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資料３

第４回「今後の蚕糸業のあり方に関する検討会」議事録

１ 日 時：平成１８年６月２１日（水） １４：００～１６：００

２ 場 所：三番町共用会議室

３ 出席者

検討会委員：安藤委員、兜委員、高木委員、高村委員、林委員(座長)、棚町委員、

樋口委員、吉國委員、原委員代理、渡邉委員

ヒアリング関係者： 株）髙島屋ＭＤ本部呉服ＤＶディビジョン長 池田氏（

（株）マルシバ代表取締役社長 木下氏

多摩シルクライフ２１研究会代表 小此木氏

事 務 局：吉田大臣官房審議官、松島特産振興課長

オブザーバー：経済産業省製造産業局 木下課長補佐

４ 議事概要

冒頭、座長開会宣言の後、吉田委員の代理として出席されている原氏を紹介。続い

て、ヒアリング関係者を紹介した後、ヒアリングを開始。

（高島屋池田氏）

高島屋が国産糸を使用した「高島屋ブランド」という取組を始めたのは４年位前か

らであり、より本格的に事業を展開したのは３年位前からである。

この取組を始めたのは、呉服の分野でお客様のニーズが多様になり、どのようなも

のであればお客様のハートをつかむことができるかを議論する中で、着物に使用され

ている素材そのものに焦点をあてる必要があるのではないか、と考えたからである。

「 」 「 」 。 、ニーズが 価格 から 価値 へと移行しているということである 従来にも増して

お客様の視点が重要になっている。そのお客様のニーズとは、①上質であること、②

作り手の顔が見えること、③物語性を持っていること、④大量生産されているもので

はないこと、である。このようなことを念頭に置きながら、日本の伝統である振り袖

を販売するために、最初に京友禅の老舗である「千總」さんと話し合いを進め、同じ

考えを持っている方たちと一緒になって一気通貫で、もの作りができないか今後の方

向性を検討した。次に、原料となる繭は、安定した量を確保するためにも栃木県の南

那須にある養蚕農家で比較的規模の大きな方々に依頼をし、産地と蚕期を限定してと

、 、 、れた繭はＪＡ栃木を通じて 当初は須藤製糸で 現在では松岡製糸で繰糸してもらい

その糸を樋口委員のところの江一（株）で引き取り、丹後、福井、長浜の織物産地に

おいて生地にしている。このような工程によって作られた生地をもとにして、デザイ

ン、コンセプト等を一から考え出して着物を制作し「高島屋ブランド」として販売し



- 2 -

。 、 、 、ているところである 高島屋発案で川上 川中 川下一貫した取組を行うことにより

物語性を持たせることができる。

このような取組を行った結果、毎月安定した売上があり、振り袖で２３０枚、七五

三用１６０枚、あわせて４００枚ぐらいである 「高島屋ブランド」用の生糸は春蚕。

から１０俵、晩秋蚕から１０俵とれるが、これは今 「高島屋ブランド」として販売、

されている製品に使用される原料の約２倍の量であり、今後この量に見合うだけの着

物を販売していく必要があると考えている。

また、国産繭を使用して一貫生産していることから、松岡（株）でいつ、どこでと

れたものであるかを表示した上で 「日本の絹マーク」をつけて販売し、様々な場面、

で宣伝をしている。

今後の方向性としては 「高島屋ブランド」として販売する振り袖、七五三用の着、

物に絞って、一部の製品を除いてすべて国産原料に切り替えて販売していこうと考え

ている。なぜ、このような取組を振り袖や七五三のような主力製品に絞るのかという

と、このような取組は売上が悪いと中止せざる得なくなるからである。そのようこと

になったら、繭を供給してもらった養蚕農家に申し訳ない。だから、高島屋のプライ

ベートブランド（ 誰が袖好み ）で必ず売れる商品である振り袖や七五三用着物か「 」

ら始めようということになった。お客様にも上質なものを安定的に提供できるように

したいので、今の取組はより強化する方向で進めているところである。国産糸を使用

、 、 。し 他社には真似のできない 価値に軸足を置いた取組を今後とも実施していきたい

高島屋のこのような取組に対するお客様の反応はどうかというと、いまひとつであ

る。この着物は、このような工程を経てここに展示されていると説明をすると何とか

納得してもらえる程度のものである。お客様は、デパートで販売されている着物は当

然のごとく、すべて国産の原料を使用して生産されたものだと思っている。よって、

現在のところ素材そのものの価値が売上に結びついている訳ではないが、わが社の姿

勢としてこの取組は続けていき、お客様のハートをつかむ努力をしていきたい。

小売業からの要望を申し上げたい。糸の品質の向上もさることながら、糸のバリエ

ーションを増やして欲しい。細繊度のものだけでなく、いろいろな繊度の糸を提供し

てほしい。例えば現在、結婚式でも仲人を立てない人が多くなり、その結果黒の留め

袖の販売数量は減少している。一方、おしゃれ着のための、紬とか小紋といったも
つむぎ

のは販売数量が増加している。このようにお客様のニーズにの変化に対応した製品を

、 。 、生産するのに最適な糸を こちらの求めに応じて提供できるようにして欲しい また

国産糸を差別化し、需要も伸ばしていくためにはトレーサビリティが重要であるが、

それをどのように宣伝するかという広報技術が重要になってくるのではないか。

最後に、この取組を通じて感じたことは、ただ単に問屋から仕入れた糸を使用して

生産した製品を展示しても売れないということである。物語性を持ち、それぞれの工

程において思いが込められた製品というのは説得力を持つものである。また「日本の

」 、 、 、絹 マークについて 国産原料を用いて作られた製品に絹マークを貼付する場合 金

銀、銅とかに差別化する方法もあるのではないか。
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（座 長）

ただいまの説明に対して何か意見、質問等はあるか。

（吉國委員）

例えば、先染産地とタイアップしてして、つむぎ系の製品をつくって消費者に提供

していこうという取組はあるのか。あるとしたら、今後そのような取組を増やしてい

くのか。

（高島屋池田氏）

増やしていく方向で考えている。マーケットを掘り起こしてみると、先染の将来性

はとても期待が持てる。これからは男物にも焦点を当てていくつもりであるが、女性

物でもまだまだ需要はあると考えている。しかし、従前までの固定的な価値訴求では

なかなか難しいと思う。例えば、一般的に絣のきものは、かすりのつけ方や細やかさ

に偏って価格設定されてしまうといった傾向があり、その他の技術やセンスなど本来

評価されるべき作り手側のオリジナルティが評価されにくい。これからは、いろいろ

な価値を持った商材を開発し訴求すべきである。

（高木委員）

高島屋ブランドとして扱っている着物がすべて国産品を原料として生産されたもの

だと外部に向けて打ち出した時、他の輸入品を原料として生産された製品に対する影

響はあるのか。

（高島屋池田氏）

そのあたりは、こちらとしても随分考えたところである。しかし、高島屋オリジナ

ルの製品ということで整理した。オリジナルについてはどんどん国産を売り出してい

きたいと思っている。

（高木委員）

この高島屋の取組は、着物の中でも２種類あるということか。

（高島屋池田氏）

この取組以外でも着物は何種類もあるが、いろいろな形があることを示し、お客様

のハートをつかむよう努力しており、国産糸の使用も手段の１つである。

（高木委員）

オリジナルでないものの着物の売れ行きはどうか。

（高島屋池田氏）

最終的にはマーケットが選ぶもの。お客様のハートをつかんだ製品が一番売れると

いうこと。
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（座 長）

差別化は中途半端では意味をなさない。高島屋さんの取組には徹底した差別化への

意識が感じられる。

次に、蚕品種にこだわりを持った提携に携わっておられる（株）マルシバの木下氏

にお願いする。

（マルシバ木下氏）

当社は、マルシバというカタカナ名前となっているが、問屋製造業として滋賀県長

浜で創業以来三百有余年の歴史がある会社であり、７年前に機会があって社名変更し

た。白生地にこだわりを持って、百貨店さんや専門店・染加工業者などと戦前・戦後

を通じて取引を行ってきた。各時代に合った繭を扱い 「あけぼの」が開発された時、

や、穂高の天蚕糸等もいち早く手がけてきた。細いから良いというわけではなく、東

京の百貨店さんへ野蚕・天蚕を進めてきた立場の中で、大沼先生がプラチナボーイと

いう雄蚕品種を開発したことが発表されたことから、トライすることにした。プラチ

ナボーイは、蚕業技術研究所が開発したものをＪＡ千葉の養蚕農家で繭を作ってもら

い、碓氷製糸で製糸する。その中には生繰り繰糸してもらうもの、乾繭で繰糸しても

らうものがあり、それ以外に結城で真綿糸を作るためのものもある。昨日千葉県を出

発して碓氷製糸さんへ到着している思う 「銀座もとじ」さんが男だけの着物のショ。

ップを作られて、ちょうどそのころプラチナボーイが発表されたことから、２社で協

議しながら雄だけの繭を使用して男ものの着物ができないかとと考えた。試験を２回

、 。 、を行い そのスタッフで製織・製品化にかかる考えである 結城では６５㎏の真綿糸

２１中の生繰りでは大島、その他は五泉で羽二重、丹後で先練り白生地を織り、紬の

帯地まで視野にいれている。

プラチナボーイに関して、今回良かったと感じたのは、二度ほど千葉の養蚕農家へ

行ったが、養蚕農家が飼いやすい蚕であるということ。製糸でも長い糸がとれるとい

うデータが出て、織るときも糸が丈夫である。プラチナボーイは、この３年計画で、

男物の着物・袴を販売し、さらに３年後には簡単なタウンウエアのようなものをでき

るシステムができないかと考えている。

日本の絹マークができたときに、どういう考え方かなと思った。白生地問屋として

日本の絹という発想は判断がつかないものであった。今回京都の京友禅組合さんが京

友禅シールを作った。京都で染めた物であれば何にでも貼ることができる。染めの技

法を問わないという点で問題を含んでいる様に思われる。表示シールの先駆者である

西陣の組合には京都の機屋さん製造番号があり、どんな帯にも製造している機屋の番

号が押してある。そのような機能が日本の絹マークにあれば、トレーサビリティの考

え方にも対応することになり、経糸は中国の糸である等履歴を明確にするのに役立つ

のではないか。日本の織屋で織ったということがわかるように、最低限組合加入者に

製造者番号があれば良いのではないか。文章化した何か、あるいは表示型のようなも

のにすれば良いのでないか。
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現在山形県の白鷹町には「最上」という紬ができてきた。それは山形の糸で織った

ものという考え方で、これを参考にした考え方が今回の結城・大島に入っていると思

う。当社の製品は中国の糸が大半を占めているので差別付けづらいなという思いはあ

るが、製造者番号が産地を表示しているのであれば、お客様へも説明がつくのではな

いかとという感じがある。

今後の抱負としては、当社としても、より日本の絹が、日本の生糸が経糸に使って

、 、も問題なく そしてそれを前面に出した物作りを開発・研究していく予定でいるので

研究成果があれば教えて頂けたらと思う。プラチナボーイについてはこのような状況

である。

（座 長）

ただ今の説明に、ご質問意見はあるか。

（吉國委員）

日本の絹マークについては私どもが当事者であるので皆様のご意見を聞かせていた

だければと思っている。ご意見のあった説明型表示はまさに高島屋さんにもやって頂

いており、履歴表示型もできる仕組になっている。書きたいことは何でも書けるルー

ルになっている。また、純国産品については別のマークにすべきでないかとというご

議論があるか思うが、いろいろなご意見を聞いて考えて行きたいと思っている。現状

のルールでも履歴表示型ができることになっているので考えて頂ければと思う。

プラチナボーイについては、銀座もとじさんのチャンネルで販売されるが、三眠蚕

など他の特長ある商品は、マルシバさんのなじみのある複数の小売店等で販売される

と考えてよいか。

（マルシバ木下氏）

一つの商品を複数の小売店で購入する事ができるケースもあるし、高島屋さんのよ

うに三眠蚕でオリジナル襦袢を作ろうとするケースもある。当社は、日本にはこれだ

、 。けの絹・繭があり 色々な太さの糸があることを前面に出した製品作りを行ってきた

三眠蚕糸は、１４中糸を使用して百貨店さんや専門店さんへも納品している。東京

の白生地業では、京都の白生地業と長浜・丹後のように決まったルートができている

わけではない。東京では、各産地と川下をつないだ仕組を作るという考えがある。こ

のように細かな対応ができることで、天蚕糸などの量の少ない糸の買い付けも容易と

なっている。京都ではそのような細かな対応が取りづらい。弊社では各店へオリジナ

ルを納めようとする仕組みがあるため、今回の例についても生糸の仕入れを少量から

はじめることができた。今後は銀座もとじさんのプラチナボーイのキャパシティが増

えるかもしれない。男の着物のショップを作りトレーサビりティ型の商品が完成する

ので、がんばれるのではないか。
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（座 長）

他に質問はあるか。

先日の群馬県下の現地調査でお話をうかがった絹小沢株式会社ではご自身のロゴマ

ークを使用しておられた。群馬県では、群馬の絹のマークを工夫している。このよう

なことはいいことであると思う。

他に意見・質問はあるか。

それでは、最後に多摩シルクライフ２１研究会の小此木さんお願いする。

（多摩シルクライフ２１研究会小此木氏）

まず、当研究会発足について説明する。平成４年、多摩地域東京都移管１００年を

記念して多摩ライフ２１協会が発足し、多摩地域の文化をどうしようか、高齢者問題

・健康問題をどうするかといった検討を行うイベントが行われた。その中で東京農工

大学は、もともと明治後期にできた蚕の学校であるので 「科学技術展’９２および、

絹まつり」が開催された。蚕糸に関係するに学術関係・試験研究関係のほか養蚕、製

糸、精練等の素材研究家をはじめ、流通業者、一般の絹愛好家の皆さんが一堂に会し

。 、 、た その後もこれで終わるのはもったいないということで 継続して活動していたが

平成７年に正式に発足した。昨年で１０年が経過した。現在の構成員は４５人おり、

養蚕製糸関係６名、精練を研究している先生１名、染色工芸作家１２名、染織家１４

名ほか組紐作家、デザイン関係、ボビンレース、刺繍、呉服商を取りまとめている社
くみひも ししゅう

長、研修生で構成されている。活動内容は、大きく分けて３つあり、東京ブランドシ

ルク事業、生涯学習、各種加工技術等の開発研究である。活動内容について、資料に

沿って説明していく。

まず、東京ブランドシルク事業についてであるがこの事業の特徴として、私どもの

研究会の姿勢は、作ろうとする製品に向けて、最適な加工条件を組み立てながら作る

ということである。まず素材ありきということを強調している。すなわち、素材は日

本風土が生み出したものであり、そのような考えから私たちは、国産糸の中でも主と

して多摩地域で作られた繭を素材として使っている。作品作りに当たって、蚕種、養

蚕、製糸、撚糸、精練等異業種間の連携を重視している。

現在、東京では八王子を中心とする８戸の養蚕農家が、現行品種を年間約１トン生

産しているが、当研究会では、その中の８００㎏を買い上げ、それと特殊品種を併せ

、 。 、 、 、て 約１トンの東京繭を製品化している 特殊品種は 青熟交配種 四川三眠交配種

小石丸が主な蚕品種であり、養蚕に携わる研究会員は近年の養蚕法によらずに、掃き

立てから始めて、全齢、桑による飼育を行い、約１５０㎏の優良繭を生産している。

現在、糸は、２１、２７デニールの糸、低張力糸は、碓氷製糸に製糸をお願いして

いる。４２・６０・２４０デニールの極太・扁平糸、５０％、１００％の玉糸等は諏

訪式・上州式で繰糸する宮坂製糸に、特殊糸もすべて宮坂製糸に製糸をお願いしてい

る。塩蔵した繭の糸が欲しいとか極細の糸が欲しいとか、天蚕糸が欲しい時は、会員

自ら繰糸している。

蚕種については、大日本蚕糸会の蚕業技術研究所にお世話になっている。
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岡谷の農業生物資源研究所や蚕糸科学研究所で開発した特殊糸の製品化についても

いろいろ試作させて頂いている。

撚糸については、八丁式湿式撚糸、これは着尺に適している。乾式撚糸、それに加

え、現在では全国でも２～３カ所しか残っていないと思われる多摩の張り撚り撚糸も

採用し、手術縫合糸やボビンレース、刺繍などに供する絹糸の撚糸に用いている。連

携しているところは京都は１カ所しかなく、乾式合撚糸では八王子市にある撚糸屋と

連携している、張り撚りは会員の工房でやっている。

精練は、工芸品が多いため灰汁練りが主で、八歩練りとか選択精練が必要の時は私

どもの研究会が開発した合成灰汁練りの精錬法でやっている。

製織については、会員が３０名ほどおり一楽、平織、紬、風通、錦、羅、もじり織

り、花織り、畝織り等、資料に挙げた多種多様な織りがある。

機械機の場合は、八王子の大原織物と連携しており、例えばストールや服地を作っ

ている。それから白生地は京都の我々の仲間の業者で、経糸はあけぼので、緯糸は我

共の東京の糸を使って織っている。組紐は、江戸時代の籠打組を再現して組紐を組ん

でいる。

以上のように、各地の企業の方々と連携しながら最終製品まで作っている。

生涯学習については、省略させて頂く。

素材に関心を持ってもらうには学習をして頂くしかなく、今日も午前中に産業技術

研究所で素材の学習会を開いてきた。参加者は蚕とか糸・繭について非常に関心を持

っていた。国産の繭に関心を持たせるには、素材のことを勉強させることである。そ

れによって糸が見えてくる。見えてくることによって自ら加工方法を組み立てること

ができるので、素材の勉強だけは、欠くことができない学習として今も続けている。

それから、小学校における総合学習にも協力しており過去４年間で５１校３，３００

人くらいの子供たちに蚕の飼い方とか、繭になって作品を作ることについて勉強して

もらっている。３年生正科の理科の授業で必ず蚕を飼うのだが、この時に蚕の歴史と

か地域へ与えた影響とかの話をしてあげることが大事である。我が国にとって誇りと

する蚕糸科学技術を子供たちに伝えていくことが大事であると、毎年、毎年感じてい

る。総合学習の子供たちについては、資料に書いてあるので後で読んで頂きたい。

各種絹加工技術等については、いろいろ試しているが最も重要なのは、精練法の開

発だと思っている。これによって、シルクスクリーンやシルクフェルト、真綿加工等

に関する様々な開発が行われるようになった。

それでは、我々が制作してきた製品について説明する。

（資料１－（２）写真Ｐ１～９まで説明 ）。

他にも製品を作っているが、これで説明を終わる。東京シルクとは何かと言うと、

東京でできた繭を原料として作り上げた製品であり、生糸を作ることは碓氷製糸にお

願いしている。糸はゆっくりと丁寧に引いてもらっている。ふっくらした弾力性のあ

る糸が欲しいからである。
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糸が良いものでなければ、製品にしたときも良い物はできない。まずは生繰り糸で

あること、緩速で丁寧に引いてもらうことが重要である。生繰り糸は透明感があり染

色性が乾繭とまったく違い、できあがった絹製品の光沢も違う。肌触りや、着用性能

にも優れている。こういったもので着尺で東京シルクを５０％以上使用した物につい

ては、東京シルクというラベルを作り、日本の絹の表示と一緒に付けて消費者へ渡す

ようにしている。

（座 長）

何かご質問はあるか。

（吉田審議官）

東京の糸にこだわって製品を作り、展覧会に出すとすぐに売れると言われた。その

ような製品の今後の需要はどう見ているのか。こういうものを買っていく方は、どう

。 、 、 、いう方なのか また 特殊繭を飼育する農家が６名いるようだが 年はいくつなのか

後継者はいるのかをお聞きしたい。

（多摩シルクライフ２１研究会 小此木氏）

特殊繭の飼育は大変難しく、高い養蚕飼育技術が必要である。高い飼育技術を持っ

ている養蚕農家に会員になってもらっており、研究会の会員が手伝って、さらにボラ

ンティアの方に協力してもらい、一緒になって飼育している。大量生産、大量飼育す

ることはこの先も無理ではないか、青熟交配種が欲しいと希望する人がだんだん増え

ているので、その需要に応えるためにも養蚕農家に勉強していただこうかなと思って

いる。

川上から川下への道をつなぐと言葉で言うのは簡単だが、養蚕農家に意識転換をし

てもらうことの大変さはこの１０年間いやと言うほど味わってきた。養蚕農家にとっ

て実需者としての対象は製糸工場だという意識がある。毎年農家を訪れて、良い絹製

品を作るためもっと頑張って下さいと言って、１０年かかって何とか意識転換ができ

たような気がする。３０歳代の養蚕農家が去年２０％の死にごもりを出してしまった

ので、注意したら今年は良い繭を作ってきたので嬉しかった。

このように養蚕農家に良い繭を作るんだと言う前向きの意識を持たせることが大変

である。現在、京都でも４軒の養蚕農家を取りまとめて一貫生産を試みているようだ

が、前向きな生産をしてもらうのが大変であるそうだ。また、島根でも一貫生産をし

ようとしているが大変なようである。群馬県のように試験場や技術普及体制があり、

新しい品種の開発ができるところは別だが。

特殊品種については、少量生産で確実に消費者の手に届く商品を作りたい。普通品

種についても養蚕農家と連携して納得のゆく東京シルクを作って行きたいと考えてい

る。養蚕農家は高齢化か進んでいるが、息子さんたちが手伝っているので、来年はや

めるということは聞いてないので期待している。
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（座 長）

他にいかがですか

（高木委員）

経済的なことをお聞きしたい。研究会自身が繭を買って、糸にするのは委託するの

か、途中で会員の方が責任者になっているのか。

繭を８００㎏買い入れているが。いくらで買っているのか。養蚕農家は、養蚕以外

に野菜など作っているのかお聞きしたい。

（多摩シルクライフ２１研究会 小此木氏）

養蚕農家は、野菜を作っている

研究会は、碓氷製糸で糸を引いてもらい、その経費にリスクとか研究会の運営費

等の諸経費を上乗せして、会員に購入してもらっている。会員はその糸で製品を作

成し、製品は東京シルク展に出展している。

実際の販売は、問屋を通したり、個展・グループ展で販売しているようだが、腕

のいい人には顧客がついているようである。売れているとか売れていないとかには

あまり立ち入らないようにしている。

会員は最近あてがわれた糸だけでは良い製品ができない、素材づくりにしっかり

かかわって物づくりすることが大切だということが浸透してきて、皆さんなかなか

良い物を作っている。

（座 長）

他にあるか

（棚町委員）

１トンの糸を、すべて会員方が消費されているのか。

（多摩シルクライフ２１研究会 小此木氏）

そうである。特に、山崎先生は大口に消費している。

（座 長）

他にご質問はあるか。

（吉國委員）

普通品種の育て方、繭の特性や選び方について、どういう注文を出しているのか。

（多摩シルクライフ２１研究会 小此木氏）

、 。 、例えば死にごもり繭が多く出たときは 消毒をするよう注文を出している 農家が

良い繭を作ろうとする意識はまだ低い。
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、 、去年１０周年記念のときに緯 錦の絹で作った記念品を渡したが 農家の皆さんは
ぬきにしき

「 」 「 」こんなに良い物ができるのか と驚き それじゃ良い繭を作らないといけないなと

言っていた。

何度も農家を訪れて、いろいろ話をしていかなければ、本当に良い繭はできないと

感じている。私たちが欲しい繭は、乾燥した引き締まった繭だが、ただ大きい繭を作

。 、 、 。る方もいる 連携と言うが 私たちの活動では 一番難しいのは農家との連携である

農家の皆さんとどうやって良い物を作って行くかが難しい。

（座 長）

他にいかがですか。

誰にもほめてもらわない中で、自信を持って良い仕事をしているときに、農家へ良

い物を作っているとほめると農家のモチベーションが上がるのか。

（多摩シルクライフ２１研究会 小此木氏）

それは確実にあると思いますね。死にごもり繭を多く出した農家は発憤して今年は

とても良い繭を作ってくれて嬉しかった。良い物を作ってもらったときはもちろんほ

めてあげます。これからは、製品化する人が農家と直接接するようにし、農家を取り

込まないと本当に良い物はできないと思う。

私たちは、地域振興が目標であり、もの作りだけでなく、豊かな自然とか、豊かな

人間関係、豊かな地域社会づくりという付加価値をつけることも日本にとって重要だ

と思っている。このため、私たちは、できる範囲で、小学生や一般の人たちを指導す

るし、農家の人から声がかかれば座繰り機と真綿枠をもって駆けつけ実演したりもす

る。もちろん、絹を作る人たちとの人間的なつながりも大切にしている。これからの

日本が目指すべき安心安全で豊かな文化国家づくりとういう目標を忘れると、物だけ

の世知辛い社会になってしまう。

（座 長）

今最後に言われたことが、会員の方たちが頑張ってきたモチベーションになってい

るのか。京都には、多摩シルク研究会みたいな研究会はないのか。

（多摩シルクライフ２１研究会 小此木氏）

京都にはあったが、解散して今はない。

地域振興を目指した養蚕は、今後、各地で発生するのではないか。

私たちの仲間は、茨城県や島根県にいる。奄美大島でもやりたいと言っている方た

ちがいるが、亜熱帯桑の栽培等を教えてもらえる普及活動の指導者がいないので困っ

ているようだ。

（座 長）

それでは、これでヒアリングは終了させていただく。本日はお忙しい中、お越しい
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ただき感謝。お時間が許すようであれば、このまま議論に参加していただいても差し

支えない。

続いて、事務局より資料が提出されているので、説明していただきたい。

（松島特産振興課長）

資料２に基づき説明。

（座 長）

何か質問、意見等はあるか。

（高木委員）

どこの繭がどのくらい消費されているのか把握しているのか。

（松島特産振興課長）

この資料作成に当って情報収集する中でいろいろと調査してみたが、詳細はわから

なかった。御指摘等があれば、それを踏まえ再度情報収集に努めたい。

（高木委員）

、 。桑の実とか桑茶は国産品が使われているだろう ということは何となく想像できる

しかし、繭の成分に特に着目した医療分野や化粧品分野に関していえば、輸入繭でも

特段問題ない。よって、国産繭の量がこれら分野にたくさん使用されているわけでは

ないので、それほど喜んではいられない。

（松島特産振興課長）

国産繭でも輸入繭でも成分が同じであれば、あとは競争の世界となる。また、薬事

法とかの規制があるものは、品質を管理してつくる必要があるので国内産が適してい

るだろう。

（座 長）

韓国で最も多いのは食品分野であり、自国産の蚕を使っている。

（高木委員）

全農としての立場で、糸以外への蚕の利用はどのように考えるか。

（安藤委員）

シルクパウダーに関しては、輸入繭、国産繭どちらでも対応可能であると思う。化

粧品に関しては、成分を全部表示する義務があると聞いているので、おそらく国産繭

を使用しているのではないか。しかし、化粧品の製造には、大量に繭を使用している

とは考えにくいので、繭の消費量も限定されているだろう。
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このように、様々な分野で繭が利用されてはいるが、全農の基本的なスタンスは特

殊な繭、生糸の生産にいかに貢献していくかである。

（座 長）

次に、資料３が配布されているが、これは第２回目の検討会議事録である。ここで

皆さんに最終的に確認していただきたいと思う。

また、前回の現地検討会について、何か感想等はあるか。

（吉國委員）

碓氷製糸にはこれまでも何度か行ったことがあるが、品質管理に従来以上に気をつ

かっておられる印象を受けた。絹小沢を訪れたのは初めて。加工度が高く付加価値が

高いものは国産糸と結びつく可能性があると思っていたが、絹小沢では、裏絹のよう

な加工度が低いものにまで国産糸を使用している。消費者が国産糸によるものを選ん

でも負担増が比較的小さいということで、裏絹の世界で割高な国産糸を活用していた

だいていることに深く感銘を受けた。

（樋口委員）

私も碓氷製糸には何度か行ったことがあるが、以前と比べて大変苦労されているこ

とがわかった。当時は、２１中や２７中の糸を中心として効率性重視で繰糸していた

が、今回久しぶりに見たら多種多様な糸があった。私が見た限りでも５種類ぐらいあ

り、大変太い繊度の糸まであった。

このようなことを踏まえると、どのような繭がいい繭なのか、どのような生糸が良

いのか、一義的に判断できない。よく節があったら品質が悪いとか、繊度偏差があっ

たらだめだとか言われる。品質評価は、かって生糸を輸出していた際の輸出検査項目

によってなされているのだろう。しかし、現在では節を利用して醸し出される独特の

、 、風合いを製品の特徴として打ち出しているものもあるように 製品毎に多種多様な繭

糸を使用して特徴を出し、それが消費者のニーズに合致しているかどうかによって売

れ行きが大きく左右される時代になっている。よって、川上側だけの判断でいい繭、

、 。生糸を生産したところで消費者には伝わらず 川上側だけの自己満足になってしまう

川上・川下が連携して消費者のニーズを把握し、それに応じた繭、生糸、絹製品を提

供していかなければならない。いい繭良い生糸とは、その時、その場面で異なってく

るので、一義的に判断すると誤った方向に向かうことになる。このことはしっかり認

識しておく必要がある。一方、普通の大手小売りは、国産糸使用を表示した製品は扱

わない。それは履歴表示の問題と履歴を表示していない他の多くの製品に対する影響

を考慮してしまい、尻込みするからである。

（高村委員）

国内で生産される生糸生産量は多くない。お客様の希望に応じた糸をしっかり生産

するだけである。
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（座 長）

、 。そろそろ時間も迫ってきたので 今後のスケジュール等を事務局より説明願いたい

（松島特産振興課長）

資料４に基づき説明。

（座 長）

それでは次回の検討会は７月７日午後３時より蚕糸会館にて開催したい。

これで、本日の議題はすべて終了したが、提出された資料は農林水産省ホームペー

ジにより直ちに公表されることとなる。会議の議事録については、委員の皆様に御確

認いただいた後に、発言者の名前とともに公表することとしたい。それでは、本日は

これをもって閉会とする。

以 上


