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サステナビリティは、
繊維ファッション産業の新たなフロンティア
－自然との共生、モッタイナイ精神を生かして、世界をリードする日本に－

東レ・東レ経営研究所共催の「繊維産業シン
ポジウム」（北陸産地向け 3月4日開催予定）の
講師という名誉な依頼を受けていたのが、年明
け以降の新型コロナウイルスの感染急拡大のた
め開催が見送られた。かわりに「繊維トレンド」
紙面で、との再度のご依頼により、繊維産業の
重要課題であるサステナビリティについて、思
うところを書かせて頂くこととする。北陸産地
へのメッセージも、最後に送りたい。

サステナビリティの問題は、それ自体が一つ
の宇宙であるような、広がりと奥行き、そして
思想を包含している。これを文章で語ることは、
講演で、講演者の熱意や表情、言葉や画像で伝
えるのとは比較にならない難しさがある。その
ために出来るだけ分かりやすい表現に努力し

た。ファクツ（事実・数字）や事例紹介が多い
のも、「神は細部に宿る」と考えるからだ。最
後までお付き合い願いたい。

1．サステナビリティがなぜ喫緊の課題なのか？
サステナビリティ（持続可能性）への関心が、

欧米に遅れはとっているものの、高まっている。
国連が提唱する SDGs（持続的開発目標）や、
CSR（企業の社会的責任）といった言葉も一般
化し、ESG投資（環境や社会、ガバナンスに積
極的に取り組む企業への投資）も重視されるよ
うになった。

とくに今回のコロナ・パンデミックの遠因が、
地球環境悪化が野生動物の生存を脅かしている
ことにあるとする認識も拡大。北極の氷が解け、
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1   サステナビリティ（持続可能性）は、いまや企業の責務。環境・人権問題への取り組みは「コスト」ではなく「投
資」。戦略的行動を。

2   繊維・アパレル企業が問われるサステナビリティの本質は、素材・製品の認証以上に、企業の透明性・真正性・
信頼性。

3   課題は多様。先進事例をヒントに、まずは「自社が大切にすること」から取り組め。自社の明確なパーパスを
基に。

4   北陸は、世界に冠たるテキスタイル産地。主体性を持って、サステナブルな未来を担う世界視野のリーダーシッ
プを期待する。

要 点



5繊維トレンド　2022 年 5･6 月号

サステナビリティは、繊維ファッション産業の新たなフロンティア

史上最大規模の山火事の頻発やイナゴ大群発生
など、気候変動や環境汚染、さらには非エシカ
ル（倫理的でない）労働や人権問題も各地で浮
上。これ以上先送りは出来ない段階にきている。

なかでも繊維ファッション産業は、大量の
CO₂排出や水資源消費、製品の大量廃棄、さら
に 2011年のラナ・プラザ縫製工場崩壊事故（バ
ングラデシュ）に象徴される、非人道的労働環
境など、多くの課題をかかえる産業である。環
境省はホームページの「サステナブル・ファッ
シ ョ ン 」 で、 服1着 当 た り の CO₂ 排 出 量 は
25.5kg、水消費量は 2,300リットル（浴槽11杯
分）と警告（2019年の衣服国内供給量約35.5
億着をもとに算出）。2020年には 51万2,000ト
ンの衣服が廃棄されたとしている。
「サステナブル・ファッション」とは、「衣服

の生産から着用、廃棄に至るプロセスにおいて
将来にわたり持続可能であることを目指し、生
態系を含む地球環境や関わる人・社会に配慮し
た取り組みのことを言います」という同省の説
明は分かりやすい。

とはいえ、どこから手を付けたらよいのか？
戦後の急速な経済発展で、資源や環境を気にせ
ず構築された、大量生産・大量廃棄の膨れ上がっ
た業界の仕組みが地球や自然に与えているダ
メージを、どのようにして極小化できるのか？
表面的な見せかけ（いわゆる “グリーン・ウォッ
シュ”）のサステナビリティではなく、企業・
産業・消費者が、真剣に、かつ時間をかけて抜
本的な仕組み、すなわちエコシステムを構築し、
それを継続的に進化させなければならない。

2．  繊維・アパレル産業における 
サステナビリティの現状と課題

テキスタイル/アパレル産業は、環境負荷が
最大とも、2番目に大きいともいわれる産業だ。

繊維・アパレルのビジネスは、原料の調達か
ら、糸・生地・完成品それぞれの生産・加工・

物流と、消費者までに、長い多様な工程をかか
え、関わる企業数も膨大。さらにファッション
という、不要不急ではあるが豊かな生活に不可
欠な “情緒的価値” を扱う複雑な産業だ。しか
も日本の場合、中小企業がほとんどで、細かく
分断された機能を担いながら、全体として長く
無駄の多いサプライチェーンを構成している。
日本の持続可能性への取り組みを一層困難にし
ているゆえんだ。

経済産業省（生活産業局生活製品課）は、
2021年はじめに、「繊維産業サステナビリティ
に関する検討会」を立ち上げ、6回の意欲的会
議を開催した。筆者も委員の一人として、この
問題の大きさと取り組みの重要性を痛感。可能
な限りの実行と啓発活動に努めているところだ。

検討会では、下記の 5テーマを中心に実態の
検討・議論が進められ、最終まとめとして、課
題と今後の取り組みが示された。

1）環境配慮
限りある資源の有効活用のため、資源循環の取
り組みを進める＝◆大量生産・大量消費を前提
とする経済から、循環型経済への移行。◆新た
な資源投入を抑制し、消費活動後の製品回収・
リサイクルや、気候変動への対応が重要。
＜今後の取り組み＞
①環境配慮設計ガイドラインの策定、②回収シス
テムの構築、③消費者の意識改革。具体的には、
再利用やリサイクル、アップサイクルの推進だ。

2）責任あるサプライチェーン管理
サプライチェーン上での労働環境や使用する素
材に関して、責任ある管理を進める＝◆ラナ・
プラザ崩壊以降、サプライチェーン管理の重要
性が浮上。◆責任あるサプライチェーン管理を
通じて、労働環境の整備も。
＜今後の取り組み＞
①デューデリジェンスの実施（人権のデューデ
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リジェンスとは “企業が事業活動に伴う人権侵
害リスクを把握し予防や軽減策を講じること”。
その必要性の周知と、ILO との連携でデューデ
リのガイドライン策定）、②国際認証取得に向
けた環境整備（国際認証取得の必要性の周知や、
国際認証策定機関への日本人スタッフ派遣な
ど）、③外国人技能実習生などへの対応。

3）ジェンダー平等
社会的・文化的な性差によって差が生じない環
境の整備を進める＝◆ジェンダー平等の実現
は、社会と経済に大きな影響を与える。◆男性、
女性という理由で様々な差別を受けることがな
い社会の形成。
＜今後の取り組み＞
①官民ラウンドテーブルの設置（経営層の理解
醸成のため、ジェンダー平等の重要性と先進的
取り組み事例等を議論・共有する場の設置）、
②若い世代に対するロールモデルの提示（無意
識の偏見を打破するジェンダー教育や、女性
リーダーによる講座の開設）。

4）供給構造
適量生産・適量供給に向けた取り組みを進め
る＝◆大量生産・大量消費前提の事業/消費活
動は限界を超えた。限りある資源の有効活用が
重要。◆適量生産・適量供給へ。
＜今後の取り組み＞
①デジタル技術の活用（RFID などの活用や、
購買データ標準化等により顧客管理や消費動向
の効果的把握を促進）、②顧客を中心に置いた事
業展開の推進、③生産工程の改革（国内生産の
効果的活用など）。特に、顧客の実需分だけを生
産するオンデマンドやカスタム生産の推進。

5）デジタル化の促進
サステナビリティへの取り組みを進めるため、
デジタル技術の活用を進める＝◆近年、IoT、
ビッグデータ、AI などの発展・普及は目覚ま
しく、様々な課題への対応が期待される。◆サ
ステナビリティへの取り組みは、多くの情報の
集約・管理・分析が必要であり、デジタル技術
は極めて有効。

図表1　サステナビリティへの取組の全体像

出所：経済産業省
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＜今後の取り組み＞
①経営層への理解促進、②優良事例の横展開（事
例の収集・共有と活用できるデジタル技術の周
知）、③支援施策の周知（補助金による ITツー
ルの導入支援や DX認定制度に加え、デジタル
関連投資への税額控除・低利融資措置など）

図表1 は、委員会がまとめた全体像だ。図表
に見る通り、繊維産業における持続可能性推進
には、企業（川上・川中・小売業を含む）およ
び消費者の取り組み・意識改革が不可欠である。
また企業に投資したり、進捗を評価する機関の
働きかけや支援も重要だ。消費者も、自らが日
常レベルでサステナビリティを実践し、かつ業
界の活動を厳しくウオッチする責任を担ってい
る。特に強調したいのは、持続可能性達成の鍵
は、消費者を巻き込むこと。そして消費者にとっ
ての価値の増大と、企業への信頼の増大、にあ
ることだ。

3．  欧米におけるサステナビリティへの 
取り組み

早くから持続可能性に危機感をもってきた欧
州、次いで米国は、どのようにこの問題に取り
組んでいるだろうか。参考になる 2 つの例を紹
介したい。

1）BoFが推進するベンチマーキング
ファッション・ビジネスに特化したサステナ

ビリティを推進する BoF（Business of Fashion）
が、2021年3月のサミット会議で、「BoF サス
テナビリティ・インデックス」を発表した。そ
の目的は、「ファッション産業における持続可能
性目標の達成のため、明確に定義され測定可能
な進歩を追跡する、透明で信頼のおけるベンチ
マークを創造すること」。BoF とは、英国を本
拠にグローバル展開するアジェンダ設定型メ
ディアで、“Economist誌のファッション版” と

評価されている。
このベンチマークは、2030年（国連SDGs の

マイルストーン）をめどに、サステナブルの最
も重要な課題領域6 つについて、主要企業15社
をリサーチし、評価するものである。同社がマー
クする課題領域と、その問題意識、そして具体
的目標（一部）は下記だ。
① 透明性＝ファッション産業はシステム的に不

透明→　2030年までに、サプライチェーン
全体のトレーサビリティを達成

② エミッション（CO₂排出）＝ファッション産
業は、地上最大の汚染者→　2030年までに、
温室効果ガス排出を 45%削減

③ 水・化学薬品＝ファッション産業は、水を渇
望し、かつ汚染している→　2030年までに
水使用量を自然補充できるレベルへ、有害化
学物質ゼロを基本に、マイクロファイバー汚
染最小化への努力

④ 原材料＝ファッション産業は、精巧なビジネ
スモデルに依存→　2030年までに “望まれ
る＝preferred”ソースからの調達を100%に。
バージン・ポリエステルの排除

⑤ 労働者の権利＝ファッション産業は、システ
ム的不平等と社会的不正で成り立っている→　
人権保護を企業戦略に組み入れる。2025年
までに “生活できる賃金” を

⑥ ゴミ（廃棄物）＝ファッション産業は、無駄
の多い過剰消費を育んでいる→　2025年ま
でに、バージンおよび 1回使用ポリエステル
の埋め立て廃棄ゼロへ。循環型ビジネスモデ
ルの確立

ベンチマークするのはファッションの主要3
セクターで売上額トップ5 の上場会社。3セク
ターとは、ラグジュアリー（ケリング、PVH 
Corp ＝傘下にトミーヒルフィガー、エルメス
ほか）、ハイストリート（大衆向け）、スポーツ
ウエア（ナイキ、プーマ、VF Corp. ほか）で、
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ハ イ ス ト リ ー ト に は、H&M、 リ ー バ イ ス、
Inditex（ZARA）、Gap Inc.、にファーストリテ
イリングが、日本企業で唯一含まれている。

2021年3月の第1回目に次ぐ第2回目の発表
に注目したい。

2）米国のBコーポレーションによる認証
繊維産業の認証と言えば、素材や製品の認証

が話題になるが、米国で 2006年に設立された 
「B Corp（Bコープ）」は、企業そのものを評価
する制度で、B Corp の B は「Benefit（利益・
恩恵）」を意味する。非営利団体「B Lab（ビー
ラボ）」が運営。従業員、消費者、地域社会、
環境に対して包括的な利益を生む事業活動を行
う新しい営利企業の形、“Bコープ” を、良い会
社のあり方として定義。120 ～ 200以上の項目
に回答し、5分野（ガバナンス・従業員・環境・
顧客・コミュニティ）で 200点満点中80点以
上を獲得すると、透明性、法的説明責任などで
厳しい評価基準を満たした企業とされる。

日本はまだ 6社だが、世界では 4,000以上の
ブランドや企業が取得しており、注目度が高
まっている。ファッション企業ではパタゴニア、
オールバーズ、アイリーン・フィッシャーといっ
たサステナビリティ先進企業が名を連ねる。

B Corp認証制度の特徴は、企業規模を問わ
ないこと（売上規模での段階別料金設定で、中
小企業の申請も多い）。ビジネスを始めて 1年
以上であれば、個人でも申請できるという。ま
た認証のプロセスが、まず自己採点（BIA ＝ B 
Impact Assessment）を行い、それについて本部
とのやり取り（企業の上場準備に似たプロセス）
を経て、承認されれば認証費を支払う。Bコー
プを通じてどういう会社にしたいか、を考える
企業にも向いているという。企業が自らのパー
パス（社会的存在理由）に基づき、真摯かつ誠
実に自社を分析・評価するというコンセプトが、
先駆的だ。

4．欧米の企業事例紹介
サステナビリティの先進事例はすでに多くが

紹介されている。例えばパタゴニアは早くから
自然にダメージを与えない素材調達やモノづく
りに注力、製品を修復して再利用する Worn 
Wear も注目されている。ラルフ・ローレンは、
ブランド価値を棄損しないためにサプライ
チェーンのデジタル化を推進、投入素材や仕掛・
仕上がり製品の RFID による一貫管理により、
同社のロゴ付き「偽製品」を排除する。

1）リセール（再販）が拡大する米国
リセールビジネスのマーケットプレイス最大

手ThredUP（スレッドアップ）が発表した「2021 
Resale Report」によれば、米国のリセール（セ
カンドハンド）市場は、2021年の 360億ドル（リ
セール150億ドル＋寄付・リサイクル210億ド
ル）が、2025年までには倍増して 770億ドル（リ
セール470億ドル＋寄付・リサイクル300億ド
ル）に達するとの予測だ。

2020年に「初めてリセールの服を購入した」
人は、3,300万人。うち、「今後5年間でリセー
ル製品への支出を増やす」の回答も、76%に上る。

日本のセカンドハンド衣類・服飾品の市場規
模は、リサイクル通信の独自推計によれば、
2020年で前年比11.1％増の 4,010億円というか
ら、米国の 10分の 1 にも満たない。今後の伸
びが期待出来る。

米国のリセール市場は、伝統的な、蚤の市や
寄付に始まり、2015 から 2020年頃にかけて登
場したネット上マーケットプレイスの ThredUp
や Poshmark などが成長を牽引。2020年を境に、
ブランド自身が「リ・コマース」に力を入れる
ようになった。代表的なものは、パタゴニア、
リーバイス、ルルレモン、そして次に紹介する
アイリーン・フィッシャーなど、いずれも高品
質の素材や丁寧な製品づくりで評価が高い、ブ
ランドを大事にしている企業だ。
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2）アイリーン・フィッシャーの循環型モデル
1984年、350ドルの貯金を元手に起業したア

イリーン・フィッシャーはインテリア・デザイ
ン専攻。日本の着物の簡素・自然美・ドレープ
性と長期間愛用する考え方に感銘、そのコンセ
プトで大人のキャリア女性向け高品質ブランド
を立ち上げた。「ファッションが若い人に偏重、
変化を追いすぎる」「主役は着る人。流行とい
う計画された陳腐化ではない、タイムレスなス
タ イ ル を 」 が 信 条。 売 上200億 円 超、 社 員
1,000人超のグローバルな卸/小売業だ。

サステナビリティでは、早くからオーガニッ
ク素材や生産ロス削減などに注力し、自社製品
の不用品回収も 2009年に開始、以来150万点
を回収。最近は、資源を再利用する円形循環モ
デルを推進する。図表2 は、同社ホームページ
のビジョン、「Horizon（地平線）2030」の図に、
筆者が日本語説明を加えたもので、服に 3 つの
命（ライフ）を。すなわち、第一の命（新品）、
第二の命（修理やメイクでの再利用）、第3 の
命（原料にリサイクル）、を提唱する。

消費者の啓発と、円形循環システムに顧客を
巻き込むことも重視し、ニューヨーク（ブルッ
クリン）に、大型工房をもつ旗艦店をオープン。
工房では消費者向け補修やフェルトづくりの研
修等を行う。サプライチェーンの透明性やト
レーサビリティも重視、ホームページには取引
工場の詳細を掲載。島精機のホールガーメント
機も活用、“シームレス・カシミア” 製品に、「糸
ロス8％から 1％に削減」のタグをつけている。

華々しい広告とは無縁の会社だが、ぶれない
信念とそれを実行する行動力を熱烈ファンが支
援する、サステナブル時代のブランドとして学
ぶことが多い。

3）H&Mのリサイクルデモ機
H&M は年間2.3兆円超を売り上げる世界的

ファスト・ファッション小売。サステナビリティ
では、2013年に不要アパレル製品の回収を開始。
2030年までに販売するアパレルの 100％をサス
テナブル原料（リサイクルまたは有機素材など）
にすると宣言し、2020年10月ですでに 57％を
達成したという。

図表2　循環型モデル事例

出所：Eileen Fisher ホームページ（EF のコンセプトに筆者加筆）
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同社は不要衣料のリサイクルを啓発するた
め、「Garment-to-Garmentリサイクル」と呼ば
れるデモ機（図表3）で、ファッション製品の
リサイクルを実演。2020年秋に本拠地ストック
ホルムに設置し、どんな繊維製品でも、セー
ター、ベビー毛布、スカーフのいずれかに、11
～ 16ドルの料金で再生してくれるシステムを
運営している。5時間で、製品がファイバーに
ほぐされ、洗浄・カーディング・紡糸・ニッティ
ングなどを経て完成品になる工程を、ガラス越
しに見ることが出来る。

この生産工程では、水も化学品も使わず、必
要に応じて糸の補強用原料（サステナブル）を
補充するだけ。今後の規模拡大の発表はまだな
いが、少なくとも消費者の、リサイクルへの教
育・啓発に役立つものと思われる。ここでも機
械は島精機のホールガーメント。日本製だから
強調するのではなく、先駆的企業が、世界中か
ら、ベストの技術や機材、システムを調達して
いることを、強調したい。

5．持続可能性にどう取り組むか？
サステナビリティという巨大な課題に、企業

はどう取り組めば良いのか。難解で、答えも一
様ではない。しかしサステナビリティが、今や

「選択」ではなく「義務」となった時代に、企
業にとって重要な方向は 3 つあると考える。

第1 は、「自社が大切にすること」から取り
組むこと。自社の重要分野/強みに照準を当て
て、持続可能性に取り組めば、それはまさしく
戦略となり、その実行が差別性や圧倒的優位性
を生み出すことになる。

世界的な経営学者フィリップ・コトラー氏と
のリモート対談で、星野リゾートの星野佳路代
表が問うた。「何から手を付けたらよいのか？」
コトラー氏は、「自社が関わる分野に取り組め。
たとえばコカ・コーラ社は、まず水に取り組む。
同社の最大のリソースだからだ」、と答えた。

もし御社の顧客ターゲットが Z世代の若者で
あれば、彼らが重視するのは、サプライチェー
ンの透明性だ。素材が地球にやさしいのは当た
り前。それよりも、例えば産地のアフリカで過
酷・人権無視の労働を強いていないかを、知り
たいのだ。

図表3　製品リサイクルの公開デモ

出所：写真は H&M社提供、説明は筆者
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サステナビリティは、繊維ファッション産業の新たなフロンティア

第2 は、「従業員が、意欲的に取り組める、
持続可能性へのビジョンを提示」すること。

企業のパーパス（社会的存在理由）が重視さ
れるようになった。「わが社はどんな会社であ
りたいか？」「それは、地球にやさしく、人に
も優しい方向か？」これを明確にし、社員がそ
れに共感し、自分のパーパスとして共有するこ
とが、日常業務の多様な場面でもサステナブル
な行動を導く。

社員の生き方を大事にすることも、サステナ
ブル企業の基本だ。つまるところ、「サステナ
ビリティは、人間（と地球）尊厳の企業経営」
といってもよい。

第3 は、「他企業と連携を組む」こと。サス
テナビリティは、一社で完結することが不可能
な課題だ。取引先との透明で信頼できる関係づ
くりや、同業者（場合によっては競合相手）と
の情報共有など、最終目的達成に有効なコラボ
レーションが不可欠である。そのためには、そ
れぞれの企業が、明確な立ち位置と主体性を持
ち、互いに敬意を払うことも、重要となる。

6．最後に：北陸産地へのメッセージ
1962年の旭化成入社以来、お世話になり、ま

た時代を画する素材開発などに取り組ませて頂
いた北陸産地の方々に、リアルでお目にかかり
お話し出来なかったことを残念に思っている。
また東レが出身企業にこだわらず、こういう機
会を与えて頂いたことに、敬意と感謝の意を表
する。

日本は、多くの誇るべき繊維産地を持ってい
る。伝統技術を生かしながら、真正面から開発
に取り組む人々の真摯な姿勢とその成果物を、
心から誇りに思い、拍手を送っている。

中でも北陸は、世界に冠たるテキスタイル産
地。新規素材の開発や加工などの研究開発も絶

え間なく行われ、最近では最終製品まで手掛け
る革新的企業も出始めた。糸の生産技術から、
生地の織編や加工技術もある北陸。

その産地が、サステナビリティという「新た
なフロンティア」、すなわち、未来を創造する
チャンスを目の前にして、主体性と意気込みを
欠いていると感じる。素材そのものは世界の
トップメゾンに採用されていても、その扱いは

「服を作る部品」、というこれまでのポジション
に決別し、“インテル、入ってる” の存在感を醸
成する。あるいは産地を上げて、主要素材の循
環型モデルを構築し世界をリードする。認証制
度も、世界（欧米）が作ったデファクトスタン
ダードの順守に甘んじることなく、「北陸合繊
標準」を作り、それを掲げて世界に展開する。
さらに北陸企業が、“信頼できるブランド” とし
て世界の信頼を得るレベルにまで持ってゆきた
い…、と期待は膨らむ。そのためには、産地全
体のコラボレーション、そしてスピード感が不
可欠だ。

そもそも日本は、自然との共生が日常生活の
思想や慣習のベースにあり、江戸時代の循環型
経済は、改めて見直す価値がある先端的なもの
だ。「モッタイナイ」（無駄にしない・自然への
感謝）の考え方も、ノーベル平和賞受賞のケニ
ア環境副大臣、故ワンガリ・マータイ 氏が感銘
を受け、MOTTAINAI キャンペーンを展開した
ほど重要なコンセプトである。日本の着物は、
細幅34.5cm の反物をほとんどハサミを入れず
に縫い上げ、ほどいて洗ったり染め直したり、
仕立て直しを繰り返し、最後は雑巾や漆喰に塗
り込んで土に還すまで、利用し尽くしてきた。

サステナビリティへの取り組みは、またとな
いチャンスだ。企業の良心と社会的責任の遂行、
そしてブランド構築の重要要素として、パーパ
ス・理念を磨きあげながら、進んでほしい。


