［特集］
日本品質で暖かく過ごしましょ♥

コート一枚の情熱
あなたは信頼に足るコートをお持ちだろうか？

寒さから身を守り、長年着ても色褪せず、風雨を凌ぐ優れた一枚が欲しいもの。
この冬、織り、編みから染色・整理加工、縫製までを
国内のメーカーが担ったコートが登場した。
いずれもエレガントで暖かく、各パーツまで隙のない仕上がり。
これぞまさに日本製。お買い得を言うまでもありません。
構成／ JQR 編集部

撮影／塩川真悟、内藤サトル、熱海俊一、河野 望

きめ細かく暖かな「レインウール」
。水を弾く、新しい商品だ。
4
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5

戦後、アメリカに輸出された日本製品は粗悪品の代名
詞だった。著名人のエッセイを読むと、子どもの頃、
クリスマスにプレゼントをもらって喜んだが made in
Japan と知ってひどくがっかりした、などの記述に度々
出会う。だが、日本の製造業は粘り強く技術力を高め、
やがて made in Japan は世界の信頼を勝ち取った。そ
して 1980 年代、日本はバブルと呼ばれる絶頂期を迎え
たが、頂点に達した瞬間、糸が切れた凧のようにふら
ふらとさまよい、落ちていった。大手製造企業は次々
と海外に生産ラインを移し、アパレル業界も国内の多
くの工場を閉鎖した。失われた 20 年が 25 年となり、
30 年へと歩むのだろうか？

そんな閉塞感が漂う中、

独自の技術開発を進め、高品質の製品を世に送り出し
ている国内の製造業も多いと聞く。今回はコートをテー
マに製作に携わるメーカーの現場を訪ねた。手間を惜
しまず、あくまで品質を追求する人々。作り出すコー
トの完成度は驚くほど高く、着る人の体を、そして心
を暖かく包むに違いない。

6
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コート 1 枚の情熱を支える企業

1

その①

日本の繊維業の底力を発揮！

創業100年で得たノウハウで
新素材の開発を進める
大阪府泉大津市

大津毛織株式会社（J ∞ QUALITY 認証企業）

海外に足を運び原料を買い付け、糸を紡ぎ、織り、編み、染め、
表面加工までを一貫して自社で行う大津毛織株式会社。素材
開発に舵を切り、消費者がわくわくする生地作りを目指す。
取材・文／ JQR 編集部

写真／塩川真悟

テキスタイル部の宮本隆部長（右）と
濱野淳一氏。

ウ れた原料。そのため触らな

は糸を紡ぎ生地を織り、仕上げ加

大で様々な形状の機械が所狭しと

工までを一貫して行う設備と経験が

置かれている。同じ起毛機でもそ

い方がいいと思っていたと、大津

ある。早速タスマニアで原料を仕

れぞれ役目が異なり、20 以上の

毛織株式会社テキスタイル部の宮

入れ、上海にある自社の紡績工

工程を経て、様々な生地の風合い

本隆部長は振り返る。ところが順

場へ送った。

を生み出すという。これらの機械を

ールは優れた素材で完成さ

8

風満帆だった会社が、15 年ほど

上海の工場は 5000 坪の敷地

新調するのは困難で、しかも何万

前から時に赤字を出すようになっ

に、１台で約 40 ｍの長さがあるカ

通りもある工程の組み合わせには

た。同業他社も次々と廃業に追い

ード紡績機 5 台と、ミュール紡績

経験値がものを言う。一度失われ

込まれていく。 競争力をつける必

機 10 台を備えている。各紡績機

たら取り返せない技術なのだ。

要に迫られ、
「ウールでまだできるこ

には針布が巻かれたローラーが十

タスマニア産の原毛を使った製

とがあるのでは？」と考えた。

数本組み込まれ、回転するローラ

品は「ドリームウール」と名付けら

くしけず

「思いついたのは軽いウールです。

ーからローラーへと原毛が梳られな

れた。軽く暖かいことに加え、「弊

薄く軽いのは当たり前ですから、厚

がら送られる。これを繰り返すこと

社独自の織りと整理の技術で実現

くて軽いウールを作ろうと」

で、絡み合った毛が徐々に揃って

した」
（濱野氏）と言う、ウール

企画を諮ると、原糸部の下村辰

いく。原毛は紡績機三台をくぐり、

100％でありながら、縦 14.8％、

雄・取締役部長がタスマニア産メ

細く密度がある綿状の原料となり、

横 5.3％のストレッチ機能を併せ持

リノ種の生後一歳未満の子羊から

それをカットして糸に紡ぐ。針布の

つ。まさに夢のようなウール地が生

採れるファーストカットの羊毛はどう

針の作り込みやそれを埋め込む密

まれた。そして、この「ドリームウ

かと言う。この毛は 14.5ミクロン

度、ローラーの間隔などのデータ

ール」に続いて注目されるのが、

とカシミヤに匹敵するほど細く、手

がなければ、いい糸がひけない。

重量が同じ太さの糸の３〜４割軽い

触りも遜色ない。しかも価格はカシ

出来上がった糸は愛知県一宮

ミヤより安い。その一方、毛先が

市のテキスタイルセンターに送付さ

クルクルと巻いて短いため、糸に

れ、そこで布に織り、再び大阪府

を持ってもらえる生地を開発します」

するのが難しく厚手の生地に織る

泉大津の本社に送られ、染色整

と、宮本氏。どんな生地が登場す

のは容易ではない。しかし自社に

理加工を施す。本社工場には巨

るか、今後も楽しみである。
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「エアーファブ」である。
「これからも、着る人にワクワク感

2

4

3

1. 巨大な工場（本社）に並ぶ液流染色機。
「機械はいずれも特注で、
今では 100 億円かけても揃わない」と宮本部長。工場はコンピュー
タで制御され、作業する人員は驚くほど少ない。2. タスマニア産メ
リノ種（羊）の毛。左は子羊のファーストカット。何度も毛を刈った
大人の毛に比べて汚れが目立ち、扱いにくそうだ。3. 風圧で生地を
伸ばしながら検査する。4. 起毛機で生地に風合いをつける。
新技術「アクアドロップ加工」

ナノレベルの撥水
剤を繊維と結合さ
せ、表面塗布には
ない撥水性能を実
現。つくとなかな
か取れないウール
の水染みに有効な
撥水加工。

大津毛織株式会社
大阪府泉大津市旭町 17-24 TEL:0725-33-1181
2015 vol.26
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コート 1 枚の情熱を支える企業

1

その②

2

スレンの糸染めに精密な織り

風合いと堅牢度を併せ持つ
最高級のコート地をつくる
埼玉県比企郡

ダイワインターテック株式会社（J ∞ QUALITY 認証企業）

3

風合いが出て、染色堅牢度が優れていることで知られるスレン染め。
染めるには高い技術が必要で、しかも近年染料が入手しづらいという。
それでも、スレンの糸染めで仕上げた生地にこだわる理由とは？
取材・文／ JQR 編集部

4

写真／内藤サトル

染めも織りも明治時代から手かげている、
ダイワインターテックの野原民夫社長。

生 レン染めがある。

地を染める方法のひとつにス

染め上がった糸は自社の織物工

の電圧で流れる速さを調整する。

場で生地に仕立てる。高級コート

「スレン染料で染めた生地は日に当

気温や湿度を見定め、毎回染料

に求められるのは 1 インチに経糸

たっても色が褪せにくく、洗濯して

の調合を微妙に変える、などであ

170 本、緯糸 100 本という高密

も色が落ちません。 排気ガスなど

る。こうした調整がひとつでも狂っ

度の生地だ。

の汚れにも強く、とても堅牢度が

たら、糸に染めムラができてしまう。

「経糸 1 万本の生地を一反
（50m）

いい。特にタフさや高級感が要求

このように手間がかかるため、こ

されるコート生地にうってつけです」

の 30 年の間に多くの染色工場が

しかも、糸切れなどによる傷は５つ

ダイワインターテック株式会社の

より簡便な反応染めに移行した。

以下を求められています」

鈴木博嗣郎氏は、スレン染めの利

しかし、スレンの糸染めは縦の色と

点をこう述べる一方で、難しい技

横の色の織り合わせが魅力だと、

切らずに 10 時間稼働させるのは

術だとも話す。

社長の野原民夫氏は一枚のコート

至難の業に違いない。最近はこう

を広げて見せた。

した厳しい条件がクリアできず、退

そもそも、丈が長いコートは一枚

場していくメーカーが後を絶たない。

ぎ目や染めムラなどの欠点が目に

す。違った色の 2 本の糸で織る訳

染めのムラや糸切れにより、どうし

つきやすい。従って、生地を織る

です。すると光の当たり具合、角

ても生地に傷や筋がでてしまうから

糸は長く均一に染まったものが求め

度によって生地の色が変化し、こ

だ。ダイワインターテックは、戦前

られる。

のように玉虫色に光って見えます。

から厚地織物を織ってきたノウハウ

高級感や色の深みがずっと増すん

でクリアしている。

ですね」

「厳しい条件下でも、デザイナー

せない。まず原料となる糸を仕入

確かに同じ色、同じ形状のコー

や企画担当者のこだわりや感性を

れたら、その糸を別の芯に巻きの

トやジャケットを着ている人が並んだ

具現化する唯一の生地を作りたい」

硬さを適正にしながら再度巻き直

時、質感や雰囲気に差が出るも

と野原社長。質の高いコート生

す。金属イオンやアルカリを除去し

の。これはまさに、素材のポテン

地の製造は、長年培われた技術と

て、染料を溶かす水の水質を一定

シャルによるものだろう。

決意によって保たれている。

2015 vol.26
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確かに高速で織りながら、糸を

「この生地は縦が茶で横は黄色で

一に染めるには様々な要素が欠か

5

織るのに10〜12 時間を要します。

の面が広い。そのため、糸のつな

一方、スレン染料で長い糸を均

10

にする。タンク内の水流をポンプ

6

1. 染め上がった糸。これから熱風で乾燥させる。2. 原料となる糸を、
染めやすいように再度巻き直す。3. きれいにスレンに染め上がっ
た糸と生地のサンプル。4. スレン染め 40 年の経験を持つ鈴木博
嗣郎氏。5. 高速で回転する整経機。6. 糸一本一本を検査する。7. 手
前の棚に糸がずらりと並び、そこから糸が整経機に続く。

ダイワインターテック株式会社
埼玉県比企郡ときがわ町西平 975 TEL:0493-67-1245
2015 vol.26
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コート 1 枚の情熱を支える企業

1

その③

3

それ以上でもそれ以下でもない、という矜持

依頼に忠実にコートを仕上げる
正確無比の縫製工場
青森県上北郡七戸町

株式会社サンヨーソーイング（J ∞ QUALITY 認証企業）

4

厚手の生地１ｍをミシン目揃えて真っ直ぐ縫い上げるのは難しい。
それを幾百枚も変わりなく仕上げる縫製工場がある。
平均勤続年数 20 年の熟練たちが、
最高品質のコートを世に送り出している。
取材・文／ JQR 編集部

2

写真／熱海俊一

技術をどのように継承していくかが課
題と語る、代表取締役社長の横井享氏

ス 前端は、品質を語る顔であ

の迷いもない。視線は針が上下す

るのが素材の物性テストだ。生地

る一点に注がれ、手だけが別の生

の変化を見極め、それを予め把握

る。顔にシワがあるコートはいただ

き物のように動く。傍らには、縫い

してからパターンを作る。アパレル

けない。厚い生地にシワをよせず

上げたばかりのコートが重なってい

メーカーから受け取るイメージパーツ

に縫うのには高い技術が必要だ。

る。 襟のカーブを縫う時には糸目

はトレンチコートで 60 〜 70 ほど。

サンヨーソーイング株式会社の工

が緩くなり、それは指の感覚で糸

それを実 際の作 業 用に 140 〜

場長、和田秀一氏が解説する。

調子を調節しながら縫い上げる。

190 パーツに起こし、仕様書を作

「ミシンで縫うと必ず縫い縮みが出

別のミシン台にはフラップポケッ
トが

成。そこには縫い方やディテール

ます。ですから詰まると前もって想

重なっていたが、いずれも寸分の

が表記され、それを元にサンプルラ

定して、生地を引っ張りながら縫い

狂いなく、角のステッチがぴたっと

インで試作する。そこで問題点を

ます。 同様に、ミシンの糸も引っ

決まっていた。

抽出し、ひとつひとつ改善してから

トンと落ちるトレンチコートの

張る力に応じて伸びます。縫い終

サンヨーソーイングはコート主体

わると糸が戻ろうとするので、その

の縫製工場だ。その技量は日本

分量を予め見込んでミシンを掛ける

屈指との評判だが、それは奇跡的

の襟を裏返した。

のです」

なことだと社長の横井享氏は言う。

「ここの仕上げは『控え』
と言って、

生地と糸の伸縮を瞬時に察知

30 年前に比べ、今では日本の縫

0.5mm だけ表を出し裏を引っ込め

し、その誤差を調整して縫うと言う

製工場は１割に満たない。「コート

ているんです。これをパターン設計

ことだろうか？ 和田氏が続けた。

に特化してきたことで、工場は卓

で盛り込んでいます。ラペルの返り

「言葉ではなかなか言い表せない

越した技術を身につけた」と考え

も同様です」

んです。オペレーターにそこまでの

る。

スキルがあるということですね」

「同じ糸でも質が微妙に変わること

りしたコートが仕上がる。だが、こ

があります。それを瞬時に変だなと

れを縫い込むのは素人目にも容易

ーが右手で生地を手前に引きなが

感じる。
そうした感覚を持つ工場が、

でないことが分かる。素晴らしいコ

ら、左手でミシン目を調整しつつ生

優れた工場になるのです」

ートは、技術と情熱を併せ持つ人々

私たちの目の前で、オペレータ

地を縫い上げていく。そこには何
12
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縫製の発注を受けてまず手がけ

5

1.『控えの理論』を説明する工場長の和田秀一氏。2．生地と糸の縮みや張りを予測し
てミシンを掛ける。3．仕様書には細かなディテールや縫い方などの指示が書き込まれ
ている。4．ラインの途中途中でしっかり検品。全行程で 4 回行われる。5．パーツの
角を幾百枚縫ってもステッチは同じ仕上がり。6．縫い上がったコートを一枚一枚丁寧
にプレスする。この後、付属品を装着して最終検品に回す。
6

量産ラインに流す。
和田氏が完成したトレンチコート

この作業により、見た目もすっき

が産み出している。

株式会社サンヨーソーイング
青森県上北郡七戸町字荒熊内 67-18
TEL:0176-62-2011
13
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スタートした新たな認証制度「J ∞ QUALITY」

純日本製で巻き返しを図れ！

この冬着たい 純日本製コート７着
織りから染色、加工、縫製までの工程を日本国内で手がけた、純日本産コート７着をラインナップ。
いずれも J ∞ QUALITY の認証を得た、折り紙付きです。
撮影／河野 望

1980 年代、日本で販売される服の 50％は国産だった。
それが現在では 3.2％にまで落ち込んでしまった。
失われた日本アパレルの 20 年。シェアを取り戻すべく、
2015 年から新しい認証制度「J ∞ QUALITY」が動き出した。
J ∞ QUALITY 運営事務局の宮原孝仁氏に狙いを聞いた。
文／ JQR 編集部

撮影／河野望

様々な分野で日本の技術は世界的に評価されています
が、アパレルも同様です。特にテキスタイルは、有名メ
ゾンがわざわざ買い付けに来るほどのできばえ。その一
方で、海外に進出した日本のアパレルメーカーはことご
とく苦戦しています。
この問題を3年前に日本アパレル・
ファッション産業協会で協議し、これからは日本製品で
あることをしっかり前面に打ち出そうということになり
ました。そして生まれたのが日本製であり、同時に品質
を保証する認証制度「J ∞ QUALITY」です。
「made
in Japan」は最終工程（縫製）が日本であれば表示で
きますが、
「J ∞ QUALITY」は、織り編み、染色・整
理加工、縫製までの 3 工程すべてを日本国内で行った
ことを証明するものです。
「J ∞ QUALITY」の認証はふたつあります。ひとつ
は企業認証で、申請を受け付けた企業を審査します。労
働基準法や労働安全衛生法の法令を守っているか、環境
保全に努めているかなどを確認し、疑問点があったら現
地に出向いて監査を行います。
もうひとつが商品認証です。
「最終商品認証部」が、
サンプルを取り寄せ、素材・縫製・設計・デザイン・完
成度等を審査します。精緻さが感じられなければ、もち
ろん認証しません。この厳しい審査を通じて、純粋の日
本製であるという基準が保たれます。
この秋から店頭に並ぶ、
「J ∞ QUALITY」認証商品。
まずは消費者の皆さまに手にとって頂き、その品質を感
じて頂きたいですね。
（談）

その①

［100 年コート］
J ∞ QUALITY 認証商品に
はすべてこのタグがつく。

J ∞ QUALITY 運営事務局、
事務局長代理

宮原孝仁氏
16
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ダブル
トレンチコート

着込むほどに味わい深くなる、光沢と深みの
ある上質なコットン生地を使用。耐久撥水加
工を施し、細部のパーツに至るまで美しく堅
牢に仕上げている。三陽商会が培ったコート作
りのノウハウと愛情を注ぎ込んだ 1 着。
J ∞ QUALITY 商品認証第 1 号
［100 年コート］ダブルトレンチコート（メ
ンズ）89,000 円（税別）レディースも 展開
お問い合わせ 三陽商会
70120-340-460
2015 vol.25
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天然せっけんで洗い上げ、糸の
パサつきやダメージを軽減した
グレンチェックの生地を使用。
熟練の職人による経験と縫製技
術により、スタイリッシュな
バックスタイル、シワの出ない
美しい仕立てを実現。
［タケオキクチ］カラーペン グ
レンチェックコート
69,000 円（税別）
お問い合わせ ワールド
☎ 03-6324-2642

その②

［タケオキクチ］

カラーペン
グレンチェック コート
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その③

［D’URBAN］

ビーバーメルトン
ステンカラーコート

シンプルなデザインのステンカラー
コート。国内で仕上げたビーバーメル
トン素材を使用したウール 100％で、
フィット感も申し分なし。
［D’URBAN］ビーバーメルトン ステ
ンカラーコート 100,000 円（税別）
お問い合わせ RENOWN PRESS
PORT
☎ 03-5468-5640
2015 vol.26
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その⑤

［自由区］

その④

［INÉD］

ヨネトミツィードニットコート

ダッフルコート

ねじれた表情を持つ太い糸
と細い糸を織り交ぜ、立体
感のある生地を仕立てて使
用。厚みのあるコートでも
たつきがちな袖付け部分な
どはカッティングに手間を
加え、エレガントですっき
りした仕上がりに。
［INÉD］ダッフルコート
59,000 円（税別）
お問い合わせ フランドル
7 0120-290-370

老舗ニットメーカー米富繊
維とのコラボレーションラ
イン。ラメとテープヤーン
を交互に織り込んだツィー
ド風ニットコートは、軽さ
と着心地の柔らかさを実
現。カジュアルにもフォー
マルにも合わせやすい。
［自由区］ヨネトミツィー
ドニットコート 49,800 円
（税別）
お問い合わせ オンワード
樫山 お客様相談室
☎ 03-5476-5811
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その⑥

［NATURAL BEAUTY］

ペスカラム
リバーコート

柔らかで上質なメルトン素材
を使用。シャープなディテー
ルとカッティングで美しい
シルエットを実現。蓄熱保
温効果のある防寒素材を裏
地に使用し、コンパクトな
がら暖かな着心地を実現。
［NATURAL BEAUTY］ペ
スカラム リバ
ーコート 62,000 円（税別）
お問い合わせ
NATURAL BEAUTY
☎ 03-6748-0342
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その⑦

［レインウール］

チェスター
フィールドコート

耐久撥水性（初期撥水度 4
級以上、ドライクリーニン
グ 10 回後撥水度 3 級以
上、耐水圧 200mm 以上
※すべて JIS 規格）を
備えたウールのレインコー
ト。ウールはカシミヤ同等
の繊維径を持つスーパー
180’s を使用。暖かくも
雨水をはじくため、急な天
候変化にも安心。
［レイ ンウール］チェス
ターフィールドコート（レ
ディース）118,000 円（税
別）メンズも展開
お問い合わせ 三陽商会
70120-340-460
2015 vol.26
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