
 

 

 

 

手袋産業が生んだ当社の歴史 
 

 

 

1. 香川県と東かがわ市について 

 47 都道府県中、最も面積が小さい香川県は、2017

年現在人口約 96 万人、気候区分では瀬戸内海式気

候に属し、晴れの日が多く温暖かつ、北は中国山脈、

南は四国山脈に囲まれているため、台風などの災害

も少ない地域である。 

四国の玄関口であることから、県庁所在地の高松

市には国の出先機関、大企業の支店が進出しており、

また全国有数の大規模小売店激戦区となっていたり、

地方都市にしては医療機関も充実しているため、利

便性が高く、お国自慢では無いが、客観的に見ても

住みやすい環境と言えよう。 

当社が所在する東かがわ市は県の東端に位置し、

平成の大合併で 2003 年に誕生した比較的新しい市

である。人口は約３万人、旧白鳥町を中心に手袋産

業がさかんな地域で、特にファッションや防寒、各種

スポーツ用の手袋に関しては、全国シェア 90％以上

を誇る手袋産地である。 

その他、和三盆と呼ばれる砂糖の生産や、ハマチ

養殖発祥の地としても名を馳せている。 

 交通面においても、1998 年に明石大橋が開通、関

西方面へのアクセスも良くなり、東かがわ市から大阪

中心部まで、車で２時間少々とかなり便利になった。 

 また古来より香川県は水不足に悩まされてきたが、

東かがわ市は比較的降水量が多く、独自水源もある

ため、当社は大量の水を必要とする染色工場である

が、操業に支障をきたす事態は、少なくとも平成以降

は起こっていない。 

現在東かがわ市には染色工場が３社あるが、無地

染めをメインに行っているのは当社だけであり、他社

は主に地場産業である手袋用の糸染を中心とした仕

事を行っている。 

ところが当社においては、手袋用途向けの占める

割合は加工全体の 10％も無く、主要な顧客は大阪の

商社となっている。 

 なぜ手袋の産地にありながら、産地外の仕事が大

半を占めているのかについては、常磐染工の歴史と

ともに別項にて語ってゆくこととする。 

 

 

 
Fig.1 東かがわ市の位置（東かがわ市 HP より） 

 

2. 常磐染工株式会社について 

 常磐染工株式会社は、香川県において様々な事業

を展開しているトキワグループの一員であり、グルー

プ会社には常磐産業、四国石油、香川いすゞ自動

車などがある。(Fig.2) 

 
Fig.2 トキワグループ 

 

 当社は昭和 32 年創業、経編（トリコット）、及び丸編

の精錬、染色、起毛、仕上加工を行う染色整理業で

あり、2018 年現在、國東直矢（くにとうなおや）社長の

もと、従業員は約33名、月産加工数は15-20万mと、

後染め生地染色を行っている染工場としては小規模

な部類に入るであろう。 

主要な取引先としては丸紅インテックス㈱、白石カ

ルシウム㈱、㈱セーレン、東レインターナショナル㈱、



澤村㈱が挙げられ、大阪に拠点を置く会社が多い。 

扱っている素材はナイロン、ポリエステル、スパンデ

ックス、ベンベルグといった合成繊維であり、天然繊

維用の設備は持ち合わせていない。 

 液流染色機などのバッチ式の染色機を用いて加工

を行っているため、大量生産は出来ないが、小ロット

多品種、小回りの効く染工場として、顧客には重宝さ

れている。 

そして最大の特徴として、加工品の大半（90％以

上）に起毛加工を施しており、設備保有台数におい

ても染色機より起毛機が多く、まさに起毛加工に特化

した染工場であるといえよう。 

 加工内容は合成皮革の基布、面ファスナーの受け

手側であるループ面、研磨布などの産業資材用途が

メインであるが、手袋足袋用途や裏地、ファンデーシ

ョンなどの衣料用途も一部手がけている。 

 

3. 当社の歴史について 

常磐染工株式会社には前身にあたる三洋染色株

式会社があり、東洋紡出身で手袋会社の経営をして

いた原実（はらみのる）が、それまで手袋用の生地は

大阪、北陸で染色加工していたが、地場で行いたい

との思いから、手袋組合や銀行から資金を調達し、昭

和２５年に設立されている。 

 当時はまだ合成繊維が無く、主に綿のダブルトリコ

ットを直接染料や硫化染料を用いて染色し、シルケッ

ト加工や、防寒手袋用に海外から輸入された針布起

毛機を用いて、綿生地を毛羽立たせる裏起毛などを

行っていた。 

 設立の経緯からほぼ手袋用の生地の加工を行って

おり、従業員は５０人前後だったと聞く。 

 その後、昭和３０年代に入り、全国的に労働運動が

盛り上がりを見せるなか、三洋染色でも労働争議が勃

発、経営陣と労働者の対立だけにとどまらず、全繊同

盟所属の労働組合員が、全国からこの四国の片田舎

に応援で集まった。労働組合との争議や会社立て篭

もり、ストライキに手を焼いた経営側は、昭和３２年会

社を閉鎖することを決定する。 

 しかし地場の染色工場が無くなってしまうことを危惧

した手袋組合関係者は伝手を辿り、当時現職の高松

市長であり、また数々の企業を経営する実業家でもあ

った國東照太（くにとうてるた）に相談、援助を仰ぐこと

により、昭和３２年に規模を縮小し、常磐染色株式会

社として発足することとなる。 

 仕事内容を三洋染色から引き継いだこともあり、常

磐染色においても、手袋用途の綿、及び普及し始め

たナイロンの染色加工を行っていたが、昭和４０年代

に入る頃には、合繊の普及、編み機の発達により、糸

から編み上げる編手袋が増え始め、生地染めである

当社の仕事量は徐々に減少していった。 

  

 
Fig.3 1960 年代の染色の様子 

・ウィンス染色機で綿の染色を行っている 

 

仕事が徐々に減っていくなか、生き残りをかけて産

地外へ営業をかけることになる。 

当社は設立経緯から編物を中心に染色加工を行

っていたが、編物は北陸が産地であり、手袋産業が

立ち上げた染色工場である当社のことは、繊維業界

では全く知られていなかった。 

知名度が無いなか、綿、ナイロンの染色加工が出

来るので仕事をさせて欲しいと、大阪や遠く東海地区

の自動車メーカーまで足を運ぶこともしばしばであっ

た。 

当時は交通の便が悪く、四国から本州に出るにも、

いちいち船に乗らなければならず売り込みに行くのも

一苦労であった。そこでトキワグループの常磐製紙

（2006年廃業）が大阪に事務所を構えていたため、机

を間借りし営業課員が常駐、大阪近辺の商社やメー

カーに営業活動を行った。 

その過程において、北陸産地の染色工場との差別

化を図るため、三洋染色時代より行っていた起毛加

工に力をいれていくことになる。 

 加工対象素材もそれまで綿、ナイロンが中心であっ

たが、合繊メーカーとの付き合いが増えていき、合成

繊維の染色加工に徐々にシフトし、設備も合繊向け

を導入するようになっていく。 

1970 年代に入る頃には、営業活動のかいあって手

袋用途以外、合繊に起毛加工を施した寝装用裏地

（こたつふとん、一般ふとん、ヘム生地）、衣料用裏地

（アセテート起毛品）等の仕事で、工場建屋増築や設

備増台、またレイアウトを更新し 24 時間操業をしなけ

れば追いつかない程になり、従業員も発足当初の倍

近く、100 人弱となっていた。 

ここまで順調に思えたが、1970 年代も中盤に差し

かかろうとする頃、オイルショックが発生、仕事量は大

きく減少し、大規模な設備投資直後であったことや、

大幅なコスト増により大赤字を出してしまう。資金繰り

が厳しい状況に追い込まれるが、トキワグループに増

資してもらうことにより、設立以来最大の危機をなんと

か乗り切ることができたのである。 



 
Fig.4 1970 年代の染色設備 

     まだ高圧染色機は無くウィンス中心である 

 

1980 年代に入る頃にはオイルショックも一段落し、

ナイロンやアセテート、ベンベルグに加え、ポリエステ

ルの加工を本格化させるために高圧染色機を導入。 

得意とする起毛加工を活かした合成皮革の基布や、

面ファスナーのループ面の加工をスタートさせたのも、

この頃である。 

1980 年代後半にはコンピュータの発達に伴い、調

液装置やコンピューターカラーマッチング（CCM）を

導入し、カラー管理の厳しい衣料分野にも進出。 

 90年代以降は起毛機を随時更新しながら、３m巾の

テンターを増設、生地の広巾化によるコストダウンに

対応する。 

 2000 年前後よりナイロンスパンデックスの起毛加工

の取り組みを始め、苦労の末に加工法を確立させる

ことができ、現在伸縮性が必要な関節サポーターなど

には、無くてはならない部材となっている。 

また加工面以外でも貫流ボイラーや軟水器導入で

コストダウンや品質安定を図りつつ、社内品質マネジ

メントシステムを構築、2002 年には ISO9001 の認証を

取得し、安定した品質の製品を提供をすることを心が

け、現在に至っている。 

 

 
Fig.5 現在の高圧液流染色設備 

    小ロット加工向け１チューブ染色機 

4. 加工技術解説 

4-1 起毛加工 

 起毛加工は詳細を公開しておらず、図による一般

的な解説が多くなるが、ご容赦願いたい。 

 起毛は、使用設備によって 1）タイガー起毛、2）エメ

リー起毛、3）針布起毛に大別される。 

 このほかアザミの実を使用した起毛も存在するが、

現在において一般的では無いため割愛する。 

 

 1）タイガー起毛は、モケット、ダブルラッセルの毛割、

カットニットの毛捌に用いられる。当社では行っていな

い。（Fig.5） 

 
Fig.5 タイガー起毛 

 

2）エメリー起毛は、バフィング、バフとも呼ばれ、紙や

すりを用いて生地を毛羽立たせる手法であり、ピーチ

スキン加工などに用いられている。 

 
    Fig.6 エメリー起毛 

  

Fig.6 左図は、紙やすりを巻いた多数の回転ロール

から構成される回転ドラム上に生地を通し起毛する設

備である。起毛密度が高い生地が得られるが、加工

速度は遅い。 

Fig.6 右図はベルト状の紙やすりを生地にあて、毛

羽だたせる設備である。加工速度は早いが、起毛密

度は期待できない。 

 

３）針布起毛とは、くの字状の金属針を用い、生地の

横方向の糸に針を引っ掛け、ループ状に引き出す起

毛方法であり、起毛針が多数埋め込まれた針布をロ

ールに巻き、回転させることで起毛を行う。（Fig.7） 

 針布起毛で使用される針には、フレンチ針と呼ばれ

るループを形成させるものと、そのループを切り、毛

足が長い起毛を得るカット針があり、それぞれフレン

チ起毛、カット起毛と呼ばれる。 

 当社で行っている経編起毛の場合、生地フロント面



の横に振った糸を針で引き出すため、ハーフトリコット

よりサテントリコットのように横の振りが大きい生地ほど、

ループの高い起毛が得られる。また各種起毛機を併

用することで、様々な表情の起毛生地を作り出してい

る。（Fig.8） 

 

 
Fig.7 針布起毛（フレンチ起毛） 
   パイル針布でループを引き出し、カウンターパイル針布

で引き出したループを起こしている。 

 

 
Fig.8 経編起毛品のバリエーション例 

  

 様々な表情の起毛品を得るには、各種起毛機を揃

える必要があり、また紙やすりの番手、針の種類、駆

動方式などのファクターに加え、起毛は数値管理が

難しく、人間の勘や経験が関与する部分が大きいた

め、加工場の特徴が出やすい加工といえる。 

 当社はフレンチ起毛とカット起毛を得意としており、

当社におけるフレンチ起毛の代表的な加工品、面フ

ァスナーのループ面では、ループ長や起毛密度が性

能と直結するため重要視されるが、加えて当社加工

品は他社加工品に比べ、ループが立っているのが特

徴となっている。（Fig.9） 

立毛調に仕上げるには手間暇がかかるが、ループ

が立っていることでフックが食いつき易く、その特徴か

ら、一部ではトキワ起毛と呼ばれ、面ファスナールー

プ面（経編起毛品）というニッチな分野ではあるが、高

いシェアを誇っている。 

  

 
Fig.9 起毛比較 SEM(左=当社品、右=他社品) 

 

カット起毛はピーチスキンより毛足の長い毛が得ら

れる起毛法で、当社では合成皮革の基布や衣料裏

地などに施している。 

 衣料裏地はともかく、合成皮革基布に起毛加工を

施す理由であるが、合成皮革は基布にウレタン樹脂

を塗布し製造されるのが一般的だが、このときウレタ

ン樹脂と基布が剥離しないよう、アンカー効果で物理

的に剥離強度を上げるためである。 

 このため起毛を均一にムラなく施す必要があり、当

社の丁寧な仕事が、品位の高い合成皮革の製造に

活かされている。 

 

4-2 染色加工・後加工 

染色加工に関しては、CCM や自動調液装置を駆

使し、これまでの知見やデータから、生地状態や気温

などの誤差因子になるべく左右されない工程や染色

法を組み、色ブレを最小限に留めることで、カラーに

敏感な下着メーカーからも、その色管理については

高い評価を頂いている。 

 染色設備も定番の高圧液流染色機のほか、ハイメリ

染色機（Fig.10）、拡布染色機（Fig.11）を保持し、起

毛風合を活かす染色を行っている。 

 

    
Fig.10 ハイメリ染色機    Fig.11 拡布染色機 

 

ハイメリ染色機は常圧タイプでポリエステルの染色

は出来ないが、液流染色機と違い、染色時に生地が

ロープ状にならず、またテンションも弱めであるため、

風合い重視の染色が可能である。 

 拡布染色機は同様に常圧タイプであるが、スパイラ

ルローラーで常に生地を広げながら染色を行うため、

染シワや起毛品の毛乱れ、毛倒れが起こりにくい。ま

たジッガーのように巻き取る訳ではないため、厚手の

生地の染色が可能で、起毛を潰すこと無く表面ツラの

綺麗な染色物が得られるのが特徴である。 

 近年重視される後加工、機能加工についても、ロー

ルコーターとグラビアコーターを備え、片面樹脂加工 



撥水撥油加工、吸水加工、難燃加工、UV カット加工、

消臭加工など行っている。今後差別化において、機

能加工はますます重要になってくると予想され、現在

当社で力を入れている分野の一つである。 

 また経験と知見を活かし、薬品だけに頼ることなく、

加工温度や工程内での性量を操ることで、柔らかな

風合や腰のある風合をつくりだすことも行っており、好

評を得ている。 

  

5. おわりに 

 当社は過去、大規模な設備投資の直後にオイルシ

ョックに見舞われ、倒産寸前までおちいった経験があ

り、以後大規模投資が必要な全く新しい加工には手

を出さず、起毛技術の向上、及びその周辺技術開発

に専念してきた。 

守りの社風には賛否あろうが、オイルショック以降、

堅実に無借金経営を続けることで、バブル崩壊や氷

河期、リーマンショックなどの苦難を乗り越えることが

できたのも事実である。 

 そのほか、県民性もあるかもしれないが、愚直に丁

寧なモノづくりを貫いてきたことで、顧客の信頼を得る

ことができ、結果支えて頂いたり、育てて頂けたと感じ

ている。 

 近年はベテランの退職に伴う技術継承問題や慢性

的な人手不足に加え、起毛品は嵩があるため、染色

ロットを大きくできないという当社特有の問題もあり、

思うように仕事を進めるのが困難な状況である。 

今後日本で染色工場として生き残っていくには、海

外生産では出来ない国内生産ならではの強み、短納

期、小ロット多品種に加え、環境対応、そしてなにより

独自技術がますます重要となってくる。 

当社は、これまで培ってきた起毛技術や染色技術、

その周辺技術を継承進化させ、起毛オンリーワン企

業を今後も目指してゆく。 
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