
です。ブランドを立ち上げるならやはりメリノウール

の良さが一番感じられるものとして、肌に直接触れる

インナーウェアがいいな。デザインはシンプルで洗練

された他にないブランドを作り、お届けしたいとの思

いで始めました。

ー確かに、私もウールのセーターを着るとチクチク
してしまって着られないことが多いです。
メリノウールは肌着や下着に使われるくらいですから、
他の一般的なウールとは違うのですよね？

世界で千種以上ある羊のなかで、メリノ種という最も

細い羊毛の品種からとれるのがメリノウールです。

YARNのメリノ製品に触れた時、皆さんが知っている

ウールのイメージとは違うので「これがウールなんで

すか？」と。柔らかくてシルクのように滑らかな肌触

りに驚かれる方もいます。

ウールのセーターなどでチクチクするのは、毛の細さ

に関係していて、それは「マイクロン」という単位に

なるのですが、YARNのインナーウェアには、17.5か

ら 18.9マイクロン（髪の毛が約35マイクロン）のウルト

ラファインと呼ばれる極細のメリノ繊維を使っていま

す。

太さや硬さがある毛は肌に触れるとチクチクさせてし

まうのです。ウールだからチクチクするというわけで

はないのですよ。それを踏まえてYARNのコレクショ

ン作りは、毛そのものの品質がとても大切なものにな

ると思っています。

ー YARNを始めたきっかけを教えてください。
メリノウールメインのブランドを立ち上げたのはなぜ
ですか？

ニュージーランドに移住し、メリノウールに出会った

のが最初のきっかけです。

日本ではメリノウールがニュージーランド（以下NZ）

のように幅広く使用されている素材ではないのですが、

ここN Zでは、赤ちゃんの肌着だったり、ヨガウェア

やアウトドアウェアに使われていてとても身近な素材

です。ウールと言えば冬の衣類によく使われる素材で

“チクチクするもの”と思われる方も多いと思います。

私も最初は肌に直接触れるインナーとしてウールが使

われているのに驚きました。私がN Zで出会ったメリ

ノ製品はとてもウール素材とは思えない柔らかな肌触

りで全然チクチクしませんでした。その後、調べるう

ちにメリノウールに備わっている機能性の素晴しさを

知ることができて、さらに、「ZQ認定メリノ」という

サスティナブルで環境に配慮したものづくりをしてい

る会社に出会ったことも大きなきっかけです。

N Zの羊毛産業や生産者をサポートしたいという思い

と、自分のルーツである日本と今暮らすN Zをつなぐ

ことに携わりたいと思っていたのも理由になります。

メリノウールで製品を作って売るというだけではなく

「地球環境を考えたものづくり」そしてN Zの魅力も

合わせて伝えられたらと思いました。

希少で魅力的なN Zのメリノウールは、大自然が生み

だした宝石のようで “身に纏う宝石だ！”と思ったの
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ー YARNのアイテムで使用されているウールは特
にどのような特徴がありますか？

YARNで使われているメリノウールは、「Z Q認定メ

リノ」と言って、特別な方法で飼育されています。

たとえば、羊たちが育っている環境も徹底されていて、

どれくらいのスペースが確保され飼われているのか、

ストレスフリーな環境か、毎日のように羊の体調の管

理をされています。

生産性を高める為に、狭い場所でたくさんの羊を飼育

している現実もあるのですが、ストレスを受けやすい

場所で育った羊の毛は、すぐに切れてしまったりしま

す。

羊も人間と同じで、ストレスを一定期間ずっと受けて

いると体に影響を及ぼすのですね。

さらに詳しく特徴をお話しすると、この毛の一本一本

にクリンプというとても細かい繊維のねじれがあり、

それはメリノ種独特の毛の特徴になります。

メリノウールのクリンプは空気をたくさん含んでいて、

保温性に優れています。

水分の吸収率も高く、吸収された水分が外気との湿度

差で自動的に放出されます。衣服の中は蒸れず、汗を

かいても快適。肌から水分を奪わず保湿保温するので、

肌がカサカサすることもないのですよ。メリノウール

を身につけると夏涼しく冬暖かいのは、羊が快適に過

ごせるよう、毛がそういう進化をしてきたからなので

すよね。羊毛は刈られてもその特性を持ったまま製品

になります。不思議だし、すごいこと。常に生きてい

る、有機的ですよね。
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ーメリノウールというとやはり、機能性を考える
とアウトドアブランドをイメージするのですが……。

そうですね。アウトドアの時に身に付ける下着として

ウールは定番ですよね。

山登りやアクティビティで汗をかいた時は、瞬時に吸

収して発散してくれるので不快さがないですし、

それに天然の防臭効果も持ち合わせていて、数日着続

けても臭くならないのです。しかもUVカットの効果

もあるので夏のアウトドアにもいいですよね。

多くのアウトドアブランドがメリノウールでアイテム

を展開される中、YARNのコンセプトとしては日々

の暮らしのなかで身につけるデイリーウェアとして、

メリノウールを取り入れてもらいたいのです。機能性

はもちろん、デザイン性も十分考えられた「街で着ら

れるコレクション」を提案していきたい、と考えてい

ます。

ー YARNのコンセプトは他に何を大切にしていま
すか？

今はなんでもすぐ手に入り、物は使い捨ての時代にな

っていますね。洋服はワンシーズンで着られなくなり

捨ててしまう流れがとても多いと感じていますので、 ー先程「ZQメリノウール」のお話しをされていま
したが、具体的にどのようなものなのか教えてくださ
い。

ZQの取り組みでは、生産者の顔やどのようにつくら

れているのかがわかる、「トレーサビリティー」を大

切にしています。どの農家が飼育した羊なのか、私た

ちは認定書をもらっていてすぐわかるようなシステム

になっています。生産者の側も同じで、自分たちが育

てた羊の毛がどのような流れで製品になっているのか

も分かります。ニュージーランドメリノカンパニーと

いう会社が Z Qメリノ認定
＊
をされているのですが、

たくさんの厳しいチェックポイントをクリアしないと

認定はされません。

農家が動物愛護に配慮し、環境保護の最高水準に基づ

いて育てられる羊たち。雄大な土地で放牧され、自生

する野草を食べ、一年中飢餓状態にならないコンディ

ションが保たれています。どこかで誰かが苦しい思い

をするものづくりはあってはならないですし、平等に

対価が支払わなければならない。そのために必要なシ

ステムだと思います。クリーンなものづくり。犠牲が

出ない。それらすべてをYARNを通して伝えていき

たいですね。

YARNの取り組み&コンセプトとしては、環境に配慮

したものづくりが中心にあります。

YARN製品を気に入って大切に長く着てもらえるもの

づくりをしたい。生産時にでる残布から工夫して別の

製品を作ったり、極力廃棄を出さないように心がけて

います。最近では、マスクや天然の防虫剤としてのサ

シェを残布から作りました。

時にはアーティストさんとのコラボで作品に展開した

り、クリエイションを楽しみながら最後まで想像力を

働かせ、形に変えていくことをしています。

環境に配慮する上で、メリノウールは土に還る天然素

材だということも大きな要素です。

いま普及している暖かいインナーやフリース商品はポ

リエステルなどの化学繊維からできています。洗濯を

するとそのポリエステルは水に溶け出し「マイクロプ

ラスチック」として流れ出され、海を汚してしまいま

す。ものづくりには責任があると思っていて、天然素

材を使うことで地球に負担をかけないものづくりを追

求したいです。

着心地の良さはもちろん、それは何からできているの

かを知っていくことも地球の未来に繋がっています。

サスティナブル、いまだけでなく、未来も考えられる

YARNを目指しています。

＊ZQメリノ認定とは

ZQメリノは「環境を守る」、「動物をいつくしむ」、「社

会的な義務を果たす」といった分野で認証基準を満た

して生産された羊毛原料。Z Q牧羊業者は、農場を専

門とする第三者認証機関が企画立案したチェックシー

トに従って作業を管理。3年に一度の定期監査と事前

予告なしの不定期監査を通して指導および認証を受け

ている。
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ー YARNはニュージーランドをベースとして、日
本に向けて発信していきたいのでしょうか？

そうですね。私はN Zに暮らしていますのでN Zに住

む人たちの考え方、生活の仕方にもたくさん影響を受

けてきました。

N Zの人たちは生活の中で自然と環境に優しいことを

選んでいる。物が溢れて便利になりすぎている環境と

は違いますので、生活自体がとてもシンプルです。生

産性や便利さに重きをおいてはいないのですよね。学

校教育でも身近にできるエコな行動を学習する機会も

多く、家庭でもそうです。なにより自然が生活に近い

ので、汚したくない、守りたいという意識が強いのだ

と思います。

N Zでは、オーガニックやエコはファッションやトレ

ンドではなく自分がいいと思うから取り入れている。

仕事や時間に追われた暮らしではなく、家族や友人た

ちと過ごす時間を大切にしているライフスタイルも私

はとても好きです。

YARNを通して「未来を考えたものづくり」は、こう

してほしい！ エコな生活をしよう！ よりも、ひとつ

の提案として受け取ってほしいとの思いです。

価値観、暮らし方はいろいろですので。YARNがきっ

かけになることもあれば、「ただ気持ちが良いから、

メリノウールウェアを身に付けたい」ということでも

全然いいのです。

日本のYARNチームと協力し合い、私はN Zに住み

ながらリアルタイムを発信していきたいと考えていま

す。
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ーでは、ブランド名YARNの由来を教えてください。

YARNは、英語で「糸」という意味。シンプルに連想

しやすいと思ったのと、糸は何かを結び、繋ぐもの。

人と人、国（NZ）と国（日本や世界）を結びたい、繋ぎ

たいという意味を込めています。

ーこれから、アイテム数を増やしていく予定です
か？

まず、レディースからスタートさせたブランドなので、

レディースのコレクションを中心に揃えていきたいで

す。頑張っている女性が世の中にとても多いので、ベ

ースレイヤーとして第 2の肌となって、YARNを身に

つけることでストレスから解放され、リラックスして

欲しいと思って作っています。

メンズも増やしていく予定ですし、キッズやベビーの

アイテムにも興味があるので、将来的にはファミリー

で着られるブランドになっていきたいな、と考えてい

ます。

コレクションを常に出すというよりは、ベーシックな

アイテムがいつも買い足せる、定番的な存在でありた

いと思っています。カラーや生地の厚さ、薄さ、織り

の違いなどで風合いが変わってきますので季節やシー

ンに合わせてそれぞれの良さを楽しんでもらえるよう

1 0  ｜  1 1

にバリエーションを増やしたいです。

YARNのものづくりは、シンプルな中にこだわりがた

くさん詰まっています。デザインはもちろん、形にな

る前の段階でも。

ーデザインや縫製はどこで作られていますか？
日本とニュージーランドでしょうか？

YARNの製品は、N Z産の羊毛原料を使い、デザイン

と縫製は日本でしています。

デザイナーは atelier reiの渡辺鈴子（ワタナベレイコ）
さん。洋服のリメイクやオーダーメイドの服づくり、

残布を使ってラグを制作するアーティストとして活動

をされています。レイさんのものづくりの理念が

YARNのコンセプトに合うので、是非にとお願いしま

した。彼女はYARNのことをより良いブランドになる

よう、つねに考えてくれていて、彼女のものづくりへ

の姿勢はすばらしい。

身につける方のことをとことん考えて、なるべく肌に

刺激がないように、タグや洗濯表示は気になれば取り

外す事が出来る〈後付け〉の方法を取り入れてくれま

した。デザインは削ぎ落とされ、女性らしいラインや

肌のフィット感、締め付けがないことも考えながら絶

妙なバランスで仕上げています。
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ー YARNのこれからの展開としてはどう考えていますか？

ものの良さをきちんと伝えていくのは、とても大変なことです。たとえば、

カシミアは高価なものと認識されていますが、メリノウールが一般的にそ

れほど高級素材で価格が高い事を多くの方は知られていませんよね。実際、

製品になるまでの過程はすごく手間がかかっているのです。

実はいろいろな国でメリノウールはつくられていますが、寒暖差がきちん

とあって湿気が少ないニュージーランド南島の自然環境がいちばん適して

いて、最高品質のメリノウールになるのです。

N Zに住んで、このような貴重な素材に出合えたので、YARNを通じて

しっかり時間をかけてその良さを伝えていきたいですね。メリノウールに

包まれて、幸せな気分になっていただきたいなと願っています！
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