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国内動向〔テキスタイル産地動向〕

1．崖っぷちに立たされた景気動向

世界経済は、激変の嵐が吹き荒れている。サブ
プライムローンに端を発した信用収縮問題は、昨
年秋以降、米国景気の減速をもたらし、世界の流
動性は未曾有の商品投機を発生、世界中に深刻な
インフレの波が押し寄せている。ニューヨークの
原油先物相場は、6 月 26 日に 140 ドル台を突破、
その後も値上りを続けており、鉄鉱石等の鉱物資
源も軒並み高騰している。また、中国、インド等
の新興国の急速な経済成長によって食料需要が増
加、地球温暖化による干ばつの拡大、食料作物の
バイオマス燃料へのシフト、中国の農村の出稼ぎ
増加による食料供給の不足等も加わって、大豆、
小麦、トウモロコシ等の国際相場は昨年比 2 倍に

迫る急騰を示している。インド、ベトナム、中国、
ロシア等は、自国内の食料不足、価格高騰に対処
するために輸出規制に動き出しており、発展途上
国の低所得層に食料危機の津波が押し寄せている。
この原稿を記述している 6月末の状況では、ＥＵ

経済が今年 1 ～ 3 月に年率換算で 3 ％の成長率を
維持したものの、物価の上昇に伴う個人消費の冷
え込み懸念が高まっている。日本も同様に 1 ～ 3
月に 3.3 ％の成長となったが、原材料の高騰と円高
で企業利益が減少、地方経済の鈍化、設備投資の
減少が顕著になるなど下振れリスクが高まってい
る。高度成長を遂げる中国にも変化が見られ、四
川大地震の深刻な打撃、8％台の消費者物価の高騰、
ピーク時より 4 割下落した株価、カゲリが生じた
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1 繊維ビジョンの答申の年は、北陸産地を取り巻く環境が激変し、不況に見舞われる確率が高い。今

回もジンクスが再現し、産地の景況は悪化の様相を強め、先行き不透明感が高まっている。

2 北陸産地は、国内産地の中で最も真剣に繊維ビジョンを羅針盤として、体質改善に取り組んできた

産地の 1 つである。デメリットはメリットであると言われるが、毎回のごとく繊維ビジョンの年に

困難な状況に見舞われ、それをバネに産地企業の経営改革が促進されてきている。

3 新繊維ビジョンの特徴は、先進国繊維産業としてのポジションを確立する最後のステップアップを

図るためのビジョンであり、北陸産地にとって“世界への飛躍と先端技術分野の開発強化”が課題

になっている。
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不動産バブル、そして人民元の高騰など、中国経
済の先行きに不透明感が増している。
北陸産地の化合繊テキスタイル業界の動向も、

一般経済に連動して大きく変化しつつある。産地
の景気は、昨年秋口から原燃料価格の高騰を受け
て、回復基調に頭打ち傾向が表れ、今年 1 ～ 4 月
の産地景気は一転して調整局面になり、商社段
階のビジネスにカゲリが表れ、製造面では織
物・ニットの染上品の実需が落ち込み、他方、織
物の生機生産はニットから織物への需要シフト、
細番から中肉への移行もあって前年比増産で推移
した。しかし、6月以降景況に変化が表れ、国内川
下アパレル、小売や海外ユーザーへの的確な企画
提案を行っている工場の稼働率は堅調であるもの
の、生機の在庫調整が必要となった商品、リスク
回避の対象となった商品、円高の影響が顕著となっ
た商品等を生産している工場はスペース空きが出
ており、北陸産地は戦後第 13 回目の不況突入の瀬
戸際に追い込まれている。

2．繊維ビジョン年の“大荒れのジンクス”

北陸産地を取り巻く内外情勢は、月を追うごと
に厳しさを増しており、残念ながら景気のプラス
要因はほとんど見受けられない。今後予想される
状況を整理すると、次の通りである。

① 世界経済の減速、インフレの高進による可処
分所得の減少、特に食料品価格の急騰に伴う衣
料品への支出減少によって、世界繊維需要が落
ち込む恐れがある。今後、消費者の価格アップ
に対する抵抗が増し、原燃料のコストアップ、
米ドル安に伴う通貨高等に対する価格転嫁が一
段と難しくなり、世界繊維産業の同時不況入り
が懸念される。
② 世界化合繊長繊維テキスタイル業界は、中国
の革新織機の増設で供給圧力が高まる中で、東
アジア主要生産国の輸出停滞が顕著になってお
り、昨年秋から生産設備の過剰感が出ている。
今年は米国市場の需要減少、日本内需の低迷が
表面化しており、今後、EU市場および中国内需
が悪化するようなことになると、世界化合繊長
繊維テキスタイルは 5 年ぶりの需給アンバラン
スに見舞われる可能性が高い。
③ 北陸産地の国内向けビジネス（中国への持ち
帰りも含む）は、百貨店の高級ファッション婦
人衣料及び量販店のミドル高級衣料の販売低迷、

スポーツ関連商品の不振、インテリア需要の減
少、自動車等の産業資材分野の需要低迷によっ
て、6月以降、一段と悪化の様相が強まっている。
今後、日本経済の減速化が進むようなことにな
ると、更に厳しくなることが憂慮される。

以上のように、北陸産地の景気は崖っぷちに立
たされ、その足元もばらばらと崩れ始め、先行き
が全く見えない状況になっている。このままずる
ずると深い谷底に落ちるのか、景況が減速しても
ある程度のところで何とか持ち堪えることができ
るのかどうか、産地業界は固唾を呑んで動向を見守っ
ている。
先行きを心配する経営者は、「今回の世界経済の

危機を考えると、過去の 3 大不況（1974 年の第 1
次オイルショック不況、1985 年の円高不況、1993
年のバブル崩壊不況）を超える大不況に見舞われ
る可能性が高い。最悪の事態を想定して戦略の練
り直しを行っている」と述べている。
他方、過去の 3 大不況ほど深刻にはならないと

いう見方として、「過去の 3 大不況は、量産定番品
の急速な相場下落、深刻な過剰在庫と設備過剰、
円高に伴う急激な国際競争力の低下が要因であっ
た。しかし、今回は国内の設備過剰等の構造問題
がほとんど無く、工場間の開発の個別化、差別化
が進み、小ロット多品種の高感性、高機能商品の
クリエーションによって国際分業が進展している。
今後、景況の下降は進むものの、過去の量産定番
不況のような産地全体が雪崩を打って悪化すると
いう事態は起こらないであろう」との意見が多い。
また、不況の到来こそチャンスの始まりである

との前向きな考えを持つ経営者は、「今年後半から
来年前半が山場になり、体力勝負の不況になる可
能性が高い。消費の減退、原燃料高、円高の三重
苦で採算割れになり、経営に行き詰まる企業、廃
業を余儀なくされる企業が出るのは避けられない。
今回は、個々の企業の商品力が勝敗の決め手にな
り、名実共に先進国繊維企業としての真価が問わ
れるのではないか。スタグフレーションを乗り越
えるには、高コストを消費者に転嫁できる開発力
を有していること、そして乾いたタオルも絞れば
水が出るような製販の徹底したロスの削減を行う
ことが必要である。すなわち、消費者が買いたく
なるような高度技術商品をタイムリーに企画提案
し、リーズナブルプライス実現のための製造コス
トの引き下げと、ユーザーオリエンテッドの流通

国内動向
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改革を強化するしか方法が無い。困難に直面した
時こそ真の経営改革が可能である。攻めの姿勢で
体質改善に総力を挙げ、高度技術とクイック対応
の効率生産を実現するための新鋭設備の投資を積
極的に実施する」と述べている。
なお、北陸産地の景気サイクルであるが、国の

新繊維ビジョン策定の年前後に、7割の確率で不況
に入るという不思議なジンクスがある（図表 1）。
例えば、1992 ～ 93 年のビジョン（QR の推進、国
際展開）の時は、バブル崩壊・超円高不況に見舞
われ、北陸産地は成熟段階から斜陽化へ移行した。
1997 ～ 98 年の繊維ビジョン（ニューフロンティア、
サプライチェーンの推進）では、アジア金融危機
で東アジア合繊テキスタイル業界が混乱、特に韓
国とアセアンの業界が深刻化した。また、国内金
融機関の経営破綻に伴う金融収縮で、集散地卸商
のテキスタイルビジネスが大幅に縮小、合繊メー
カーの定番チョップ品の撤退もドラスチックに進
み、北陸産地は急速な規模縮小を余儀なくされた。
なお、2003 年の繊維ビジョン（中小繊維製造事業
者自立事業の推進）の時はジンクスが外れ、中国
の革新織機・編機・染色機の大増設が本格化し、
世界合繊テキスタイルの需給が崩れ、韓台両国業
界は厳しい構造不況に見舞われたものの、北陸産
地は 1997 年から始まった長期不況が 6 年間継続
し、ビジョンが策定された時は不況の大底段階に
あった。そして今回の繊維ビジョンは、昨年 5 月
に中間答申を発表、今年 1 月にビジョンが最終的
に確定され、それと同時に世界経済の激変が本格
化し、前述のごとく今年 6 月以降、北陸産地の景
気減速が始まるなど、ジンクスの再現の可能性が
高まっている。

3．新産地創造の胎動が始まった北陸産地

繊維ビジョンは、1966 年 9 月の繊維工業審議会
と産業構造審議会の答申「繊維工業の構造改善対
策」でスタートし、過去 42 年間、おおむね 5 年ご
とに繊維産業の進むべき方向と取るべき施策が策
定されてきている。北陸産地は、最も真剣に国の
繊維ビジョンに取り組んできた代表的な産地の 1
つであり、高付加価値化の技術開発、クイックレ
スポンス（QR）、マーケットイン等のレベルアッ
プは 5 年ごとに階段を上るように高度化している。
北陸産地の規模は、バブル崩壊後の過去 15 年間で
半減したが、廃業・倒産に追い込まれた工場は繊
維ビジョンで示された対策に乗り遅れたところで
あり、繊維ビジョンを先取りして経営改革を行っ
た企業は高収益化したところが多い。
さて、今回の繊維ビジョンは「繊維産業の展望

と課題　技術と感性で世界に飛躍するために～先
端素材からファッションまで～」と題して、3つの
柱と 2つの基盤整備の対策（図表 2）を打ち出して
いる。今回のビジョンの特徴は、先進国繊維産業
としてのポジション確立への最後の階段を上るた
めのビジョンとも言える。
5年前のビジョンが生産・流通・販売に存在する

多大のロスを削減し、ユーザーオリエンテッドの
高付加価値商品をコストパフォーマンス良く生
産・販売するという“業界内部の対策”が中心で
あったのに対して、今回のビジョンは“世界一流
の繊維国への脱皮、アジアをリードする繊維国へ
の躍進”という世界への飛躍が重要なポイントに
なっている。このビジョンを受けて、北陸産地が
今後どのような対策を行うべきかを整理すると以
下の通りである。

不況の回数 不況の期間 不  況  名 繊維ビジョン策定・答申 構造改革の主なポイント 
第1回不況 昭和26年春～27年秋 朝鮮戦争反動不況   
第2回不況 昭和28年春～29年春 人絹織物増産不況   
第3回不況 昭和32年春～33年末 人絹糸布増産不況   
第4回不況 昭和36年秋～37年秋 人絹織物・金融引締め不況   
第5回不況 昭和40年初～41年春 ナイロン糸布増産不況 ①昭和40・41年 水平連携、設備のスクラップ&ビルド 
第6回不況 昭和45年初～47年春 ポリエステル糸布増産不況   
第7回不況 昭和49年春～52年秋 第1次オイルショック不況 ②昭和48・49年 垂直連携、知識集約化 
第8回不況 昭和56年春～57年末 第2次オイルショック・WJ織機増設不況 ③昭和56・57年 産地一括型の構造改善 
第9回不況 昭和59年春～62年秋 差別化織物不況・円高不況 ④昭和62・63年 LPUの構造改善 
第10回不況 平成5年春～8年秋 バブル崩壊・超円高不況 ⑤平成 4・ 5年 QR、国際展開 
第11回不況 平成9年秋～15年末 金融混乱・中国大増設不況 ⑥平成 9・10年 ニューフロンティア、サプライチェーン 
第12回不況 平成17年春～18年春 コストアップ・消費低迷不況 ⑦平成15年 中小繊維製造事業者自立事業 
   ⑧平成19・20年 技術と感性で世界に飛躍 

出所：福井県繊維協会、東レ経営研究所 

図表 1 北陸産地の戦後の景気サイクルと国の繊維ビジョン策定時期
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① 低迷する国内市場の開拓と高コスト構造問題
を克服するために、企画提案力の根本的な再強
化を図る。前回のビジョンで示された自立化を一
段と促進し、衣料用、インテリア用、産業資材用の
顧客へのユーザーオリエンテッドの徹底化を推
進する。
② 産地生産量の 6 割強を占める衣料用化合繊長
繊維テキスタイルは、匠の技に磨きをかけ、世
界の消費者に感動を呼び起こすオリジナル高感
性・高機能商品をクリエートし、産地企業の持
てる力をグローバルに発信して国際ブランドの
構築を目指す。大手・中堅企業は、世界一流の
アパレル・小売に直接のコンタクトを促進し、
中小企業は産元商社を核としたチームで、グロー
バル富裕層マーケットの開拓を推進する（欧米
マーケットでのブランド構築に成功すれば、ア
ジア、中東、そして日本国内の販促に拍車がか
かる）。
③ 産地生産量の 4 割弱を占めるハイテク産業資
材・インテリアの非衣料分野は、一層の比率アッ
プを図ると共に、これまでの内需一辺倒から脱
皮してグローバルマーケットの開拓を促進する。
特に先端技術分野については、2007 年に策定さ
れた「次世代繊維技術戦略」に基づいて、先端
複合材料等の世界のフロントランナーとしての
産地の地位を築き、名実共に世界をリードする産
地に脱皮する。
④ 単独企業のみの努力では自ずと限界があり、

モノづくりのための産地間企業連携、国際間企
業連携、そして企業・行政・大学・研究機関等
の連携によって繊維産業クラスターの形成を促
進する。

新繊維ビジョンは、北陸産地にとって非常に
ハードルが高いが、既に“先端複合材料技術の研
究開発”及び“世界への飛躍”の種がわずかなが
ら撒かれている。種の無いところに水をいくら
やっても芽は出ず、わずかでも種が撒かれている
と芽が吹き、丁寧に育成すると大きく育つ。新産
地の創造の胎動が始まった北陸産地の現状を、大
手・中堅企業と中小規模企業に分けて報告すると
次の通りである。
北陸産地の生産構造は、大手・中堅企業が産地生

産量の 6割、中小企業が 4割を占めている。北陸の
大手・中堅企業は、2000 年代に入って婦人ファッ
ションテキスタイルから高機能テキスタイルへ、
衣料用から非衣料用への転換を進め、現在、フラ
ンス、ドイツと肩を並べる高機能・ハイテク産業
資材の産地を形成している。北陸の高機能テキスタ
イルは、細番高密度ストレッチ織物等の開発で西
欧を上回り、ハイテク産業資材分野では先端複合
材料のコンポジット化において西欧に遅れをとっ
ているが、先進国繊維産業として十分な力を有し
ている。明るい話題として大手・中堅企業の中に、
グローバルニッチ市場の確保を狙った海外進出や、
西欧の技術力の高い企業との国際企業間連携を始

国内動向

  （1）産地中小企業の活性化 
  　①産地企業の自立化の推進、②繊維産業クラスターの形成・活用、③企業再編・企業統合の推進 
  　④中小事業者の総合支援拠点の整備（中小企業基盤整備機構との連携） 
  （2）取引慣行改善やIT活用による生産性向上 
  （3）政府系金融機関のセーフティーネット機能の維持 
  （4）税制の活用 
3つの柱  （1）研究開発投資の重点化（「技術戦略ロードマップ」の「ファイバー分野」の研究開発推進） 
  （2）中小企業イノベーション拠点網の整備 
  （3）異業種との関係協力を促進する産業クラスターの形成 
  （4）技術流出対策 
  （1）国内からの情報発信（JFW、TOKYO FIBER） 
 情報発信力・ブランド力の強化 （2）海外市場開拓の推進（海外展示会の充実～JETROとの連携） 
  （3）新しいライフスタイル需要を創る（環境調和型ライフスタイルの促進、和装需要の振興） 
  （1）WTO/EPA交渉を通じた海外市場の障壁削減 
  （2）国際展開のリスク軽減支援（JETRO、日本貿易保険との連携） 
  （3）知的財産保護の強化（模倣品対策） 
  （4）世界繊維産業との連携強化（アジア化繊会議等） 
  （1）必要な人材確保・育成（技術者・技能者、ファッション人材、国際事業展開に必要な人材） 
  （2）人が育つ環境の整備（資料館の整備、子供に対する産業・産地教育の実施、産業の魅力発信） 

出所：産業構造審議会繊維産業分科会 

2つの基盤整備 

構造改革の推進 

技術力の強化 

国際展開の推進 

人材の確保・育成 

図表 2 新繊維ビジョン「技術と感性で世界に飛躍するために～先端素材からファッションまで～」の対策
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めたところが出てきている。また、国際ブランド
化を標榜して欧米市場で自社ブランドの構築に着
手している企業や、国内最高峰の大学研究者と連
携して先端複合材料の研究開発を推進し、欧米の
先端複合材料企業と互角の開発競争を展開してい
る中堅企業など、新たな芽が出始めている。
他方、約 3,000 のテキスタイル企業の 9割を占め

る中小規模企業は、小ロットのファッション分野、
ジャカードのインテリア分野、ドビーの生活資材
分野を生産しているが、匠の技を深く追求してい
る一部の小規模企業の中に、世界トップクラスの
オリジナル商品を開発するところも出てきており、
東京の展示会に出展してアパレルメーカー・デザ
イナーとの直接のビジネスを行う動きが徐々に広
がりつつある。
しかし、大部分の中小規模企業は、産元商社

（福井・石川で約 150 社）の傘下で委託加工生産を
しており、今回の繊維ビジョンの実現には、産元
商社の強いリーダーシップが欠かせない。
福井県繊維卸商協会専務理事の河野喜澄氏は、

「東京、大阪の集散地卸商のビジネス縮小によって、
産元商社のリクス負担が増加し、それと共に国内
アパレルメーカーへの直接のコンタクトの拡大と
輸出ビジネスが増加している。当卸商協会加盟 61
社の 15 ％の産元商社は、海外へ営業マンを派遣し
て商売している。主要産元商社は、国内外を問わ
ずマーケットインのビジネスを進めており、4 ～ 5
年前に比較して産地の製販一体となった自立化は
かなり促進されている。中小テキスタイル企業の
職人的オリジナル感性の開発を、世界の一流のア
パレル・小売企業にグローバル展開するのが産元
商社の役割であり、今回の繊維ビジョンを実現す
るには、産元商社の奮起が大きなポイントになっ
ている。今や、産元商社は職人集団を束ねる感性
コーディネーターであり、技術屋・企画提案屋の
商人、いわゆるイタリアのインパナトーレ型に変
化している。今後、5年間は北陸産地にとって厳し
い試練の時期になるが、国際ブランドの確立、グ
ローバル・ダイレクトビジネスの積極展開が、北
陸産地に課せられた対策であり、その尖兵として
の産元商社の役割は重要である」と述べている。

4．「ハンカチ理論」と具体的なリーディング企業
の実態　

繊維産業の発展策として、「ハンカチ理論」とい
うものがある。ハンカチを机の上に広げて、真中

を摘んで静かに引き上げると円錐形になり、机を
離れると一本の帯となって上昇して行く。すなわ
ち、産地の振興対策はまず力のある主力企業のレ
ベルアップを行い、その波及効果が次第に力の弱
い企業に及び、やがて産地全体が帯状となって高
度化するというものである。筆者の北陸産地にお
ける長い調査経験でも、行政・業界団体が実施し
た底上げ式の対策で成功したケースはあまり見た
ことがなく、大部分がハンカチの理論によって産
地の体質改善が進んできている。今回の繊維ビ
ジョンを先導する“種”とも言える具体的な企業
を紹介すると、以下の通りである。

（1） グローバルニッチ市場を制覇した
株式会社小田ゴウセン

小田ゴウセンは、石川県小松市木場町にある合
成繊維の分繊・仮撚・撚糸のメーカーである。資
本金 3,000 万円、従業員数 50 名、売上高 21 億円
（平成 18 年度）、設備（分繊機 16 台、高速仮撚機 6
台、エアー加工機 3 台、延撚機 1 台）である。高
級インテリアカーテン、ブライダル衣装用オーガ
ンジー、カラフォーマル等に使用される高品質分
繊糸の世界シェアは 80 ％で、主要販売先はフラン
ス、イタリア、ドイツ、スペイン、スイス、トル
コ、アセアン諸国、中国、日本国内等であり、我
が国繊維企業の中でグローバルニッチ市場を制覇
している代表的な企業である。
同社のナイロン分繊糸は、昭和 40 年代に北陸産

地のナイロン分繊デシン用に大量に用いられたが、
昭和 50 年代に合繊メーカーの特化糸の開発が急速
に進み、昭和 60 年代に入ると分繊糸の需要が大幅
に落ち込み、同社の経営は厳しい状況に陥った。
苦境の時に新たな展開が始まると言われる。1989
年に同社の代表取締役小田外喜夫氏がドイツのイ
ンテリア展示会（ハイムテキスタイル）を視察し
た時に、フランスリヨン産地の織物企業が出品し
ていた 21 中 3 ～ 4 本のオーガンジーカーテンを目
にした瞬間、自社の 20 デニールのポリエステル
ウーリー分繊糸を用いれば素晴らしいオーガン
ジーカーテンが生産できることに気付いた。早速、
リヨンの織物企業を訪ね、同社のウーリー分繊糸
を見せたところ、クリンプがついているために極
細絹糸と勘違いし、強度もあり日光堅牢度も高い
ことから、その場でオファーを出してきた。
しかし、フランスには 20 デニールの分繊糸の整

経技術や 3mの広幅グリッパー織機の分繊糸製織技

内外環境激変の下で、新産地創造の胎動が始まった化合繊テキスタイル業界
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術が無く、そのためビームサプライの体制を確立
し、製織しやすいように糸質を改良すると共に、
織布技術の指導を行った。瞬く間にドイツ、スイ
ス、イタリア等のヨーロッパ各地の数百社から問
合せが寄せられたが、企業ごとの設備・技術内容
が異なり、個々の企業に対する悪戦苦闘の技術指
導が始まった。ユーザーオリエンテッドのきめの
細かい技術対策、デリバリー対策を地道に実施し、
1996 年にヨーロッパ向け輸出が軌道に乗り、同社
の分繊糸「シルストロン」のブランドが定着した。
それと同時に、日本国内、アセアン諸国、米国

等において分繊糸のオーガンジーカーテンの需要
が伸び始めた。同社は、日本からの輸出を補完す
るために、帝人のタイ工場に技術供与して生産・
供給体制を整え、更に中国のオーガンジーカーテ
ンの需要が顕著に増加してきたことから、2007 年
に中国に分繊糸工場を建設し、グローバル供給体
制を推進している。その結果、同社の売上高は過
去 10 年間に 6 億 6,000 万円から 21 億 1,000 万円
へ、3倍以上の伸びを示している。
なお、同社が分繊糸の世界マーケットの創造に

成功すると、日韓欧の合繊メーカーや北陸産地の
糸加工企業が分繊糸の製造に参入し、激しい安値
攻勢を仕掛けてきた。しかし、同社は世界の個々
の工場に対する徹底した技術サービスとクイック
レスポンスを一段と強化、独自の機械を開発して
470km の糸切れしない分繊糸の製造技術によっ
て、品質で絶対優位を確立し、新規参入企業の
追い上げを退けて世界シェア 80 ％の揺ぎ無い地
位を確立している。
企業が安定経営を保ち高収益を確保する方法

は、オンリーワンの商品を創造し、高いマーケッ
トシェアを取ることである。グローバルニッチ市
場を制覇した同社の手法は、北陸産地企業にとっ
て“世界への飛躍”の羅針盤の 1 つと言えよう。

（2） 国際ブランドの構築を推進する
第一織物株式会社

第一織物は、福井県坂井市丸岡町に立地する高
密度合繊産業資材織物の元祖とも言われる企業で
ある。資本金 1,000 万円、従業員数 50 名、年商 17
億円（平成 18 年度）であり、ウォータージェット織
機 120 台を保有し、月産 8,000 疋の織物を製造して
いる。生産量の 5 割は自販で、超高密度のアクティ
ブスポーツ、スポーツカジュアル、ハイファッショ
ンの衣料用織物を生産、残りの 5割は合繊メーカー

（帝人）の委託加工生産で、ヨットセールクロス、
スピネーカークロス等の産業資材を生産している。
同社の委託加工生産から自販への転換は、北陸

産地の中堅織物企業としては比較的早く、1996 年
に東京で自販をスタート、1998 年に韓国百貨店向
けアパレルメーカーに供給を開始、2002 年に欧米
向け、特にフランス、イタリア市場への売り込み
に着手した。同社の劇的なグローバル販売の成功
の契機になったのは、平成 15 年から始まった中小
繊維製造事業者自立事業への応募と採択であった。
自立事業の助成を受けて、世界トップの超高密度
高機能織物を開発、社長自らが海外のアパレルメー
カー、ブランドメーカーに対し繰り返しトップセー
ルスを行い、短期間に信頼関係を構築して、一挙
に販路拡大に成功した。
具体的には、2003 年度の自立事業の採択で、ノ

ンコーティング、ノンラミネートのウィンドプルー
フとストレッチ性という、相反する機能を合わせ
持つポリエステル 100 ％の超高密度織物「プライ
アテックス」の開発を行い、米国の大手スポーツ
アパレルメーカーへの売り込みに成功した。同社
の「プライアテックス」を使用した製品は、米国
のアウトドア・マガジン社のコンテストにおいて、
製品部門の第 1位の栄誉を受けた。
引き続き 2005 年度の自立事業に採択され、ナイ

ロンの超高密度の DNA（第一・ナイロン・アドバ
ンス）を開発、ルイ・ヴィトン、グッチなどヨー
ロッパの有名ブランドメーカーに販売を開始、売
上は順調に拡大している。
更に、中国の展示会に積極的に出展し、北陸産

地の多くの企業が中国市場開拓に成果を出せない
中で、中国有力アパレルメーカーの経営者との信
頼関係を深め、売上が急速に伸びている。
同社の売上高は、7 年前の 7 億 5,000 万円から

2006 年度には 17 億円へ急増、自販が 13 億円、委
託加工が 4 億円で、売上金額ベースでは自販比率
が 76 ％に達し、自販の 2割が国内、4割が欧米、4
割が極東地域となっており、中堅繊維企業として
は異例のグローバル販売の成功例と言えよう。
また、同社は“高密度第一織物”のブランド戦

略を進めており、2006 年に「Daiichi-Orimono」の
国内商標登録を行い、国際商標登録の準備も進め
ており、このブランドは既に韓国で完全に浸透、
EU、米国、中国においても浸透しつつあり、国際
ブランド化が着実に進みつつある。同社の代表取締
役吉岡隆治氏は、「世界の一流のアパレルメーカー、

国内動向
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ブランドメーカーに売り込もうとしても、感動を
呼び起こすだけの世界トップの高度技術商品を開
発し、提示しなければ相手にされない。断わられ
ても何回も作り込んで完璧な商品に仕上げて、初
めて付き合いさせてもらえるようになる。世界一
流と商売するには、自社が一流にならないと相手
にされない」と述べている。

（3） グローバル戦略の拠点・中国工場の早期
黒字化に成功した丸井織物株式会社

丸井織物は、石川県鹿島郡中能登町に立地する
国内最大の織物企業であり、世界の織物企業の中
でトップクラスのハイテク企業である。資本金
5,700 万円、従業員 300 名、売上高 50 億円（平成
18 年度）、ジェット織機 908 台（WJ 織機 810 台、
AJ 織機 98 台）、月産 13 万疋（650 万 m）で、経常
利益は毎年 5 億円前後をコンスタントに達成する
高収益企業である。
同社の織物生産量は、北陸産地の 15 ％、石川産

地の 37 ％のシェアを占めている。生産品種は高密
度織物、二重織物等のスポーツカジュアル用 64 ％、
高機能合繊裏地 19 ％、エアバッグ等の産業資材
17 ％であり、使用素材はポリエステル 70 ％、ナイ
ロン 30 ％、出荷先は内需 82 ％、輸出 18 ％である。
輸出は、大部分が中国縫製基地への持ち帰り用織
物であり、内需中心の展開を行っている。生産・
取引方法は、東レ、蝶理、一村産業等の委託加工
生産比率が 92 ％と高く、自販比率は 8 ％であり、
近年、企画開発力の強化に力を入れ、自販の拡大
に積極的に取り組んでいる。
他方、同社はグローバル販売を促進するために

2005 年 4 月に中国南通市に織物工場を建設、2 年
足らずで高品質工場に育てて黒字化を達成してい
る。織物企業の中国への進出は、革新織機・準備
機の設備投資が多額になり、中国織物業界の革新
織機の大増設と急速な品質向上もあって、これま
で台湾、韓国、日本から多くの織物企業が進出し
ているが、早期黒字化を達成した企業は少なく、
改めて同社の実力に関心が集まっている。
丸井織物（南通）有限公司は、資本金 6 億 3,000

万円（丸井織物 80.5 ％、東レ中国事業統括会社
19.5 ％）、敷地面積 5 万 m2、工場 1 万 m2、2005 年 3
月からウォータージェット織機 119 台、月産 60万m
で本格稼働に入り、2 年目で償却前黒字、3 年目の
2007年に完全黒字化し、2008年春のウォータージェッ
ト織機台数は 190 台に増設されている。生産品種

は、スポーツ用織物、カジアル用織物に加えてエ
アバッグ用生地を生産しており、販売先は中国内
販 20 ％、輸出 30 ％、日本向け縫製加工用 50 ％で
あるが、今後、アウトドア関連織物、車両資材等
の増設を推進し、西欧、東欧、米国、中国内需、
アセアン、日本等のグローバル販売の拠点工場に
飛躍させる計画である。
さて、同社が中国工場を建設した動機は、次の

判断によるものであった。①国内縫製業界の空洞
化が予想以上のスピードでシュリンクし、同社の
内需を中心とした対応が限界になり、グローバル
な販売戦略が必要になった。②中国のスポーツア
パレル業界の成長、自動車事業の目覚しい拡大に
よって中国内販のチャンスが訪れ、また、欧米の
対中クオータの撤廃問題もあり、欧米への輸出拡
大の好機が到来した。特にＥＵ、東欧、ロシア向
けの短納期対応にはシベリア鉄道の活用が期待で
き、中国進出の環境が整った。③同社中国工場が
北陸本社工場と同様な高品質織物を生産するには、
高い技術力を有する染色工場との連携が不可欠で
あるが、2003 年に同社と取引関係の深い小松精練
が蘇州に染色工場を建設、これが中国進出決断の
大きな要因となった。
同社中国工場は、「世界一流の高品質工場宣言」

をスローガンに掲げ、中国人従業員に対して北陸
本社工場で人間関係重視の研修を実施、短期間で
経営者と従業員の信頼関係が築かれた。社内一体
となった 5S 運動に取り組んだ結果、操業 2 年足ら
ずで高品質の工場に成長、これが黒字化の原動力
になっており、日本の丸井織物から世界の丸井織
物への飛躍に自信を深めている。

（4） 世界最先端の自動車用超高圧容器の
開発に成功した丸八株式会社　

丸八は、繊維機械販売会社として創業、1975 年
に子会社のフクイテキスタイル（丸編機 100 台）
を設立、1998 年に本社工場として福井県坂井市丸
岡町にハイテク産業資材専門工場を建設した。資
本金 8,000 万円、従業員数 18 名、売上高 2億 5,000
万円（グループ全体で 18 億円）であり、繊維強化
複合材、産業用繊維資材、一般繊維資材等を製造
している。
同社は、国の次世代繊維技術戦略の１つである

水素燃料電池自動車の超高圧 70Mpa 燃料タンクの
開発を推進しており、繊維ビジョンで示された先
端複合材料の開発で先導的役割を果たしている。

内外環境激変の下で、新産地創造の胎動が始まった化合繊テキスタイル業界
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北陸の丸編工場が日本の最高レベルの大学研究者
と産学官連携を組み、米国、カナダ等の世界の先
端技術企業と激しく競争していることは大きな驚
きであり、中堅繊維企業でも先端技術分野に真剣
に取り組めば、道が開けるという希望を産地業界
に与えている。
同社は 1999 年に福井県工業技術センターと炭素

繊維の開繊技術のライセンス契約を締結、社内に
炭素繊維の繊維資材・複合材料部を設置して、先
端複合材料の研究開発に着手した。2003 年に福井
県工業技術センターと共同出願で、「繊維強化熱可
塑性樹脂シート及びそれを用いた構造材並びに繊
維強化熱可塑性樹脂シートの製造方法」の特許を
取得している。
また、高圧ボンベ関係の開発は、平成 12 年に核

燃料開発機構（現：日本原子力開発機構）と共同
で、ナトリウム金属火災用消火器の開発でスター
トし、2003 年にはフィラメントワインディング成
形加工の CFRP 製医療用小型酸素ボンベを開発、
製造認可を高圧ガス協会から取得した。05 ～ 07 年
に経済産業省の地域新生コンソーシアム研究開発
事業に採択され、「水素燃料電池自動車 70Mpa プ
ラスチック高圧タンクの開発」に取り組み、世界
トップレベルの炭素繊維複合材料の超高圧タンク
の開発に成功した。現在、新たにガスステーショ
ン用、輸送用の大型高圧容器の開発要望が関連業

界から寄せられ、同社の研究開発は一段とスケー
ルアップしている。
同社の超高圧タンク開発の発端となったのは、

高圧容器の権威者の東京都立大学（現：首都大学）
機械工学部川原正言教授の直接の指導を受ける
チャンスに恵まれたことである。その後、東京大
学生産技術研究所吉川暢宏教授から軽量シームレ
スアルミ容器に炭素繊維をフィラメントワインデ
ィングで巻きつけて熱硬化する技術の指導を受け、
更に大阪大学工学部の座古勝教授より、織構造に
よる損傷進展解析プログラムの研究指導を受けた。
前述の地域新生コンソーシアムでは、東京大学、
大阪大学、首都大学、金沢工業大学、福井工業大
学、福井県工業技術センターとの産学官連携を組
むことができ、世界先端の水素燃料電池自動車用
超高圧容器の開発、実用化に成功している。同社
の成功事例は、勇気を出して大学・公設試験場の
門を叩けば、中小企業でも先端技術分野の取り組
みが十分可能であることを示している。
以上、北陸産地の先端 4 社の具体例を記述して

きたが、これ以外にも“世界への飛躍、先端分野
の取り組み”の胎動を始めている企業が少なから
ずある。北陸産地が今回の内外環境の激変という
苦難をバネに、新産地創造に向かってステップアッ
プすることを期待して、本稿の結びとする。




