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究会】の第一期（2018～2020 年度の三年間）における研究活動の成果
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第１部 本会設立の背景・設立・活動
（１）背景
日本繊維機械学会は 1948 年に設立されて以降，繊維産業に携わる人々の結集体と
して活動して，2017 年に 70 周年を迎えた．その間，繊維技術の進歩，繊維製品の進
化は目覚ましいものがあった．本学会では，70 周年という節目にあたり，繊維の更
なる進歩に貢献すべく，「繊維産業の未来を語ろう」をメインテーマとした記念事
業が行われた．
繊維産業の未来を考える上で大切なのは，繊維技術の進歩や発展という範囲でだ
けでなく，遠い未来の社会や暮らしを見据えた上で，直近の十数年後の繊維産業の
ビジョンを捉えることである．「衣・食・住」の三大要素のひとつとして，人間が
生存する限り，繊維技術が廃れることはありえず，将来における技術革新も期待で
きる．この技術革新の実現をめざすため，遠い未来の社会や暮らしを，とくに衣
（ころも）を中心に幅広く研究調査し，この展望をもって日本の繊維産業の未来技
術の方向性や指標を示すことを目的とする研究会の設置が検討された．
（２）設立
2017 年中頃から，本研究会の設立に向けての活動が始まり，本研究会の設立案件
が 2017 年 11 月開催の本学会理事会に提案された．理事会での審議を経て，本研究会
の設置が承認され，名称も認可された．
研究会の名称は，“衣 coromo＠未来研究会”とした．私たちが身にまとう“衣”，
さらに範囲を広げて，私たちを覆ってくれるものを“ころも coromo”と称し，これ
らの未来予測をターゲットにする意味で，“未来”の属性に所属することを示す＠
を挿入した．
（３）活動
衣 coromo＠未来研究会の設立総会と第 1 回研究会が，2018 年 4 月 14 日，大阪科学
技術センターで開催された．設立総会では，委員長，2 人の副委員長が選出され，研
究会規約，2018 年度事業計画・予算が承認され，研究会がスタートした．以後７回
の研究会が開催され，今日に至っている．
研究会では，未来を学ぶ場を提供し，工学や社会・経済学などの分野の未来研究
者との交流やネットワークを形成し，繊維産業の未来技術の方向性や指標を議論し
てきた．そして，これ迄の約 3 年間の成果を，第一期報告書にまとめた．

第２部
2.1

研究会の講演から読み解く「衣・未来」

第一回研究会（設立総会・記念講演会：2018 年 4 月 14 日）

設立総会は，中村信氏（株式会社テムザック中央研究所）を議長として開催され，
ここで，本研究会の規約や役員等が認められた．委員長になられた中村氏より研究
会設立にあたってのご挨拶があり，3 年を目処に本研究会を運営し，成果を得たいと
述べられた．その後，参加者がそれぞれ自己紹介をし，和気藹々とした雰囲気で記
念講演会へと進んだ．
まず基調講演が，前川善一郎氏（京都工芸繊維大学名誉教授）より「未来につな
がる“衣”の歴史」と題して行われた．直立 2 足歩行を始めて 600 万年の長い歴史を
有している人類は，生存のために衣食住に対し様々な工夫をして世代をつないでき
たこと，これから続く未来においても，人類は色々な工夫を加えていくであろうこ
とについて述べられ，“衣”に焦点を当てて，人類の過去の歩みを学び，未来につ
なぐ思考の一助としてのお話をいただいた．
つづくパネルディスカッションは鈴木榮一氏（国崎クリーンセンター啓発施設）
をコーディネーターとして，「いったいどうなる 未来の“衣”coromo」というテー
マで行われた．パネラーは 4 名．まず，中村信氏が，『“衣”coromo 人をおおいつ
く しているもの・・』と題して，衣を，身を包むものとして捉えたうえで，コンピ
ューターや携帯電話の普及 のスピードを例にし，AI 等が当たり前に世界を席巻して，
これからの生活の在り様が急速に変わっていくこと，その中で人がどう生きていく
かを考えていく必要があることを述べられた．
次に井上真理氏（神戸大学）は，『生活者が考える 衣の未来』と題して，コミュ
ニケーションとしての衣の役割がある以上，AI などによる学習が可能な機能として
の快適感だけで衣を選ぶのではなく，人間が主体的に関わる必要がある，したがっ
て，衣そのものがなくなることも，AI に全ての仕事を奪われて，人間が必要なくな
るということはないであろうと述べられた．
中西康雅氏（三重大学）は，『対象との対話と技術 開発』と題して，科学の知と
臨床の知について説明され，様々な場面で用いられている自然科学的手法には，モ
デル化・数値化するために捨象された要素があるが，今になって，その部分が新た
な価値として取り上げられるようになった例を示され，技術の進歩により生活が変
化するときに何を価値とするかとともに，それを実現するために捨象してきたもの
を見直してはどうかと提言された．
最後に米倉将斗氏（株式会社タカラ）は，『生産現場 から未来を展望』するとし
て，ものづくりの現場としての企業の立場から，AI と共存しながらも，人でなけれ
ばできないものがあり，そこに誇りをもって仕事ができると述べられた．また，人
間にしか生み出すことのできない普遍的な価値について，小豆島にあるご自分の会
社の仕事場や技術をもった職人として働いておられる方々，その環境の中で，心も
含めて育っている若い方々の様子を挙げてお話いただいた．

パネルディスカッションではパネラーから提供された話題をもとに，コーディネ
ーターの鈴木氏がパネラーはじめ参加者の方々に意見を求めた．欲望を満たすため
に科学技術が発展し，便利さを手に入れると同時に人を退化させることにもつなが
っていったこと．自我をもつロボット，責任をもつロボットが開発されようとして
いる今日，一方で資源を考える中では天然由来の材料に変わっていくであろうこと
や，織機，編機は 3D プリンターのようなものに置き換わるかもしれないことなどの
話題があがった．また，この研究会を進めていく上では，散漫に様々なテーマを取
り扱うのでは なく，材料・ものづくり・消費や生活などに分類し焦点をしぼって議
論すべきであろうという意見が出された．

第一回研究会の様子

2.2

第二回研究会（2018 年 8 月 7 日）

第 2 回研究会は，まず委員長の中村信氏（㈱テムザック中央研究所，ダイキン工業
㈱）より研究会の設立に関する内容と今回の研究会の趣旨について説明があった．
中村氏は 3 年を目処に本研究会を運営し，上記のコンセプトに基づいて成果を得た
いと述べられた．
最初のご講演は，社会学・文化研究・ファッション研究を専門とされている成実
弘至氏（京都女子大学家政学部生活造形学科・教授）より，「服と社会 変化を追っ
て」と題して行われた．21 世紀に入り，ファッション・アパレル業界が低迷し，コ
レクション，デザイナー，メディアの影響力が低下して，若者のあこがれの的では
なくなるとともに，デフレ化，グローバル化の下でファストファッションが台頭し
てきた．ファストファッションでは低価格，回転の速さが促進され，アパレルは消
耗品となり，ものづくりの現 場から物流管理の仕事になっていった．ファストファ
ッションに対抗してスローファッションに価値を見いだす動きがある．Gwilt らによ

ると，「スローファッションとはローカルで公正なもの，高い品質のもの，感性教
育を尊重し，過剰消費に歯止めをかけるための考え方」とある．2000 年代以降，消
費意識は私有から共有へ，個人から社会へという方向性があり，断捨離が叫ばれる
ようになった．デザインもシンプル志向となり，万人の理想というものがなくなっ
て多様化志向になっている．ファストファッションに対するスローファッション，
エシカルファッションという流れがある一方で，その曖昧さも指摘され，便利さ，
安易さに慣れた社会で本当にこのような新しい価 値観が根付いていくのか，という
疑念もあるとのこと．学生たちが実際にモノづくりに触れ，体験することで眼を輝
かせるという成実氏のお話からは，教育の大切さにも思いが及ぶ．将来の生活を考
えるにあたって人間としての価値観，しあわせであることの意味をどのように考え
るのか，そのことを後進に伝えていくという本質的な課題があると考えさせられた．
お二人目のご講演の前に，ダイキン工業㈱のご厚意により，テクノロジー・イノ
ベーションセンターの見学をさせていただいた．建物に入ってすぐの広いロビーの
空調，天井のライトのランダムな配置等について，中村氏より詳細の説明をいただ
き，またこれまでの社の歴史を物語る展示品についても見せていただいた．ダイキ
ンといえば空調のイメージが強いが，創業当時から様々な分野の製品を手掛けてい
ることがわかり，もうすぐ創業 100 年を迎える社の歴史と新しさを感じることができ
た．
二番目のご講演は，高本陽一氏（㈱テムザック代表取締役（CEO））より「個人用
ＥＶ スーツの時代（普及に向けて）」と題して行われた． 社会に役立つキカイ（XROID）を作ることをミッションとして，医療用，農業用，レスキュー用，建築用
等々，様々な分野のロボットを開発しておられる．個人用スマートモビリティーに
ついてもお話をうかがった．時にはロボット，時にはモビリティ，時には車椅子と
して一人ひとりに合致した”座る”から“乗る”に進化した次世代型スマートモビ
リティ開発のプロセスからお話をいただいた．後ろから乗り，馬乗り型でおんぶし
ているような状態で座る電動型の車いすということである．座ったままでベッドか
ら乗り移ることができ，またベッドにも戻りやすい．車いすよりも高さがあるので，
立っている人と同じ視線で話をすることができるため，見下ろされることなく身障
者や療養中の人には気分が良いなどの利点がある．これを city mobility として自動
車や自転車の代わりにシェアリングして使用するという構想もあるそうだ．その他，
様々なロボットの実際と構想をお話いただいた．人にやさしいスマートシティ，医
療のシミュレーションが可能なメディカルシティ，警察や消防の訓練ができるディ
ザスターシティを作ることを考えておられるとのこと．ロボットでできること，人
であるからこそできることについて深く考えさせられた．
質疑応答で成実氏に対しては，スローファッションを加速させ，広めるためには
どうしたらよいかという質問がなされた．いかに効率的であるかが重要なファスト
ファッションに対して，スローファッションは手をかけて布地から作って長く使う
ことを求めている．人間中心であり，人間でしかできないクリエイティブな価値を
求めることである．そこに価値を持つような人，環境を育てることが大事なのでは
とのことであった．高本氏に対しては AI とロボットに関する質問として人間のため
に作られたはずなのに，人間を脅かす存在になるのではないかと心配する質問がな
された．いろいろな意味で AI を脅威と思うこともあるかもしれないが，実際には，

AI は囲碁ができるようになっても将棋はできない，すなわち何かに特化したことし
かできない．人間らしい動き方はできるようになるが，人間のように私は何か，心
はどこにあるのか，というようなことを考えることはできない，とも．一方で夢を
みる，夢を描くような自我をもつロボットを作る研究が行われている，とのことで
あった．海外では ロボット産業は軍事産業と結びつきやすいため国が管理している
場合が多いという．日本はそこがあまり徹底されていないということだ．国によっ
ては，ロボット開発のためにだけ広い敷地の街を作ってもよいという考え方さえあ
るとか．そういうことができれば，実践を伴ったロボット開発は大いに進むと考え
られる．AI を使用し，ロボットを開発するにあたって，何をさせるかは人間が考え
ることであり，人間がいてこその開発であることを改めて人は考えねばならないと
思った．ファッションとロボット，まるで分野が違うとも思えるが，いずれも人間
の価値，感性をどのように捉え，どのように使い育てるのかを確認すべきものであ
ることを心に刻んだ研究会となった．

第二回研究会の様子

第二回研究会

懇親会の様子

2.3

第三回研究会（2018 年 12 月 5 日）

まず委員長の中村信氏（㈱テムザック中央研究所所長，ダイキン工業㈱）より挨
拶があり，地盤固めの第 3 回とし，喧喧囂囂（けんけんごうごう）ではなく侃侃諤諤
（かんかんがくがく）でいきましょうと述べられた．
話題提供の最初は，委員長の中村信氏が，『“衣”coromo 未来 ～2108 年未来進
氏の一日～』と題して話題提供された．人類の歴史から，ヒトが火を使うようにな
り，道具を使うようになり，産業革命を迎えて技術が進歩してきたが，ここ数十年
の技術の進歩は，情報技術，ナノテクノロジー，ロボテックスなど目を見張るもの
がある．それらの技術の影響を受け，衣にかかわる機能性や美意識の追求がなされ，
衣が変化していくことが考えられる．例えば周辺の環境状況を把握して反応したり，
着用者の生理作用から体調を察知して問題があれば医師に連絡したりするなど，衣
があ たかも心や意識をもっているかのようにふるまうかもしれない．しかし，あの
プラトンが「今どきの若者は，…．」などと述べたという書物が残っていたりする
のを見ると，基本的な人の心の在り様は変わらないのではないかと語られた．技術
の進歩のより具体的な例として，2108 年の未来進氏の一日を挙げられた．京都から
東京へ行って仕事をし，メルボルンへ行って講演を済ませ，ハワイへ行ってビーチ
で泳いだ後会食をして京都に戻ってくる というストーリーだ．彼は最適な温度調整
されたカプ セルで過ごしたり，場に合わせた衣服をレンタルで脱ぎ着したりする．
世界を一日で飛び回り，荷物は小さい手荷物一つという．
二番目は，木村照夫氏（京都工芸繊維大学名誉教授）が『X 年後の繊維／衣』と題
して話された．“衣”と“服”の漢字の成り立ち（“衣”は「身体に着る衣服のえ
りもと」の象形，“服”は「わたし船」「ひざまずく人」「右手」の象形）につい
て述べられ，現在の衣服を定義された．“服”が使われる言葉の語源として，「薬
草などを衣服のように体にまとい病気の原因となる邪気を防ぐことを外服という」
ことも示された．その上で X 年後の衣服の定義が変わるかどうかという視点で，話
題を進められた．現在の衣服に従来の機能性（たとえば快適性，清潔，安全安心，
健康にかかわる項目）の進化が見られるということだけであれば，答えは No であろ
うが，根本的に役割が変化するとなると答えは Yes になる．具体的には，衣・食・
住は衣と住が一緒になって衣住・食となるかもしれないし，衣が輸送手段である
Viecle，または語源にもあったように薬になるかもしれないと語る．従来の機能性
繊維／衣服に対し，X 年後の繊維／衣は対話する繊維／衣服であり，身体と衣服が一
体化するのではないかとすでに市場化されている靴を例に挙げて述べられた．人工
透析，人工心肺，人工筋肉など臓器の役割をする衣，気を発する衣服，病は気から
と言われるが，体から信号を受け取り，気を注入するなどの役割を果たすようにな
るかもしれない，と述べられた．3D プリンターで衣服を作れる時代になっている．
家庭で 3D プリンターを使って衣服を作成し，不要になれば何度でも樹脂に戻して作
りなおすことができる．リサイクルの観点からも申し分ないとのこと．キーワード
は体と対話する衣服，体と一体化する衣服．
三番目は松下義弘氏（京都工芸繊維大学シニアフェロー，元繊研新聞）は，『繊
維・ファッション関連の技術の発展，衣服の変化』と題して話題提供された．
「1970 年の万博で宇宙服のような衣服も紹介されたが，現実はそのようにはなって

いない，結局は今とそ う変わらないのではないか」が第一声．そして古代か ら現代
までの衣服の変化，繊維・アパレル製造工程の技術の発展，衣服の要素，産業技術
の発展について述べられた．そのうえで基本的には平面的な布を立体的にまとうと
いうことに変化はないであろうし，いくら 住空間が心地よくなっても象徴としての
衣服の役割もあり，裸で過ごすということにはならないであろうと予測する．ただ，
「この 10 数年で変わってきたのは，機能性の進歩と発展」とし，ホールガーメント
やインクジェット等を例として挙げた．また，質感，品位というような感性の繊細
さがバーチャルで表されるようになったとしたら，何らかの変化が起きる可能性は
高いとも．衣服そのものなのかライフスタイルの変化なのかはわからない．でも自
分自身でデザインして何か を作り出せるセンスのある人は少ないので，家庭で何で
もできて衣服を作る人が必要なくなる，ということにはならないであろうと述べら
れた．
続いて鈴木榮一氏（国崎クリーンセンター啓発施設 環境情報センター所長）が
『見えない世界の繊維から，未来を紐解く技術開発』と題して話された．空気中の
CO2 から炭素繊維を合成する技術，ダイラタント流体の剛軟性を用いた応用技術，位
相等の制御で発電できる無音・無光空間，電磁波吸収繊維体の発電技術など，現代
の技術の進歩とその技術の応用について紹介された．一方で 9 割の繊維製品が平凡
な繊維からできている現実の中で，繊維産業にとってどこまで技術の進歩が必要な
のか，との疑問もある．最後に，「感情の起伏から，議論やチーム作業の進め方な
どの ソフト，マクロな宇宙環境まで，繊維（ファイバー）構造をみることができる．
さらに世界の先端物理学で活発に研究されている理論にも，超弦理論がある．ファ
イバーは，ひょっとして宇宙の根源に関わる重要な原理なのかもしれない…．」と
締めくくった．
最後に井上真理（神戸大学教授）は，『未来の“衣”』 と題して話題提供した．
動物の中でヒトだけがもつ衣の文化，衣には暑さ寒さをしのぐだけではなく，象徴
などの意味もある． ㈱ エアークローゼットや，zozotown で有名な㈱スタートトゥ
デイテクノロジーズなどの E コマースが発達する一方でリアル店舗もオープンさせる
事例が増えている事実も紹介した．感性，感覚とのかかわりが深い衣の世界では，
根本の部分で「装い」がなくなることはないと述べる．情報化社会や様々な技術の
発展によって否応なくライフスタイルは変化するが，ファストファッションの台頭
する一方でエシカルファッションがクローズアップされるなど，人口が増え続ける
世界を維持させようと思えば SDGs を考えざるを得ない．文化や感性が大事だと思え
る感覚を次世代に伝えていくことも必要．そのためには教育も必要であるとした．
100 年後の衣がどうなっているか，誰も正解はわからないが，こうであってほしいと
いうことを提言して，それに向かっていくことの意味は大きいとも述べた．
以上の話題提供を踏まえて，参加者でディスカッションを行った．吉田誠一氏
（元㈱クラレ）は，工程の多すぎる繊維製品は簡素化されるべきという論を展開さ
れ，不織布を推しておられた．貴重な食糧生産のために，綿栽培も減る可能性があ
り，非木質セルロースを原料とすることになるであろうし，石油を原料とする合成
繊維も生産を減らしていくことになるのではないかと述べられた．一つの素材でど
のような季節でも着られる衣服，色やデザインをその日その日で変えられる衣服な
どの提案もなされた． 越智清一氏（元繊維評価技術協議会，元東洋紡㈱）は，研究

会のこれからの方針として，機能性，特に超機能性を追求し，具体的に 10 年，20 年，
50 年，100 年先に必要な機能，進化した衣服について提言し，機能の分類をすること
で快適性と捉えることもできるのではないか，と述べられた．武内俊次氏（京都工
芸繊維大学，元㈱福原精機製作所）は，物的な豊かさとともに心の豊かさ，心の持
ち様が変わってきている可能性はあるが，人間の中にあるものは変わらないのでは，
としたうえで，何を満足とするか，ということや，100 年先どうしたいのか，につい
て語り合う意味がある，と述べられた．前川善一郎氏（京都工芸繊維大学名誉教授）
は，「大阪府知事の松井氏は 75 年後の世界を 7 年後の大阪万博で見たいと言ってい
た．この研究会は先見の明がある．万博にブースを出しましょう．」と目標を述べ
られた．今後の研究会の方針としては，材料・機能性を整理して追求していくこと，
企業（大企業・中小企業）目線と消費者目線で衣を捉えること，などいくつかの柱
を立て，進めていくことを確認した．100 年後の“衣”について語ることは，夢を語
ることであるだけでなく，現実を見直して，こうあってほしいという未来の方向を
考えることでもある，と改めてその意義をかみしめた研究会となった．
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第四回研究会(2019 年 3 月 5 日)

講演会は研究会委員長の中村信氏（㈱テムザック中央研究所，ダイキン工業㈱）
の挨拶から始まった．
石原康行氏（経済産業省近畿経産局・産業部次長）からは「2025 年の未来ビジネ
スと国際博覧会～新発想の価値創造～」と題してご講演いただいた．発想のカンブ
リア紀とも呼ばれる 1900 年代に予想されていた 2000 年の生活が現実となった．す
なわち，エイトマン，スーパージェッター，サンダーバード，鉄腕アトムなどのア
ニメや漫画等で示された世界，たとえばテレビ電話等が現実になるとともに，監視
カメラで個人が特定できるようにさえなった．自動車配車ウェブサイトおよび配車
アプリである Ubar に見られるように，交通網も管理できるようなった．近未来に向
けては，マイクロチップが皮膚に埋め込まれることも，AI が身近になって，ヒトと

ロボットが共存する世界も夢物語ではなくなっている．ロボットを共同生活者とし
て捉えると石原氏は述べている．すでにドイツではドイツ工学アカデミーが発表し
た Industry 4.0 の根幹であるサイバーフィジカルシステムにおいて実際と同じもの
をコンピュータの中に作り，仮想の世界の中で課題を挙げ，現実にフィードバック
するようになっている．次世代の社会では，Connected Industry 5.0 として情報化
社会の中の繋がりによって，新たな付加価値を生んでいく社会になるそうだ．石原
氏はさらに SDGs についても触れられた．SDGs プラットフォームは世界共通でわかり
やすく，日本政府のアクションプランになっている．2025 年の万博でも SDGs を取り
入れ，世界の実証実験として進めていくことになるようだ．昨今のユニークなビジ
ネスの例としては，AI が恋愛相談に答えたり，赤ちゃんが目覚める時間を予測した
りするとのこと．すなわち AI が人間の執事としての役割を果たすというお話をされ
た．そして，発想の転換によって新ビジネスを作っていく時代であることを強調さ
れた．
続いて浅利美鈴氏（京都大学大学院地球環境学堂・准教授）より「繊維と持続可
能性～ごみ屋 が考えてみた」と題して講演をしていただいた．当日の朝，海外出張
から日本に戻られ，東京で講演された後のご参加であった．1980 年から京都大学の
研究室でなされている京都市の家庭ごみの調査を基軸に現在のごみの状況について
話され，ごみは社会の変化を映す鏡であると述べられた．ごみの量は，2000 年をピ
ークとし 2018 年には 4 割削減されたとのことである．地域性にも触れてお話された．
東北の震災から 2 週間後に現地に入られたとのことで，一般廃棄物としてのごみを現
地で見られ，家庭にあるもの全てがごみになった現状を見て，それから京都に戻っ
てからも，目に見えるもの全てがごみに見えたとおっしゃったことが印象的であっ
た．次に持続可能な営みに向けた SDGs を活用することの意義についても述べられた．
大量に廃棄されているにもかかわらず，リサイクル法のできない繊維製品について
は，SDGs に関わって，廃棄物減少に向かってできることがあるのではないかと所見
を述べておられた．

第四回研究会の様子

2.5

第五回研究会（2019 年 6 月 8 日）

まず委員長の中村信氏（㈱テムザック中央研究所，ダイキン工業㈱）がこれまで
の研究会の内容をまとめたうえで，今回は研究会のメンバーでじっくりと話をしま
しょうと挨拶された．
話題提供は，越智清一氏（元繊維評価技術協議会，元東洋紡㈱）から始まった．
越智氏は，第 3 回研究会の折に，研究会のこれからの方針として，機能性，特に超機
能性を追求し，具体的に 10 年，20 年，50 年，100 年先に必要な機能，進化した衣服
について提言し，機能の分類をすることで快適性を捉えることもできるのではない
か，と述べられた．今回は品質保証ともなる機能性，安全性について具体的に自動
車用途のテキスタイルや不織布などを例にして，日本の強みでもある機能性・高性
能繊維とその分類の重要性について説明された．超臨界による加工もなされる中で，
ウェアラブルテキスタイルを始め新商品開発やその他の商品への発想のプロセスに
おいても，そういった機能の分類は重要であることを強調された．それと共に，JIS
化や ISO 化のような認証が，100 年，200 年とテキスタイルが展開していくことにも
つながるのではないかとも述べられた．さまざまな情報の中で機能性を分類し，デ
ータを蓄積していくことで，たとえば人工知能を使って商品提案をすることも可能
になるであろうと，新たな機能が生まれる可能性を示唆して話をまとめられた．
続いて，武内俊次氏（京都工芸繊維大学，元㈱福原精機製作所）が『未来の衣服
は？』と題して話をされた．武内氏は，これまでの研究会で挙げられた話題を振り
返りながら，衣服について，現状と課題について述べられた．衣の近い将来，ファ
ッション性と環境問題とがあいまって，例えば環境に配慮していることがファッシ
ョナブル，ということになるかもしれない，物的な豊かさとともに心の豊かさ，心
の持ち様が変わってきている可能性はあるが，人間の中にあるもの，文化や精神面
はかわらないものもあるのではないかと述べられた．また，何を満足とするか，100
年先どうでありたいのか，価値観について語り合う意味がある，とも述べられた．
中西康雅氏（三重大学）は，『対象との対話とデジタルファブリケーション』と
題して話をされた．コンピュータ技術の急速な発展により，性能評価がシミュレー
ションでなされるようになり，見えていなかったものが見えるようになり，測れな
かったものが測れるようになった．自動車が浸透するのに 80 年かかったが，スマー
トフォンの浸透は 10 年．「科学の知」の浸透スピードも含めて世界の流れは大きく
変化している．デジタルファブリケーションとは，デジタルデータをもとに創造物
を制作する技術のことである．3D スキャナーや 3D CAD などの技術により，自分のア
イデアや個人の身体データ等をデジタルデータ化した上で，そのようなデジタルデ
ータを 3D プリンターなどのデジタル工作機械で読み込んで造形する．衣服が 3D プリ
ンターで製造できる事例などを示され，衣の価値観が変化する可能性を示唆した．
また，「サービス・ドミナント」についても紹介された．「サービス・ドミナント」
とは，「モノ（有形の商品）」と「サービス（無形の商品）」を区別することなく
包括的にとらえ，「企業がいかにして顧客とともに価値を創造できるか」という価
値共創の視点からマーケティングを組み立てようとする考え方のことである．時代
と共に変化するものがある中で，課題の設定そのものを考え直さなくてはならない
のではないかと提言された．

以上の話題提供を踏まえて，参加者間でディスカッションを行った．米倉将斗氏
（㈱タカラ）は，設立総会の折に，ものづくりの現場としての企業の立場から，AI
と共存しながらも，人でなければできないものがあること，そこに誇りをもって仕
事ができること，といった人間にしか生み出すことのできない普遍的な価値につい
て，話をされている．今回も現場の立場からそれぞれの話題提供者に対して質問を
投げかけられた．AI も含めて技術の進歩は認めるが，それでもやはり人間の手がか
かってこそできることがあるのではないか．いつかは全てが機械化されてしまうの
か．
この質問について，参加者でそれぞれの意見を述べ合った．多様な人間が着用す
る衣服を製造するにあたって，何もかもが機械化されることにはならないにしても，
かなりの部分が機械化される可能性は高い．ただ，そのような中でもテキスタイル
産業，縫製産業，アパレル産業が生き残っていくにあたっては，人がかかわる部分
がなくなるとは考えられない．筆者個人的には，感性，感覚とのかかわりが深い衣
の世界では，どんなに技術が発展しても，単に快適であるだけのカプセルのような
衣服にはならず，根本の 部分で「装い」という価値観がなくなることはないと考え
ている．一方で，情報化社会や様々な技術の発展によって否応なくライフスタイル
が変化する中では，人であることこそ紡いでいくことのできる文化や感性が大事だ
と思える感覚を次世代に伝えていくことも必要で，そのためには教育も必要である
と考える．
前川善一郎氏（京都工芸繊維大学名誉教授）は，本研究会の設立総会で，直立 2 足
歩行を始めて 600 万年の長い歴史を有している人類は，生存のために衣食住に対し
様々な工夫をして世代をつないできたことについて，基調講演をしてくださった．
今回は，未来への 100 年間において，これまでの歴史の中で変わらないであろうもの
として，人間の感情，とくにしあわせ感や闘争心を挙げられた．一方，変わったこ
ととして，寿命が 50 年から 100 年に伸びたことを挙げられ，しかし 50 年増えてもし
あわせ感は変わらないとして，技術や情報を利用して，そのしあわせ感をつないで
いくことが重要なのでは，と述べられた．
100 年後の衣がどのようになっているか．正解は誰にもわからない．しかし，学会
が舵をとって，こうであってほしいということを提言し，具体的にそれに向かって
いくことの意味は大きい．
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第六回研究会（2019 年 10 月 9 日）

講演会では，まず委員長の中村信氏（㈱テムザック中央研究所，ダイキン工業㈱）
より開会のご挨拶があり，その後，会場を提供してくださった㈱テムザック中央研
究所所長の清水昌樹氏より，ご挨拶と会社のご紹介をいただいた．
㈱テムザック代表取締役（CEO）の髙本陽一氏には，第 4 回研究会でご講演いただ
いている．その折にもご説明があったが，社会に役立つ機械（X-ROID）を作ること
をミッションとして，医療用，農業用，レスキュー用，建築用等々，さまざまな分
野のロボットを開発している会社である．個人用スマートモビリティー RODEM は，
室内でも移動が可能で，病院などでの使用も考えられている．以前，打ち合わせで
うかがった折に試乗させていただき，快適な動きに思わずはしゃいでしまった思い
出がある．メカ（ロボット）ではあるが，人間の生活にかかわり，人間に寄り添う
‘衣’のような存在であるとおっしゃられたことが印象的であった．このようなす
ばらしい場所を提供してくださったことに感謝申し上げる．
今回のメインのご講演は，固体物理学，電気電子工 学を専門分野とする関谷毅氏
（大阪大学産業科学研究所・栄誉教授）によって，「柔らかいエレクトロニクス×
衣 coromo 未来」と題して行われた．関谷氏には，本学会第 70 回年次大会の記念講
演でお話いただいというご縁があるが，少人数で，ひざをつき合わせてお話をうか
がえるというのは，大変有意義な機会であった．関谷氏は，柔らかいエレクトロニ
クスを AI や IoT を用いて，ビッグデータと高度に融合させる技術を駆使して，さま
ざまな機能性センサーの研究開発を行っておられ，2014 年トムソン・ロイター，
2018 年クラリベート・アナリティクスで，高 被引用研究者“世界で影響力を持つ科
学者”に選出されている著名な方である．関谷研究室では微小信号を計測するシー
ト型センサーを開発されており，構造物のヘルスケアに用いられる大面積シート型
から人体に張り付け微小な脳波信号を捉える繊細なシート型までセンサシステムの
幅広い応用範囲をほこる．Printed Electronics をコアテクノロジーとしたものづ
くり，完全ドライブプロセスによるクリーンでシンプルな量産体制の構築により，
研究ベースにとどまらず，実用化を重視した開発を行っていることも大きな特徴で
ある．今回のご講演では，建設から 50 年以上経過する社会インフラのコンクリート
劣化の点検と管理や，超微小な脳波信号を捉えることのできるパッチ式脳波計につ
いて詳細にお話いただいた．いずれも重要な役割を果たすが，ここでは特に‘衣’
の未来にかかわると考えられる脳波計について主に記載したい．装着感，不快感な
く生体センサーを取得するためのインターフェースの構築と，取得した生体信号を
高精度に外部機器へ伝達することを開発コンセプトとして開発されたのが，パッチ
式脳波計である．食品ラップと同じくらいの厚みで，薄く，柔らかく，身体のしわ
にも追随できる．密着していないと脳波は計れないので，ナノオーダーの印刷を
し，300%以上伸びる電極で，フレキシブルな薄膜集積回路となっている．人の額に
張り付けることで，医療用の脳波計測機器と同じ信号を計測することができ，AI に
より原信号を復元することができるという．データを多く蓄積し解析することで，
さらに精度を高めているとのことであった．使用例として，認知症の早期発見・早
期治療，睡眠の評価と眠りの質の向上，スポーツ科学との連携や感性計測を利用し
た商品開発，すなわちニューロマーケティングがある．体温計，体重計と同様に，
脳のセルフケアを容易に行える脳波計が家庭に常備されることを願っているとのこ

とであった．関谷氏が開発した微小信号計測センサーを基に創業した，大阪大学発
ベンチャーの PGV ㈱に関してのご説明もあった．脳波計と AI により，脳波データを
収集して読み解き，役立てるとのことで，深層学習を利用したモデルの生成も多数
行っておられるとのことである．ニューロマーケティングによるアンケートに頼ら
ない商品開発，睡眠アプリの開発も行われている．脳波は心拍などの生体反応の前
にデータが出るので，ちょっとした未来が見えるという．システム化によって脳波
で汗をかくことがわかるので，それを読み取ってエアコンのスイッチを入れること
ができたり，頭の中で欲しいと思うだけで商品を発注できたり．脳波のデータから
新たなコミュニケーションの創造，脳の翻 訳機へと関谷氏の想いはどこまでも広が
っておられる．質疑応答においては倫理の問題にも及んだ．脳波の情報を得ること
は，日本国憲法第 19 条「思想及び良 心の自由」によって，国民の権利として保証
されている「内心の自由」に触れる可能性があり，配慮は欠かせない．その点を踏
まえたうえで，応用範囲を広げておられるとのことであった．データが増えれば増
えるほど，AI の精度も高まることから，さまざまな方面で積極的に共同研究をされ
ており，繊維の研究分野にも関心を持っておられるとのことであった．今後，本学
会がかかわる繊維の研究や技術とのコラボレーションが実現することを期待する．
第 5 回の研究会の中で『対象との対話とデジタルファブリケーション』（中西康雅
氏・三重大学）の話題提供があり，「サービス・ドミナント（註）」について紹介
されたが，関谷氏の研究およびベンチャー企業での活動は，正にそのもののように
感じた．第 4 回研究会報告記で記載した感想に通じるが，今回の研究会は，先進技
術を駆使したものづくりにおいて，人間の価値，感性をどのように捉え，どのよう
に使い育てるのかを改めて考えさせられるものがあった．

第六回研究会の様子

2.7

第七回研究会（2019 年 12 月 26 日）

第７回研究会は，2019 年 12 月 26 日（木）の 17 時から神戸大学国際人間学部鶴甲
第二キャンパスで行われた．今回は，これまでの研究会を振り返り，会員同士で
「未来につながる衣」について語り，議論することとし，今後の研究会の方向性に
ついて話し合った。参加者は９名であった．
まず，委員長の中村信氏（(株)テムザック中央研究所，ダイキン工業(株)）が，
過去に開催された第 1 回から第 6 回にかけての研究会の内容をまとめて示され，今後
の研究会の在り方について深めたいと挨拶された．
会員より，さまざまな意見が出され，次のような方向性が示された．
・本学会で活動中の他の研究会との融合と差別化の推進．
・若い会員との意見交換の推進（例：繊維・未来塾エッグの会とのコラボ）．
・ターゲットとする“未来”の対象の明確化（30 年後？，50 年後？, 100 年後？，
日本？，世界？）．
・経済産業省発表の日本の未来構想を参考にした議論の追加．
その他の意見として，以下のような意見が出された．
・エネルギー，科学技術は変わるけれど衣服はかわらないのでは．
・一般生活者と企業人とでは視点が異なる. どのような立ち位置で考えるのか．
・今までの講演会や話題提供によりさまざまな話を聞いてきた中で，ある程度共通
した項目かをまとめる時期に来ている．話題が発散しすぎている感もあるので，こ
こで，ある程度共通した未来のイメージをまとめてみて，そこから未来の衣につい
て改めて考えてみてはどうか．
“未来の衣”を考えるとき，SDGs，環境問題，AI や IT とのかかわりを無視するこ
とはできない．世界の状況が刻々と変化する中で，変わらないもの，変わるものを
見極めることが求められる．
この研究会は，50 年後，100 年後の社会や暮らしを，とくに衣 coromo を中心に幅
広く取り上げ，繊維産業の未来の技術の方向性や指標を示すことを目的としたもの
である．研究会の発足から 2 年目の終わりを間近に控え，まとめと位置付ける 3 年目
を迎えるにあたって，何ができるのか，何をすべきかについて話し合った．
(第２部文責：井上真理)
引用文献
衣 coromo ＠未来研究会報告記：繊維機械学会誌
Vol.71,No.6(2018),pp.58-59, No.10(2018),pp.62-64
Vol.72,No.1(2019),pp.66-68, No.6 (2019),pp.47-48,
Vol.73,No.2(2020),pp.63-65

No.9(2019),pp.48-50

第3部
3.1 未来の“衣”coromo

会員の寄稿から読み解く「衣・未来」
生活者から考える衣の未来

(井上真理)

2018 年に衣 coromo＠未来研究会が設置され，早くも 4 年目を迎えることとなった.
メンバーの一人である私は，衣環境を専門とした研究活動に取り組んでおり，主に，
衣服着用時の快適性を捉える研究を行っている.家庭科教育にもかかわっていること
から，中学高校において SDGs をキーワードにした教育にも直面している．そのよう
な立場から，現段階において衣生活から考える衣の未来について検証してみたい．
3.1.1 衣服をまとうことの意味
ヒト（人間）はなぜ衣服を着るようになったか．この問いに対する答えはいくつ
かある．最も考えやすいのは，地球環境の変化によって暑さ寒さに対応して生きて
いくために衣服を着用するようになったという身体保護説であろう．しかし，紐を
身につけることから始まったともいわれる紐衣（ちゅうい）説，それに付随するお
まもりのようなものとしての護符説や，他の動物のもつたてがみや美しい色柄の毛
皮や羽に代わるものとしての装飾説も可能性として考えられる．
衣服着用の目的として，自然環境に対する保健衛生上，生活活動上の目的と社会
環境に対する装飾審美上，道徳儀礼上，標識類別上の目的がある．暑さ寒さをしの
ぐ，外傷から身を守るということだけでなく，衣服には象徴等の意味もあり，自尊
感情を高め，自己実現の手段ともなり得る．衣食住の中で衣はヒトだけがもつ文化
である．時代に応じた流行もあり，時代の流れと共に衣服の変遷がある．機能とし
ての意味だけでなく，人間の思いが衣を形作っているからである．
3.1.2 服育・衣育
小学校から中学校，高等学校にかけて，衣服の材料である繊維・糸・布の種類や
機能をはじめ衣生活については家庭科で，化学繊維の成り立ちや界面活性剤等につ
いては理科で勉強している．これらの知識を，生活の中で応用し，生かすことが重
要である．製品購入の際に，製品の表示が果たす役割は大きい．繊維の種類が表示
されていることで，しわになりやすいとか，洗濯しやすいなど，着用中や保管のた
めに必要な事柄がわかる．
EC（Electric Commerce・ネットショッピングなど電子商取引）で購入した衣服が
思ったものと異なっていた，というケースが多いと聞く．ネット上に掲載される写
真からの情報だけで購入するよりも，店舗で実際に手に触れて製品を選ぶ方が間違
いはないが，ネット検索し，欲しいものがあれば，次の日には家に届く，という利
便さがあり，EC は急速に伸びている．EC による製品選択を的確に行うためにも表示
の見方を知り，表示から得られる情報も踏まえて，できるだけ返品が少なくなるこ
とが期待される．そのために必要な基本的知識を身につけた上で，エシカルファッ
ションやファストファッションに興味を持ち，またマイクロプラスチック等の環境
問題に繋がるリサイクルや廃棄の問題にも関心をもって欲しいものである．
ファッションは暮らしに彩りを与え，暮らしを豊かにするもの．自分自身の生活
のエネルギーになるものでもあり，さらに時代をつくるものであると考えている．
グローバルな視野に立ち，衣生活を，環境・社会・経済に繋がるものとして捉える
教育，すなわち服育・衣育を広めていきたい．

3.1.3 繊維製品と環境問題
繊維には天然繊維と化学繊維があり，化学繊維には再生繊維，半合成繊維，合成
繊維がある．世界の人口の増加と共に，繊維の生産量は増加している．天然繊維の
綿と合成繊維とで二分しているが，ここ数年は綿の生産が横ばいになり，合成繊維
の割合の方が大きくなってきた．石油からつくられる合成繊維がプラスチック問
題，海洋マイクロプラスチック問題につながることが明らかになっている．しか
し，利便性が高いからこそ，これだけ世界で使用されているわけであるし，これら
の合成繊維を完全になくすことはできない．今後は，現在使用されている合成繊維
を循環利用し，リサイクルしていることが付加価値となるなど，経済的に成り立つ
仕組みづくりが必要となる．
天然繊維はセルロース，タンパク質が成分なので，廃棄しても生分解し，環境問
題とは関係ないと思われがちである．しかし，植物繊維においても，栽培時に用い
られる農薬等の薬剤が農地を侵食し，そこで働いている労働者やその地域の住民へ
の健康被害を起こすことが問題となっている．繊維製品として店頭に並ぶ折には，
それらの薬剤は洗浄されており，着用する人の健康に害を及ぼす心配はないが，一
つの方策として，農薬を用いないオーガニックコットンの生産がなされている．一
般の農地で栽培される綿よりも手がかかり高価ではあるが，数十年をかけて徐々に
浸透している．2018 年から 2019 年にかけてのオーガニックコットンの世界全体の生
産量の割合はまだ 1%にも満たないという現実から，全ての綿製品をオーガニックコ
ットンにすることはまだまだ難しいが，そのような問題があることを生活者は知っ
ておくべきであろう．
繊維を糸にして，布をつくる．さらに染色や加工を行って製造される繊維製品は
さまざまな工程を経るため，繊維業界の環境への負荷は，世界で二番目に大きいと
も言われている．こうしたマイナス面を抱えながらも，繊維製品は世界の人類の衣
生活を担っている．早急に様々な方策を考え，業界をあげてサステイナブルな繊維
製品の在り方を問い，実現していく必要がある．
3.1.4 コラボレーションのとき
繊維の最終製品に対する基本的な性能，すなわち，人が身にまとう衣服材料が備
えるべき性質や品質が明確になり，科学的な根拠に基づいてそれらの性能設計が可
能になってきた．様々な研究成果が高付加価値製品に応用されている．日常の衣服
から紙オムツ，寝具類まで網羅して快適な衣環境設計が可能になった．さらに極限
の暑さ，寒さなどの環境下での作業に携わる人々や障がい者のための自動体温調節
衣服の開発研究など，快適な衣服内環境の温・湿度制御を可能にする研究も実現に
向けて進められている．繊維材料はアパレルだけでなく医療分野，自動車，飛行
機，宇宙船，土木関係など幅広い産業用途に展開されている．スマートテキスタイ
ルとして，さらに新しい分野への展開も進んでいる．
繊維製品は様々な分野のコラボレーションからなっているが，これまで以上に多
様な分野の研究・研究者同志のコラボレーションが必要になってきた．高品質な繊
維製品の生産と消費の有効なサイクルのために限られた資源を大切にし，妥当な価
格で，美しく快適な繊維製品が提供されることが望まれる．また，これからの時代
は，人類の急激な人口増加と地球の限られた天然資源から考えて，繊維製品の生産
から消費やリサイクル，廃棄の一貫した合理的なシステムづくりが必要となろう．

繊維及び繊維製品は，生活に必要不可欠なものである．
持続可能な社会を担うべき生活者（消費者）に対し，繊維
に関するさまざまな技術やものづくりの現場をもっとアピ
ールするべきである．そして，知識を持った生活者とグロ
ーバルに良い製品を生み出している企業が手を携えて世界
をつくっていくべき時代がきている．
1990 年代に奈良女子大学の丹羽雅子名誉教授は，繊維の
リサイクルまで考えて衣服を購入するよう，衣生活の設計
目標を明確にする必要があるとすでに明言されている．そ
の折は，選択から廃棄までの図が一方向であったが，これ
からの時代は，それをサークル（図 1）として考えるべき
であり，それが現実に可能となりつつある．

最適な衣
服の選択

リサイク
ルと廃棄

適正な取
り扱い

魅力的な
着装

快適な
着方

地球環境規模，有限の資源を前提と
して，生活する人間の健康の側面か
らの衣生活の在り方，より豊かな，
安全な，美しい外観の，自己実現を
図り得る，快適な着心地が得られる
衣服を考える．

3.1.5 衣 coromo の未来
EC が台頭する一方で，改めて生活者に密着した，感性の 図１ 衣生活の設計目標の明確化
丹羽教授の作成した図を改変
あるリアルな店舗をオープンさせる事例もある．人と人が
実際に会わなくても，リモートで繋がることができる便利
さが加速される中で，その良さも踏まえつつ，リアルの大切さが改めて問われるよ
うになっている．日々の生活を営むにあたっても，仕事における人と人との繋がり
においても，リモートとリアルの使い分けが大切になることは必然であろう．
黒川伊保子氏は『アンドロイドレディのキスは甘いのか』（河出書房新社）の中
で，「人工知能はヒトの仕事を奪う．でも，人間には人間のしごとがある．感性の
領域＝主観の領域で存在価値を示せる．人工知能に手が届かない部分，「案じる」
「心寄せる」がキーワード．人工知能がさっさとやれることを，あえて人が心を込
めてやることに，今以上の付加価値がある時代になるだろう．（中略）人類は，人
工知能によって，逆に人間性をとりもどすのに違いない，と私は信じる．」と書い
ている．
暑さ寒さだけの快適性を求める“衣”であれば，カプセルのようなものでコトは
済むのかもしれない．しかし，衣食住の中でも人だけが持つ文化としての衣生活，
感性との深いかかわりのある衣の世界，根本の部分で「装い」としての“衣”がな
くなることはないと私は考えている．
100 年後の“衣”がどうなっているのか，それは誰にもわからない．ただ，繊維と
繊維製品のプロである日本繊維機械学会の衣 coromo＠未来研究会だからこそ提言で
きる未来の“衣”がある．次期の研究会では，SDGs を視点においた未来をつくる
「ザ・未来の“衣”」を提言していきたい．
3.2

衣 coromo@未来研究会の今後の活動（越智清一）

3.2.1 衣服の将来
100 年後の衣服の姿は断定できないが，今後も衣食住の衣の役割は変わらず人間の
日常生活を支える．今後も共存する着物，洋服の新しいファッションの変遷と共に，
用途や着用場面に応じた衣服の更なる高機能化が要求される時代になろう．

3.2.2 衣服に求められる機能
■人体（皮膚）を清潔に保つ機能；抗菌，消臭，防カビ，抗かび，防汚，撥油な
ど
■有害物質を遮蔽する安全・安心機能；紫外線遮蔽，防ダニ，抗ウイルス，花粉
付着防止，アレルゲン沈静化，電磁波シールド，PM2.5 など
■危害から人体を守る安全・安心機能；帯電防止，燃焼・防炎，摩擦溶融，遊離
ホルムアルデヒド，皮膚障害など
■雨風を防ぐ快適性機能；撥水，防水，透湿・防水，防風など
■冬の寒さを防ぐ快適性機能；断熱保温，吸湿発熱，遠赤外線放射，太陽光蓄熱
保温など
■夏の蒸し暑さをしのぐ快適性機能；吸湿性，吸放湿性，吸水性，吸汗・速乾，
蒸散性，通気性，接触冷感，太陽光遮断など
■衣服の取り扱いが容易イージーケア性機能；形態安定，収縮，防しわ，プリー
ツなど
■エコケア機能；リサイクル，リサイクルシステム，生分解性繊維，新植物性繊
維など
■産業資材；高強力・高密度繊維，耐熱繊維，船舶係留ロープ，宇宙エレベータ
ー・ロープなど
■その他；ナノ機能；ナノファイバー・ナノコーティング・ナノコンポジット・
ナノボイドなど
スマートテキスタイル（インテリジエンドファイバー）など
今後，衣服，繊維製品に求められる機能は地球温暖化に伴う気候変動を考慮し
た更なる高機能化の実現が要求される．そのため，我々，学会＆繊維業界の活動
に対する期待は大きい．特に，100 年後の将来では，平均寿命 100 歳や自動運転
社会が実現し，AI が搭載された衣服；例えば，ペロブスカイト太陽電池がプリ
ントされたエアコン衣服，完全な抗ウイルス・抗菌・消臭性衣服などの実現が予
想される．そのため衣服に求められる上記の各機能性の更なる高度化が切望され
る．
3.2.3 SDGｓを中心とした未来研究会の活動について
SDGs17 目標に関連する衣服・繊維製品・繊維の関わるテーマを取り上げて高機
能繊維に関する学術研究と JIS&ISO 標準化提案を中心とした活動をされては，如
何でしょうか？
研究会の対象分野は，例えば；
SDGs 3：すべての人に健康と福祉を
SDGs 7：エネルギーをみんなに そしてクリーンに
SDGs 9：産業と技術革新の基礎をつくろう
SDGs 13：気候変動に具体的な対策を
など
3.3

今一度考えよう，本当に必要な衣服とは (木村照夫)

100 年 200 年先の未来を予測し，バックキャスティングによって新しい繊維技術が
どの方向に進むべきかを議論する場として 2018 年 4 月に産声をあげた本研究会もあ

っという間に 3 年が過ぎ，一つのけじめとして 3 年間の振り返りと今後の 3 年間を見
据えてメンバー各自がレポートを提出することになった．
小生が生を受けた 1950 年，我が家にはテレビ，冷蔵庫，電話もなく，例えば，窓
材質はガラス，門・塀・雨戸は木製，トイレは汲み取り式であった．勿論住宅街の
道路はほとんど舗装されてなく，子供なりにスコップで道路に穴を掘って色々な遊
びをしていた．これは決して特殊な光景では無く一般的な姿であった．それから 70
年，生活スタイルは大きく変化し，便利になったことは言うまでもない．研究生活
においても，パソコンが実験室にお見えし，実験データをデジタルで取り込める様
になったのは約 40 年前に福井大学に就職した頃だったと思う．約 30 年前にカナダの
大学で熱対流現象の研究をしていた頃，手軽に使用できるデジタルカメラはなく，
一年間でアナログカメラで撮った現象写真は１千枚以上に及び，撮影した写真を一
日中暗室に閉じこもって現像していた日々を思い出す．20 数年前に研究室でサーモ
グラフィー（赤外線放射温度計）を購入したが当時は 1 千万円近くしたのを覚えて
いる．今やコロナ禍において様々なところに安価になったサーモグラフィーが平然
と設置されている．デジタル化のお陰で研究スタイルも日常生活も大きな変化をも
たらしている．
それでは衣服は小生が生まれた当時と今とはどの様に変わったであろうか．昔の
写真を見直しても見た目は現在と大きく変わったという感じはない．ファッション
性については最近は確かにお洒落にはなっているが，ファッションには波(周期)や
好みがあり必ずしも進化したとは思われない．一方で素材に関してはポリエステル
繊維がアメリカで工業化されたのが 1953 年，日本で生産が始まったのが 1958 年，ナ
イロン繊維が生まれたのはもう少し早いが，当時の衣服素材には天然繊維が多用さ
れていたことは疑う余地はない．その後の化学繊維（人造繊維）の発達と使用量は
めざましく，現在では様々な断面形状，表面性状の化学繊維に種々の機能も付与で
きるようになっている．しかし，ここにきて環境問題がクローズアップされ石油由
来繊維の使用を抑える風潮にあり，今後，素材の見直しが活発化すると従来の繊維
への機能性付与の仕組みも考え直す必要に迫られるのではないかと思われる．
衣服も社会環境変化に少なからず影響を受けることは言うまでもない．環境配慮
社会，デジタル化社会において今後の衣服はどのように変わるのであろうか．既に
スマートテキスタイルと言うジャンルが確立され IT 活用の様々な製品が開発されて
いるが，日常生活における衣服にはまだまだ浸透していない．それでは 100 年後，
200 年後はスマートテキスタイルが日常生活の衣服において当たり前の世の中になっ
ているのであろうか．医療，介護や危険作業用衣服など特殊用途においては繊維産
業に AI，IT，バイオ，センサー，情報，環境，医工学等のキーワードに関する分野
が参入し，衣服は見違えるように変わっていることは容易に想像できる．しかし，
日常生活における衣服が飛躍的に変わることはないようにも思える．すなわち現在
の日常生活において衣服にそんなに不満があるわけでもない．と言ってしまえば本
研究会の存在も軽いものになってしまう．
そこで，本研究会では“現時点では非現実的な世の中/衣服”を想像することが望
ましいように思われる．100 年，200 年後，どのような衣社会になっているか，どの
ような衣服があると便利か，と言うよりはどのような衣服が必要か，を議論し，そ
の衣服を製作するにはどのような要素技術が必要かを考えることによって学会メン
バー（構成専門分野）を再構築すべきではなかろうか．
例えば次のような衣服は必要であろうか．本当に必要であると判断されれば実現
に必要な要素技術を研究会で議論してみては如何か．

① 医療機能付き衣服：
センサー機能を持つ衣服（繊維）が体の異常をキャッチし，通信機能を持つ繊維
が医療機関のデーターベースとやり取りをしたのち，医療機能（例えば血圧や心
拍数調整機能）を備えた衣服が体を調整（治療）する．また，人工透析機能を持
つ衣服（中空繊維内を血液が流れて浄化する）が出来れば腎臓疾患患者の行動可
能半径が飛躍的に拡大する．
② 陸海空移動可能衣服：
陸では通常の衣服であるが，海に入るとボートの機能（浮力，推進力）を発揮し，
空に移動する場合はロケット機能を発揮する衣服．
③ ファッション自在衣服：
気分次第で様々なファッション感覚を味わえる衣服．繊維の毛羽をコントロール
したり，生地が自分のイメージする形態，色に変化する衣服．
④ 自己修復機能付き衣服：
人間の皮膚と同じように衣服の破れた箇所が自動的に接合されたり新たな生地
（繊維）が再生する衣服．
⑤ 超高速分解繊維：
刺激を与えることによって瞬時に分解し消滅？する繊維．
⑥ その他：発電/蓄電機能繊維，温調機能繊維，----思い付きで夢のような衣服/繊維を羅列しながら，改めてこれらは本当に必要かど
うか疑問を感じる．①に関しては病人の数を減らすことが出来るとともに病人の治
療に伴う負担が軽減されるが，本来人間が持つべき機能を他者（衣服）に任せるこ
とによって人間がますます退化するのではないかという危険性もある．
②③は話題性はあるものの日常生活では別に無くても困らない．④⑤は衣服ゴミ
を減らす上でも重要なテーマと思われる．⑥に関しては比較的実現可能で利便性が
ありそうに思える．本当に必要な衣服とは何なんだろう？ 衣服の出現によって人
間の機能が退化したことも否めない．便利さを追求する先端衣服が人間を堕落させ
ることはないであろうか．人間のすべての機能を回復/向上させる“人に優しい衣服”
とは．今後の研究会の一テーマになれば幸いです．
3.4

バックキャストと見えない力で未来を紐解く (鈴木榮一)

3.4.1 はじめに
本研究会は，「遠い未来の社会や暮らしを，とくに衣（ころも）を中心に幅広く
研究調査し，この展望をもって日本の繊維産業の未来技術の方向性や指標を示すこ
と」を目的に設置された．つぎに述べる本研究会発足のきっかけからは遠く思いも
及ばない高尚な目的である．
思えば 2017 年初夏，繊維リサイクル技術研究会の情報交換会において，前川先生
とビールを片手にはじめた荒唐無稽な雑談から，瓢箪から駒という感じで本研究会
設立の話が飛びだした．詳細は記憶の彼方であるが，繊維業界は近視眼的な技術開
発ばかりで，もっと先の未来を見据えて，そこからバックキャスト※1 で技術開発す
べきとかなんとか・・・，「未来を先取りしましょう！」との前川先生のお言葉だ
けが強く耳に残っている．その場で前川先生が木村先生を巻き込み，その後，本研
究会代表として中村委員長が選出され，あれよあれよという間に日本繊維機械学会
のみなさまのお力で本研究会が学会承認された．そして設立時に設定した第一期 3 年

の歳月が流れた．その間の研究活動の内容については他に譲るが，本研究会の対象
が「未来」という雲をつかむような研究であり，なかなか一筋縄ではいかない．し
かし，学会でもとびきり優秀なメンバーが勢揃いした本研究会だからこそ，高度な
ミッションであればあるほど，大きな成果が得られるのではないかと，第 2 期以降
の研究活動に期待するところである．さて，言い訳はこの辺にして，本研究会発足
の「言い出しっぺ」と呼ばれる，わたし自身の第一期のまとめをご紹介しよう．
3.4.2 孫氏の未来 300 年の未来からのバックキャスト
10 年ほど前，孫正義氏（現在ソフトバンクグループ株式会社の代表取締役・会長
兼社長執行役員）は，社内プロジェクトチームを立ち上げ，300 年後の未来を本気で
調査された．その成果を発表会※2 で披露されている．
30 年後のビジョンを策定するため，300 年後の未来を調べあげ，その方向性に 30
年後の針路を定めたのである．これぞ，バックキャストの代表例と言えよう．
本研究会も，衣の未来を描くために荒唐無稽な未来について楽しく語る機会も多
かったが，バックキャストに至らず，語るだけで発散し何も形に残らない事も少な
くなかった．そこで，ある程度近未来に照準をあわせて，具体的なテーマを持って
議論し合おうという今日の流れになったと記憶している．
3.4.3 わたしの夢想と技術進化
すでにわたしの履歴については，本学会誌『せんい』の巻頭言※3 でご紹介した通
りであるが，子どもの頃から，見えないモノへ興味があった．幼い頃から霊的なも
の，中高生の頃には音響や無線通信に興味を惹かれ，光，音，電波，風(空気）など
の見えない力に興味をそそられた．大学では理科教育を専攻し，現在は環境教育を
研究テーマにしている．そう，教育も見えない力というわけである．※4
見えないモノには，「時間」もある．若い頃 SF にはまり，タイムトラベルに憧れ
ていた．夢想の世界は楽しいが現実は厳しい．未来を知ることができれば，容易に
完璧な未来ビジョンが可能であろうが，知った瞬間に未来が変化するという矛盾に
陥る．まあ夢は夢であるけれども，「時間」の変化(進化)要素は，未来を語る上で
当然のことだ．
1990 年前後に某電気メーカーの広報に携わったことがある．その頃は，映像録画
がアナログ（磁気テープ）からデジタル（電子データ）になりはじめた頃であった．
ある会議で，その経営戦略を知らされた．近い将来，映像データを貯蔵するホーム
サーバーや家庭内でどこからでも視聴できる設備が求められるので，その商品開発
をめざすのだという．当時のわたしはそんな夢のような時代が来るわけはないと思
った．当時，20MB のハードディスクドライブ（HDD)が安くて 10 万円程度であったか
ら，とても家庭では無理だ．だが，某社の戦略予測では指数関数的に記録容量が上
昇し，逆に価格は下降することされた．現在，その予測通りの時代がやってきた．
ちなみに現在の HDD は 2TB で 1 万円程度，メモリー単価で言えば約 30 年間で 10 万分
の１になったのである．
まさに夢のような技術開発が，30 年という時間の中で実現してしまう事実を，わ
たし逹は目の当たりにしてきた．
ましてやコロナ禍の影響で，仕事も研究もオンラインが常態化する中，さらに
人々の暮らしもスピードアップされて余裕が失われつつあるような気がする．人間
としての，本来あるべき姿が消えていくような，心が置いてきぼりになってしまう
ような，そんな危うさを感じるのは，わたし一人であろうか．

3.4.4 衣と生体セシング
「衣食住」は，人間環境に欠かせない要素を言い表している．近年の技術進化に
伴い，人間が快適な生活環境を維持する技術も飛躍し，つい 1～2 世紀前の人々の暮
らしが今や博物館で展示されるまで，人間環境がダイナミックに変化している．過
酷な条件でも快適に生活できる，様々な衣服や装備が実現されてきた．さらに，宇
宙での活動や暮らしへ向けた大きな技術革新もやってくるだろう．言うなれば，未
来技術は「衣食住」の進化が究極の目標と言っても過言ではない．人間環境を快適
に維持する「生体センシング」技術※5，6 が注目を浴びるのも，うなずけることであ
り，「衣」の未来にとってもさらに重要な要素になるはずだ．
その先，30 年から 100 年というスパンで「衣」を考えると，遺伝子技術の進化に
よって，生体センシングを備えた衣の誕生が予見できる．第 1 世代は現在各企業が
開発中のセンシング内蔵衣服，続く第 2 世代以降ではセンシング繊維の開発による
衣服，そして究極は人工皮膚とも言える生体衣服になるかもしれない．人間の触感
（センシング）機能と融和した「生きている衣」の開発は，それほど遠い未来の話
ではなかろう．
3.4.5 おわりにかえて 衣の未来ビジョンをさぐる調査の提案
このように子どもの頃から夢想好きなわたしにとって，この本研究会ほど楽しい
モノはない．好き勝手な未来を妄想して，その実現性を考えればいいのだから．し
かしながら，ほとんどの社会的な技術開発はフォアキャストである．実現性の高さ
が経済性からも求められるので当然のことだ．そこで，少し現実の世界へもどり，
衣の未来を考えてみたい．
さて，社会的に未来を予測する場合，どのような方法で実施しているのかを調べ
てみると，その多くが業界や専門家へのアンケート調査※7 が定番である．ニュース
でも見かけるマーケット予測や景気動向，そしてファッションのトレンド（流行）
などもその一部である．そこで，本研究会においても，衣の未来ビジョンをさぐる
地道なアンケート調査を実施してはどうであろうか．つぎにその概要案を示す．
目的
衣 coromo＠未来研究会の第 2 期（2021～2023 年度の三年間）の研究活動のひ
とつに「衣の未来ビジョン調査研究」をとりあげ，日本繊維機械学会を中心
に，繊維関係者のみならず，社会における「衣」の近未来（30 年先）へ向け
たビジョンを調査し，繊維（衣）の未来を探ることを目的とする研究活動を
実施する．
調査計画
1 準備作業 調査研究の方向性と調査方法の決定
2 試行調査 試験調査の実施及び集計，及び調査方法の調整
3 学会調査 学会関係者調査 全学会員及び関係者への調査実施及び集計
4 社会調査 他学会，研究組織・団体，企業等への調査及び集計
5 報告作業 集計内容の解析と結果の分析，調査報告書作成等
バックキャストこそ，人類の未来を切り拓く近道であると考えるが，地に足のつ
いたフォアキャストも方法論としてしっかり抑えておくことが本研究会において必
要と考える．本稿の締めくくりとして相応しくない提案かもしれないが，ぼんやり
した未来が学会員の意識の形として，共通理解されることを望む次第である．
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衣の未来について (武内俊次)

わたくしの専門はニットである．ニットは織物とともに衣服のほとんどの生地に
使われている．図が織物とニットの生地の基本組織である．織物は糸が交差してお
り，ニットは糸が輪形状でつながって
いる．織物を作る織機や，ニットを作
る編機は，図に示す基本組織や，それ
以外の様々な布組織の生地を生産す
る．例えばタオル地も織機や編機で製
造されている．糸の種類も生地の性能
や風合いに大きく影響する．さらに，
織物
ニット
染色仕上げ工程によっても風合いが大
きく変化する．それらの生地による衣
服のパーツが縫製によってつなぎ合わ

さり衣服の形になる．このように作られた衣服の目的は防寒，防暑，危険回避であ
り，加えて，ファッションによる自己顕示であると言える．近年では糸，織り編み
構造，仕上げ工程の進歩によってますます健康的であり，快適性も向上している．
さて，前置きが長くなったが，これらの前置きの内容を踏まえ，未来の「衣」の
姿について近い将来と遠い将来の 2 つに分けて考えた．近い将来として例えば 50 年
後の未来を，遠い将来として 200 年後を想像する．本来は世界全体で予測するべき
だが，今回は日本の未来に限っての予測にとどめさせていただく．
まず，50 年後である．わたくしにとって 50 年後の社会を正確に想像するのは困難
であるが，SDGs の取り組みなどで地球環境や生活環境が改善されるが，劇的に変化
するとは思えない．そのことから，身を守るための衣服に代わる要素の出現はなく，
ファッションも多くの人にとって価値が存続すると想像する．したがって，少なく
とも衣服は 50 年後も今まで通り必要であろう．そのため織物や編物による布製造は
続く．ただしこれらに代わる布も現れだす時代かもしれない．例えば３D プリンタに
よる布製造や，主に副資材として衣服に使われている不織布が衣服の布そのものに
使用できるための技術発展を遂げている可能性も否定できない．布や衣服に電子関
連部品を組み込む技術も順調に発展していると考えられる．人体危険回避や健康向
上のためのウエアラブルコンピューティング技術がこれらの衣服に組み込まれ，生
体情報や病気の遠隔診断等が普及しているのは間違いない．さらにニット分野で細
かく見ると，近年注目されている横編機による無縫製ニットが無駄を排出せず地球
環境面で優れており，着心地も改善される要素を持っているので，この分野が飛躍
的に広まっている可能性が考えられる．
次に，200 年後の未来である．この未来について 2 つの仮説を立てた．1 つは前述
の 50 年後の未来の続きである．革新技術による大きな変革ではなく，少しずつ変わ
っていくが，衣服は必要である．衣服の形態大きくは変わらないが，環境に応じて
自動で快適性を保つ機能や，健康を守るための機能は飛躍的に向上しているはずで
ある．次に 2 つ目の仮説である．200 年後にはそもそも衣服で身を守らなければなら
ない環境や，衣服で健康管理しなければならない環境もなくなっているかもしれな
い．人々の居住空間や社会活動空間の温湿度も常に快適で，身に危害を加える要素
も排除されている．もしかすれば人々は外出もほぼ不要になっているかもしれない．
ファッションという価値観もなくなっている．この場合，何かしらの最低限の衣服
が必要と考えると，SF 映画で見るようなボディスーツでよい．このスーツも繊維⇒
糸⇒布⇒染色仕上げ⇒縫製の工程を必要としない化学的なフィルム製造によるもの
で賄えるであろう．以上の仮説では 200 年で不可能な部分も考えられるが，このよ
うな方向に進むこともまんざら「ホラ」とは言えないと思われる．今から 100 年前
に，テレビ会議や道案内ができる手帳サイズの機器が 100 年後にスマホとして誕生
しているとまじめに公言した人は少なく，また，それを信じた人も少ないはずであ
る．わたくし自身が 50 年後，200 年後を見ることができないが，自分の予想通りか，
まったく違う世界になっているのか，実際の姿をぜひとも見たと思う次第である．
最後に，この衣＠未来研究会で活動によって，「そもそも衣服とは何か，衣服の
必要性は？」を勉強させていただいた．わたくしの専門の編機や編地の将来を考え
るうえでも，その編地を使っている衣服の将来から考えることが重要であることを
あらためて認識した．加えて，この文面には「衣」のあるべき希望像を述べていな
いが，この研究会が予想する将来の未来像は，ビジネスモデルも含め，世界の人々
の健康と平和のために「こうあるべき」という期待と理由を根底に展開する必要性
を感じた．

3.6

100 年後 “衣の未来”について―すでに多くの視点から描かれている 100 年後
の世界から“衣の未来”を考える― (中村 信)

3.6.1 はじめに
人間はいつごろから他の動物と異なり衣を身に着けるようになったのだろうか？
そして，どのような変遷を経て現在の衣，衣服にたどりついたのだろうか？これら
のことについては，すでに数多の考古学者や歴史研究者により明らかにされて来て
いる．このため，現在，これらに関する膨大な調査資料や研究資料は世界，国内各
地に存在していると考えられる．これらの衣の歴史に関する調査，研究は，恐らく，
様々な視点，例えば 1)気象環境の変化，2)自然や地理的環境の変化，社会的環境の
変化，そして 3) そこに根付いてきた人々の生活，加えて４）様々な考え方や価値観
の変化といった視点を通して解明がなされてきたのではないかと思われる．今回，‟
衣の未来“を推考するにあたって，上記と類似の視点から未来を推考してみたいと
思う．ただ，今後 100 年後には地球や気候がどのように変化するのか，そして自然
環境が，また社会環境が，それに伴い人体が，人の考え方が，そして様々なモノや
コトが，どのように変わっていくのか？その未来世界，未来社会の様子については，
やはり，すでに多くの未来研究者や未来学者らにより描かれている．そこで，ここ
では，既に描かれているその未来社会を背景に，現在の衣が今後如何に変わってい
くのかを考えてみることは一案だと考えた．ただ，過去(歴史)を推考，考察する際
には，膨大な実証データーが関与してきたが，未来を推考，ビジョンするには実証
データーは存在しないのだが・・・．
そこで，まず，今回，‟衣の未来”を推考する際に，筆者が勝手に想定した視点と
なりうる６つの項目について図 1 に示してみた．

図 1．100 年後の‟衣の未来”を推考する際の６つの視点

以下，“ 100 年後の衣の未来”について，上記の６つの視点ごとに，推考してみ
たい．

3.6.2 現在に至る長い“衣” の歴史から 100 年後の未来について確実に言えること
～700 万年前，二足歩行を始めた人類がその後何らかの身体を覆うもの(毛皮等)を
まとい始めたのが百数十万年位？前，そのような頃より人間は何万～何十万世代に
わたり営々と何らかのものを身に纏い生き続け現在に至っている．図２に人類の進
化度を示した超概略図を示す．すでに~100 万年~のこのとてつもない期間，この長さ
から見れば，今後の 100 年で，どのように自然環境，社会状況が変わろうとも，衣
を着る必要が無くなったり，衣を着ないで生活するようになることは皆無であろう
ことは，統計学を駆使することもなく，ほぼ確実に断言できよう．
100 年後には，今回，以下に推考する 100 年後の時代に適した現在とは少しずつ異
なる衣が萌芽していることだろう．

図２．人類の歴史から見たモノやコトの進化度とその中での衣の歴史

3.6.3 経験や勘に基づく“思い付き”から
現在，建屋内，室内で過ごす時間は通常一日の 85％位と云われている．温暖化で
気温の変動が大きくなり，空調が十分に完備された室内での滞在時間が増え，加え
て VR，オンライン類での交流が盛んになり益々その比率が増加し，外出の機会が少
なくなり，終日，建屋の中で過ごすことが多くなろう．そのため，身に纏うものと
しては，多く着飾るようなことはなく，シンプルなものの比重が大きくなり，ただ，
同時に，例えば，室内に居ながら身体を鍛えることができるような健康志向，居室
滞在時間が増えるがゆえに，着ているだけで健康になる様々な衣(医)服が普及，日
常常態化するようになるかもしれない．現在すでにその兆候は出ている・・．
3.6.4 100 年後の自然環境，地球環境状況の変化予測から
気象庁による 100 年後のモデル計算の結果，日本付近の気候変化の予測では年平
均気温では２～３℃上昇（H17 年 気象庁発表資料）する．年間冬日（最低気温 0℃
未満）は全国的に減少し，年間熱帯夜日数は全国的に増加，年降水量は，ほとんど
の地域で増加，最大で 20％程度の増加が見込まれるとされている．このように温暖
化に伴い日本付近では湿度の高い熱帯地域の気候に酷似した環境に移行して行くこ
とを考えると，一般的に年間を通じ，夏期に身に着ける軽涼な感じのモノの必要性
が年間を通じ高まるのでは考えられる．この傾向は寒冷涼地を除く世界で共通した
傾向になるのではないかとも考えられる．

3.6.5 100 年後の科学技術の萌芽，新しいモノやコトの出現予測から
1900 年代初頭よりこの 100 年間における新しい科学，技術の進歩は，図 2 のよう
に，これまでの長い人間の歴史から俯瞰すると，産業革命時期の辺りから大きく上
昇，不連続でディスラプティブな変化，発展を遂げてきた．こうした流れの中で衣
の世界を見る時，素材やその製法は，やはり同様にドラスチックな変化，発展を遂
げて来たといえよう．しかし，この 100 年をもってしても“衣が人の体を覆うモノ
という基本的な概念”を覆すようなことにまでは至っていない．それでは 100 年後
はどうだろうか？上記のような概念までも変わることがあるのだろうか？ここで 100
年後の人の寿命を見てみると，100 年前の人の寿命は(日本では)50～60 歳，現在は
80～90 歳に比べ，医学，医療の発展と身体の改造，サイボーグ化，アンドロイド化
も進み 100～110 歳 (最高 140～50 歳位？)になることがほぼ確実視されている．そ
の時点では，衣も医学，医療，アンドロイド化の進(深)化に伴い，人間身体機能の
一部を形成する（保護だけでなく補完，取替えをも）するような，例えば，若返り
も含む健康促進，未病対応，防止等の機能を有した今までの“衣”の概念を凌駕し
た“衣”がみられよう．しかし，こうした傾向は，いかなる時代であろうとも，個，
個人の考えや思いがあり，100 年後の辺りでも，必ずしも一般化には至っていないと
推考．
3.6.6 100 年後の政治，経済，社会の状況予測から
政治，経済，社会の基本となる人口に関して，2100 年の世界は 110 億人（現在：79
億人）と大きく増加，一方，国内の人口は現在の 1.26 億人から 0.5～0.6 億人へと半
減，世界の人口比は現在の 1.5％から 0.5％へと激減することが，高い精度で予測さ
れている．

図 3．2100 年の世界・地域別人口予測
（国連資料）に日本を追加

図 4．高齢化の推移と将来推計(内閣府資料)に
2100 年を外挿-推定（右欄外:筆者）

こうした人口の変化が衣の未来に直接与える影響等について考えることは非常に
難しいが，一般的に，国や地域間の垣根がなくなり（2020 代の現在，一時的に逆
行？），交流が一層活発化，人，モノ，文化がより混ざり合っていくことで，考え
方や趣味も均質化に向かうことが考えられる．このため，例えば，日本の伝統的な
衣装(着物)や世界の民族衣装の存在感もプロモーションなしには少しずつ薄れてい
くのではと（勝手に）危惧，しかし，一方，膨大な新しい情報や数多の人々の交流

により，さらに新しい変化，その時代の人々の好みや考えが加わり新伝統衣装，着
物が出現してくるかもしれない・・・
3.6.7 100 年後の人々の生活空間の変化とそれに伴う身体，思考の変化から
この頃は温暖化が現在よりさらに進み，生活空間においても室内や建物内の温湿
度調整だけでなく四季に相当するような環境を細かく制御できる都市ドームや海上
都市，地下都市での居住，生活が始まっている．そこでは，アンドロイドと人間が
情報技術を介し，より一体化し，身に着ける衣においても，機能面でかなり高度な
技術を伴った(例えば，様々な環境に応じて着心地や爽やかさが最適に維持，さらに
個人の健康状態を察知，それらを発信，さらに場合によっては対応までをも可能な，
そのような)‟ウエアラブル衣“が出現，さらに，それら複雑に組込まれた機能を巧
みにカモフラージュするスマートな‟衣”が一般化するのではと考えられる．しかし，
一方，人がまだ人である以上，やはり自分自身を，アイデンティティをどこかで表
現しようとする気持ちは持続，‟ウエアラブル衣“の表面は個を強調するモノになっ
ていよう．この点は，まだ 100 年後では，現在と同じと・・・

図 5.

100 年後の世界，社会から見た 100 年後の衣はどのように？

3.6.8 まとめ
以上，上記６つの視点ごとに‟100 年後の衣の未来“について，色々想像をめぐら
してみた．ただ生活圏はこれまでとは少しずつ異なり，海上高層都市や地下都市，
都市ドーム，また一部では月や火星基地へと広がっていよう．そのような様々な環
境下で，人間脳を含む身体諸器官の機能，ナノ，原子分子サイズの加工技術，超々
ビッグデータ情報処理技術等々が絡み合い，全く新しい考え方や生き方が創生，100
年前の現在では予測が覚束（おぼつか）ないようなモノ，現在の衣服だけでなく，
人が身に着ける多様なモノ？が登場してきそうである．思わず，身も心もワクワク
してくる(^-^)．
ただ，今，ここで少し立ち止まって，真剣に考えなければならないのは，衣がど
のように変わるかを考える前に人，我々人間そのものが果たして如何になる(変わ

る？)かであろう．最先端科学技術が，人の人たる本質的な領域まで入り込み，身体
自身，感覚だけでなく人の意志，思いにまで影響を与える世界に入っていく，今後
100 年は，これまで人類が成してきた諸行を賛美し，さらに進化を目指すのでなく，
今後はじっくりと見返し吟味しながら進めて行く，現実に今，環境破壊，環境危機
に直面，経験しているように，人間危機，人間破壊に陥らぬよう，常に皆でこの様
なことを常に共有していくことこそ重要なことではないかと，衣の未来を考え考え
しているうちに，この様な考えに到達してしまった次第である．
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3.7

二つの病の克服に向けて (前川善一郎)

3.7.1 現在の私たちが抱えている問題
産業革命以後，科学技術の進化は著しいものがあった．次々と開発される科学技
術が，私たちの生活に適用されることで，私たちの生活も大きく変わって行った．
これまでの科学技術は，一言でいうならば，人間の能力をアップすることに貢献し
てきたといえる．すなわち，寿命を延ばす能力，人口を増やす能力，食糧を増やす
能力，エネルギー能力，移動能力，情報伝達能力，便利な環境を提供する能力など
をアップしてきたのである．
１）人間の心の病気
人間の能力をアップする科学技術は，煩雑な人間関係，押し寄せる膨大な情報，
時間に追われた仕事，日常化した睡眠不足などを現代人にもたらした．その結果，
人間に慢性のストレスが発生して，人間は心の病を引き起こすようになった．
２）地球の環境の病気
私たちは，地球に対しては，CO2 増加による地球温暖化，森林破壊，海面上昇，大

量のゴミなどを発生させた．病気の深刻度が分かる指標の一つに，エコロジカル・
フットプリントがある．これは，人間生活がどれほど自然環境に依存しているのか
を伝える指標のことであり，世界のエコロジカル・フットプリントは，2013 年時点
で地球 1.7 個分に相当している．環境の危機回避はまったなしである．
3.7.2 これからの私たちが抱える課題
今は，2020 年代の初頭である．21 世紀の残りの年月をかけて，地球の環境の病気
をなおす科学技術，人間の心の病気をなおす科学技術が進化するものと期待される．
哲学者の梅原猛氏は，「21 世紀には 3 つの危 機がある．核の危機，精神の危機，
環境の危機 である」と指摘している．付け加えるならば，「感染症のパンデミック
の危機」であろうか．核抑止力やワクチンの進化によって，核の危機と感染症のパ
ンデミックの危機が回避されることを前提として，以下の議論を進める．
これまでの科学技術を土台にして，今後，科学技術の進化のスピードはさらに増
加すると考えられるので，未来の 100 年先の私たちの生活の予測は，きわめて困難
である．
１）人間の心の病気に対して
多分，100 年先でも，私たちが予測できるものがある．それは，私たち自身は，今
後 100 年位のスパンでは変わらないだろうという事である．現在の私たち人間が持
っている喜怒哀楽の感情やストレスは，未来の私たちも持っていると考えられる．
その根拠は，何百万年という長い人類の歴史の間，私たち人間の本質が，変わらな
かったのだから，これからの 100 年先でも変わらないだろうと考えて良いからであ
る．
医学の進歩によって，人間にストレスを引き起こす身体のメカニズムが明確にな
ってきた．この医学知識を応用して，私たちがストレスを回避できる生活を送れる
ようになると，人間の心の病気を治すことができ，精神の危機を回避できる．
２）地球の環境の病気に対して
地球の環境の病気は深刻であり，世界の人々が立ち上がった．17 ケの項目から成
る持続可能な開発目標（SDGs）が，2015 年の国連サミットで採択された．13 番目の
気候変動，14 番目の海の豊かさ，15 番目の陸の豊かさの開発目標を達成すると，地
球の環境の病気をなおすことができ，環境の危機を回避できる．
3.7.3 私たちが目指すもの
１）スローライフのすすめ
これからの日本では，働き方改革が進み，地方への移住が活発になる．日本は森
林大国であり，里地里山が多く，そこを生活の場とする人が増える．そこでは，自
然の恵みを受け，心が満たされる「ゆっくり，ゆったり，ゆたか」なスローライフ
が行われ，慢性のストレスが発生せずに，人間の心の病気をなおすことができる．
地方でも情報伝達能力は都会と変わらないし，交通手段もドローンや空飛ぶ自動車
などがサポートし，予防医療や遠隔医療の発達で健康な生活が約束されている．
SDGs 3 番目の人々の健康と福祉の目標達成に貢献できる．
２）スポーツ競技，e スポーツ競技のすすめ
手足を動かして生まれる喜びを味わうために，多くのスポーツが生まれた．一方，
すべての人間には争いの心があり，人間の歴史は戦いの歴史と言っても過言でない．

しかし，21 世紀では，原子爆弾を含めた武器の進化は著しく，戦いは人類滅亡に繋
がる．しかし，人間の闘争心を無下に抑え込んだら，心の病を引き起こす．人間の
闘争心を満足させるために，一定のルールに則って勝敗を競うスポーツ競技や e ス
ポーツ競技が薦められる．
３）柔らかいウエアラブルデバイスと，エシカルファッションの発展に貢献しよう．
私たちは，スローライフやスポーツに使われる，進化した天然繊維・再生繊維を
用いたエシカルファッションの発展に貢献しよう．健康管理可能な，身体にぴった
り合った柔らかいウェアラブルデバイスと衣服が融合して，心の病気を引き起こ
すストレスを管理できるようなファッションの開発を目指そう．これらの技術は，
地球の環境の病気をなおし，人間の心の病気をなおす科学技術の一翼を担うことに
なる．
４）大阪・関西万博に参加しよう．
大阪・関西万博は，2025 年 5 月から約 3 ケ月間，大阪湾の人工島・夢洲で開催さ
れる．大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」であり，国連
が掲げる持続可能な開発目標(SDGs)が達成される社会実現をめざしており，日本繊
維機械学会が目指すものと同じである．今回の万博は，デジタル技術がふんだんに
盛り込まれたイベントである．日本繊維機械学会がある大阪科学技術センターは，
会場の夢洲から，わずか約 10km しか離れていない．この地の利をいかして，大阪・
関西万博に参加しよう．
3.8

“衣”の未来

テーマは「地球，人間に優しい」(松下義弘)

「未来は過去，現在の延長線上にある」か否かの論議はともかく，未来を語る時，
過去（歴史）の検証は欠かせない．“衣”（衣服）はクリエーター（デザイナー）
やアパレル企業などの商品開発，新たなデザイン，ファッションの創造，発信によ
り，新たな装い，衣が生み出され，変遷してきた．その背景には地球環境，人間の
生活環境の変化，新しい繊維，加工技術の発明，改良がある．情報機能，物流機能
の発達も影響してきた．30〜50 年後，100 年後も，これらの要件により，変わって
いくものと見られる．歴史の検証から未来を見る．
3.8.1 【歴史】◇世界中が西洋の服（洋服）に◇
“衣”は文明，文化で世界を牽引してきた国，地域のものが普及，世界に拡がっ
てきた．日本の和装もそうだが，世界各地で根付いてきた民族服は，世界がグロー
バル化する中，ヨーロッパ，すなわち，西洋の服，「洋服」に駆逐されてきた．近
代の衣は洋服の歴史になる．
近代，20 世紀の衣服は，ポール・ポアレ（仏）が女性のコルセットから解放した
ファッションから新しい歴史が始まった．第２次大戦後はクリスチャン・ディオー
ル（仏）の「ニュールック」が世界にセンセーションを巻き起こした．戦争から立
ち直り，人々は豊かになると衣は実用性よりファッション性が問われ，パリが世界
をリードしてきた．産業が発達すると男はスーツ，ワイシャツ，ネクタイが基本ス
タイルになり，生産現場では作業服，ユニフォームを着用するようになった．
家庭着と外出着が分化，街を歩くシティウエアが出現する．フォーマルウエアに
対し，カジュアルウエアが台頭，米国初のジーンズは野良着からカジュアルを代表
する衣になった．

時代は進み，1950 年代にはマリー・クワント（英）が，ミニスカートを考案，世
界の女性のスカートが短くなった．日本ではミニスカートが合繊の需要拡大に大き
く貢献した．1960 年代，ニットが肌着から中衣，外衣にも拡がる．ペンギン，傘の
マークなどのワンポイントウエアが流行，以後，ニットがカジュアルウエアの領域
を一段と広げた．1970 年，大阪で開催された日本万国博覧会後，日本人の衣服はカ
ラフルになる．スポーツが盛んになると競技別に様々なスポーツウエアが着られる
ようになった．
1960 年代の衣の素材は，各用途分野で合繊が急増，天然繊維を大きく浸食した．
２度の石油ショックがあった 1970 年代，合繊は伸び悩む．1980 年代は綿，羊毛，獣
毛など天然繊維が巻き返した．80 年代末から 90 年初頭にかけ，合繊は「新合繊」と
して短期間ではあったが，脚光を浴びた．天然繊維と合繊の新たな混紡，複合素材
が増えて来た．
21 世紀に入ると，世界的に地球環境への関心が高まる．一方，健康志向が強まっ
た．快適性のある衣服開発が進んだ．以後，衣服は「環境」「健康」「快適」の
“３K”がキーワードになり，「地球環境に優しい」「人に優しい」衣服の開発が大
きなテーマになった．
地球に優しい衣服は，植物由来繊維，生分解繊維からオーガニックコットン，ウ
ール製品が開発されてきた．さらに「リデュース」「リユース」「リサイクル」に
取り組まれてきた．人に優しい衣服は，健康志向，快適性，それに着心地の良さを
追求し，透湿防水，抗菌防縮，吸湿発汗，保温蓄熱，制電導電，清涼，消臭，防縮
防シワ，ウォッシャブル，防炎難燃，防汚，軽量，ストレッチ，衣から「衣服内気
候」などの技術を採り入れ，機能性が向上，快適，着心地の良いものになってきた．
3.8.2 【未来】◇テーマは「環境，人に優しい」◇
2000 年代に入り，衣は地球温暖化，エアコンの発達など外部環境の変化を背景に，
細番手，高密度織技術，軽量化技術（中空繊維他），保温機能（各種後加工，ダウ
ンウエアなど中綿挿入技術他）などの技術革新，ポリウレタンなど伸縮性のある素
材の活用などで，「薄く，軽く，ストレッチ」が求められてきた．快適で着心地の
良い服である．
この追求は今後，30〜50 年，さらに 100 年は続こう．世界は地球温暖化に対応，
2050 年カーボンニュートラル，脱炭素社会を目指しているが，その実現には，まだ
まだ時間と有するものと思われる．一方，人間の健康志向は，老若男女問わず，永
遠の課題であり，健康で暮らすにはストレスのない快適で，着心地に良い衣の追求
も永遠の課題であるからだ．
◇機能性，審美性の追求◇
もう少し具体的イメージに言及する．衣は暑さ，寒さなどに身を守る実用性（機
能性），心身を高揚する審美性（装飾性），職業，宗教，特定団体，身分などを象
徴する社会性（帰属性）などの要素がある．それぞれの要素を満足する衣服の開発
は続いていこう．
実用性を追求する衣は「快適」「着心地」，審美性を追求する衣は「おしゃれ」
「ファッション」「感動」，学生服，ユニフォームなど社会性のある衣は，その両
方の要素が求められる．
このうち，実用性を追求した衣は，「地球に優しい，人間に優しい」衣として，
これまでにない新たな機能の開発が進んでいこう．例をあげると健康チェック，体

調管理機能を持つウエアラブルな生体計測機器は開発されている．ウエアラブルデ
バイスの開発は盛んであり，さらに健康増進，治癒機能を持つウエアラブルの開発
も期待される．着用していれば，病気が治る，傷が治る効果があれば頼もしい．麻
は医薬品，抗菌剤，天然農薬，ハーブ茶，香料としても使える「神からの贈り物」
と言われる．ウール，綿，絹などにも様々な効用があり，人間生活に関わりをもっ
てきた．これらの機能がより多く活用されていくことが望まれる．
日常着としてはエアコン搭載ウエアである．宇宙服のような重装備のウエアでは
ない．軽くて，薄く，シャツ感覚で羽織れるエアコンウエアなら寒暖差の激しい場
所に軽装で移動できる．旅行が楽しくなる．また，宇宙服は灼熱，極寒にも耐える．
これが開発できれば，消防活動などに役立つ．これらは抗菌防臭，透湿防湿，吸汗
速乾，防炎難燃などの機能追求している究極の開発課題になる．
一定期間着用した衣服は洗濯が必要だ．防汚機能を付与する技術は開発されてい
るが，繊維の劣化を回復する衣服の開発にも期待したい．長く着用でき，究極のリ
サイクル，地球の優しい衣服にもなる．
審美性（ファッション）を追求，人々のおしゃれ感を満足，感動を与える衣服は，
クリエーター，デザイナーの領域で，どのような衣服が登場してくるかは予測出来
ない．ただ，多くの機関，個人が挑戦してきた流行予測は AI（人工知能）が精度を
上げてくれそうだ．クリエーター達の新たな衣の開発を促すことになろう．
◇服種の際が無くなる◇
2005 年，環境省がクールビスキャンペーンを実施した．以来，役所，銀行，会社
のオフィスなどで上着，ネクタイの着用が減っていった．ビジネスの場でカジュア
ルウエアを目にすることが増えた．1966 年，ビートルズが来日した以降，格式高い
ホテルがジーンズの着用を認めるようになっていた．大きな震災後，ハイヒールを
履く人が減ってきた．冠婚葬祭が簡略化されフォーマルウエアの需要が減った．学
校では詰襟学生服，セーラー服から男女ともブレザーの採用が進んだ．最近では女
子がスカートか，スラックスかを選択できる学校が増えて来た．ワンマイルウエア
ーが開発され，家庭で着る服と外に出かける服の差がなくなってきた．
最近では，ユニクロかビジネスの場で着用できるシャツ，ジャケットの開発に力
を入れている，洋服の青山はカジュアルスタイルのスーツを強化している．AOKI ホ
ールディングス青木彰宏社長は「パジャマのように楽に着られるスーツを打ち出し
ていきたい」（日本経済新聞）と話している．繊維業界外からは，水道会社がオア
シススタイルウエア（東京）を立ち上げ，「ワークウエアスーツ」を販売した．ニ
ューバランスが「シューズを美しく見せる」パンツ，ジャケットを開発，自宅でも
通勤でも使える「共用ファッション」と話題になっている．直近では コロナ禍で
リモートが定着してきた．政府は「グリーンとデジタルが成長の源泉」とし，菅内
閣は，その実現に取り組み始めている．米国の GAFA（グーグル，アップル，フェイ
スブック，アマゾン）だけでなく，IT 業界で働く人々の服装は自由だ．休日，家庭
でも着用できるオフィスカジュアルになっている．
一方，米国のバイデン政権の高官にトランスジェンダーが就任した．ジェンダー
フリーは加速しいくものと思われる．女性のスラックスは定着しているが，男性が
スカートを着用するようになってきた．
こうして衣はビジネス，外出，家庭で着るウエアの際，フォーマルとカジュアル
の際，男女の際が希薄になり，無くなっていくようだ．衣は今，100 年，それ以上の
年月に一度の大きな変革期を迎えているのかも知れない．

3.8.3 【物づくり】「物づくり」「原材料」の変化
衣服は点が線，面，立体になり作られる．点は綿花，羊毛，麻などの短繊維（ス
テープル）原料．それが束ねられ引き揃えられ線＝紡績糸になる．絹や化合繊は最
初から線＝紡糸され長繊維糸（フィラメント）になる．糸は ① 結ばれ，編まれ，
輪が連なり，編物（ニット）になる ② 縦糸と経糸の交差で織物が出来る ③ 絡み合
わせることで不織布になる．面は総称してテキスイタイルと呼ばれる．面を人間の
体に添って立体にしたのが衣である．
線から面，立体にする手法は紡糸，紡績，編立，製織，縫製であり，機械装置は
紡糸機，紡機，編機，織機，ミシンだ．産業革命後，それぞれの機械装置が開発さ
れ，目覚ましい改良があった．産業革命は 18 世紀半ばから 19 世紀のかけて起きた
が，現在は 21 世紀．その間，各機械装置は手動から馬力，蒸気，電気，コンピュー
タなどの登場で改良され，ケタ違いに高速化，汎用化，高度化してきた．しかし，
機械のメカニズムに大きな変化はない．最近，こうした工程を経ず，新しいメカニ
ズムを備えた機械装置を駆使し，顧客から直接，注文を受けた服作りが進んでいる．
◇ファクトリーブティックで服作り◇
近年，これまでとはメカニズムが異なり，画期的に進歩した繊維機械装置をあげ
るとすればインクジェット捺染機とホールガーメント横編機（完全無縫製型横編機）
であろう．セーレンがインクジェット捺染機でデジタル生産システム「ビスコテッ
クス」製品の販売を開始したのは 1989 年，島精機製作所がホールガーメント横編機
を開発したのは 1995 年．四半世紀を経過しているが，全く異なる業種の両社が始め
たのはファッション・ファクトリー・ブティック（FFB）の展開だ．店舗で顧客が材
料選び，デザインした服の注文を受け，短期間で生産，顧客に届けるというものだ．
島精機の場合は店舗内にホールガーメント横編機を置いた．この新しいビジネスモ
デルは，まだ広くは浸透していない．しかし，デザインシステムが簡単に操作，機
械が，よりコンパクトになり，店舗の店員がワンタッチで，多種多様な服が出来る
ようになれば，急速に普及しよう．
婦人服専門店などがデザインシステムと機械装置を置き，従来通りにアパレルか
ら仕入れた服を販売する一方，パーソナルオーダーの服も「音楽を聞く，映画を見
ている間に作る」ようになれば，リアルとバーチャル対応の FFB になる．街のいた
るところに FFB ができれば，「あなただけの一着」，オリジナル，個性的な衣が新
たな需要を生み出すことになる．
◇AI，３D プリントで服作り◇
家庭にミシンを置き，自分で服を作るの光景は，昔ほどではないが，今でも見ら
れる．未来の家庭での服作りは，家庭に 3D プリント装置を備える，材料は現在，少
なくなったが生地屋のように，3D プリント用の材料屋か，ネットで購入する．それ
を入手し，3D プリントでスイッチを押せば服ができる．その前に決める服の色柄，
デザイン，サイズはパソコン（デザインシステム）で対応する．どんな服を作るか
の情報はパソコンから引き出す．判断に迷えば AI（人工知能）が教えてくれる．そ
んな時代がやってくるかも知れない．
こうした FFB や家庭の 3D プリントでの服作りが盛んなると，糸からテキスイタイ
ル，縫製に至る生産工程を経て，アパレル卸，SPA(製造小売業)，百貨店，専門店で
販売する．或いはネットで販売するという産業構造は革命的変革を遂げることにな
る．

3.8.4 【原材料】
衣の歴史は，人間が寒さから身を守るため毛皮を利用し始めたのは今から 5〜10 万
年前，第 4 氷河期だったと言われる，繊維の衣服は羊毛が紀元前 8500 年，麻，絹は
紀元前 5000 年．4 大天然繊維で一番新しい綿花は紀元前 2500〜3000 年頃とされる．
それから今日に至っても人間が身に纏う衣の材料は，綿花など天然繊維である．100
年後も，衣の材料は天然繊維という状況に変わりはないだろう．
現在，天然繊維を大きく上回る衣の材料になっている化合繊の歴史は，シャルド
ンネ（仏）がレーヨンを発明したのは 1891 年，W・カローザス（米）のナイロンの
発明 1935 年だ．今から 130 年，85 年前である．今では世界の繊維生産量は化合繊が
4 分の３，天然繊維は 4 分の１である．化合繊はポリエステル，天然繊維は綿花が大
半を占める．
◇生物由来，生分解に期待◇
地球環境問題が浮上，21 世紀は繊維原料は「石油由来から生物（天然）由来」の
時代になると言われている．地球環境への配慮から現在は「バイオマス」の時代に
なっている．とくにエネルギーが化石燃料の石炭，石油から太陽光，風力など自然
エネルギーへの転換が進んでいる．繊維材料もポリエステル，ナイロンなど石油由
来の合繊から天然繊維に戻るとバイオベースマテリアルの研究が盛んである．
先進国が先行している．しかし，全世界の衣料需要を天然繊維で巻き返すのは難
しい．地球上の綿花の耕作面積は 2.5％に過ぎず，綿花の遺伝子組み換え技術の進歩，
耕作面積の増加などで綿花生産を増やすこと可能．しかし，世界の人口は増加，こ
れを充足する食糧増産で綿花耕作面積を増やすのは容易ではない．天然繊維で綿花
に次ぐ羊毛などは，この数年微増に止まっている．30〜50 年後，その先も世界の衣
料需要は天然繊維では充足できない．今後も合繊の増加が続くことになろう．それ
に，合繊は石油由来でも土に帰る生分解繊維，石油由来から生物由来のものに変わ
っていけば，さらに天然繊維の分野を侵食してくことになろう．
ポリ乳酸繊維，ケナフ繊維，人工クモ糸「スパイバー」，セルロースナノファイ
バーなど研究段階から商品化が進んでいるものまで数多くの次世代期待の繊維が開
発されている．こられが 4 大天然繊維，3 大合繊に匹敵する衣の材料に育つには，生
産コスト，機能性，用途開発など，まだまだ課題は多い．それを可能にするのは技
術革新である．日本の繊維技術は世界最先端を誇った．未来への期待も大きい．
3.9

AI 技術の進展と縫製業の未来 (米倉将斗)

3.9.1 AI の衝撃
2013 年 9 月，オックスフォード大学のフレイ&オズボーンは，米国において 10～20
年内 に労働人口の 47%が機械に代替されるリスクが 70%以上という推計結果を発表
(Frey & Osborne, 2013) ．特に中間所得層の定型業務従事者の雇用が AI に置き換え
られていく．

EU,日本,米国の被雇用者割合の変化（2002-2014）出展：OECD レポート(2016)
2016 年 3 月 Google の AI・「アルファ碁」が人間の世界チャンピオンに４勝１敗で
勝利するも，定石を無視された１局において，AI が判断不能に陥り思考の暴走を露
呈する．結局，AI のディープラーニングは過去の蓄積データの効率的整理ではある
が，独創性や臨機応変の面の限界を示す．
ドイツ政府労働社会省 IAB(仕事・雇用)研究所は，2016 年 12 月，2025 年において，
ドイツ国内で失われる雇用が 1,460 万人，創出される雇用が 1,400 万人とほぼ同数
であるとの推計を発表した．また，デジタル技術が直接導入されないサービス分野
であってもデジタル経済化の影響を受けて，雇用が顕著に増えることを示した．こ
の推計値はドイツ政府の決定版とも言えるものである．また，IAB はデジタル化が進
んだ企業を対象に調査し，人間も仕事も高い柔軟性が要求されるようになっている
こと，デジタル化が進んだ企業ほど，高いコミュニケーション能力や対人能力を持
った人材を求めているという調査結果も発表した．
3.9.2

ユニクロの対応：AI 機器・設備の積極導入

・AI 裁断機，AI ミシン導入
・AI 活用自動検品機導入
・2018 年春 RFID（radio frequency identifier）タグの貼付を開始
・2018 年 10 月 デジタル物流倉庫稼働
→AI 機器・設備の活用による製造コスト，物流コスト，販売コストの大幅削減
3.9.3

ワークマンの対応：AI よりもむしろデータ・サイエンスと女性社員のセンス

・AI よりまずエクセルを使いこなせ！入社 2～3 年目の若手社員全員に対しデータ分
析の講習を実施．入社 5 年目以降の中堅社員にも任意参加の研修．部長昇進にはデ
ータ分析スキルが必須条件．
・女性社員のセンスの発揮が目立つワークマンプラス
同社専務，土屋哲雄氏
「現場のリーダーは男性が多いがバトンタッチしていこうと．『＃ワークマン女子』
をつくったときにクーデターが起きたので（笑），店舗作りは女性に代わり，男性
を上回る成果を上げています．もともと，男女関係なくゼネラリストというよりス
ペシャリストとしての製品開発や店づくりのセンスを重視しています．いま，トッ
プデザイナーは役員クラスの報酬を得ていますよ．下手にゼネラリストになると余
計な仕事をするので......」
・ムダな社員をゼロにする
土屋氏がひそかに決意しているのは"冗員"，すなわちムダな社員をゼロにすること
だ．会社でがんばろうと決意して入社してきても，過重なノルマを与えられたり，
得意分野を活かせない部署に配属されたりすれば，誰でも腐ってしまう．適材適所
の人事ができれば社内の活力はアップする．
「自分の役割を見つけた社員が『それは私の仕事ではありません』と主張できるぐ
らいが理想．『それは会社の仕事ではない』と言えればもっといい．誰か休んだら
カバーしようというのもいけない．休み明けの 4 日後にでも回答すればいい．それ
が『超しない経営』ということです．だから子育てしながらでも，在宅でも問題は
起こらないはずです．10 年，20 年とかかるかもしれないが，期限を決めず気長に，
かつ着実に進めていきます」
→ データ・サイエンス教育（＋女性社員のセンス）による付加価値上昇・仕事の
効率化
3.9.4 日本の縫製業の未来のために
・ AI 機器・設備は大幅なコストダウンを進めるが，その範囲には限界がある．
・ AI 機器・設備が付加価値上昇に直結するとは限らない．
・ ただし，付加価値上昇と無駄な作業のカットのためにデータ・サイエンスは重要
である．
・ 高級縫製業にとって，アナログ技術とデジタル技術を使い分けた上で，新しい形
態で結合（イノベーション）する想像力が重要と思われる．
・付加価値と所得水準の上昇のために，女性社員の活躍は未開拓フロンティアの１
つと思われる．
3.9.5 未来の衣／縫製業界について
今回，自らの本業が代々受け継いでいる縫製業経営（高級衣料品が中心）と言う
こともあり，益々厳しくなってきたと言われるファッション業界の未来において，
会社経営の視点から考察してみた．当社も技術で携わるパリコレクションなどの未
来に当社はどのような形で関係しているのか，もしくは世界的コレクションは存在
しなくなり，縫製業界の未来は全く違ったものとなっているかもしれない．
それでも，衣類に対するヒトのニーズは決して衰えていくことはないであろう．グ
ローバルに見れば，200～300 年後の未来において衣類のニーズは質的にも量的にも
発展を続けているであろう．ただし，IoT や AI を中心に進む現在の第四次産業革命

の成果を適切に導入していくことが縫製業の生き残りにとっても必要条件となる．
日本の匠の技に加えて，IoT や AI を活用し，さらに社会の進化に適合したガバナン
ス改革を達成することで，先進国にふさわしい縫製会社へ，できることならば，イ
タリア縫製業からも一目置かれるトップクラスの会社へと飛躍を遂げていきたいと
願っている．
衣 coromo＠未来研究会の皆様からのご意見を参考にさせて頂き，未来の高付加価
値ファッションの縫製業界を牽引していけるように，この先の遠い未来にも存在す
るファクトリーを目指したい．

第４部

まとめ

“衣 coromo@未来研究会”，第一期を振り返って(中村 信)
当初，2018 年より 3 年間，丁度，今年の春頃には第一期をまとめようという予定
でスタートした“衣 coromo@未来研究会”であったが，2020 年春先より流行し始め，
現在もなお終息の兆しが見えない COVID-19 によって，この 1 年半研究会はスローダ
ウン，本会は対面で行うことを旨としていたため休会を余儀なくされてきた．その
ような中，２年余り活動し，皆で語り合ってきた“衣の未来”への思いを，各自で
認め，本報告書としてまとめてみようということになり，これまで研究会開催毎に
学会誌に掲載されてきた報告記も含め，今回，漸くこの第一期報告書へと漕ぎつけ
ることができた．
さて，本報告書を御覧になって頂けた方には如何でしたでしょうか？
本会をスタートして 2 年間，本研究会メンバーによる検討会と並行して，ファッシ
ョンや SDGs，ロボット，情報×脳科学×エレクトロニクス，加えて，来るべき大阪
万博に関係した現在活躍中の産学官のゲストからも，特に繊維にこだわらぬ広い世
界から“衣の未来”について多くの示唆を得ることができた．そして，この一年半
余りは，新型コロナウイルスに依る，これまで誰も経験し得なかったパンデミック
を経験してきた．このため，今回，本報告書をまとめるにあたり，当初描いていた
自身の衣の未来に対する想いと，上記の大きな二つの経験を経てきた現在の想いを
振り返ってみると，何か少し違う，違ってきているな！という感を覚えるのが妙で
ある．ウィズ・コロナのこの 1 年半で，世の中のモノやコトが刻々と変化していく
のを日夜，肌に触れ，“衣”がこれまでより無関心，無意識ではおれない，何か気
にかかる存在へと微妙に変化していることを感じるのは弊拙だけだろうか？！ その
ような思いを胸にしつつ，“衣”って何？の原点に立ち戻って考えてみると，衣は
モノであると同時に，すでに人にとって，人間にとって，かけがえのない構成要素
すなわち身体の一部分になっていると言えよう．今，おかしな例えだが，一糸まと
わぬ状態で雑踏の中を歩く自分の姿を想像してみよう．何か悪夢の中にいる状態，
思わず，ぞーっとするのを覚える．身体の一部を失ったような状態，これほど不安
定で不安なことはない．そう！衣はやはり，既に我々身体の一部分，そして，常に
人と共に歩み，人と共に変わっていくものだということ．したがって，人間が今後
進む道をたがえずに進化，発展していく限り，衣も共に進化，変化する道を歩むで
あろう．将来そして未来どのように衣が変わっていくのかについては，この第一期
まとめから何かを汲みとって頂ければと考えている．
さて，今後，“衣 coromo@未来研究会”（第二期）の進め方については，次のよう
なことを考えている．
すなわち，来るべき 2025 年大阪万国博覧会開催を意識，出来得れば参加を意識し，
1）“衣の未来”について，楽しく分かり易い冊子(例えば漫画本，アニメ本等)製作
発行
2）“衣の未来”を象徴する標語付き壮大な絵画，又モニュメント等のディスプレイ
作成
3）布帛，繊維物を用いた(未だ世に存在せぬ)新規構造物，製品の創作等々
今後，コロナ禍が沈静化し再び対面での研究会ができるようになれば徐々に加速し
て行きたいと考えている．第２期“衣 coromo＠未来研究会”も楽しみである．

付録
衣 coromo＠未来研究会

規約

第１章 総則
（名称)
第１条 本研究会は，(一社)日本繊維機械学会の研究会「衣 coromo＠未来研究会」
と称する．
（事務局）
第２条 この研究会の事務局は，日本繊維機械学会本部に置く．
第２章 目的及び活動
（目的）
第３条 繊維産業の未来を考える上で大切なのは，繊維技術の進歩や発展という範
囲でだけでなく，遠い未来の社会や暮らしを見据えた上で，直近の十数年後の繊維
産業のビジョンを捉えることである．「衣・食・住」の三大要素のひとつとして，
人間が生存する限り繊維技術が廃れることはありえず，将来における技術革新も期
待できよう．この技術革新の実現をめざすため，遠い未来の社会や暮らしを，とく
に衣（ころも）を中心に幅広く研究調査し，この展望をもって日本の繊維産業の未
来技術の方向性や指標を示すことを目的とする．
（活動）
第４条 本研究会は，第３条の目的を達成するため，次の事業を行う．
（１）未来研究者（社会学，経済学他）との交流やネットワークの形成
（２）学ぶ場を提供する機会（講演会や研究会）の開催企画
（３）最先端の繊維技術，情報技術に関する視察，研修会の開催企画
（４）調査研究の成果報告（報告会，報告書作成等）
（５）共同研究の実施
（６）その他，運営委員会において適当と認めた事業
第３章 会員
（会員）
第５条 本研究会は次の会員をもって組織する．
（１）本研究会の目的に関心を持つ個人
（２）本研究会の目的に関心を持つ大学生
（入会）
第６条 本研究会の会員になろうとする者は，所定の書式に必要事項を記入して本
会事務局に提出し，運営委員会の承認を得なければならない．
（会費）
第７条 本研究会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため，会員は毎年度，
会費を支払う義務を負う．
２ 年度途中での入会であっても，一年度分の会費を納める．
３ 年度途中での退会であっても会費は返却しない．
４ 個人会員 年額 5,000 円（税別）
学生会員 年額 2,000 円（税別）

（退会）
第８条 会員は，所定の書式に必要事項を記入して本会事務局に提出することによ
り，任意にいつでも退会することができる．
（会員資格の喪失）
第９条 前条の場合のほか，会員は，次のいずれかに該当するに至ったときは，そ
の資格を喪失する．
（１）第７条の支払義務を１年以上履行しなかったとき
（２）当該会員が死亡し，又は解散したとき
（３）除名すべき正当な事由があると総会で決議されたとき
第４章 総会
（構成）
第１０条 総会は，すべての会員をもって構成する．
（決議事項）
第１１条 総会は次の事項について決議する．
（１）事業・会計に関する事項
（２）役員の選出に関する事項
（３）その他，本会の目的達成のための必要事項
（開催）
第１２条 総会は，原則毎事業年度に開催するほか，必要がある場合に開催する．
（招集）
第１３条 総会は，運営委員会の決議に基づき委員長が招集する．委員長に事故が
あるとき又は欠けたときは，副委員長が招集する．委員長及び副委員長に事故があ
るとき又は欠けたときは，各運営委員が招集する．
（議長）
第１４条 総会の議長は，委員長がこれに当たる．委員長に事故があるとき又は欠
けたときは，副委員長がこれに当たる．委員長及び副委員長に事故があるとき又は
欠けたときは，各運営委員がこれに当たる．
（議決権）
第１５条 総会における議決権は，個人会員１名，学生会員１名につき，それぞれ
１個とする．
（決議）
第１６条 総会の決議は，総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し，出席し
た当該会員の議決権の過半数をもって行う．
（議決権の代理行使）
第１７条 総会に出席できない会員は，その他の代理権を証明する書面を委員長に
提出することにより，他の会員を代理人として議決権を行使させることができる．
２ 前項の場合における前条の規定の適用については，その会員は出席した
ものとみなす．
第５章 役員
（役員）
第１８条 本会に，次の役員（日本繊維機械学会・会員）を置く．
（１）運営委員 １５名以内
（役員の選任）
第１９条 運営委員は総会によって選出される．

２ 運営委員の互選により，委員長１名を選任するものとする．
３ 委員長は，運営委員のうちから３名以内の副委員長を指名できるものと
する．
（職務）
第２０条 運営委員は，運営委員会を構成し，この規約で定めるところにより，職
務を執行する．
２ 委員長は，この規約で定めるところにより，本研究会を代表し，職務を
執行する．
３ 副委員長は，委員長の業務を補佐し，委員長に事故があるとき又は欠け
たときはその業務に関わる職務を執行する．
（任期）
第２１条 運営委員の任期は選任後２年とする．ただし，再任を妨げない．
２ 委員長，副委員長に，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残
任期間とする．
第６章 運営委員会
（運営委員会）
第２２条 本研究会に運営委員会を置く．
２ 運営委員会は，すべての運営委員をもって構成する．
（職務）
第２３条 運営委員会は，次の職務を行う．
（１）本会の業務執行の決定
（２）委員長の選定
（３）会務の審議
（４）本研究会の目的に沿って，運営上必要な企画，事業および広報な
どを担当する．
（招集）
第２４条 運営委員会は，委員長が招集する．
（議長）
第２５条 運営委員会の議長は委員長が務める．
２ 委員長が欠席したときの議長は副委員長が務める．
第７章 資産及び会計
（事業年度）
第２６条 本会の事業年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる．
（資産の構成）
第２７条 本会の資産は，次の各号に掲げるものをもって構成する．
（１）会費
（２）活動に伴う収入
（３）寄付金
（４）その他の収入
第８章 規約の変更
（規約の変更）

第２８条 この規約の変更は，運営委員会の決議を経て，総会の承認を経なければ
ならない．
第９章 補則
（顧問）
第２９条 委員長は，運営委員会に諮って，本研究会の顧問を置くことができる．
２ 委員長は，顧問に対し，諮問を発し，又は助言を求めることができる．
３ 顧問の任期は，委員長の任期と同一とする．
４ 顧問は無報酬である．
（委任）
第３０条 この規約に定めるもののほか，本研究会の運営に必要な事項は，運営委
員会の決議により別に定める．
附則

１．この規約は２０１８年４月１４日から施行する．

会員（＊本会委員長，五十音順）
井上 真理（神戸大学）
越智 清一（元繊維評価技術協議会，元東洋紡㈱）
木村 照夫（京都工芸繊維大学・名誉教授）
鈴木 榮一（国崎クリーンセンター啓発施設）
武内 俊次（京都工芸繊維大学，元㈱福原精機製作所）
中西 康雅（三重大学）
＊中村
信（㈱テムザック 中央研究所，ダイキン工業㈱）
前川善一郎（京都工芸繊維大学・名誉教授）
松下 義弘（京都工芸繊維大学シニアフェロー，元㈱繊研新聞）
吉田 誠一（元㈱クラレ）
米倉 将斗（㈱タカラ）
以上
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