J クオリティー・アワード 2019
「ものづくりの達人たち」大賞

齋藤 栄太 さん
SAITO EITA

齋栄織物株式会社（福島県伊達郡）
常務取締役

トップブランドをも魅了する世界一薄いシルクを開発
2011 年に世界一薄くて軽いシルク「フェアリー・フェザー」を開発。機械の改良により量産化を実現させた技術も評価され、2012 年に「第 4
回ものづくり日本大賞」で最優秀賞の「内閣総理大臣賞」、並びに「グッドデザイン賞」を受賞。シルクで繊維業界に革命を起こしています。

まさに幻想的な妖精の羽
オーロラのように美しい最薄のシルク

ファッションにとどまらず
異業種とのコラボで世界を変える

かつて「東洋一のシルク」と称された、1,400 年もの歴史を誇る川俣シ

当時流通していた最も細い生糸は 16 デニール。それ以上の細さを求

ルク。その薄手の絹織物を得意とする日本有数の産地、福島県の川俣

め、医療用の縫合糸として開発された繭糸を入手しました。しかし、肉

町から、2011 年に世界で最も薄くて軽いシルク
「フェアリー・フェザー（妖

眼では見えないほどの細さゆえに強度がなく、織機にかけることは不可

精の羽）」が誕生。齋栄織物 3 代目の齋藤さんがリーダーとなり、4 年

能。そこで、撚糸や染めの工場などに協力してもらい、職人たちを悩

もの歳月をかけ、髪の毛の約 1/6 の細さという 8 デニールの超極細絹

ませながらも先染めの撚糸が完成。齋藤さんは機械の調整・改良を重

糸を使ったシルクを開発しました。

ね、糸切れや生地のスリップを防ぐ製織技術を確立しました。

完成した生地は、長年親交のあるブライダルファッションデザイナー・

フェアリー・フェザーは耐熱性や抗菌性もあり、工業資材や医療分野も

桂由美さんがウェディングドレスとしてデザイン。通常は 10kg ほどの重

注目。医大では同シルクを使うことで、再生医療に向けた細胞の培養

さが 600g に仕上がり、「世界一軽いドレス」として話題になりました。

に成功しました。さらにシルクの潜在能力を追求し、引き続き医療や航

欧州の展示会に出展すると、この数々のハイブランドが同生地を採用。

空業界など、異業種との様々なコラボレーションを計画。齋栄織物のシ

さらに、G7 伊勢志摩サミット 2016 ではこのドレスが会場に展示され、

ルクは、未来に向かって世界に大きな変化を与えています。

日本の高い技術力に改めて世界が反応しました。

Ｇ 7 伊勢志摩サミットで展示された 600g の世界一軽いドレス
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藤田 晃弘 さん
FUJITA AKIHIRO

丸井織物株式会社（石川県鹿島郡）

テキスタイル開発部 取締役兼テキスタイル開発部部長

「ものづくり× IT」で繊維業界にイノベーションを創造する
合繊織物の商品開発におけるテキスタイルの企画、設計および試作が完成するまでに必要な、織物設計技術、製織技能、品質・物性評価技能に
卓越。合繊の機能性と感性を高め、今までにない優れたテキスタイルの数々を製品化まで導き、後進の指導育成にも務めています。

繊維の領域を超えて繊維を極める
国内トップシェアの織物メーカー

多様化するニーズに合わせて
北陸から最高技術を世界に届ける

創業から 80 余年もの歴史を刻む、合繊織物の生産量において国内トッ

時代を先読みした製品開発で世界から注目を浴びる一方で、近年は

プシェアを誇るテキスタイルメーカー。最先端の技術で生み出した機

ニーズが多様化し、より大きな変化を感じると語る藤田さん。お客様

能性や快適性に優れるハイスペックな織物素材は、国内外の一流アス

のイメージを形にするには、糸の組み合わせや密度、機能、組織の調

リートも着用するスポーツウェアからカジュアルウェアまで、幅広く

和を考えねばならず、それだけでも無限の可能性があります。何度も

使用されています。衣料用にとどまらず、自動車のエアバッグや飲料

試作を重ねつつ、コストとのバランスを考えるのも重要な課題。経験

フィルターのティーバッグ、炭素素材、養生テープなど、産業資材用

をどれだけ積んでもものづくりの難しさに悩まされることも多いが、

織物の開発も多彩。変化に強いものづくりを実現しています。

お客様の期待を超えた素材を生み出し、世に送り出すことが最大のや

また、“ ものづくりと IT の融合 ” を掲げ約 1,200 台もの最新鋭ジェッ

りがい。完成品を使った製品が店頭に並び、それを自分で購入すると

ト織機を IT でコントロールし、生産を効率化。2016 年に自社ブラン

きの喜びは、かけがえのないものとなっています。

ド「NOTO QUALITY」を展開し、翌年には織と染の一貫体制を整え、

今後も北陸産地から、海外に負けない高機能な素材を開発し続けるこ

繊維業界にイノベーションを巻き起こし続けています。

とが大きな目標。革新的かつユニークなテキスタイルで、これからも
世界を驚かせてくれることでしょう。

有名スポーツ選手も着用する藤田さんが設計した軽量×高通気×吸汗速乾の生地
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加藤 芳男 さん
KATO YOSHIO

中伝毛織株式会社（愛知県一宮市）
企画部 テキスタイルデザイナー 課長

毛織物産地・尾州の技術を業界トップの生産力で世に発信
毎シーズン新商品を開発し、提案・発信する企画部に所属。イタリアの著名なテキスタイルデザイナーとのコラボレーションによる自社の素材
ブランド「TEXTOR」に関わり、18 年間 SS/AW のコレクションを発表。お客様に満足してもらえるものづくりを目指しています。

先を見越した設備投資と一貫生産体制
生産力は業界トップクラス

テキスタイルの開発力に優れ
年に 3,000 点以上の見本を作成

イタリアのビエラ、イギリスのハダースフィールドと並び、世界三大毛

機屋の家に生まれ、小学生のころから整経の枠立てやションヘル機織

織物産地に数えられる尾州。この地に先代が機屋を創業したのが 1906

などを手伝い、高校時代は繊維の基本を学び、毛織物会社に就職した

年。以来、毛織物や化合繊維物、ニット服地を製造・販売しています。

加藤さん。高級婦人服をターゲットにした企画を 16 年間経験し、2000

ニット工場と織布工場のほか、糸染めと整理加工のグループ会社を持

年に中伝毛織に入社。オリジナルブランド「TEXTOR」の開発に携わり、

ち、原糸の仕入れから最終工程まで一貫生産体制を確立。もちろん素

自社開発素材、アパレルの展示会用サンプル、コレクション用サンプル

材も安定して調達できる仕組を構築しています。

など、年間 3,000 点以上もの見本を作成しています。合繊メーカーとの

さらに、常に時代を先読みし、次のトレンドに向けて設備投資。最新

共同開発では初めて扱う素材に出合い、繊維の特性を把握していない

のトレンドを落とし込んだ高品質な製品を先駆けて発信でき、幅広い

がために苦労も多い。また、見本の納期に追われ、睡眠不足と戦う日々

要望にも柔軟に対応できる生産体制が整っています。企画力にも優れ、

が続くこともあります。

生産力は業界トップクラス。新しい素材や加工を企画・開発し、メイド

尾州はウール素材だけでなく、短繊維、長繊維と、すべての繊維に触

インジャパンならではの良質な風合いを追求しています。

れられる産地。お客様に喜ばれるものづくりをモットーに、素材開発を
続けていくことが加藤さんの生きがいです。
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高橋 栄利 さん

TAKAHASHI SAKATOSHI

カイハラ産業株式会社（広島県福山市）
生産本部付 主査

伝統と革新の精神を受け継ぐ世界に誇るデニムのトップブランド
1976 年に入社し、本社ロープ染色課配属。以降 43 年間一貫してデニム製造部門に携わり、「世界のカイハラデニム」確立に大きく貢献。主に
織機の改造を手掛け、生産性を高めました。また、スルザー織機やシャトル機、レピア機の技術指導を行い、後進の育成にも力を入れています。

藍染絣の技術をデニムに応用
国内唯一のデニム生地一貫生産体制を確立

新旧の技術を融合させて本物をつくる
グローバルカンパニーのこだわり

古くから日本三大絣のひとつ、備後絣の産地として栄えた広島・福山市

最新の機器を積極的に導入しながらも、ビンテージデニムは独特の味

に、手織正藍染絣を製造する機屋として 1893 年に創業。絣で培った技

を出すために、70 ～ 80 年代初頭に製造された旧式のシャトル織機を

術を応用し、1970 年にデニム生地の生産を始めました。履きこむほど

採用。高橋さんはデニム生地の品質向上や独自性を考えながら、機械

に色落ちするデニム特有の風合いを出すため、綿の白色を芯に残した

の改造を重ねました。不良品が出たときは、部品をばらして原因を究明。

まま糸を染める国内発のロープ染色機を自社開発。生地メーカーや紡

不良を検出する装置を、他のメーカーと共同で開発したこともありまし

績会社からオーダーが殺到し、さらにアメリカ・リーバイス社が目をつ

た。また、旧式シャトル織機は生産性が悪く人手がかかるという欠点を、

けたことから世界に注目される存在になりました。

大きく改善。現在でも修理、改修しながら稼働しています。

その後、織布、整理加工、紡績の設備も整えて、日本初となる一貫生

それらの機械が今なお同じスタイルで動いていること、そして、若い

産ラインでのデニム製造を確立。国内シェア 50％、輸出先は約 30 カ

技術者が変わらず使用していることにやりがいを感じると語る高橋さ

国と、大手アパレルメーカーやジーンズメーカー、ハイエンドブランド

ん。定年を控え、「今は元気に働くことが目標」と優しく笑う姿に、世
界レベルの企業でありながら真の職人らしい謙虚さと優しい人柄が見

などからも、絶大な支持を集めています。

えました。
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大江 健 さん
OOE KEN

米富繊維株式会社（山形県東村山郡）
代表取締役社長

伝統を守りながら新しい時代も織り込む進化する老舗
1952 年創業のニットメーカー。2010 年に自社ブランド「COOHEM」を立ち上げ、国内外に広く展開。2015 年に「TOKYO FASHION AWARD
2016」、2018 年に「第 7 回ものづくり日本大賞」で「特別賞」を受賞。日本のファクトリーブランドの進化を、世界にアピールしています。

伝統と新しいものづくりが溶け込む
オリジナルブランドで世界に挑む

刻一刻と変化する時代に対応しつつ
さらなる表現を模索する

日本有数のニット産地、山形県山辺町の風土・歴史・文化を受け継ぎ

OEM の生産と、自社での製品づくりは大きく違います。大江さんはセレ

ながら、今の時代感も織り込み、新たな表現に挑み続ける米富繊維。

クトショップ勤務の経験を生かし、企画やデザイン、営業まで、自身が

糸から染色、加工、編立、縫製まで、各企業との連携を図り、産地内

担当。積極的にパリの合同展示会に参加し、得意とする鮮やかで美し

一貫生産体制で圧倒的なクオリティを誇るニットを生み出しています。

いカラーリングのニットツウィード生地を使った作品は、たちまち一流

色や形状の異なる素材を組み合わせて編み立てる「交編」という技術は、

ショップの目に止まり、その存在を世界に印象付けました。

世界でも類を見ない品質の高さ。その武器を冠した大江さん自らがク

また、地方の人口が減少している昨今、時代に逆行する流れをつくりた

リエイションを行う自社ブランド「COOHEM（コーヘン）」を、2010 年

いとの思いから、県内外から若者を採用・育成。ベテラン職人と若手

にスタートさせました。技術力ばかり主張するファクトリーブランドのイ

職人と一緒にブランドを運営し、産地の技術力継承に取り組んでいます。

メージを覆し、時代を反映する個性的なテキスタイルに国内外が注目。

さらに、昨年から一般の方に向けた工場見学会を開催し、ものづくりの

現在は国内 105 社、海外 15 社の百貨店やセレクトショップに、広く展

裏舞台と地域の魅力もアピール。伝統を守りながらも変化する時代へ

開しています。

の柔軟な対応を模索し、進化する老舗を目指しています。
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岩城 聖 さん
IWAKI HIZIRI

丸和ニット株式会社（和歌山県和歌山市）
技術部 次長

世界で唯一、丸和ニットだけが所有する「バランサーキュラー」の威力
1994 年に入社し、25 年間技術部に所属。機械メーカー勤務の経験を生かし、職長として主に丸編機の調整・メンテナンスを担当。独自の編機
「バランサーキュラー」の保全に携わり、努力と苦労で改造・改良したこの編機を次世代に伝えるため、ものづくりの探求も続けています。

独創的な特殊編機との
偶然の出会いから広がるものづくり

苦労と努力、奮闘と挑戦で完成した
他に類を見ない独自の生地

メリヤスの産地として知られる和歌山県で、1934 年に肌着からスタート

編機の導入当初は精度が悪く、良質な編地が生産できませんでした。

したニットメーカー。ファストファッションの台頭で業績が不振になった

スペアパーツすら存在せず、部品メーカーを独自に探し出し、不良な

ころ、転機をもたらしたのが特殊な編機「バランサーキュラー」。世界

パーツを徐々に交換。当時は 1 回のオーバーホールに 1 週間ほど要し

中探してもここにしかないこの編機は、偶然の出会いから 2001 年に導

ていたが、作業環境や作業効率を改善し、機械を扱える技術スタッフも

入。独創性の強い欧州製の中古編機で、何年もかけて改造と改良を繰

増え、今では 2 日で終わるようになりました。

り返しました。同編機で織り上げた生地は、軽くて伸縮性があるため動

特殊縫製で縫い代のない製品をつくり、
「2016 年ベストニットコレクショ

きやすく、型崩れしにくくシワになりにくい。さらに、ほつれにくいので

ン」でグランプリ＆経済産業大臣賞の 2 冠を達成。編地の評価は年々

断ち切りができ、仕上がりは布帛のように仕立て映えするなど、優れた

高まっており、これもすべて先輩たちの技術指導や、編機の保全に関わ

特徴があります。欧州の有名メゾンもこの生地に目をつけ、今では同

る工場スタッフ全員の苦労と努力があったからこそ。現在も奮闘と挑戦

社のメイン製品に。生地の魅力を最大限生かすため、2016 年にファク

は続いているが、それらを新たな世代にも伝え、ものづくりも深く追究

トリーブランド「Bebrain（ビブレイン）」を立ち上げました。

していきたいと岩城さんは考えています。
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市川 正人 さん

ICHIKAWA MASAHITO

株式会社市川染工場（新潟県五泉市）
代表取締役社長

特殊な機能性加工を得意とする染色業界のキーインダストリー
ニット糸のチーズ染色を核に、染色を通して世界のファッションカラーと日本の伝統色を融合させることで、心を豊かにする感動を提供。環境
に優しい加工、そして、ファッション性の高い染色技術を強みに、染色業界のキーインダストリーとして取り組んでいます。

環境に優しくファッション性も高い
機能性を高める染色加工を実現

ニット以外の様々な糸を染め
時代に合った機能性加工の開発に挑戦

水と自然に恵まれた新潟県五泉市に 1904 年創業。ニット糸のチーズ染

染色商社で染料の種類や特徴を学び、紡績会社で糸になる原料や原理

色を主体とし、日々進歩する科学と流行によって誕生する新しい繊維の

の研修などを経験し、2014 年に市川染工場の代表取締役に就任した市

開発を、伝統技術と近代的設備を駆使してサポート。ウールのメタルフ

川さん。「確実な仕事で未来につなげ」との志を胸に、あまたの困難を

リー染色や、ペットボトルを再生加工したポリエステル染色といった環

乗り越えて現在に至ります。特に思い入れがあるのは、防縮ウールの染色。

境に優しい加工、そして、低温染色による風合いの改善、バルキー糸

何度染めてもムラになる、大変難しい素材でした。そこで、研修先の

をチーズ染色することでカセ染めタッチにするなど、ファッション性の高

紡績会社に防縮ウールの特性や物性についてアドバイスしていただき、

い染色技術を得意としています。

それを生かすことでムラが出ない染色に成功しました。

さらに、化粧品や天然物由来の原料を使い、機能性を高める染色加工

これからもニットに限らず多様な分野の糸を染め、時代のニーズに合っ

を研究・開発。キシリトールを配合した涼感加工やスキンケア加工、温

た機能性加工を開発し、持続可能性を追求し続けていくのが目標。老

感加工といった特殊な染色加工をウールやコットンなどのニット糸に施

舗の伝統技術と最新設備の融合、そして、繊細な感性と化学の調和を

しつつも、柔らかな風合いを残しています。

もって、時代を先ゆく染色技術を見せてくれることでしょう。
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髙木 泰治 さん
TAKAGI YASUHARU

小松マテーレ株式会社（石川県能美市）
特別顧問

世界トップクラスの技術で日本の繊維業界をリードする
ファッション用の生地から先端のナノテク素材まで、多彩な事業を展開するなか、営業以外の事業部門を経験し、長年にわたって生産・技術・
開発を陣頭指揮。「科学的」「物理的」「機械的」な視点と培ってきた知識を生かし、同社を代表する数々のヒット商品を創造しています。

売るのは「もの」ではなく「技術」
驚きと感動を創造して世界に伝える

さり気ない一言から生み出された
ロングラン商品の開発秘話

繊維の染色を基盤に様々な事業領域をカバーする、世界トップクラスの

ある日のこと、会長から「ポリエステルが綿のように縮むとなぜだめな

技術で名を馳せる先端ファブリックメーカー。海外のラグジュアリーブラ

のか？」との疑問が技術者に投げかけられました。この一言から生まれ

ンドに提供しているファッションやスポーツなどの衣料用ファブリックか

たのが、ロングラン商品となる『ビンテージ繊意』。これは、合繊でも

ら、医療・福祉、生活資材、車両内装材、炭素繊維複合材料などの先

化繊でも綿でもない新しい質感のテキスタイル。2001 年の大晦日から

端材料まで、多方面にわたる事業領域をカバーしています。

会社に泊まり込み、元旦の朝を迎えるころに完成。その時の達成感は、

匠の技とユニークかつ新鮮な感性、そしてハイテクノロジーの融合に

今でも頭に焼き付いているそうです。また、最近開発した目玉商品の

よって生まれる独創的な「KOMATSU ブランド」は、世界が認めるクオ

ひとつが、新触感のスエード素材『KOMASUEDE®』。海外のバイヤー

リティを誇ります。商品開発のコンセプトはシーズとニーズのインター

にも、好評を博しました。

フェイスであり、その焦点の追求こそが重要であると高木さんは考え、

身につけた機械開発やケミカルの知識、それらの組み合わせによるア

社員の素朴な声にも耳を傾け、研究開発を重ねてそれらを具現化。世

イデアやアプローチなどの現場力を、若手に伝授したいと語る高木さん。

界中のマーケットに夢と感動を与える商品を、創造しています。

現場力を高めることが、日本における製造業の生き残りの道と確信して
います。

『ＫＯＭＡＳＵＥＤＥ（コマスエード）
』
（写真左）と超大型ロングラン商品の『ビンテージ繊意』写真右）
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本多 孝史 さん
HONDA TAKASHI

本多染色工業株式会社（長野県岡谷市）
代表取締役社長

海外の一流ブランドも求める最高品質のカセ染めを実現
他の追随を許さない、日本一のカセ染め技術で世界に名を馳せる染色加工工場。その実力は世界が認め、一流ブランドにニット用糸を販売。カシミ
ヤの超撥水・防汚・ウォッシャブル加工、シルクの形態安定やウォッシャブル化、ウールメランジ染色など、様々な染色・加工技術を開発しています。

素材本来の風合いにこだわり抜いた
トップレベルの染色加工技術

頂点を極めながらも
新しいものを求めて挑戦・行動

諏訪湖の近くに拠点を構える、日本が世界に誇る染色加工工場。1948

1982 年から工場長として務め、工場管理のデジタル化や生産工程の自

年に個人経営の工場として歩み始め、何よりも「風合い」にこだわり染

動化、さらには、加工開発に取り組んできた本多さん。再現性や堅牢

色加工技術を磨いてきました。特に、メリノ・獣毛などの天然繊維に

度を向上させた草木染の手法を確立し、その応用で天然色素を持つカ

おいては、その素材が持つ最高の風合いを実現するため、カセ染色と

ラードコットンの色素定着技術を開発して特許を取得。化学染料を使用

仕上げ加工技術を開発。また、複合素材を同色に染める独自染色の手

しないエコロジー加工は、タオルや肌着などに広く採用されました。中

法も研究しました。この加工技術が高く評価され、世界でも一流のブラ

でもカセ染めストレッチ素材の加工は国内で独占しており、受注の柱に

ンド力を持つイタリアのゼニア社と技術提携。さらに、トップメゾンを

なっています。そのほかにも様々な開発を行ったが、需要とのギャップ

魅了するニットメーカー・リネピュー社のパートナー工場となり、その

でお蔵入りしたものが多数あり、開発から 10 年後にニーズが高まるな

関係は現在も続いています。1998 年にはより高いクオリティの素材を

ど、タイミングの難しさを痛感。これから新しいものを生み出すには、

提供するために、世界 No.1 とされるイタリア FADIS 社のワインダー（糸

素材メーカーや化学メーカー、機械メーカー、大学などとの共同開発

巻き専用機）を国内で唯一導入しました。

が必要と考え、未来に向かって積極的に動いています。

カシミヤの超撥水加工

カラードコットンの色素定着技術の特許
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佐藤 克豊 さん
SATO KATSUTOYO

株式会社サンライン（青森県南津軽郡）
代表取締役

名高い海外ブランドも惚れる高い対応力と突出した技術力
メンズスーツを手掛ける縫製工場。柔軟な対応力と高い技術力が評価され、英国を代表する有名ブランドがメイド・イン・ジャパンで輸出展開。
仕事への並々ならぬ情熱と厚い人望により、県内のアパレル生産企業が集結する「青森県アパレル工業会」の会長を長きに亘り務めていました。

有名ブランドが技術力を認め
メイド・イン・ジャパンで輸出生産

何よりも大切なのは「人」
スタッフの幸せを優先する経営方針

紳士服を生産する国内有数の工場が集まる青森県津軽地区にある、

製造責任者として勤務していた縫製工場が倒産し、同僚や取引先から

2001 年創業の縫製工場。メンズテーラードスーツ、ジャケット、パン

の強い要望を受けて 2001 年に創業。当初は紳士スーツの上着しか生

ツ、コート、ベストを中心に生産。高度な技術でパターン作成から裁断、

産できない状態だったが、周囲の協力で古いプレス機を導入すること

縫製、仕上げまで、すべて自社工場で行っています。バイオ加工やウォッ

ができ、約 2 年後にはパンツラインも稼働。現在の住所に移転すると

シュ、製品染めといった後加工も多く手掛け、仕様が難しい依頼も「で

ともに設備も充実させ、ベストやコートなども手掛けられるようになりま

きないのではなく、やろうとしないところに問題がある」との考えから、

した。工場の運営は、スタッフの幸せを一番に考えた結果の決断。会

積極的に挑戦してフレキシブルに対応。積み重ねた経験が確かな技術

社が続いているのも、すべてスタッフがお客様の希望を具現化してくれ

となり、それに目をつけた英国を代表する有名ブランドが、メイド・イ

るから。だからこそ難易度の高い依頼も進んで受注。衝撃を受けるよう

ン・ジャパンで輸出を始めました。さらに、パリコレに参加する名高い

な仕様の商品を経験し、対応力と技術力が磨かれました。洋服をつくる

ブランドからのオーダーも多く、社員の高いモチベーションにつながり、

楽しさや難しさにもがきながらもチーム力と総合力でカバーし、ものづ

自信と誇りにもなっています。

くりを継続していきたいと語ります。
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下舘 るり子 さん
SHIMODATE RURIKO

岩手モリヤ株式会社（岩手県久慈市）
生産技術アドバイザー

着やすさと美しさを仕立てで表現する縫製技術のエキスパート
「くせとり」の技術や工程を取り入れ、岩手モリヤ独自の「こだわりの服づくり」を構築。女性が安心して働ける環境づくりに貢献し、岩手県
より「いわて女性活躍認定企業等」の認定を受けました。優れた専門技術と技能が高く評価され、会社の基盤を支える存在となっています。

「くせとり」でひと手間加え
高付加価値な服づくり

素材が持つ風合いにこだわり
機械化を進めて一貫生産

下舘さんは、縫製作業に 45 年以上も従事するプロフェッショナル。幼

国内有数の縫製工場が集積する岩手県久慈市で、高級婦人ジャケット
やウールコート、スーツなどの既製服を製造。素材本来の風合いにこ

いころから洋服が大好きで、姉のおさがりではなく着たい服を自分でつ

だわり、生地の試験設備、素材をリラックスさせるスポンジングマシン、

くれるようになりたいとの思いから、この業界に足を踏み入れました。

そして CAD など、前処理工程に先端システムを導入。さらに、シワを

パタンナーの要望に応えるため、研究を重ねる日々。高付加価値な服

つくらずお客様のもとへ届けることができるハンガーシステムを取り入

づくりのために「くせとり」の技術加工を取り入れ、立体的で美しい曲

れるなど、マトメ工程も内製化。一貫したものづくりを実現することで

線を実現しました。また、難しい素材でも縫製がスムーズに進む、独

安定した品質を維持し、素早い納品を可能にしています。

自のパターン作製技術にも優れています。

また、技術力を高めるために人材育成にも積極的に取り組み、技術を

ものづくりにはこれで完璧という基準がなく、どれだけ長く携わってもま

次世代に継承。現在従業員の 9 割は女性で、全社員の 1/3 が国家検定「洋

だまだ創造できる余地のあるところが面白いと語る下舘さん。これまで

裁技能士」の資格を取得。IoT と AI も取り込み、作業時間の短縮や生

培ってきたものを次世代に伝え、若手が育ってくれることを楽しみにし

産性の向上に成功しています。

ているそうです。
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田中井 伸 さん
TANAKAI SHIN

株式会社四ツ葉ドレス（山形県酒田市）

ラフィネ工場 担当長

圧倒的に美しい仕上がりを実現する縫製技術のスペシャリスト
1981 年に入社し、38 年間にわたり四ツ葉ドレスとともに技術を練磨。1988 年頃よりサンプル作成と技術指導を担当。類まれな縫製技術が評
価され、フォーマルウェアの大手・東京ソワールが手掛ける純国産高級絹「松岡姫」を使った高額商品の縫製技術者に選ばれました。

誰もが認める高い縫製技術力と
優れた指導力で現場を統率

緻密で繊細な手縫いで仕上げた
プレミアムなブラックフォーマル

1971 年に東京都北区に創業した、女性用高級フォーマルウェアの縫製

この縫製技術が高く評価され、2014 年に東京ソワールが新たに企画し

会社。2001 年に山形県酒田市に本社を移転し、市内に 3 カ所、ベトナ

た、百貨店の外商向け高額商品の縫製技術者に選出されました。高級

ムに 1 カ所、工場を構えています。

絹「松岡姫」を使用したブラックフォーマルは、熟練技術者 2 名が専

田中井さんは現在ラファイネ工場にて、サンプルを縫いながら、技術

属で担当し、一人で 3 日かけて 1 着を仕上げる丸縫いを採用。合繊の

指導と品質管理を担当。お客様の品質要求に応えることを第一に考え、

生地と異なり、繊細なシルクの生地には接着芯を貼ることができません。

襟や袖の形など、取引先と何度もやり取りしながらイメージをすり合わ

そこで、オーガンジーを重ね合わせた約 6g の芯地を使い、立体的な

せ、試作を繰り返します。また、曲線を描く女性の身体に、いかに美し

ラインと軽やかな着心地に仕上げるため、フラシ芯をひと針ひと針、手

く生地を沿わせることができるのかを常に研究。彼女がつくるサンプル

縫いでハ刺し。指先に穴があくほど大変な作業だが、完成品のこれま

は誰もが惚れ惚れするほど美しく、さらに、彼女の指導による量産品も

でにない着心地のよさに感動を覚えたそうです。

素晴らしい出来栄え。取引先がこだわるふんわりとした雰囲気の表現に

今は人材育成が一番の課題。指先のわずかな力の入れ具合で仕上がり

関しては、他をはるかにしのぐ完成度を誇ります。

が大きく変わるため、伝え方も試行錯誤。これからもその卓越した技術
力と手縫いの魅力を次世代につないでいきます。

手縫いのハ刺し

純国産高級絹「松岡姫」のスーツ
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海老原 信夫 さん
EBIHARA NOBUO

西川レベックス株式会社（栃木県宇都宮市）
羽毛洗浄工場 課長

妥協を許さぬ厳しい目で西川の品質を守り続ける精毛の「匠」
羽毛洗浄工場で羽毛ふとんに使用するダウンを精毛。効率を優先するのではなく品質を大事にし、経験によって養われた確かな目でダウンの精
毛工程をチェック。すべての工程において妥協することなく、精毛の「匠」として歴史ある西川のふとん品質を守り続けています。

高品質な西川の羽毛ふとんは
独自の「フレッシュアップ加工 ®」が鍵

西川の伝統をつなぐため
仲間と汗や埃にまみれて切磋琢磨

1991 年に設立した、日本を代表する寝具メーカー「西川」の関連会社。

羽毛工場や羊毛工場など約 22 年間現場業務を経験し、約 11 年品質管

原毛の買い付けから精毛、側地の縫製、仕上げまで一貫生産体制を築

理業務を担当。これまで生地や外注管理、同社グループへの指導全般

き、西川の寝具をつくっています。羽毛ふとんの製造は、大きく分ける

など、多様な業務をこなしてきた海老原さん。その中で実感したのが、

と精毛、縫製、仕上げの 3 工程。羽毛ふとんの品質を左右する精毛へ

羽毛ふとんは外から見えない中身の羽毛が大切だということ。見た目が

のこだわりは強く、西川は厳しい基準を設定。羽毛の不純物を取り除く

よくても中身が粗末では、製品の価値が下がります。

作業は計 4 回、羽毛の洗浄も排水がクリアになるまで何度もすすぎを

また、羽毛原毛を加工する環境は非常に過酷。毎日仲間と汗や埃まみ

繰り返します。一番の特徴は、西川独自の「フレッシュアップ加工 ®」。

れになりながら、西川の伝統に傷をつけたくない一心で、切磋琢磨し

高温スチーム処理でダウンを大きく膨らませることで、保温性がアップ

てきたそうです。様々な経験を積みながら、羽毛ふとんへの愛情と持ち

します。その後、最終選別機にかけて磨き上げ、充填、縫製、検品作

前のポジティブな性格により、失敗しても前向きに取り組んできました。

業へ。最新技術を取り入れた長く厳しい工程を経て、ようやく完成を迎

仲間とともにより良い製品づくりに励みたいと、今日も西川の伝統、そ

えます。

して日本のクオリティを守るために、厳しく羽毛に向き合っています。
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吉田 豊之 さん
YOSHIDA TOYOYUKI

株式会社レナウンインクス いわき事業所
（福島県いわき市）
生産管理グループ チームマネージャー

職人魂が宿る熟練技術でつくり上げた国内生産の靴下
30 年以上にわたり技術の習得に励んだ、生産管理のキーマン。工場内にある編機すべての操作法に精通し、適切な対応をとることができる唯
一の技術者。また、安定・安心の品質を次世代につなげるため、若手への技術継承にも熱心に取り組み、厚い信頼を得ています。

70 台以上にのぼる新旧の編機種を完備し
天然繊維 100％糸の編立を得意とする

ものづくりの楽しさは答えがないところ
きれいな編み目を極めたい

株式会社レナウンの自社工場として、1969 年に設立した靴下の編立工

入社以来 30 年以上ものあいだ、靴下製造の技術習得に努めた吉田さ

場。メンズ靴下の中でもビジネスソックスを得意とし、工場内で編立か

ん。ものづくりの楽しさは、答えがないところ。何十年と経験を重ねても、

ら製品化まで一貫生産。国内でのものづくりにこだわり、品質の安定を

究極のものができることはなく、正解にたどり着けないからこそおもし

実現しています。工場内には世界的にも希少な 240N ハイゲージの編

ろいと語ります。また、履き心地やフィット感のよさは当然の基準であり、

機をはじめ、4 タイプ、17 種類、70 台以上にのぼる新旧の編機種を保

目指すところはきれいな編み目。生地の表情ともいえる美しい編み目に

有。旧式の機械はネジの回し方ひとつで風合いが変化するため、それ

仕上がると、何よりも喜びを感じるそうです。新旧の編機すべてを扱え

ぞれの個性を熟知して状態を見極めなければなりません。

る技術は身につけたが、まだまだ技術や発想力を鍛えて新しいものを

編立が難しい天然繊維 100％糸のものづくりを得意とし、オリジナルブ

生み出していくのが吉田さんの目標。デザインやテクニカルな面におい

ランド「IL Regaro（イル・レガロ）」では切れやすくて編立のしにくい

て、他のメーカーはできるのに自社では難しいものがあると、悔しさと

麻 100％素材の商品を展開。2014 年度の「靴下求評展」では、「経済

ともにやる気も芽生えます。熟練技でつくる国内産靴下の履き心地を、

産業省製造産業局長賞」に輝きました。

改めて感じてみてはいかがでしょうか。
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大平 千鶴子 さん
OODAIRA CHIZUKO

株式会社マキシン（兵庫県神戸市）

ハットデザイナー兼モードアドバイザー

フランスのコンテストで頂点を極めたトップモディスト
帽子のオートクチュール「オートモード」の分野において、知識・技術・表現力に秀で、
独創的な作品を展開。2010 年にフランスで開催された「第
18 回ハットコンテスト」でグランプリを獲得し、2018 年には神戸マイスターに認定されるなど、国際的に高く評価されています。

皇室や著名人の帽子も手掛ける
エレガンスを極めたオートクチュール

優雅なデザインの発想源は
身体や頭、五感を使って遊ぶこと

神戸エレガンスを牽引する、1940 年創業のマキシン。神戸トアロード

帽子の世界に飛び込んだきっかけは、映画雑誌に登場する女優さんが

にあるアトリエでは、モディストの大平さんや熟練の帽子職人たちが、

帽子を素敵に着用している写真を見て。ファッションデザイナーを志し

デザイン、素材、縫製、カラー、装飾など、ひとつひとつ手作業で丁

ていたが、帽子の技術を学び始めました。かぶり心地はもちろん、「10

寧に帽子をつくり上げ、美しいフィルムや最高のかぶり心地を追求。皇

歳若く見える帽子」
「ワンランク上の女性に見える帽子」をテーマに掲げ、

室の帽子をはじめ、五輪日本選手団や万博、鉄道、航空各社の制帽な

大切にものづくり。デザインの発想源は、自然や文化に触れ、身体や頭、

ども数多く手掛けています。

五感を使って遊ぶこと。季節や空気、食事、会話を楽しみ心を無にする

モディストとは、木型を使わずに帽子をつくるプロの帽子製作者。大平

ことで、感性が刺激されて身についていくそうです。

さんはこより状のペーパーとガーゼ状の布を平織りにして貼り合わせた、

現在は「maxim」とともに、自らの名前を冠したブランド「Chizuko

「アレンジバクラム」と呼ばれる芯地を用い、図面はつくらずイメージ

Oodaira」も展開しており、こちらも好評。いつの日か、見たことのな

を直接表現。帽子は全身をマネージメントしてくれるものと考え、芸術

い材料で帽子をつくってみたいと語る大平さん。それはきっと、世界が

的でオリジナリティあふれる作品を次々と創造しています。

感動するような作品になることでしょう。
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