後は、
アジア、中南米等の発展途上国綿業の勃興によっ
て英国綿業は一段と斜陽化が表面化し、英国政府
は、繊維産業の立て直しのために 1959 年に綿業法
を制定、巨額の資金（1959 ～ 64 年に約 270 億円）
を投入して老朽織機のスクラップと新鋭織機のビ
ルドを行い、生産性の向上、合理化、高付加価値
化を推進した。また、英国繊維業界は 1960 年代初
めから、化合繊メーカー（コートールズ、ICI）等
が、紡績、織布、染色、縫製等を傘下におさめる
大規模な垂直統合を進め、1970 年代後半にはコー
トールズ、キャリトン・バイエラ（ICI）、ツータ
ルの 3 グループが、英国の織布部門とニット部門
のキャパシティの 50 ％、染色加工部門の雇用者数
の 48 ％を支配するところとなった。しかし、この
巨大垂直統合グループは、コスト競争で低賃金の
発展途上国に太刀打ちできず、加えて巨大垂直統
合組織が、目まぐるしく変化する繊維需要に対応
できないという弱点を露呈し、「ランカシャーの悲
劇」と言われる厳しい衰退の道を余儀なくされた。
このような英国の凋落に対して、米国綿業は第

一次世界大戦後、英国を追い越して 1924 年に、綿
織物生産量が 66 億 63 百万平方ヤードに達し、生
産量世界トップの地位についた。しかし、米国綿
業は、相次ぐ経済不況から過剰設備が深刻となり、
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年 織物生産量 摘    要 
1860年 651百万ポンド（3,000百万SY） 産業革命によって発展 
1912年 8,050百万SY 英国綿業の生産ピーク 
1924年 6,026百万SY 生産量世界一の座を米国に奪われる 
1937年 4,050百万SY  
1945年 1,620百万SY 第二次世界大戦終結 
1950年 2,230百万SY  
1960年 1,294百万SY 綿業法による設備の近代化を実施 
1970年 627百万長Y 巨大垂直統合の推進 
1980年 314百万長Y 斜陽が急速に進展 
1985年 247百万長Y（39千トン）  
1990年 169百万長Y（27千トン）  
1995年 15千トン  
2000年 4千トン  
2001年 3千トン  

図表 1 英国の綿織物生産量推移

（注）SYは平方ヤード
出所：日本紡績協会「世界綿業発展史」、日本化学繊維協会「化繊ハンドブック」

福井県繊維協会「西欧繊維産業調査報告」
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「病もちの産業」として不採算に苦しむところとな
った。第二次世界大戦中にナイロンを開発した米
国は、大戦後、発展途上国との競合を回避するた
めに、綿から合繊への転換を積極的に進め、1970
年代後半には世界合繊シェアが 33 ％に達し、織物
生産量に占める化合繊織物のシェアは 63 ％に高ま
った。米国織物工業の特徴は、織布・染色一貫の
大規模経営を行い、マーケットの寡占化によって
利益を上げるという戦略を基本とし、そのために
新鋭革新織機、高速仮撚機の導入と、コンピュー
タによる工場管理など徹底した資本集約化を推進
した。また、ジーンズ等のカジュアル素材、カー
ペット等のインテリア資材、ベッドシーツ等の寝
装資材、自動車資材等の産業資材など、発展途上
国との競争の少ない量産型テキスタイルに生産を
集中して国際分業を図った。しかし、1960 年代半
ばから日本のポリエステル加工糸織物の激しい追
い上げを受け、1970 年代には韓国、台湾の合繊織
物工業の急成長、1985 年にはインドネシアの合繊
織物工業の勃興など、米国を取り巻く国際競争が
厳しさを増し、そのため、米国繊維業界は政府に
対してＭＦＡ（国際繊維協定）、ダンピング提訴等
の繊維輸入規制の強化を強く働きかけ、その効果
もあって 1990 年代末まで米国化合繊織物業界は大
幅な斜陽化を免れることができた。
他方、繊維貿易面の戦略で特筆すべきことは、

1970 年代から始まったドイツ（西独）の委託加工
貿易戦略である。西独織物業界の特徴は、フラン
ス、イタリアのような華麗なファッション織物を
追うのではなく、品質優先、コスト重視の実用衣
料用織物、土木資材等の目付けの重い産業資材織
物（綿、亜麻、合繊）、室内装飾用織物、包帯等の
医療用織物など、非衣料用織物の生産ウエートが
高いことである。西独は、1950 年代から 1960 年代
にかけて、他の西欧諸国と同様に発展途上国から
の安い繊維品輸入の増加に苦しみ、1970 年代前半
に西独政府の開放経済政策のメリットを最大限に
活用すべく、東欧諸国に対して委託加工取引を開
始した。この戦略は、衣料用織物をポーランド、
チェコスロバキア、ユーゴスラビア、ルーマニア等
の縫製工場に持ち込み、アパレル品に加工して西
独に持ち帰り、西独の最も得意とするテキスタイ
ル工程と最もコストの安い東欧の縫製工程をつな
ぎ合わせることによって生き残りを図るというも
のであった。この西独の海外縫製基地への委託加
工という新しい戦略は、1990 年代の米国のカリブ
海諸国との委託加工減税制度、日本の中国・ベト
ナム縫製との委託加工減税制度に拡がっていった。

（2）アジアとその他地域の対決
（1986～ 1999年）

国際競争史の第 2 ステージは、「アジアとその他

区分 綿織物 化合繊織物 摘    要 
1914年 6,814百万SY   
1924年 6,663百万SY  英国を抜いて世界トップ 
1931年 6,955百万SY   
1937年 9,446百万SY   
1941年 10,573百万SY   
1945年 9,547百万SY  第二次世界大戦終結 
1950年 8,406百万SY   
1960年 9,330百万SY 2,373百万SY（1961年） 化合繊織物への転換 
1965年 9,238百万SY 3,926百万SY 織物生産量ピーク 
1970年 6,246百万SY（5,711百万㎡） 4,332百万SY  
1975年 4,081百万SY（3,716百万㎡） 5,278百万SY（4,827百万㎡）  
1980年 3,726百万㎡ 9,007百万㎡  
1985年 3,279百万㎡ 8,800百万㎡  
1990年 3,733百万㎡ 8,915百万㎡  
1995年 3,753百万㎡ 9,828百万㎡  
2000年 3,675百万㎡ 9,036百万㎡  
2004年 2,106百万㎡ 7,076百万㎡ 斜陽化が進展 

図表 2 米国織物生産量推移

（注）SYは平方ヤード
出所：日本紡績協会「世界綿業発展史」、日本化学繊維協会「化繊ハンドブック」

福井県繊維協会「米国繊維産業調査報告」
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地域の対決の時代（1986 ～ 1999 年）」である。こ
の時期は、日本を除くアジア諸国（韓国、台湾、中
国、インド、ASEAN）の繊維工業が急拡大し、
1990 年代末にアジアの世界に占める生産シェアは、
合繊ファイバーが 62 ％、綿糸が 63 ％、綿織物が
60 ％に達し、アジア以外の地域の繊維産業は、停
滞もしくは斜陽化に追い込まれた。
まず日本の織物工業の動向であるが、日本は第二

次世界大戦で壊滅的な打撃を被ったものの、戦後の
復興は目覚ましく、1970 年に織物生産量は 77 億 5
千万㎡の頂点に達した。しかし、その後はアジア織
物工業の追い上げを受けて、織物生産量は次第に減
少に向かい、1993 年以降、円レートの急騰、アジ
アからの低価格の衣料品輸入の急増、国内縫製業の
海外シフトの拡大によって規模縮小が加速し、1994
～ 2004 年の 10 年間に、織物生産量は 41 億 18 百万
㎡から 19 億 74 百万㎡へ 52 ％減少した。また、従
業者数の変化は、1993 ～ 2003 年の 10 年間に織布
業が 11 万人から 4万 9千人へ 55 ％減、染色加工業
が 9万 5千人から 4万 7千人へ 50％減少した。
このような日本の織物工業の急速な斜陽化に対

して、フランスとイタリアの織物工業は、1980 年
代後半から非価格競争力による国際分業によって
健闘し、世界各国から注目されるところとなった。
フランスのローヌ・アルプス産地（リヨン等）は、
パリのオートクチュール業界向けファッション素
材の不振から航空機資材、自動車資材、土木建築
資材、軍事資材等のハイテク産業資材分野への転
換を進め、よみがえりを示した。また、イタリア

織物工業はフランスの下請け的存在から脱皮して、
テキスタイル・デザイナー、コーディネータの育
成を強化し、その結果、高感性プラス職人技術の
イタリアブランドが EU 内をはじめ米国および日
本等で高い評価を受け、輸出が増加した。縮小一
辺倒の西欧織物業界にあって、フランス、イタリ
アの産地再生は、国際競争の激化に悩む日本、韓
国、香港等のサバイバルの手本とされ、韓国大邱
産地はファッション産業化を目指してミラノプロ
ジェクトを実施、非衣料戦略を強化する福井産地
はフランス・リヨンとの技術交流を深め、加賀友
禅、九谷焼、金箔等の金沢文化を有する石川産地
はイタリア・コモ産地との交流を促進した。

（3）アジア内の対決
（2000年～現在）

国際競争史の第 3 ステージは、「アジア内の対決
の時代（2000 年～現在）」である。中国織物工業は、
1970 年代前半にインド、ソ連、米国をおさえて世
界トップの綿織物生産国になり、合繊織物について
は参入が遅れ、1990 年代にようやく基盤を固めた。
2000 年代に入ると合繊プラント、革新織機、染色
機等の大増設を一挙に敢行し、今や中国の世界シェ
アは合繊ファイバーが 45 ％、合繊長繊維織物が
50 ％、綿糸が 47 ％、綿織物が 29 ％に達し、天然繊
維および化合繊ともに世界の盟主に躍進している。
2000 年代の中国の大増設は、ポリエステルを中

心とした合繊に集中したために、国際競争は合繊糸
布において特に激化している。2000 ～ 2004 年の 4

区分 織物合計 綿織物 レーヨン織物 合繊織物 摘要 
1936年 4,359,000 2,23,000 775,471   
1945年 118,000 46,000 5,176  第二次世界大戦終結 
1950年 2,058,000 1,289,302 331,846   
1955年 4,458,000 2,523,534 647,006 54,187 合繊織物生産本格化 
1960年 6,173,000 3,221,739 770,729 423,886  
1965年 6,606,776 3,012,565 549,744 1,241,392  
1970年 7,749,807 2,616,046 544,352 2,746,149 全織物生産量がピーク 
1975年 5,954,835 2,124,436 279,420 2,411,143  
1980年 6,736,827 2,201,998 254,046 3,158,561  
1985年 6,325,861 2,060,873 179,998 3,067,580 プラザ合意・円高 
1990年 5,587,170 1,765,218 207,486 2,667,884  
1995年 3,838,571 1,029,281 117,142 2,049,591  
2000年 2,644,976 663,598 60,104 1,572,749  
2004年 1,973,864 478,977 41,273 1,209,856  

単位：1000㎡ 

図表 3 日本の織物生産量の推移

出所：日本化学繊維協会「化繊ハンドブック」
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年間に韓国は合繊ファイバーの生産量が 25 ％減、
合繊長繊維織物が 32 ％減少し、台湾は合繊ファイ
バーが横ばい、合繊長繊維織物が 33 ％減産になり、
中国より人件費の安いインドネシアの合繊産業も停
滞状態に追い込まれた。2005 ～ 2006 年になると、
韓台両国の状況は一段と悪化し、韓国合繊メーカー
は経営難から設備の縮小が相次ぎ、台湾合繊メーカ
ーは勝ち組と負け組みが顕著になり、構造調整が避
けられない状況を迎えている。また、韓国合繊織物
業界は、中国と生産品種の構造が似ていることから
八方塞がりの状態に陥り、台湾合繊織物業界はスポ
ーツ等の高機能分野を台湾島内に残し、ファッショ
ン分野、裏地分野を中国、ベトナム等へシフトする
ことによって生き残りを図ろうとしている。
日本の合繊織物業界は、高機能、産業資材等が堅

調に推移しているものの、主力の衣料用ポリエステ
ル織物がアジア内の国際競争の激化と消費需要の天
然繊維志向の影響を受けて苦戦し、2000 ～ 2005 年
の 5 年間に、合繊ファイバーの生産が 24 ％減、合
繊長繊維織物が 23 ％減、合繊短繊維織物が 37 ％減
少している。米国合繊織物業界もクイックレスポン
スの推進、NAFTA の特恵制度の活用（米国産原糸
を用いた織物をメキシコで縫製加工して輸入する場
合は関税がゼロ）によって防衛を図ったものの、中
国の大増産の影響を受けて、合繊ファイバーの生産
が過去 5 年間に 12 ％減少、テキスタイル業界も名
門のバーリントン、ガルフォードミルなどの倒産、
売却が相次ぎ、化合繊織物の生産が 22 ％減少し、
斜陽化を余儀なくされている。
さて、破竹の勢いで世界のマーケットを掌中に取

り込んでいる中国合繊織物業界であるが、その国際
競争力の原動力となっているのは、人口 13 億人を
背景とした良質低廉な労働力と、最新鋭の設備を大
量に導入して大規模生産による徹底したコストダウ
ンを図るという、米国型の資本集約戦略を合わせ持
ったことである。また、繊維機械のイノベーション
が中国にとってフォローの風になっていることも見
逃せない。合繊プラント、革新織機、染色加工機は、
いずれも電子機器の組み込みによって性能アップが
目覚ましく、技術がマシンにビルドインされている
ことから、中国合繊織物業界が新鋭設備を導入する
やいなや、一定レベルの品質のファイバー、テキス
タイルの生産が可能になっている。
すなわち、中国の設備年齢を調べると、年産

1,939 万トンの合繊紡糸設備（2005 年 3 月）のうち
過去 5 年以内の設備が 56 ％を占めており、例えば

2002 年に年産 35 万トンの新鋭設備を設置した某合
繊メーカーの品質は、僅か 3年足らずでポリエステ
ルDTY（50D/144f、75D/192f）、ポリエステル・フ
ルダル DTY（50D/96f、75D/96f）等のマイクロフ
ァイバーが、ほぼ日本並みに近いところまで品質が
アップしてきている。革新織機も設置台数 347,000
台（2005 年末）のうち過去 5年以内の設備が 58 ％
を占めており、中国産織物の品質は、新鋭設備の導
入によって年々着実に品質アップが進んでいる。参
考までに、上海駐在の日本商社マンの品質評価を紹
介すると、「中国産の綿織物、毛織物は日本品より
やや劣るが、韓国、台湾レベルに達しており、品質
にうるさい日本向けアパレル輸出に、中国産の綿織
物、毛織物がかなり使用されている。特に毛織物に
ついては、中国の生機の品質レベルが高まっている。
ただし、合繊長繊維織物（日系および台湾系工場の
織物は除く）は、中国の染色加工技術の問題もあっ
て色違いなど品質レベルは日本とかなり格差がある
が、欠点の場所を取り除いた良いとこ取りの生地は、
日本向けアパレル輸出に増加しつつあり、中国合繊
長繊維織物の品質アップのスピードは速く、近い将
来、韓台両国を完全にキャッチアップするであろう」
とのことである。

（4）歴史の教訓
世界織物工業の国際競争の変遷を 3 ステージに

分けて見てきたが、欧米および日本の先進国のサ
バイバル戦略は、現在、採り得る対策が極めて限
定的になってきていることが理解されよう。国際
競争力を決める要素として、コスト競争力（賃金、
電力等のエネルギーコスト、合理化、金利等）、消
費者訴求力（ファッション、デザイン）、商品開発
力、技術開発力、品質、時間的要素（短納期）、設
備力（コスト、品質）等があるが、これまでの国
際競争の歴史を踏まえて、各要素について考察す
ると以下の教訓が学ばれる。
①先進国織物工業が斜陽化した最大の要因は、

発展途上国の低賃金を中心としたコスト競争に敗
れたことである。先進国の大きな誤算は、設備の
近代化を促進し、生産性のアップと合理化によっ
て、発展途上国の低賃金に対抗できると考えたこ
とである。欧米先進国は、1960 年代後半からレピ
ア織機、グリッパー織機等の革新織機の導入を促
進したが、革新織機の生産性がフライ織機の 1.3 ～
1.5 倍のため、十分なコスト競争力を持つことがで
きなかった。1980 年代前半には、ジェット織機の

国内動向



41繊維トレンド　2006.9･10月号

生産性がフライ織機の 3.5 倍に高まり、先進国の革
新織機は発展途上国のフライ織機とコスト面で戦
える状況になったものの、韓国、台湾等の東アジ
ア諸国が 1970 年代末から本格的にジェット織機
（主にウォータージェット織機）の導入を拡大し、
1990 年代になると、革新織機の投資がアジアに集
中する事態となり、先進国テキスタイル産業のコ
スト競争力の復権は不可能の状態になった。
現在の中国織物業界のコスト競争力は、設備力

が世界トップ（2005 年の世界織機メーカーが出荷
した革新織機の 61 ％が中国に導入）であり、賃金
は先進国の 5 ～ 8 ％の水準と低く、最新鋭の高速
マシンと良質低廉な労働力の二つの武器を手にし
た中国には、いかなる国も歯が立たない状況とな
っている。
②西欧織物工業は、発展途上国との国際分業を

目指して高付加価値戦略を進めたが、衣料品市場
は価格が高くなれば高くなるほど市場規模が縮小
し、その結果、産業の規模縮小を余儀なくされた。
また、衣料用織物は、高付加価値化とファッショ
ン性が高まるほど多品種小ロット化し、英国の巨
大な垂直統合企業の失敗と中小企業主体のイタリ
ア産地の成功という、明暗が分かれたのは当然の
帰結と言えよう。
衣料用織物の高付加価値戦略は、消費者訴求力

と商品開発力がポイントである。ファッション、
デザイン等の消費者訴求力は、イタリア、フラン
スのようにデザイン、カラー、加工仕上げによっ
て国際ブランド化に成功すれば、強い価格力を持
ち、世界の富裕マーケットを掌中に収めることが
できる。しかし、日本のようにブランド力の弱い
高付加価値織物は、価格力が弱く、開発費ばかり
が高くなり、「コスト高の製品安」という採算問題
を抱えており、ブランド力の弱い織物はオンリー
ワンのオリジナルな高感性をアピールすることに
よって価格力を高めることが必要である。また、
商品開発力については、天然繊維織物がイタリア
とフランス、合繊織物は日本が世界の開発センタ
ーであり、この 3 カ国は多品種・小ロットの高感
性・高機能の商品開発によって世界をリードする
限り、中国をはじめとしたアジア織物工業との国
際分業が可能である。
なお、米国織物工業は、西欧のような高付加価

値化を目指さず、最も利益率が高い中級ゾーンの
市場を確保するという戦略をとってきた。そのた
めに、繊維の輸入規制によって自国の衣料用中級

品織物を守り、インテリア用、家庭用、産業用な
ど発展途上国の弱い分野での織物生産を増強して、
1990 年代末まで斜陽化を免れた。しかし、前述の
ごとく 2000 年代に入ると、米国の繊維マーケット
は中国からの輸入急増が進み、そのため衣料用織
物の減産が進んでおり、2008 年末で対中国繊維セ
ーフガードが終焉することから、米国の織物業界
の生き残る道は、非衣料用分野での技術開発に絞
られてきている。
③技術開発力は、先進国にとって最も有効な国

際分業対策であり、米国、フランス、ドイツ、日
本は、産業資材分野、高機能衣料分野で力を発揮
している。中国の追い上げを受けて、台湾、韓国
の高機能分野の技術開発が強化されており、特に
日本としては要注意となっている。先端技術分野
はユーザーの自動車業界、宇宙・航空機業界等と
の密接なコンタクトが必要とされ、先進国織物工
業にとって競争力を発揮できる分野である。
④高品質対策は、先進国織物工業にとって重要

な国際競争力要素である。高品質の織物を製造す
るには、原糸の物性の均一性、サイジング整経の
温度管理と原糸の張力管理、撚糸工程での撚数の
均一性と毛羽防止、織布工程では開口、よこ入れ、
筬打ち、張力、巻き取りなどの精度の高い調整、
染色加工工程では熱セット、微妙な風合い加工な
ど、一連の連続した高度の工程管理が必要とされ
ている。品位の高い織物を製造するには、精度の
高いトータル管理システムが不可欠であり、特に
日本の織物の品質は世界トップのレベルにある。
ただし、高品質は国際競争力にとって有力な手

段であるが、品質レベルと織物の価格が比例して
連動していないところに悩みがある。すなわち、
「品質が良いが価格は高い」というバイヤーの声が
多く、これが織物工場の採算を苦しめている大き
な要因である。価格主張力を高めるには、前述の
消費者訴求力、商品開発力、技術開発力が不可欠
である。
⑤欧米諸国は、繊維輸入規制、委託加工減税制

度、NAFTA 等の通商政策によって自国の産業を防
衛してきたが、この効果については評価が分かれ
ている。米国は、MFA（多国間繊維協定）によっ
て繊維品輸入の約 8 割を規制下に置き、前述のよ
うに 1990 年代末まで大幅な斜陽に落ち込むことを
避けることができた。ただし、対中国繊維セーフ
ガードは 2008 年末で終了することから、丸腰にな
った米国繊維産業は急速に縮小する可能性があり、

世界織物工業の国際競争の変遷と北陸産地の技術開発の動向
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長期間の繊維輸入規制は、国際競争力を弱める結
果を招いたとの意見がある。西欧もMFAによって
繊維の輸入規制を行い、発展途上国からの輸入増
を押さえ込もうとしたが、規制枠が繊維品輸入全
体の 3 ～ 5 割であったために効果が少なく、衣料
品輸入が大幅に増加して繊維産業の規模縮小を余
儀なくされた。
また、米国は、カリブ海縫製基地との委託加工

減税制度やNAFTA の特恵制度を活用したメキシコ
との地域連携で川中テキスタイル業界を守ろうと
しており、西欧は東欧等の縫製基地、日本は中
国・ベトナム縫製基地との委託加工減税制度を実
施している。例えば、日本の中国向け織物の輸出
比率（輸出量／染色加工量）は、合繊長繊維織物
が 30 ％、綿織物が 25 ％、毛織物が 37 ％であり、
このほとんどが委託加工減税制度を活用した持ち
帰り用で、近年、安定した量が流れており、日本
の衣料用織物を守る上で重要な働きをしている。
更に、FTA ／ ETA は、今後のグローバルな繊維ビ
ジネスの流れを大きく変えるものであり、協定の
内容次第では各国間の利害に大きな格差が現れる
ことから、先進国、発展途上国共に、通商政策の
最も重要な時期を迎えている。

2．北陸産地の国際分業対策・技術開発の動向

世界の織物生産は、大雑把に言って 7割強が短繊
維、3割弱が長繊維と言われている。
綿、毛、化合繊スパン等の短繊維織物は、世界の

ほぼ全地域で生産されており、国際競争は主に中国、
インド、パキスタン、ASEAN、ブラジル、メキシ
コ、トルコ、米国、EU、ロシア等の間で厳しいサ
バイバル競争が展開されている。他方、合繊長繊維、
レーヨン長繊維、絹等の長繊維織物の主要生産地は、
中国、韓国、台湾、日本、ASEAN、インド、トル
コ、EU、米国であり、世界合繊長繊維織物生産量
の約 8割を東アジア地域が生産し、約 5割を中国が
生産している。
日本化学繊維協会の調査によると、中国の 2005

年の中国合繊設備能力（年産）は 1,812 万トン、そ
のうちの 55％がポリエステルF設備（1,002 万トン）
であり、福井県繊維協会の調査では、中国の合繊長
繊維織物生産量（2004 年生産量 136 億㎡）の 7～ 8
割がポリエステル織物である。したがって、中国の
ポリエステル織物の大増産、輸出急増によって、東
アジア地域では激しい国際競争が展開されており、
東アジア各国にとって、中国との国際分業対策はポ

リエステル織物対策と言っても過言ではない。
北陸産地も、織物生産量 7億 9,360 万㎡（2005 年

実績）のうち 71 ％がポリエステル織物と比率が高
く、東アジアの熾烈な国際競争の嵐に巻き込まれ、
厳しい状況に陥っている。北陸産地の織物生産量の
分野別構成は、非衣料用織物が約 35 ％、衣料用織
物が約 65％であり、国際競争の厳しい衣料用織物に
おいては、国際分業対策として高機能加工の技術開
発および複合繊維化が促進されており、また産業資
材分野の新技術の開発・用途開拓も積極化している。
以下、国内織物産地の中で最も中国の圧迫を受け

ている北陸産地の合繊長繊維織物に焦点を当てて、
国際競争の変遷と国際分業対策としての技術開発の
動向をレポートする。

（1）1975年から韓台両国との本格的国際競争
北陸産地は、これまで国内の他産地に比べて、

常に一歩先んじてその先進性を確保している。
1900 年前後に、当時としては最も能率の高いバッ
タン機を装備して、輸出羽二重の全国的産地に発
展、1915 年には他産地に先がけて力織機への転換
を終了し、工場制手工業から機械制工業へと脱皮
した。英国ランカシャーが力織機への転換を完了
したのは 1860 年であるから、55 年遅れてのスター
トであった。また、1920 年にレーヨン工業が勃興
すると、いち早く輸出人絹織物への転換を進め、
1935 年には世界トップクラスの人絹織物産地に躍
進した。
第二次世界大戦後は、設備の近代化を積極的に

進め、人絹織物から合繊長繊維織物への転換を果
敢に行い、欧米に追いつけ、追い越せの目覚まし
い成長を遂げた。1960 年代後半には、ポリエステ
ル加工糸織物の開発に成功、米国への輸出急増に
よって日米繊維規制問題が起こり、1973 年には北
陸産地の合繊長繊維織物生産量は 12 億 4 千万㎡に
達し、米国の 7 億 5 千万リニア・ヤード（約 10 億
㎡）を上回り、世界最大のポリエステル、ナイロ
ンの長繊維織物産地に躍進した。
しかし、1974 年のオイルショック不況を契機に、

北陸産地は高度成長から成熟産業へと転換を余儀
なくされ、1975 年から韓国、台湾の凄まじい追い
上げが始まり、1985 年以降は ASEAN、中国の合繊
長繊維織物工業が新たに勃興するなど、東アジア
諸国との厳しい国際競争の時代を迎えた。韓国、
台湾の追い上げの戦略は、最初からウォータージ
ェット織機を大量に導入して、低コストを武器に
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タフタ、ポンジー、加工糸織物などの量産定番品
分野のマーケットを奪うというものであった。そ
のため、北陸産地としては、技術開発力によって
差別化を促進し、非価格競争力によって国際分業
を行うしか方策が無くなり、合繊メーカーと北陸
産地 PT（プロダクション・チーム）は垂直連携に
よって、ポリエステル減量加工織物、そして新合
繊織物等、世界トップの技術開発を推進した。こ
れらの技術開発は、世界マーケットから高い評価
を受け、その結果、北陸産地の合繊長繊維織物生
産量は、1975 年の 10 億 1,099 万㎡からバブル崩壊
直前の 1992 年には 14 億 4,580 万㎡と増加を示し
た。ただし、織物工場数は、革新織機のイノベー
ションによる高速化と、フライ織機のスクラッ
プ・革新織機のビルドの構造改革によって、1975
年の 6,640 工場から 1992 年には 3,230 工場へ半減
した。

（2）減量加工織物、新合繊織物の開発で国際分業
に成功

さて、北陸産地の成熟期（1975 ～ 1992 年）の技
術開発の動向であるが、先ず開発の先陣を切った
のがシワ加工であった。1975 年に、染色工場にお
けるナイロンタフタのウインス染色が、加工の失
敗でシワが入り、これがファッション界でニュー
ファッションとして評価され、その後、液流染色
による加工に移行し、爆発的に需要が拡大した。
また、同時期にポリエステル織物の減量加工技術
が開発され、ポリエステル・ジョーゼットクレー

プで大流行した。減量加工は、ポリエステル繊維
を高温度のアルカリ水溶液でエステル基を加水分
解させるもので、減量加工されたポリエステルの
ジョーゼット、デシン、パレス、ファイユ等の撚
糸織物は、ソフトなドレープ性を持ち、1975 ～
1985 年の 10 年間、シルキーな素材として欧米のブ
ラウス、ドレス、中東の民族衣装、インドのサリ
ー用等に輸出された。また、1980 年代前半にスパ
ンライク織物の開発が促進され、空気噴射式糸加
工機による差別化素材や複合仮撚技術の開発が推
進された。
しかし、韓国、台湾の追い上げは予想をはるか

に上回る速いテンポで進み、1985 年のプラザ合意
を契機とした円高によって北陸産地はコスト競争
力を失い、1987 年には日本の合繊長繊維織物輸出
（14 億 8 千万平方ヤード）は、韓国の輸出（15 億 9
千万平方ヤード）に追い越され、ついに世界第 1
位の輸出の王座を明け渡すことになった。このよ
うな時期に北陸産地を救ったのは、新合繊織物の
開発であった。それまでの北陸産地の技術開発は、
シルクライク、ウールライク、コットンライクな
ど天然繊維の模倣の追求であったが、天然繊維を
超える新質感を持った繊維として登場したのが新
合繊織物であった。新合繊は、1983 年の東レのシ
ルク・アベスタ、帝人のミクセルⅢの開発を先が
けとして、1984 年に鐘紡のザヴィーナス PS、クラ
レのデフォール、1986 年にユニチカのムキシィ、
1987 年には東洋紡のジーナなど、異型断面、極細
繊維、微多孔、シック＆シン、異収縮混繊などの

区分 工場数 
織機台数 織物生産量合計 合繊長繊維織物生産量（1000㎡） 

摘  要 
合計 革新織機 フライ織機 （1000㎡） 計 福井産地 石川産地 富山産地 

1966年       245,904 139,320  加工糸織物開発 
1968年      537,082 294,471 182,302 60,309  
1970年     1,044,618 744,578 382,209 262,643 99,726 日米繊維規制問題 
1974年 6,640 165,460 11,598 153,862 1,569,473 1,108,308 537,490 509,948 60,870 第1次オイルショック 
1975年 6,464 160,850 12,200 148,650 1,394,092 1,010,994 494,554 457,914 58,526 減量加工技術開発 
1980年 5,670 146,895 19,213 127,682 1,836,437 1,453,624 730,506 658,920 64,198  
1985年 4,396 121,417 31,709 89,708 1,724,384 1,423,947 730,369 611,858 81,720 プラザ合意・円高 
1987年 3,671 105,556 30,624 74,932 1,578,749 1,279,632 692,657 509,722 77,253 新合繊織物開発 
1990年 3,414 96,967 32,336 64,631 1,723,952 1,373,079 754,887 526,695 91,497  
1992年 3,230 89,633 33,257 56,376 1,785,494 1,445,803 790,082 553,590 102,131 バブル崩壊直前 
1995年 2,355 64,485 29,021 35,464 1,355,401 1,157,837 592,445 458,823 106,569 新合繊複合織物開発 
2000年 1,489 41,366 22,604 18,762 1,027,900 909,048 449,502 385,355 74,191 非衣料への転換促進 
2004年 1,091 29,555 17,122 12,433 826,896 731,168 352,232 317,185 61,751  

図表 4 北陸産地織布工場数、織機設置台数、織物生産量推移

（注）合繊長繊維織物生産量には若干の短繊維織物を含む。
出所：福井県繊維協会「50年史」、「繊協ニュース」
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多様なファイバーの開発が行われた。この新合繊
と北陸産地の糸加工技術、織布技術、染色加工技
術によって、1987 年に新合繊織物として花が開き、
ニューシルキー調、薄起毛調、レーヨン調（ドラ
イタッチ）、ニューソ毛調等の商品は内外のマーケ
ットで高い評価を受け、北陸産地は 1987 ～ 1992
年の 5年間は戦後最長の好況を謳歌した。

（3）量産定番品とファッション織物の急激な斜陽化
北陸産地が成熟期から斜陽期への移行の分岐点

になったのは、1993 年の繊維業界のバブル崩壊で
あった。繊維品の投売りによる市況の混乱、1ドル
80 円の超円高は、繊維企業の財務内容の悪化と国
際競争力の低下をもたらし、新合繊ブームも去っ
て、北陸産地としては打つ手が無くなった。一方、
勢いに乗る韓国、台湾の両国は、新合繊技術の習
得も速く、北陸産地の商品をコピーした新合繊モ
ドキと言われる織物を大量に生産し、中国は日本、
韓国から減量加工設備を大量に輸入してポリエス
テル撚糸織物の品質アップを進め、北陸産地は一
挙に斜陽化が進んだ。北陸産地の織物工場数は
1993 年の 2,762 工場から 2000 年には 1,489 工場へ
半減、2004 年には 1,091 工場に減少し、合繊長繊
維織物の生産量は 1993 年の 12 億 5,512 万㎡が
2000 年に 9 億 905 万㎡、2004 年には 7 億㎡に減少
した。
このような北陸産地の大幅な規模縮小の要因は、

円高でタフタ等の裏地、パレス、デシン等の撚糸
織物など量産定番分野が国際競争力を失ったこと、
そして新合繊織物の成功が尾を引き、新合繊を中
心としたファッション織物の開発に固執した点が
指摘されている。すなわち、合繊メーカーは劣勢
挽回のために、新合繊の微細加工を更に進化させ
た新々合繊の開発に力を入れ、また北陸産地では
新合繊とレーヨン、ナイロン等を交織した長繊維
複合織物、異なる合繊メーカーの新合繊をミック
スしたメーカー間複合織物、新合繊と綿、毛等の
長短複合織物、あるいはコストダウンを狙った新
合繊と台湾加工糸の複合織物等を開発したが、い
ずれも需要を喚起することができなかった。更に、
1998 年頃から感性織物に機能性を持たせたストレ
ッチ織物の開発が推進されたが、これも 2 ～ 3 年
後に韓国、台湾、中国が参入して大量生産を行い、
世界マーケットに溢れる状況となった。他方、高
密度の透湿・撥水コーティング加工等の機能性織
物は、東アジア競合国との技術力の差もあって堅

調に推移し、衣料用織物ではファッション織物の
不振、スポーツ、ユニフォーム等の機能性織物の
健闘という格差が明確になった。

（4）多品種小ロット生産と高機能・産業資材分野
の開発促進

1990 年代後半から始まった川下アパレル・小売
業界のクイックデリバリー、小ロット取引の拡大
は、北陸産地の生産構造に量産型生産から多品種
小ロット生産への転換をもたらし、北陸産地の国
際分業に寄与するところとなった。すなわち、韓
台両国は北陸産地の開発商品の中で売れ筋の量産
可能な織物をコピーし、その韓国、台湾の織物を
中国がコピーして生産を拡大するというイタチご
っこが繰り返されてきたが、北陸産地の多品種小
ロット生産へのシフトによって、東アジア競合国
にとってコピーの対象が分からなくなり、次第に
国際分業策として有効に機能するようになった。
しかし、この多品種小ロット生産も 2000 年代に

入ると、ファッション・テキスタイル分野で極端
なクイックデリバリー・多品種小ロット化が進み、
そのため北陸産地の大手・中堅工場は、効率的な
多品種小ロット生産のための設備導入や工場管理
の改善に努力したものの、コストアップを吸収で
きず採算の悪化が進んだ。加えて、消費需要の天
然繊維志向が高まり、ポリエステル 100 ％のファ
ッション織物は厳しい需要離れに見舞われた。
一方、スポーツ用、ダウン用、コート用、カジ

ュアル用等の高密度・ストレッチ・表裏異機能二
重織物、耐摩耗性、快適性等の作業用機能が付与
されたユニフォーム・ワーキング用織物、濃染の
ブラックフォーマル用織物、抗菌消臭・制電防止
の差別化裏地等の高機能衣料用織物は、中ロット
の受注で生産効率も良く、また産業資材分野、イ
ンテリア分野も比較的ロットがまとまり採算も良
いことから、大手・中堅工場はファッション織物
の縮小を大幅に進め、高機能織物、産業資材織物、
インテリア織物への転換を進めた。このような状
況を反映して、合繊メーカーのファイバーの開発
もファッション用素材から高機能用素材、先端素
材へと大きくシフトするところとなった。その結
果、北陸産地の小ロットのファッション織物は、
産元商社や中小工場の中で技術力を持つ工場を主
体に開発・生産するところとなり、主な品種は、
トリアセテート複合織物、レーヨン複合織物、合
繊・天然繊維複合織物、特殊風合加工のビロード
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織物、フラットヤーン織物等の高感性のオリジナ
ル商品である。ポリエステル 100 ％ファッション
織物は、生産量が大幅に減少し、高密度の高感性
加工織物、カバリング、エア加工等の糸加工技術
を駆使した中厚地織物、オーガンジー等の薄地撚
糸織物などが生産されている。
なお、2000 年以降、北陸産地の織物業界が最も

力を入れている技術開発分野は、産業資材分野で
ある。主な商品分野を紹介すると、自動車資材は
エアバッグ、内装資材等、土木建築資材関係は安
全ネット、土木シート、盛土地盤改良資材、コン
クリート構造物補強資材、落石防護資材等、海洋
資材関係はオイルフェンス、漁礁等、工業資材関
係はフィルター、研磨材、電磁波シールド材（パ
ソコン、プラズマテレビ等）、電子部品印刷用スク
リーンシャー、電線用資材等、農業資材関係では
防虫ネット、遮光遮熱資材、防草材等、医療福祉
関係では多層構造織物の減圧マットレスの製品、
医療用補助材等の様々な用途の資材の開発が行わ
れている。先端技術分野では、福井県工業技術セ
ンターを中心として産・学・官の連携で開発され
ている炭素繊維の開繊維シートが今後有望な技術
の一つである。炭素繊維の開繊糸に幅数センチの
樹脂を含浸させたプリプレグシートを作り、これ
を製織して開繊糸織物にしたものは、薄くて高強
度、耐熱性、軽量性等の特性を持ち、航空機、自
動車等の構造部材に用いられると期待されている。
北陸産地における炭素繊維、アラミド繊維等のス
ーパー繊維を用いた産業資材分野の開発は、各所
で行われているが、スーパー繊維と樹脂等の複合
材料の開発は、土木用グリッドにおけるアラミド
とポリエチレンの複合材料等の一部に見られるも
のの、欧米と比較すると技術開発が遅れをとって
おり、このような複合材料分野の開発促進を積極
的に行うならば、北陸産地の国際競争力の将来は
大きな展望が開けるであろう。
最後に北陸産地の国際競争力で、最も重要な役

割を果たしている染色加工業の高機能加工技術の
主要なポイントを示して、本稿の終わりとする。

①透湿防水加工～微多孔のフィルムラミネーショ
ン（耐水圧 30,000 ～ 40,000mm、透湿度 8,000
～ 12,000 ｇ/㎡の高機能）、無孔質ウレタンの薄
引きコーティング加工

②吸汗撥水加工～表面は撥水、裏面は吸汗
③超耐久防染加工～熱調理オイル等の撥油性、除
去性

④マイナスイオン放射素材～マイナスイオンを放
射する天然特殊鉱物の固着加工

⑤UVカット～紫外線を 95 ％カット
⑥エアコン機能搭載～外気の湿度に応じて、吸熱、
蓄熱、放熱する特殊な温度調節プロティン微粒
子を超薄膜で繊維に結合

⑦保温蓄熱加工～特殊セラミックスをコーティン
グ加工して光エネルギーを熱に転換

⑧抗菌防臭加工～抗菌性、アンモニア臭、硫化水
素等の消臭

⑨芳香加工～植物性抽出エキスにより清涼感、精
神安定効果

⑩制菌加工～院内感染のMRSA、食中毒の黄色ブ
ドウ菌、肺炎肝菌の増殖抑制

⑪吸着分解加工～シックハウス症候群のホルマリ
ンを吸収分解

⑫アレルギー防止加工～花粉、ダニの死骸等のア
レルギーを抑制するアレルバスターを、ナノス
ケール以下の薄さでカーテン等に皮膜加工

⑬制電加工～洗濯耐久性に優れた帯電防止加工
⑭難燃加工～耐久性ある難燃加工、消防法「イ」
ラベル規格

⑮防融加工～タバコ火による穴あき防止

以上、世界織物工業の国際競争の変遷を振り返
り、先進国繊維産業のサバイバルの有力な手段の
一つである「技術開発力」について、北陸産地の
合繊長繊維織物に焦点を当てて述べてきた。既述
のごとく、ここに来て、台湾等の高機能分野の技
術レベルがアップしており、北陸産地としては、
高機能から超機能（極限機能繊維、インテリジェ
ント繊維等）への一段のレベルアップした技術開
発が必要であり、また産業用ではナノレベルの微
細工技術の開発を促進すると共に、高強度、対衝
撃性、耐熱性等のスーパー繊維を活用した複合構
造体・複合材料の技術開発が緊要となっている。
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