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1 ．はじめに
晴天の空に小高く連なる山々のコントラストは，

その稜線を美しく際立たせ，眼前に広がる田園風
景は心に安らぎを与える．町内を流れる杉原川と
野間川の両河川は豊かな自然と生命を育み，日々
の営みのみならず地域産業の発展にも大いなる恩
恵をもたらした．

兵庫県は播磨の最北東に位置する多可町は，隣
接する西脇市とともに，先染め織物で有名な「播
州織」の産地である．織機の音が鳴り響き，織物
産業が活気に満ち溢れた時代．様々な風合いと色
とりどりの生地に囲まれた環境の中でソーイング
竹内は誕生した（図 1）．

当時から，「今ある環境の中で自分たちに何が
できるのか」を考え実践してきた．その精神は継
承され，製品製造の末端工場として市場への貢献
を目指すことは勿論，所在する地域や社会への貢
献も胸に秘め，日々の業務に励んでいる．
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2 ．エコファクトリー ソーイング竹内
昭和 57（1982）年に初代代表取締役 竹内裕が

ソーイング竹内を設立．縫製加工業者として主に
キッチンファブリックを中心とした布帛製品全般
の OEM 生産を請け負う末端のものづくり工場と
して創業した．現在は生産の中心が寝装品となり，
平成 28（2016）年には安心・安全・コンプライ
アンス認証企業及び，寝装品縫製企業として J ∞
QUALITY 企業認証を取得した．

当社は設立当初から公的検査機関の指導・協力
のもと，環境に配慮した生産活動を行っており，
2 代目代表取締役 竹内裕児就任後には，より環
境配慮型の生産体制へと改善を図り，平成 16

（2004）年には「エコアクション 21」事業所とし
て認定され，現在も認定を更新している．

「エコアクション 21」とは中小企業・公共機
関などに対し「環境への取り組みを効果的・効率
的に行うシステムを構築・運用・維持し，環境へ
の目標を持ち，行動し，結果を取りまとめ，評価
し，報告する」もので，環境省が策定したガイド
ラインに基づく，事業者のための認証・登録制度
である．

当社では，生産活動を行う上で必要なエネル
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ギーや資源の使用を最小化することに努め，自家
発電用ソーラーパネルと蓄電設備の設置により二
酸化炭素削減への取り組みを実施．廃棄物排出量
及び総排水量の削減・再資源化を積極的に行うな
ど，「環境にやさしい工場」から「環境にやさし
い商品」の提供を目指している．

3 ．最先端設備を活かすための蓄積したノウハウ
3-1　生産力強化への積極的な投資

布帛製品の製造を行う中で，最初の行程である
生地の裁断業務は，創業当時より最も効率化が図
れた部分である．

平成 24（2012）年に生産力の強化と高効率化
を目指し，当時の最先端設備機器であった自動延
反機・自動裁断機（CAM）・CAD システムを導
入．延反機では用尺に合わせて生地を自動的に
カットし，その作業を繰り返すことで生地を積層
する．次に CAM にて，積層した生地をパターン
に沿って一気に裁断する．CAM 導入以前は，積
層した生地に型紙に沿って裁断線を描き，手作業
で裁断業務を行っていたが，最先端設備の導入に
より，大幅なリードタイムの短縮と，製品の均一
化を実現．何より CAD システムを用いた複雑な
パターン配置による用尺計算と，それに基づいて
裁断を行う CAM の正確性は，人為的ミスの解消
のみならず，用尺を短縮し生産性を向上させると
ともに，廃棄生地の削減にも大きく貢献するなど，
当社の生産体制を大きく変化させた．
3-2　培ってきたノウハウは財産

ただ，最先端設備の導入だけで現在の生産体制
を確立できた訳ではない．そこには，長年に渡り
多種多様な生地を取り扱ってきた中で蓄積した知
識と経験が多大に活かされている．近年では伸縮
性が高く取り扱いが比較的難しい生地の裁断依頼
も多くなり，作業技術難易度の高まりが顕著であ
るが，生地毎に違う特性を十分に理解し，生地と
作業内容に応じて最適な業務進行が行える基盤が
あったことも，生産体制の改善を実現させた大き
な要因の一つである．
3-3　最先端設備導入による生産体制の革新

平成 30（2018）年には更に自動延反機と自動
裁断機を増設し，更なる生産力の増強を図るとと
もに，QR コードを用いた生産システムを導入し
た．CAD データに登録した生地の特性を鑑みた
作業設定情報を QR コードに落とし込むことで，
延反機と裁断機の作業内容に準じた設定の手間を
省き，生産リードタイムの更なる短縮と人為的ミ

スの解消を実現させた．
新たな導入設備機器は，延反作業時の生地（反

物）のセッティング位置が低く，延反後の生地の
移動もベルトコンベア式に変更となっているなど，
女性作業従事者でも容易に業務進行が可能な仕様
となっている．時代のニーズに沿った機械設備を
導入し，女性が活躍できる労働環境を整えること
など，現状に満足せず，生産体制の更なる改善に
も積極的に取り組んでいる．

4 ．播州織の隆盛と衰退
寛政 4（1792）年，播州多可郡比延庄村の宮大

工であった飛田安兵衛が西陣より織物技術を持ち
帰ったことが播州織の起源とされる．

前述の通り，多可町には杉原川と野間川，西脇
市には一級河川である加古川が流れる水資源の豊
かな地域であり，その水は染色に適した軟水で
あったこと，播磨国では江戸時代中期から温暖な
気候を生かした綿花の栽培が盛んに行われていた
ことも，織物産業の発展に大きく寄与した．

明治時代後期には力織機の普及により家内工業
から工場生産へと移行し，生産量は急激に増加す
る．交通網の整備も後押しし都市部での消費が加
速，第一次世界大戦後には東南アジアへの海外販
路拡大など生産額，生産業者数とも飛躍的に増大．
第二次世界大戦後にはアメリカ市場への販路拡大
により，織機が一度「ガチャッ」と音を立てる度
に 1 万円儲かるという意味で「ガチャマン景気」
と称されるほどの絶頂期を迎える．

しかしながら昭和 40 年代以降は，ドルショッ
ク，オイルショック，プラザ合意以降の急激な円
高進行，発展途上国の技術の向上などにより輸出
中心の産地は大きな影響を受ける．内需拡大に舵
取りを行うが，バブル景気の終焉，デフレ進行，

図 3 自動延反機と自動裁断機
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安価な海外製品の流入により，今なお厳しい状況
が続いている．

播州織の生産量は，昭和 62（1987）年の約 3
億 8,800 万平方メートルをピークに減少傾向に転
じ，令和元（2019）年の生産量は約 2,203 万平方
メートルと，ピーク時の 5.7％にまで減少してい
る．また，昭和 62 年当時，約 60％超を占めてい
た輸出品割合も，令和元年には約 14.2％となって
いる．

前述の通り，播州織産地は厳しい状況にあるが，
現在は多様なニーズに対応できる体制への変換や
ブランド化，産地組合組織の構造改革が進められ
るなど，地場産業「播州織」の再活性化に向けて
積極的な取り組みを行っている．

5 ．地域活性化への思い
当社が所在する北播磨地域，特に多可町・西脇

市の両市町は前述の通り，「播州織」によって大
きく発展した経緯があり，今なお多くの従事者を
抱える産業であることに変わりはないが，実のと
ころ当社は織物の産地に拠点を構える縫製工場で
ありながら，これまで「播州織」を積極的に活用
したものづくりを行ってきた訳ではないことは偽

れない．
ただ，地域を愛していることに変わりはなく，

衰退する産業を目の当たりにし，行く末を案じて
いることも事実であり，微力ながら当社ができる
地域産業への貢献の可能性を考え，新たな取り組
みをスタートさせた．

平 成 31（2019） 年 3 月， 当 社 は ブ ラ ン ド
「Remember Me（ リ メ ン バ ー ミ ー）」
「ROOTZIEL（ルーツィール）」という 2 ブラン
ドを立ち上げた．どちらもハンカチを展開商品の
軸とし，1930〜60 年代の古き良きアメリカをデ
ザインのコンセプトに据え，当時の生活や文化・
ファッション・スポーツなど様々な要素を 1 枚の
ハンカチに落とし込んだ商品を展開する．デザイ
ンのタッチや配色，ディテールも当時を再現し，
どこか懐かしさが感じられる製品を，全国の大手
有名百貨店様のお力添えも頂き展開している．ハ
ンカチの素材となる生地は，もちろん地場の「播
州」で織り上げたこだわりの生地を使うが，当社
の商品は「播州織」の認識とは一線を画す．播州
織は先染め織物と呼ばれ，糸を染め，色糸を用い
てストライプやチェックなどの柄を織り上げる織
物を言うが，当社製品は真っ白な生地を織り上げ，
そこに後染め（プリント）にて自由な発想でデザ
インを落とし込んだ製品が全体の 9 割を占めてい
る．

一般的に，生産されるあらゆる生地の中で，白
生地（P 下＝主に染色・プリント等の後加工を目
的とした生地）の生産量が 1 番多い．「播州織」
産地でも白生地は生産されているが，やはり先染
め織物の産地であるため，色生地・柄生地の生産
が主である．当社は，産地の技術と品質の高さに
着目し，地場で白生地を織り上げ，それを素材と
した製品展開を行うことで，微力ながら生産量の
拡大に繋げるべく，「播州織」に携わる企業様と
は違ったアプローチを考え，取り組みを行ってい
る．当社では先染め織物でなくても「播州で織り
上げた布（生地）」を，総称として「播州布／
BANP（バンプ）」と名付け，「播州織」も含めた
繊維のまち・織物のまち「播州」の市場への認知
を図っていく．

平成 29（2017）年には，前述の考え方が地域
再活性化の可能性を秘めていると評価され，地域
経済への影響力が大きく，成長性が見込まれると
ともに，地域経済のバリューチェーンの中心的な
担い手，および担い手候補である企業として，経
済産業省より「地域未来牽引企業」に選定された．

た,昭和 62 年当時,約 60％超を占めていた輸出品

割合も,令和元年には約 14.2％となっている. 
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少しでも「播州」の繊維産業の再活性化に貢献で
きるよう，引き続き自社ができることを地道に取
り組んでいく所存である．

6 ．未来を見据えて
6-1　企業としての成長を目指す

OEM 生産を主として行ってきた生産活動は，
あらゆる製品知識を豊かにし，提案の幅を広げ，
応用力を養い，望ましい循環サイクルを描きつつ
あるが，当社は更なる発展を目指し歩みを進める．
自社ブランド立ち上げは，地域産業の再活性化を
主たる目的としつつも，当社自身の成長を目指し
たものでもある．OEM 生産のように受動的な取
り組みではなく，自身で企画・生産・営業・販売
までを行う自発的な取り組みを実施することで，
生産現場のみでは得難い経験値を積み重ね，企業
としての基盤をより強固にし，更なる発展に繋が
るよう努めている．
6-2　海外市場への挑戦

自社ブランド製品の軸であるハンカチは，日本
ではギフト文化に欠かすことのできないアイテム
である．海外からもたらされたハンカチは，元来
手ぬぐいを使う文化が根付いていた日本で受け入
れられ，1970 年代からのライセンスブランド
ブームもあり，現在では世界一のハンカチ市場を
誇るまでに発展を遂げた．しかし近年ではお手洗
いなどにペーパータオルやハンドドライヤーが設
置されるなど，ハンカチの需要は減少傾向にあり，
海外に目を向ければハンカチを使う文化がほぼ消
滅している国もある．そのような中，当社はハン
カチの文化を逆に海外へアピールし，ハンカチの
普及拡大を目指す．高く険しい山と認識しつつも，
平成 27（2015）年の国連サミットで採択された
SDGs（持続可能な開発目標）の観点から鑑みて

も，時代のニーズに沿った取り組みであり，決し
て実現不可能なことではないと考えている．今が
ハンカチ文化訴求の絶好のタイミングであり大い
なるチャンスと捉え，熱意を持って挑戦を続けて
いく．

7 ．コロナ禍の中で
令和 2（2020）年，中国の武漢を中心に感染が

拡大した新型コロナウイルスは，瞬く間に世界へ
拡がり，6 月 1 日現在で国内では累計感染者数
16,930 人（うち死亡者 894 人），世界的には累計
感染者数 6,057,853 人（うち死亡者 371,166 人）
を数え，今なお感染拡大が続いている状況である．

巷ではマスク不足が叫ばれ，感染に対する不安
が増す中で，様々な企業がマスク等の感染防止を
目的とした製品づくりに取り掛かった．約 20 年
前から OEM 生産にて布製マスクを生産してきた
当社も例に漏れず，3 月中旬より近隣の食品加工
場様や金融機関様の要望に応え，布製マスクの生
産を行い，4 月からは自社オンラインストアでも
販売を開始した．

消費者の皆様にお届けするにあたり，必要と判
断した検査などを実施し，信頼の置けるエビデン
スの獲得に積極的に取り組んだ．当社が展開する

「洗えるマスク（ニットタイプ）」は洗濯試験
（JIS L 1930-2014 C3G 法）100 回・引っ張り検査
3,000 回で，ともに使用上支障のある変形・破損
がないことが認められた（公的検査機関調べ）．

また，5 月 1 日にはマスク製品では国内で初め
てエコテックス ® スタンダード 100 認証を取得す

図 6 播州産生地のプリントハンカチ「播州布」
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るに至った．エコテックス ® スタンダード 100 は
世界トップレベルの安全な繊維製品の証とされ，
繊維製品関連全般を認証対象とし，世界最高水準
の安全レベルをもって，繊維関連の「素材」や

「製品」に 350 種類以上の有害な化学物質が含ま
れないことを証明するものであり，当社展開の布
製マスクは，その中でも最も厳しい基準である製
品クラスⅠ（36 か月未満の乳幼児を対象とした
製品としての基準）での認証を取得している．

MADE IN JAPAN だから安心・安全というわ
けではなく，日本より厳しい検査基準が設けられ
ている国もたくさんあり，世界的にも有害物質に
対する規制は急速に高まっている中で，コロナ禍
の今だからこそ，当社はより安心・安全な製品を
提供していきたいと考えている．

8 ．おわりに
当社は社訓である「信頼・誠意・感謝・努力・

遂行」を基本理念に人間性豊かな製品の開発・販
売・生産活動・サービス等を通じて，社会に貢献
する企業を目指している．挑戦を讃える社内風土

を醸成し，企業としての成長を目指しつつも，
しっかりと足元を見つめ強固な基盤の形成にも尽
力する．

決して背伸びはせず，身の丈に合った取り組み
を行う中で，様々な認証の取得や検査の実施など，
お客様に信頼と安心を提供するための努力は決し
て怠らない．それは今，自分たちができる最善の
サービスである．製造業の基本はものづくりであ
るが，当社ではそこに附随することができるプラ
スαのサービスも大事にしていく．

また，夢を持つことの大切さも忘れない．当社
では「地域の繊維産業の再活性化による地域貢
献」や，「ハンカチ文化の海外訴求によるエコな
社会の実現」を夢見て僅かでも歩みを進める．

織物のまちの小さな縫製工場が「未来ある・夢
あるファクトリービジネスモデル」の構築を目指
していく．
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