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1 はじめに

本稿は、筆者の商都大阪の中小アパレル企業史研究の一環として、大阪の中小羅紗製品・紳

士既製服企業史を論じる。1950年代の文献（呉羽紡績株式会社調査室編，1957,3頁）によれ

ば、当時の日本の主要な既製服生産地は、紳士服と幼児・子供服に特徴がある大阪、婦人服に

特徴がある東京、学校服・制服に特徴がある岡山県であった。1960年代後半以降、大阪でも

婦人既製服生産が急拡大するが、それまでは紳士既製服生産の方が多かった。それゆえ、本稿

では大阪の紳士既製服の流通と生産について論じる。その際、大阪の「流通業ともの作り」の

視点から問屋と百貨店の役割に注目したい。

本稿で問屋を取り上げる理由として、それが大阪経済の特徴であったからだけでなく1）、以

下のような問題意識がある。現在、製造企業は企画と販売を重視して、その程度はざまざまで

あるが、生産を社外に依存している。小売企業は仕入販売に加えて企画機能を取り込み、生産

では社外機能を活用している。いずれも、企画は内部化し、生産は外部化している。こうした

企業のあり方は、問屋のうち、一次問屋ないし企画問屋そのものである。需要が多様で生産が

少量かつ頻繁に変化する局面では社内に製造設備を有するリスクは高い。既製服には、紳士既

製服のように問屋業でメーカー機能を内部化する企業群と婦人服のように企画機能を重視して

生産は外部依存する企業群があった。問屋を前近代的と決めてかかるのではなく2）、ピオリ＆

セーブル（1993）以来の大量生産・大量販売の見直しとイタリア中小企業への高い評価、そし

て電子・ITC機器産業における受託生産企業の拡大、地域再生の担い手としての自立した中
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小企業のネットワークの必要性等を斟酌してみると問屋業について一度再検討してみる価値が

あろう。

以下で先行研究と本稿との位置関係を明らかにしておこう。

①日本のアパレル産業について最近のまとまった研究として鍜島（2006）と木下（2011）が

ある。鍜島（2006）は、服種（紳士服・婦人服・シャツ・ニット・コート）の視点と有力アパ

レル企業の生産・流通の視点から、製造卸を担い手として1970年前後に日本でアパレル産業

が成立したことを明らかにした。限られてはいるが、東京を中心に地域間比較の視点も入って

いる。今日、日本のアパレル企業が直面している課題を考慮すると、本稿のように2000年代

初めまでの時期を念頭に置きつつ、中小企業と創造性を育くむ都市の視点からのアパレル産業

の分析と評価が必要であろう。

マーケティング史の視点から日本のアパレル産業研究を先導してきた木下明浩氏の木下

（2011）は1980年代までを念頭にブランド構築と小売機能の包摂の視点から、やはり有力ない

し大手アパレル企業を対象に検討している。また全国展開が要点の1つであった。これに対し

て本稿では中小・中堅アパレル企業と大阪という都市を対象にしている。ファッション現象が

都市から産み出されるからであり、衣服ファッション産業の研究は都市をベースに行われるべ

きと考えるからである。

要するに上記の2研究と本稿との相違は、対象時期と対象企業規模の相違、都市強調の相違

である。日本のアパレル産業の現状を理解しようとすれば、こうした視点こそが求められよう。

②大阪の紳士既製服産業については、大阪府立商工経済研究所（後の大阪府立産業開発研究

所、大阪産業経済リサーチセンター）による中小企業研究の一環としての系統的な調査研究が

ある3）。特定時点のアンケート調査を基本とするスポット的調査研究ではあるが、総体として

は一連の系統的研究といえる。また、通時的研究には高橋（1970）があるが、1960年代で終

わっている。本稿はこうした先行研究を参照しつつ、今日までの長期の通時的視点と個別企業

のミクロ視点を取り入れて、大きな方向性を描き出そうとしている所に特徴がある。

本稿では清水貞吉（1887年生～1961年没）が1918年に創業の平野屋羅紗店（後のメルボ紳

士服株式会社、以下メルボ紳士服と略）を経糸に、各期の状況を緯糸にして論じる4）。第2次

大戦後の時期は「安価で豊富な労働力」の所在によって、大きく3期に区分できる。つまり、

自家工場の建設期より以前の時期（第1期）、自家工場の建設と市場の成長拡大の時期（第2

期）、中国縫製の台頭と市場の停滞・縮小の時期（第3期）である。

以下、第2節では戦後を理解するためにも戦前の状況を確認する。第3節では衣料統制解除

後の1950年代（第1期）の特徴を、第4節では60年代（第2期その1）の特徴を検討する。

第5節ではケースとして1960年代から90年代半ばまでのメルボ紳士服を取り上げ（第2期そ

の2）、第6節では新供給ルートである1990年代の中国合弁企業と中国ローカル企業のケース

を検討する（第3期）。第7節では本稿で明らかにした点をまとめる。
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2 戦前の羅紗製品等関連企業と平野屋羅紗店

2.1 戦前大阪の羅紗製品と谷町 大阪市役所産業部編纂（1926）を用いて

表1をみると、1920年代半ばには極めて多様な縫製品が製造・卸小売されていたことが分

かる。これを企業数の多い順に見ると、洋服184、シャツ（襯）80、足袋75、靴下48、子供

服33、肌衣（着）31、羅紗製品29、厚司20であった。ここでの「洋服」分類の中には「羅紗
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表1 大阪の服種別企業数（1925年、卸、小売、製造等を含む）

注）服種の後ろの括弧内の数字は企業数。1つの企業が複数の商品を扱っ
ている場合、重複勘定している。用いた資料は、営業税50円以上納
付の企業のみ掲載のため、零細企業・内職等は除かれている。

出所）大阪市役所産業部編纂（1926）より作成。



製品」が含まれていると思われるので、本稿で扱う「羅紗製品・紳士既製服」は、1920年代

半ばにおいて大阪の主要取扱製品の1つであったと言ってよかろう5）。

以下で大阪市役所産業部編纂（1926）の掲載内容を整理した結果を紹介しよう。対象企業は、

営業税50円以上納付の企業である6）。

2.1.1 毛織物類

「毛織物類」分類をみよう。全体では、182企業のうち55企業（30％）が大阪市東区谷町に

所在していた。

細分類では以下の通り。

「羅紗のみあるいは羅紗が首位の企業」は87企業あったが、56企業が卸のみ、9企業が卸小

売、別の9企業が仲立ち、5企業が製卸、2企業が小売のみであった。6企業がその他であっ

た7）。87企業のうち26企業（30％）が谷町所在であった。また、卸のみの56企業のうち16

（29％）が谷町所在であった。小売のみの企業は西区と谷町以外の東区に所在していた。

「羅紗製品のみあるいは羅紗製品が首位の企業」は23企業あったが、卸のみが21、製卸が1、

卸小売が1であった。23企業のうち17企業（74％）が谷町所在であった。
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表2 谷町所在の羅紗製品あるいは羅紗製品を首位とする17企業について（1925年）

注）金額は1925年度の営業税額。氏名の漢字表記は旧字体を
新字体に変更したケースがある。

出所）大阪市役所産業部編纂（1926）106107頁。



「羅紗縫製品のみあるいは羅紗縫製品が首位の企業」は16企業あったが、卸のみが14、製

卸が1、卸小売が1であった。16企業のうち10企業（63％）が谷町所在であった。

以上から羅紗製品、羅紗縫製品は谷町に集中していたことが分かる。しかも上記3細分類の

谷町所在の53企業は仲立の2企業のほかはすべて卸に関わっていた8）。このうち、谷町所在

の「羅紗製品のみあるいは羅紗製品が首位の企業」である17企業をみると表2のように営業

税額も大きく、仕向け地は海外市場を含め広範囲であった9）。

2.1.2 新古洋服及同生地

「新古洋服及同生地」分類をみよう。全体では224企業で、そのうち谷町所在企業は43企業

（19％）であった。この43企業中、卸が23、卸小が10、製卸が5であった。やはりここでも

谷町には卸関連企業が集中していた。谷町で卸のみを営む23企業は表3のようである。仕向

先は海外を含め広範囲である。子供服、子供服他では海外展開が目立っている。

大阪の中小羅紗製品・紳士既製服企業史（富澤） 5

表3 谷町で卸のみを営む主な23企業のデータ（「新古洋服及同生地」分類より）

注）軍払下古被服は陸海軍諸官衙払下古被服の略。マッチは魔法燐寸の略。
旧字を新字に変更したケースがある。

出所）大阪市役所産業部編纂（1926）134140頁より作成。



洋服のみの企業97中、小売のみの企業は61（63％）であったが、地域分布としては北区

（6企業）、此花区（7企業）、東区（12企業、うち谷町所在はゼロ）、西区（14企業）、港区（6

企業）、南区（13企業）に分散していた。他方、洋服のみで卸のみの企業は9であったが、そ

のうち8企業が谷町所在であった。

子（小）供服、子（小）供服他の企業で卸を営む企業は9であったが、そのうち6企業が谷

町所在であった。

谷町には卸を営む企業が集中していた。仕向け地は海外を含め広範囲であった。また、大阪

に限っても多数の小規模小売店で羅紗製品・洋服が売られていたことが分かる。昭和初期の毛

織物の流通機構は図1のようである。これには表2、表3を踏まえると既製服の海外植民地へ

の販売を追記すべきであろう。次項では図1にも登場する百貨店での洋服（紳士服）の扱いを

見よう。

2.2 戦前の百貨店洋服（紳士服）事業と平野屋羅紗店

日露戦争後、洋服は社交用から日常用へと大きく変化した。1906年に認可された、大阪市

域を対象とする大阪商工同業組合の設立認可申請書に記載された組合員（予定者）の内訳は、

洋服販売業104名、洋服製造販売業96名、洋服縫製業（被服請負業を含む）108名であった

（ここでの名とは組合員数のこと）。1905年度の洋服販売の部では9万6150着、120万1875円、

洋服製造販売の部では2万4350着、30万4375円、洋服裁縫の部では51万7000着、56万

8700円であった。これら3つの部の販路及び仕向け地では、関西地方が約45％、関東地方が

約1割、台湾が約1割、韓国・支那・ウラジオストク・海外移民の需要等への輸出が約35％

であった。また、1902年の職工人員は男工1350人、女工980人、徒弟1040人であったが、

1907年以降職工養成としては親方からの技能伝授 10）に加えて、裁断・縫製に関する教育機関
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図1 昭和初期の毛織物流通機構

注）資料を参考にしながらもかなり簡略化した。百貨店が切売商、洋服
仕立商を兼ねるウエイトが大きくなっている。

出所）高橋久一（1970）100104頁。



が開設された。大阪では、「洋服裁縫技芸会」「関西洋服裁縫学校」が有名であり、1911年には

米国洋服学校が設立された（大阪洋服商同業組合編,1930,186,278,286,287頁）。洋服をめ

ぐる状況は大きく変わりつつあったが、他方で百貨店が1910年前後から店舗の洋風化で、少し

後には店舗の6ないし7階建ての高層化で先導した。以下に見るように、三越呉服店大阪店が

他をリードしていたが、他の百貨店でも洋服販売が行われていた。在阪百貨店の大正14（1925）

年度の営業税額をみると、㈱三越呉服店大阪支店は6万1354円、㈱大丸呉服店は3万1417

円、㈱高島屋呉服店は1万6089円であった11）。三越呉服店の大阪支店が突出していた。

2.2.1 三越呉服店大阪支店の場合

三越全体で見ると1906年の洋服部の再開と同時にイギリス人を雇用して紳士服の調製が始

まった（富澤,2013,161頁の表5 2参照）。1908年の西洋風ルネサンス式3階建ての新建築

によって百貨店化の一歩を記した。1925年にもイギリス人裁断師を迎え、約2年間技術指導

を受けている。

1904年12月20日に閉鎖された大阪支店は07年5月1日に再開され、11年10月1日木造

2階建て洋館が開店し、16年には裁縫工場のために大阪市内の南玉造町で土地を買収した。

1917年10月1日鉄筋コンクリート地下1階、地上7階ルネッサンス式建物の新館が開店し、

洋服部、食料部、茶部、鰹節部を新設した（株式会社三越,1990,43,48,57,69,70頁）。

第1次大戦中の好況により、「文化住宅」「文化食」「文化服」などの洋装中心生活が始めら

れ、洋服需要が激増した（大阪洋服商同業組合編,1930,191頁）。1918年5月に創業した平

野屋羅紗店は、同年末には大阪支店と取引を始めている（メルボ紳士服,1970,年譜,3頁）。

清水貞吉は、「当時の有名な百貨店は自店製品を販売しておられた」と当時を述懐した（メル

ボ紳士服,1970,82頁）。

2.2.2 大丸呉服店の場合

「1913年5月には木造洋館の新館が落成した。陳列式で洋品、雑貨、化粧品を置き、南側の

座売りは呉服、裂地、男子洋服で、1ヵ月10万円年間100万円ほどの売上げであった」（大丸

250年史編集委員会編,1967,312頁）。1913年夏の商品値段表では、ホワイトシャツ1円80

銭～3円、ネクタイ60銭～3円であった（大丸250年史編集委員会編,1967,284頁）。1918

年心斎橋筋店舗が木造洋風化、1922年6階建てビルへの改築と続いた。

2.2.3 高島屋呉服店の場合

早くも1907年に京都たかしま屋呉服店飯田新七大阪支店が2階建ての洋風店舗化し、1922

年10月1日、高島屋呉服店初の近代店舗である堺筋に面した長堀店が開店した。地下1階、

地上7階建て、鉄筋コンクリート造りであった。営業部は呉服、洋服、雑貨、美術、日用品、

大阪の中小羅紗製品・紳士既製服企業史（富澤） 7



食料品、食堂、外商、装飾、通販、支那の11部門から構成された。売り場構成は、地階が食

料品、1階が雑貨・化粧品、2階が実用呉服、3階が高級呉服、4階が雑貨・貴金属・装身具、

5階が洋服・家具装飾品、6階が催し場・文具・雑貨・美術品、7階が日用品・大食堂、屋上

が演芸場・遊技場であった（髙島屋150年史編纂委員会編,1982,9899頁）。

2.2.4 十合呉服店の場合

十合秀太郎が、誂え紳士服の十合洋服店を1906年に大阪市内の坐摩神社南隣に創業した。

1910年には十合呉服店の真向かいに店舗を構えた。秀太郎は1915年4月から1918年4月ま

で大阪洋服商工同業組合長を務めている。1923年に十合洋服店は、㈱十合呉服店に吸収され

て、大阪本店内に移り、同店の洋服部となった。営業方針は、高級品主力から大衆化が進めら

れ、イージーオーダー方式が採用された（高橋,1970,87頁；大阪洋服商同業組合編,1930,

364頁；株式会社そごう社長室弘報室編,1969,136,137,186,187頁）。

2.2.5 いとう呉服店（後の松坂屋）の場合

いとう呉服店は1909年に大阪支店を閉鎖していたが、23年に大阪に再進出し、28年には大

阪店のルネサンス式新館の第一期工事が竣工した。洋服部の新設は名古屋本店が1914年、東

京店が15年であり、大阪店では23年の開店当初から洋服・トンビ類売場が開設された。平野

屋羅紗店は、1918年末には名古屋本店と取引を始めている（高橋,1970,88頁；メルボ紳士

服,1970,年譜,3頁；60年史編集委員会,1971,41,55,62頁）。

以上のいくつかの例から1910年代半ば頃には百貨店は洋服を取扱商品の中に明確に位置付

けていた事が分かる。太田（1981）によれば、これより少し前の1910年頃に羅紗既製服の問

屋制家内工業がほぼ確立した（1頁）。

2.2.6 第1次大戦後及び関東大震災直後の状況

平野屋羅紗店の例を見よう（図 2）。1920年頃には取引先としては三越、いとう呉服店に玉

屋（北九州）、山形屋（鹿児島）などが加わり、商品もラシャ地、和装用既製服（トンビ、オー

バー、婦人コートなど）、背広に拡大していた（メルボ紳士服,1970,20頁）。

1923年9月1日に発生した関東大震災後、洋服が普及し、いとう呉服店の上野店からオー

バ・背広などの注文が殺到、東京進出の契機となった。三越本店からも注文があり、「背広、

オーバー、チョッキなんでも送れば売れるといった時代であった」（メルボ紳士服,1970,21,

22頁）。ほぼこの時期の状況が2.1で紹介した大阪市役所産業部編纂（1926）に反映されてい

るといえよう。平野屋羅紗店（表2では清水貞吉）の仕向先は「内地・満鮮」であった。

1920年代後半には英国ロンドン模倣のモダンボーイの背広姿があり、洋服を安く着たいと
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の社会の要求もあった。電気の普及はアイロン・ミシンの能率向上につながった（大阪洋服商

同業組合編,1930,195,197頁）。

不況の底であった1930年以降、大阪市の経済は拡大した。1930～37年の拡大を示している

表4より、「裁縫品」とその内訳である「洋服及外套類」「其他」の拡大を見ることができる。

1937年の「和服」と「洋服及外套類」を比べると生産額と加工料及修理料の双方で「洋服及

外套類」が大きい。1930年代の大阪の重工業化によって労働者数は増加し、それに伴いワー

キングウエアなどの被服・制服消費も拡大したと考えられる。1937年の主要事業所別工場状

況（ただし、使用職工5人以上の工場）の1工場平均常時使用職工数をみると、綿糸835人、

綿織物364人、毛織物及毛交織物135人に対し、莫大小製品10人、縫製業9人と縫製業の零

細性が窺える（『第36回（昭和12年）大阪市統計書』421,451頁）。
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図2 平野屋羅紗店初期の取引関係

注）仕入先としては、芝川商店の他に越田商店、辻久、藤井善商店、神戸の商社デ
ラカンプなど。

出所）メルボ紳士服（1970）1620頁を参照して作図した。

表4 大阪市の工業生産額等（総計と品目別、単位は万円）

注）千円を四捨五入した。生産額には、加工料及修理料は含まない。
出所）『第29回（1930年）大阪市統計書』（大阪市役所、1931年）4 46,4 47,4 48,

468,469,471頁。
『第36回（1937年）大阪市統計書』（大阪市役所、1939年）4 262,4 266,4
283頁。



大阪府立商工経済研究所が大阪紳士服工業組合員180企業（1968年現在）向けに行ったア

ンケート調査の回答企業61社の創業年をみると、昭和初期が創業ブームであったことが分か

る。回答61企業の創業年の内訳は、明治期は3社（4.9％）、大正期は5（8.2％）、昭和1 10

年は14（23.0％）、昭和1120年は7（11.5％）、昭和2130年は18（29.5）、昭和3135年は

7（11.5％）、昭和36 40年は6（9.8％）、昭和41年以降は1（1.6％）であった（大阪府立商

工経済研究所,1970,50頁）。戦後直後の10年間が3割と最も多いが、戦前の昭和の最初の

10年間は高度成長期の昭和30年代とほぼ同じ創業数であることが窺える。

こうした状況を生活レベルで示している業種別物品販売業者数を表5で見ると、個人営業者

数では、「呉服太物」と「洋服類」はほぼ同じ業者数である。「羅紗洋服地」「洋服類」「古着類」

「其他の被服類」の合計は3,418であり、「白米」業者数とほぼ同数である。

2.2.7 戦時及び戦後直後の統制期

1937年頃まで大阪における既製服需要は内需に加え、ことに満州・朝鮮への輸出も急増し

た。大阪羅紗および既製服商は1931年の満州事変の前後から満鮮視察や見本市に参加してい

た。1934年の第5回満州見本市（大連・奉天開催）では、洋服・附属品は、他商品を圧倒し

ていた。担い手の中心は大阪商人であり、羅紗商・既製品卸商の大陸進出は満州事変を契機に

顕著であった。戦前の谷町の最盛期は1938、39年であり12）、40年頃より公定価格など統制が

強化され、42年の戦時統制に谷町の既製服業界も吸収されていった（高橋,1970,132,134,

135頁）。

こうした時期に清水貞吉が就任した業界団体の役職をみると既成服工業組合よりも羅紗切売

商業組合を代表する立場にあったことが分かる。つまり、清水貞吉は、1932年切売商の任意

組合である西日本羅紗商同盟会の理事長に就任、33年大阪羅紗卸商業組合、38年大阪羅紗毛

織物卸商業組合、38年大阪羅紗毛織物商業組合の各理事に就任し、39年大阪羅紗毛織物切売
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表5 大阪市内の業種別物品販売業者数（1938年7月31日）

注）国税営業収益税及府税営業税を納付する個人営業者。
出所）『第36回（1937年）大阪市統計書』（大阪市役所、1939年）550,553頁。



商業組合の理事を経て、41年には大阪羅紗毛織物切売商業組合の理事長に就任し、41年には

西部羅紗切売商業組合の理事長に就任した13）。既製服では1939年大阪既成服卸商業組合の、

40年大阪既成服工業組合の各理事に就任した（メルボ紳士服,1970,119,127頁）。

統制は戦後も続き、1951年になってようやく衣料統制が解除された。

3 1950年代大阪の紳士既製服の流通と生産（第1期）

3.1 戦後の再建と1950年代半ばの業種別在阪企業について

1947年に臨時株主総会で既製服中央第六十五代行株式会社を株式会社平野屋に改称して戦

前の姿に返し、51年2月末には戦中戦後の衣料統制がなくなり、戦前の姿に再建された。売

上高は、1947年度732万円、48年度844万円、49年度6162万円、50年度2億6920万円、51

年度4億971万円、52年度5億6009万円、53年度6億2461万円であった。創業35年を迎え

た1953年当時について社史は以下の様に記した。「当時の年間売上額は6億円で仕入先は芝川

商店、豊田産業、丸紅飯田、竹馬産業、兼松（現兼松江商）、日綿実業などの大手筋の商社が

主であり、販売先も松坂屋、玉屋の全店、三越は大阪、神戸、高松、松山の各店、岡山の天満

屋百貨店および全国の一流註文洋服商であった」（メルボ紳士服,1970,6570,73頁）。
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表6 在阪有力既製服業者の年商別企業数及び年商総計額（1954年度）

注）大阪合同興信所情報（30.9.9）に基く売上高上のランク。年商1億円以上の者。
以下の3つの理由から売上高は1954年度のものと推定した。①原典である大
阪合同興信所情報の年月日、②メルボ紳士服（1970,50頁）で分かる1947年
度から53年度までの平野屋の年度売上高と出典の売上高が一致する年度がな
いこと。但し、52年度の売上高は出典では5.5億円、メルボ紳士服（1970）で
は5.6億円であった。③本文でも触れたが、樫山は1953年頃から拡大したこと。

出所）呉羽紡績株式会社調査室編（1957）50 54頁の第15表 在阪有力既製服業者
一覧表より作成。



1954年度の業種別状況を表6でみよう。男物既製服業者が企業数、売上高合計で他に抜き

ん出ている。これに次ぐのが布帛業者であり、作業服業者、婦人・子供服業者の順となってい

る。当時、紳士服・婦人服は注文仕立服中心であったが、企業経営の視点でみると、平野屋の

ように既製服の製造卸と注文洋服業への服地切売は共存していた。大阪の当時の評価は表7の

通りである。

3.2 問屋制生産

谷町の既製服流通経路は図3に見るようである。既製服問屋は、生地等を仕入れ、加工業者

に縫製を委託し、引き取った既製服は、流通業者や会社工場（大口）を経て、消費者に渡っ

た14）。
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表7 大阪の紳士服、婦人服、子供服の地位（既製服）

出所）呉羽紡績株式会社調査室編（1957）13頁より作成。漢字カタカナ
文を漢字ひらがな文に変更した。

図3 谷町既製服流通経路（1950年代半ば頃）

出所）呉羽紡績株式会社調査室編（1957）41頁。表現は変更した。



仕入れ先は、表8に見るように、大阪の集散地問屋が群を抜いている。表9から仕入れ先の

企業名はおおよそ知ることができる。伊藤忠、丸紅が顔を出している。

販売先は、表10に見るように、地元の大阪が第1位であり、加えて東京・名古屋を除くそ
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表8 大阪の既製服業者の生地仕入先（％、1953年）

出所）呉羽紡績株式会社調査室編
（1957）42頁。

表9 年商1億円以上の在阪有力既製服業者の生地主仕入先（1954年度）

出所）呉羽紡績株式会社調査室編（1957）5054頁。

表10 大阪の既製服業者の販売先（％、1953年）

出所）呉羽紡績株式会社調査室編（1957）44頁。



の他が多い。戦前に見られた海外市場はない。業態別では、百貨店以外の小売商の割合が大き

く、百貨店の割合は小さいが、百貨店への納入業者は一流業者とされていた。

このように仕入れも、生産（縮絨・検反、裁断、縫製そしてこれらを担う労働力）も、販売

先の多くも大阪であった。上記の既製服流通経路は大阪の産業集積でもあった。

3.3 オンワード樫山の紳士既製服事業 15）

樫山純三は、戦後直後の1946年大阪市北区老松町に被服工場を建設し、再建を始めた。戦

前に樫山商店（1927年創業）が営んだ運動服ではなく紳士既製服に注目し、米国の方式を本

から学習（米国とのファーストコンタクト）して従来のすべてひとりで仕上げる「丸持ち」16）

ではなく30工程の分業方式を採用した。衣服統制解除の前年である1950年には米国から紳士

服の完成度と生産性を高めるための2400ポンドの蒸気プレス機「ホフマンプレス」一式 17）と

特殊ミシン10台を導入し、品質を高めるとともに、1953年頃からは下請縫製工場の活用で拡

大し、自社は企画と販売に専念した。1950年代末には紳士既製服業界の最大手になった18）。

販路は百貨店向けであった。1958年には本社を実質的に大阪から東京に移すとともに、59年

婦人服部を設け婦人服事業に本格進出した。同59年に樫山純三社長は初の欧米視察を行い、

ニューヨークの5番街を訪れている（米国とのセカンドコンタクト）。ここでの反応は大阪の

他の紳士既製服問屋とは異なっていた。他の問屋は米国方式を見倣い自家工場の必要性を学習

し、後述のように後にそうした方向（大阪府枚方市長尾谷での大阪既製服団地の建設）に動く

が、樫山は日本では米国式の大量生産方式の導入は適さないと判断し、資金を縫製設備ではな

く企画力の強化に投下した19）。これが樫山が総合衣料メーカーに成長する要因の1つであっ

たと思われる。

3.4 ㈱大丸の先駆的対応とそれを支えた谷町の企業

1959年秋、大丸は、紳士既製服の自社ブランド「トロージャン」を発売した。従来の紳士

既製服の欠点を克服するために、当時在米50年の「洋服のエキスパート」奈古済一（なこ・

せいいち）を招き研究した成果であった。新しい型紙と縫製工程（アメリカン・システム）を

導入し、プレス機で仕上げを行ない、着心地のよい既製服を完成させた（大丸250年史編集委

員会編,1967,536頁）。奈古は1958年から約 1年間技術指導を行った20）。大丸・松坂屋の関

係ウェブサイトでは「当時最新鋭の約 20種類のプレスマシンを導入」としているが、これは

後出の㈱勝根又が設置したホフマンプレス機22台のことと推測できる。ちなみに三越は少し

遅れ1962年に紳士既製服の自社ブランド「レオドール」を発売、松坂屋も同年メルボ紳士服

と共同開発のオリジナルブランド「ドレッセル」を発売した。大丸の米国からの紳士既製服生

産技術の導入は先駆的であった。

トロージャンの生産は㈱ 勝根又、後の大賀 ㈱が担当した21）。勝根又商店は1919年創業で
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あり、1925年の営業税額は346円で、谷町に所在する卸で販路は内地であった。1954年度の

年売上高は2億85百万円であり、同年度の売上げ高1億円以上の在阪男物既製服業者34企業

中第13位であった。ちなみに樫山が第1位、平野屋は第5位であった。大阪既製服団地にも

進出し、1968年現在で702人の従業員を抱え、最大であった（大阪府立商工経済研究所,1972,

258頁）。メルボ紳士服工業は473人の従業員数で、第3位の規模であった。

4 1960年代大阪の紳士既製服の流通と生産（第2期その1）

4.1 問屋制生産から自家工場生産へ

労働力不足が深刻になり22）、紳士既製服問屋の上層は1960年代前半から自家工場を建設し

始めた（図4）23）。自家工場は1960年代後半以降、大阪府内から府外へと展開した。下請縫製

工場も同様の動きを見せた。その延長線上で後述の通り1990年代から中国縫製が始まる。こ

うしたメーカー機能の取り込みの過程は、設備の近代化、大阪市内から市外への移転である大

阪既製服団地の建設 24）、米国からの既製服技術の導入、問屋系列化の過程でもあった。その

結果、大阪の紳士既製服の質は高く、東京市場でも高級な既製服は大阪製品といわれ、人気を

集めていた25）。販路としては、布帛製品とは異なり輸出は少なく内需中心であった26）。

以下で技術導入と系列化について補足しておこう。

大阪の中小羅紗製品・紳士既製服企業史（富澤） 15

図4 既製服業界の仕入、販売機構（1962年調査）

注）内容を変更せず、表記と図表現を変更した。図は名古屋地区
の調査に基づいて作られたが、参照資料の「まえがき」（5
7頁）を読むと、当時の日本の毛織物の流通構造のうちの既
製服ルートを表していると理解してもよいことが分かる。

出所）大阪府立商工経済研究所編（1964）41頁。



4.2 米国からの既製服技術の導入

「海外技術導入各社一覧表」（大阪府立商工経済研究所,1972,161頁；日本繊維協議会編,

1969,238頁）によれば、22の国別提携先のうち、米国が14、フランスが3、イタリアが2、

ドイツ、イギリス、他1国が各1であり、米国からの技術導入が突出していた。紳士服の伝統

を有するイギリスは1件のみであった。指向がイギリスのイージーオーダー技術ではなく米国

の既製服技術にあったことは明らかである。この22のケースで最も早かったのが、1959年の

東洋レーヨンと既述の大丸のケースであった27）。

4.3 1960年代半ば以降の商社による系列化

紳士服では、伊藤忠商事と光洋被服・メルボ紳士服、三井物産とエフワン、三菱商事と大賀、

丸紅飯田と丸善衣料の系列関係に加えて、1971年には北川慶㈱が住友商事㈱の系列に加わ

り、大手総合商社の系列関係が出そろった（『大阪経済年鑑』1972年版,545頁）。商社は人手

不足によって縫製工場を確保できなくなっており、生地の販路が不安定化することを避けるた

めに、生地の売り先である紳士既製服企業の系列化に進んだ。また、商社自ら拡大しつつあっ

た紳士既製服事業に進出しつつあったが、同事業の特性により、既存の製造卸企業や縫製企業

に頼ることとなった。他方、紳士既製服企業にとっては商社の資金力に頼ることで事業の拡張

がより自由になった（大阪府立商工経済研究所,1972,169,191頁）。

4.4 主要組合の特徴と大阪の紳士既製服業界の特徴

1960年代の大阪の紳士既製服業界の特徴は、大阪府立商工経済研究所（1970）によって以

下のように6点に整理されている（39頁）。①最大の産地、②スーツ（背広上下服）の割合が

高くファッション性も高い、③規模の大きな企業が多い、④自家工場所有が一番高い、⑤高級

品の生産割合が高い、⑥大規模企業の百貨店向け販売割合が高い、である。1968年には大阪
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表11 主要4紳士服組合（昭和43年）

注）年間総販売高は億円単位。合計は4組合の他新潟既、石川既、京都既を含めた
合計。

出所）日本繊維協議会編（1969）240241頁より作成。



の背広生産額は、全国の53.3％を占めた（大阪府立商工経済研究所,1970,73頁）。

1968年時点での主要4産地の販路上の特徴を見ておこう（表11）。大阪は、最大の産地であ

ること、百貨店の比率が高く量販店の比率が低い。輸出も他と比べると高い。東京は、月賦店

の割合が高いこと、百貨店の比率も大阪ほどではないが、高い。戦後の生産地である岐阜の特

徴は百貨店・月賦店の割合が低く、仲間卸の割合が高い。名古屋は一般小売店の割合が高く、

大阪・東京と比べると百貨店の割合が低い。

5 1960年代から90年代半ばまでのメルボ紳士服（第2期その2）

紳士既製服問屋の動向については、上述した通りであるが、それらの特徴を体現した企業、

生産革新主導型企業であるメルボ紳士服を取り上げて、1990年代半ばまでの時期をみよう28）。

1960年代の大阪の紳士既製服産業の変化を扱った大阪府立商工経済研究所（1970,106頁）

（1972,156,161,162,165,167,170,175,191頁）ではメルボ紳士服が幾度も紹介されてい

た。同社は当該研究が注目する企業であったことが窺える。

5.1 学習過程

メルボ紳士服では、1918年の平野屋羅紗店創業から1964年まで縫製の一部とプレス仕上げ

を除き生産をすべて下請けで賄ってきたが29）、1964年以降5自家工場を建設し（表 12）、自

家生産体制を作りあげた30）。準備は周到であり、1960年にはステレオ研究室を設置して型紙

と縫製の研究を始め、1962年9月から1年間ニューヨーク市マンハッタンにある州立のFIT

（ファッション・インスティテュート・オブ・テクノロジー）に関係者（後に取締役就任）を

派遣して紳士既製服について学習させた。

同社は自家生産によって、過去の経緯に縛られることなく、2つの新しい試みを導入できた。

1つが1962年に始まったIBM社のパンチカードシステム導入、1966年のIBM360/20での

OCR使用による経営システム化であり、マーケティング情報システム、経営情報システムを

経て31）、1982年以降メルボ・マーチャンダイジング・インフォメーション・システム（MMIS）
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表12 工場建設年表

出所）メルボ紳士服（1970）；メルボ紳士服株式会社のウエブサイト（2016年11月
3日閲覧）より。



が全社システムとして企画・販売・調達・生産管理を担った（図 5）。もう1つが工場工程管

理システムで、進捗管理や出来高管理に関わるIE手法の学習であった。後者に関わって、科

学的管理・平準化・時間研究などの米国の既製服製造技術を導入した。しかし、この過程で米

国人技術者（ポール・グラフ 32））とズレが出てきた。米国からの導入技術は、既製服の技術

であった。これに対してメルボ紳士服は、1950年代後半初め頃からイージーオーダー（以下

EOと略）を手がけており、1964年に枚方市内の大阪既製服団地に大阪工場が竣工する頃には、

約20％がEOの仕事であった。当然、既製服（レディーメイド、以下RMと略）とEOとの

関係が問題になり、メルボ紳士服は2ラインにすると効率が悪いので、RMとEOを同一ライ

ンで行うよう米国人技術者に検討させたが、拒否された（既製服技術者の限界）。結局、同社

は、鉄道で同一軌道上を特急列車と普通列車が走行し、特急列車の接近時には普通列車が側線

に待避していることをヒントに、RM（白のバスケットに4、5着分の材料・素材を入れた）

とEO（赤のバスケットに１着分の材料・素材を入れた）を同一ラインで混流生産した（第1

の創意工夫）33）。作業者はEOバスケットがくると作業変更しなければならないが、効率上

2ラインつくる余裕がないため不可避であった。これは、アメリカ型のRMとイギリス型の

EOのハイブリッドと言えた。

「創業以来一貫して百貨店に力を注いで今日に至っている」（メルボ紳士服,1970,200頁）。

1970年の取引先は20百貨店46店舗であり、三越10店舗、松坂屋と玉屋が各5店舗、山形屋

と天満屋が各4店舗、そごう・ちまきや・一畑が各2店舗、その他各1店舗となっている。地

域は全国に及び中国と九州が各10店舗、関東が9店舗、京阪地区が8店舗、東北と四国が各

3店舗、東海が2店舗、北海道1店舗となっていた（メルボ紳士服,1970,203206頁）。
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図5 RMOSにおける物と情報の流れ

注）図 5には顧客からの受注により始動するプロセスと本社事業部各ブラン
ド担当から始動する企画計画のプロセスが描かれている。

出所）インタビューデータをもとに筆者作成。



5.2 課題発生と対応

1970年代半ばが大きな曲がり角になる。その直前にインフレのなかで高価なものが売れた。

百貨店、専門店が売り場面積を拡大し、これに乗って増産したが、結局1975年頃から不況に

なり既製品の返品在庫の山ができた。当時は既製服は作り溜めし売れ残りは返品された。この

返品「在庫につぶされるかもしれない」という危機意識があった（1978年）。

その結果、1978年にメルボアポロ計画が始まった34）。在庫につぶされないように生産期間

（当時、裁断から検品までRMで15～20日、EOで6～7日を要した）を短縮して在庫を減ら

すべく、同社は生産日数の短縮という目標を達成するために2年に1日短縮して、10年で

5日短縮しようとした。結果的に在庫は3分の1まで減り、生産日数が6日から2日まで短縮

した（1990年代半ば時点では、素材が変わり3日を要した）。この短縮過程で、ミシンの回転

数を毎分6,000回転から3,000ないし4,000回転まで落とし、アタッチメントを用いて作業者

を機械に手を添える動作から解放し、機械が自動加工している間、別の作業に従事できるよう

にした。この作業の統合化、作業者にとっては多能工化と1976年に始まった素材の自動搬送

によって日数の短縮が実現した。

その際、以前のようにEOを1点流し、RMを数点流しのままでは納期管理が難しくなるの

で、RMもEOもすべて1点流し生産に変更した（第2の創意工夫）。この切り替えに2年要

した（1981年）。オンライン工程管理用にIBM8100が導入された。1点流しをするとパター

ン（型紙）作成が大変だが、これをクリアするコンピュータソフトであるMAPS（メルボ・

オートマチック・プロッティング・システム）が日本IBMとの協力によって1977年にすで

に完成していた。これはEOの型取りの必要から求められていた35）。普通は、CADを使って

グレーディング（パターンの拡大縮小）をするが、MAPSは方程式であり数値を入力すると

パターンが出てくる。これが、メルボ紳士服工業㈱の本部（デザイン課）にあり、ここで型

紙が作られて、各工場に渡された。1990年代半ば現在、MAPSは各工場のCADに入ってい

た。

RMも2日で1点流しをするから、EOとは異なるが一定の補正をしても良かろうというこ

とになった。ここで1981年RMOS（レディーメイド・オーダー・システム）によるRMの

注文化（オーダー化）、すなわちRMとEOの中間の服が生まれた36）。RMの価格水準でEO

の良さを取り入れた紳士服である（第3の創意工夫）。

これが、ブランドライセンス戦略展開に結びついた。1982年ジバンシー、83年ギーブズ＆

ホークス、86年トラサルディーを導入し、RMOS上で展開し、EOでは84年にニナリッチ・

オムクチュール、ルウォモ・ヴォーグ、90年ドーメル・オブ・ロンドンを発売した。これら

は、日本人の体型に合わないので、ブランド導入には細工のできるシステムが必要であった。

以上の結果、工場では、EOプラスRMOSプラスRMの混流生産が行われた。ここで重要

なことは初秋から受注が増え出すEO、RMOSとこれらの受注が少なくなる時期でのRM生
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産が組み合わされて年間を通して生産の平準化が可能になったということである。つまり、受

注生産と見込生産とのミックスの重要性である。もう1つの生産の平準化手法としては、工場

レベルでは準備から製品発送まで5日でできたが、顧客との関係では受注から納品まで2週間

取ることによって、生産着手日に幅をもたせて既存の生産能力で対応した。繁忙期（3月半ば

から6月半ば、9月半ばから12月）にはすべて受注品生産になるが、これ以外の時期は既製

品（備蓄生産品）を投入してフル稼働を維持していた。年間では受注品（EO、RMOS）75％、

既製品25％であった（1990年代半ばの国内の直営工場では）。

1983年に日本経済新聞社から滋賀工場が全国先端事業所100選のうちファクトリー・オー

トメーション部門50工場の1つとして表彰された。表彰の対象は、情報化というとCAD・

CAMを連想しがちだが、そうではなく、工場全体がコンピュータ（IBM8100）によってシス

テム管理されている点が評価された。

アパレル産業では、CADはパターンのグレーディングで、CAMは自動裁断であるが、こ

れらを導入したのは1984年になってからであった（滋賀工場）。この時点からCAD・CAM

がそれまでのシステム上で稼働し（柄物は依然手裁断である）、これにより1990年代半ば現在

の姿が完成した。

5.3 到達点と新たな課題

1人1日当たり同一服では3～5着できるが、1点流しでは1着であった。にもかかわらず、

メルボ紳士服工業が1点流しをできたのは、中高級紳士服を生産していたことによる。小売価

格（1996年7月現在）をみるとよく売れる自社ブランドのメルボ・シンプソンは8～13万円、

ジバンシーは10～23万円、トラサルディーは8.5～15万円であり、EOのボリュームゾーンが

9万円前後であった。高コストを価格に転嫁できるメカニズムを有する企業だからできた。そ

れでもフル稼働が必須であった。ロードサイド店で売られる紳士用スーツは、一時期1万円台

の後半であった。1990年代半ば現在、2万円台後半から3万円台の製品になっていたがこれで

は1点流しは難しいのである。

生産時間短縮の過程で作業の統合が行われ、同時に多能工化が行われたことは、上述の通り

だが、1990年代半ば時点では一層の多能工化・ローテーションはしていなかった。理由は、

作業者が一度覚えた作業から新たに最初から覚え直す作業に替わりたがらないからであった。

新人は2週間の訓練でラインに就けたが（但し、補助者付き）、戦力になるには3ヵ月かかっ

た。リリーフ要員を上着で4人、ズボンで2人配置しており、この場合1人で10～15工程で

きるが、専業者より能率は低い。ちなみに、上着で65工程（検査を含む）、ズボンで20工程

あった。

JANコードでEDIを標準化して、パイプラインを太く短くするクイック・レスポンス・シ

ステム（QRS）については、メルボ紳士服にとって主力である受注生産を前提にする限りあ
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まりメリットがなかった37）。さらに、製品は中高級品であり量はでないし、短納期化はすで

に1981年から実施していた。手で計算すれば済んだし、バーコードは製品に付いていたが、

まだ読み取り機を入れ利用するところまでは行っていなかった。原反調達面では、原反を切ら

さないことが大前提で、2週間体制は原反確保を前提とした短納期化になっていた38）。滋賀工

場では原反備蓄は1300反（フル稼働で約150日分）で、多い物でもシーズンで100反ほどで

あった。反物ができるまで3ヵ月かかるという状況の中で、RMOS、EOでよく売れる反物を

QRSの対象にしようかという段階であった。同社にとって直面する新しい課題は取引問題に

あるのではなく39）、もっと根本的であって、丈夫な縫製を基本にした「鎧作り」とは異なる、

従来にないもの作りをどうするか、着心地よく、美しい服作りを工場生産上でどう実現するか、

であり、このことは、縫製だけでなく素材面でもいえ、これまで評価されてきたメイド・イン・

ジャパンが評価されなくなっており、競争相手としては低コスト国アパレルよりも先進国アパ

レル（イタリア、米国）の方が恐ろしいという認識であった。これはQRSの改善テーマには

入らず、その対応のための仕掛けが40）、意外にも上海進出（次節参照）であった。

5.4 メルボ紳士服の独自性と課題

メルボ紳士服の独自性は、日本的条件下での生産システムの進化にあった。米国より紳士既

製服技術を導入しながらも、混流生産を工夫したり、RMとEOの1点流しを実現した。その

上で既製服の注文服化を意味するRMOSを生み出した。この過程は多能工の養成過程でもあっ

た。米国発の技術を日本的に改良したのであった。課題は、こうした独自性が自社ブランドの

構築に結びつけられなかったことである。フランス、イタリア、イギリスの高級ブランドの導

入に留まってしまった。優れた生産システムが優れた自社ブランド開発に結び付かなかったの

である。

もっと重要な点は紳士既製服市場が拡大し、しかも中高級品が売れるという大前提が満たさ

れ続けるのかという点であった。1990年代以降の需要がそれ以前の趨勢線上にあるのか否か

という点であったが、実際には低価格戦略を掲げる新興プレーヤーの登場によってこの大前提

が崩れたのであった。

6 1990年代以降の新供給ルート 縫製基地としての中国（第3期）

日本の紳士既製服企業には、戦後 2回の転機があった。1つはすでに述べた自家工場の建設

によって生産機能を内部化したことであった。もう1つは1990年代以降の中国縫製と価格破

壊の動きであった。これは家計消費支出の低下と同時進行であり、それまでの市場の拡大期と

はまったく異なる環境のなかで生じた。具体的には、「青山商事とAOKIの大手2社のスーツ

単価は90年代初頭のピーク時には約4万円」であり、その後紳士服チェーンは中国生産を利

用して、9000年代に単価が急激に下がり、「百貨店などのシェアを奪う形で成長を遂げてき
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た」。00年代初頭には紳士服チェーン大手各社が1万円台後半と2万円台後半の「ツープライ

ス業態」を立ち上げた（秦,2014,30頁）。

本節では競争環境の激変である紳士既製服の価格低下を招来した中国生産についてみよう。

6.1では大阪以外の企業と中国のローカル企業について、毛紡績から一貫生産を行った企業と

日本の紳士服専門店チェーンのロードサイド店にOEM供給していた中国ローカル企業を取り

上げる。6.2では大阪の企業について、需要側である百貨店の早期対応の例と供給側である大

阪の中高級紳士服を展開してきた企業を取り上げる。

当時国内生産にこだわっていた花菱縫製株式会社（本社所在地は埼玉県）によれば、「既製

服では、ほとんどのところが高品質・低価格製品を『生産の中国対応』で実現しています。

市場に出ている5万円以下のボリュームゾーンのほとんどは中国製でという状況です」。ま

た、「3から4万円の商品ゾーンでEO／PO対応を行おうとすると、中国に持って行かざる

を得ないのが実情です。……その結果、多くの日本のアパレル企業が既製服とEO服を何ら

かの形で中国生産するようになってきた……オンワード樫山、グッドヒル、メルボ、佐田、

大賀、ダイドーリミテッド等々、多くの企業が中国の生産工場を活用しています」（中小企業

総合事業団繊維ファッション情報センター,2003,104頁）。このうち、ダイドーとメルボのケー

スを以下で紹介する。なお、上記の引用文を含む、花菱縫製に対する事例調査は2002年11月

から03年1月の間に行われた（中小企業総合事業団繊維ファッション情報センター,2003,

86頁）。

6.1 大阪以外の企業と中国のローカル企業

6.1.1 上海同豊毛紡織時装有限公司

1993年12月の会社設立で、工場は上海市松江県（後の松江区）に建設された（表 13）41）。

合弁だが、㈱ダイドーリミテッドの出資比率は89.81％であった。正式開業は1996年5月で、

毛紡織・染色整理、縫製の設備を有する完全一貫工場であった。その期待と意気込みは以下の

董事長（日本人）の挨拶文に窺える。「株式会社ダイドーリミテッドは120年の歴史を有し、

その1世紀を超える歳月の中で蓄積された毛織物と縫製に関する技術の全てを、上海市松江区

工業区に建設した日中合弁・上海同豊毛紡織時装有限公司に移植しました」。

インタビュー時には、日本から20人派遣されていた。コートと背広を作っていたが、ほと

んどが背広であった。背広の生産ラインは高水準で（表 14も参照）42）、中国政府の期待も大

きく、1997年3月には、上海市内の外資企業16,000余りの企業の中から、中国経済に貢献す

る企業として52の重点企業の1つに選ばれた。筆者と一緒に訪問した日本人のユニフォーム

企業の関係者の、衣服を「こんな工場で作ることができたらと思うが、かなり加工賃は高いと

思われる」との指摘が印象的であった。
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6.1.2 寧波雅戈爾英成制服有限公司

2000年に建設された輸出向紳士服生産工場を参観した43）。ミシン縫製工は中卒が多く、平

均年齢26歳、賃金は月1500元であった。これは2005年12月の月平均レートで換算すると月

約2万2000円であった。徹底的な作業の分業化を行い、本縫ミシンはJUKI製で、中間プレ

スを入れ、最終プレスラインにはドイツ製・イタリア製プレスが20台ほど並んでいた。稼働

率は100％以上であった。総経理 44）によれば、OEM生産の限界（薄い利幅）と自社ブランド

の必要性を認識しており、価格競争から品質競争への転換が必要であった。スーツを年70万

着輸出しており、欧米向け56万着、日本向け6万着であった。日本向けは20万着は欲しいと

の事であった。日本向けはほとんどが1つの生地で200着という小ロットで全数検査であり、

米国向けは1つの生地で10万着という大ロットでサンプル検査であった。日本向けにはロー

ドサイドの紳士服専門店チェーン向けの若者対象スーツを生産し、ビニール包装し当該チェー

ンの日本国内の物流センターに向けてハンガー出荷していた。日本での小売価格（上代）は
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表13 上海同豊毛紡織時装有限公司の概要

出所）会社資料。2000年9月26日訪問時に入手。



1万9000円～6万8000円の商品で、メインは2万8000円～4万8000円であった。

6.2 大阪関係の企業

6.2.1 上海高雅服装有限公司

上海市松江県（後の松江区）の上海高雅服装有限公司についてみよう45）。

1991年の設立で、92年8月に操業を開始した。当初の資本金は150万米ドルであり、出資

比率は上海第二毛紡織廠40％、松江県10％、大阪市内に本社がある辰野㈱40％、㈱大丸10％

であった。日本での売値は3万円から4万円の背広を作っていた。製品は辰野経由で大丸に行

き、百貨店ルートを想定した動きとしては早期の対応と言える。設備は辰野が持ち込み、素材・

副資材は第二毛紡製もあったが、ほとんどが辰野経由で日本から持ち込まれた。当初素材の

70％を第二毛紡製とする予定であったが、要求水準に合わず、日本製あるいは発注者が提供す

るように変更した。

当初は月4000着の生産であったが、インタビュー時には月1万着を生産していた。自社ブ
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表14 岡山県アパレル工業組合青年部会上海研修報告書より

出所）2000年9月24日～27日に実施した岡山県アパレル工業組合青年部会上海研
修報告書より。



ランドはなく、90％が日本向けで、辰野から受注していた。広告はしないが、評価は高く、中

国国内からも注文が入っていた。最初26人の研修生を日本へ8ヵ月派遣した。その後は段階

的に日本へ研修に行っている。インタビュー時には従業員は300人で、正規は270人、生産増

の関係でパートが30人であった。熟練者が多く、辰野から2人の日本人技術者が来て指導し

ていた。

手取りは月1000元で、これは2000年9月の月平均レート換算で月約1万2900円であった。

現場のリーダーで賃金の高い人は1700元であった。地元の従業員が中心で、他所からは少な

く、従業員の安定性、生産性はよかった。賃金は出来高制で、基本給（30％）プラス出来高プ

ラス勤続年数の3つの部分からなり、基本給は最低賃金をみたし、出来高は縫製枚数により、

他に特別の工程で技能が高いときには手当が付いた。きちんと仕事をやっていないとまず罰金

となった。

労働時間は週40時間で、繁閑があるし、停電もあるので、同社は年平均で40時間を守った。

昼食は会社負担であり、失業・年金・医療保険は支給額の38％で会社の持ち出しとなり、定

年は女性50歳、男性60歳であり、退職金はなかった。

6.2.2 上海明而達服装有限公司

メルボ紳士服は、1975年に香港に縫製会社（49％出資）を設立した後、海外進出はなかっ

たが、96年の上海進出を95年11月に公表した。これは低価格狙いではなく、人を安く確保

できるので、日本で研修して一定の技能を習得させ、工場生産で手作りの良さを持ったもの、

感性的なもの、味わいのあるものを、人手をふんだんに使って生産するという新しい試みであっ

た46）。ターゲットは、中国の高級品市場であった。

1996年12月19日に上海市内の工場で行ったインタビューの内容は以下の通りである。

当該工場はフランスの服地商 47）、香港系の投資会社、メルボ紳士服、中国国有企業の4者

合弁であり、メルボ紳士服の出資比率は30％であった。メルボ紳士服は生産管理を担当し、

日本人駐在員は工場長1人、上衣・保全担当とズボン・裁断担当のマネジャー2人の計3人で

あった。従業員は183人（現場は160人）で、1996年4月18日に開所した。

工場のレイアウト、設備の搬入・据付、従業員の教育訓練はメルボが担当した。縫製に必要

なゲージ、アタッチメントも日本から持ち込んだ。これまでメルボ紳士服工業に蓄積されてき

た技術ノウハウ・補助器具などが日本から移転された。インタビュー時には中国国内向け注文

は生産の半分であり、キャパを埋めるために日本向けのローコスト品を生産していた。生産は

未完成ながら1点流しで行われており、仕上げプレスに加えて、中間プレスとゲージにより品

質の作り込みが試みられていた。中国国内での受注対応は既述のRMOS48）でなされていた。

作業者は上からの命令はよく聞くが、自分から考えるのは苦手であり、多少厳しく指導する

必要があった。これをしないとすぐに楽な自己流に戻ってしまい、製品の襟、袖、肩が崩れた。
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オペレーターを直接指導監督するリーダー9人は半年間日本で研修を受けていた。リーダー同

士、同じラインのオペレーター同士では人間関係の悪化を恐れて注意し合うことはなかった。

10日間で新人は裁断と縫製をまずまずできるようになり、あとはリーダーの下で習熟するこ

とになったが、3ヵ月間は見習い期間（月賃金は本雇いの1000元の半分）で、能力の劣るも

のは中国人オペレーターから解雇して欲しいとの声が出た。自分の能率に悪影響がでるのを恐

れてのことであった。効率追求よりも良質なものを作る方がよく、これは人の効率よりも布の

節約の方が安くつくからであった。インタビュー時には品質の現状は特に脇のドレープ性の点

で未だしという状況であった。

人手をたっぷり使って中国内販向け高級紳士服のみを作ろうと計画したが、一度建設された

設備を稼働させるために当初予定していなかった日本向けのローコスト品を生産していた。こ

のローコスト品が回り回って親企業の日本向け高価格製品戦略にマイナスの影響を及ぼしたこ

とは見やすい道理と言えよう。

以上の3事例をみると、日本が蓄積してきた生産と管理の到達点を惜しみなく移転し、立ち

上げ時の設備の据え付けから人材の研修と育成に至るまで日本企業は関与した。残りのもう

1つの例では、総経理はアパレル関連の研究で信州大学で博士（工学）号を取得しており、日

本語堪能、日本のアパレル市場を悉知している。日本で蓄積された知識・技術・ノウハウと中

国の低廉労働力、さらに欧米の先端設備が融合する場こそが、中国の生産現場であったと言え

よう。

6.3 消費不況と業態変化による厳しい構造調整とその後

6.1で紹介した上海同豊毛紡織時装の親会社であるダイドーリミテッドは、2004年に㈱オ

ンワード樫山と資本業務提携を結び、2007年には同社の持分法適用会社になった。6.2で紹介

した上海明而達服装の親会社であるメルボ紳士服は2001年11月13日に民事再生法適用を申

請した。メルボ紳士服の場合は、「……ピーク時の91年8月期には174億円の年商を計上して

いた。しかし、消費不振と海外製品との競合などで近年は減収基調を余儀なくされ、94年

8月期以降は大幅赤字を散発、今年本社不動産を売却するなどリストラを進めてきたが、商況

は回復せず、今回の事態に至った」（『日本繊維新聞』2001年11月14日付け）。両者のケース

から中国縫製が万能薬ではなかったことが窺えよう。

他方、中国縫製ではないが、本稿でも登場した三幸衣料、後のトレンザ㈱も2003年8月

26日民事再生法適用を申請した。トレンザの場合は、「百貨店で展開する海外提携ブランドが

多く、高級スーツメーカー路線を推進したが、メンズの商品変化やSPA化する流通変革の対

応に遅れた。……ピーク時の年商は159億円（91年7月期）だったが、以後 100億円を割り、

02年7月期は、47億7800万円に。……オリジナル比率が小さく、重衣料中心からトータル展
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開に乗り出したが、スーツ重点は変わらず、流通諸業態の地盤沈下やまん延した紳士服の不況

と混乱に大きく影響された」（『日本繊維新聞』2003年8月27日付け）。また、EOスーツで日

本国内縫製を続けてきた旧・花菱縫製を継承した㈱第一繊維は2014年3月12日東京地裁に

より特別清算の決定を受けた。

上記の4社はダイドーリミテッドは無論のこと、メルボ紳士服、トレンザ、新・花菱縫製は

いずれも再出発して今日も事業を持続している49）。すぐれた生産システムが厳しい構造調整を

経ても維持され、時代に適合した人と地球環境に優しいビジネスモデルの構築を期待したい。

7 むすび

大阪は「商いの都（商都）」と言われてきた。この商いは背後にもの作りを育てていた。従っ

て大阪は単なる流通都市でも単なる生産都市でもなかった。こうした都市像を「問屋ともの作

り」という視点で具体的に理解するために本稿では、羅紗製品・紳士既製服に焦点を絞って検

討した。合わせて紳士服生産に大きく関わった百貨店も取り上げた。1960年代半ばから70年

代半ばの期間に大阪の既製服生産は紳士服から婦人服へと重心が移動した。それゆえこの重心

移動以前の時期を代表する業種として紳士既製服を位置付けることができる。

百貨店は、三越や大丸に見たように自ら欧米から技術を導入することで生産と製品の高水準

を獲得してきた。他方で、紳士既製服問屋は直接のもの作りは下請縫製業に依存しつつ、事業

を拡大してきた（第1期）。戦後の第1の転機として1960年代前半には自家工場を建設して量

産要求に応え、メーカーに転換していった。自家工場はまず大阪府内に設置され、府外へと拡

大した（第2期）。その後自家工場は1990年代には合弁方式で中国に設置されるに至る（第3

期）。一連の立地移動は、「安価で豊富な労働力」をどこで調達するかに依存していた。中国縫

製の活用に至って、最大の課題に直面することになった。課題である価格破壊に追随すれば従

来のビジネスモデルを否定することになるし、対応できなければ競争敗者の運命が待っていた。

高コスト・高価格路線を前提とする百貨店と紳士服メーカーへの打撃は大きかった。調整は、

2000年代に入って企業の大再編 企業再生であれ経営統合であれ という厳しい内容

で行われることになった。

大阪の産業集積論としては本稿は何を示唆しているのであろうか。基本的な問題は、繊維関

連の生産と流通に携わる企業が多数かつ多様に集積していたにも拘わらず、アパレル分野では

世界的な企業を産み出すことができていない、なぜかということである。これに関連して本稿

から言えることは限られるが、米国からの紳士既製服技術の導入にみられたように学習ないし

模倣導入に熱心であり、生産システム上の創意工夫も見られたが、高付加価値戦略を採る場合

には欧米のブランドに頼り、大阪のライフスタイルを踏まえたオリジナリティ追求の観点は指

向されることはなかった50）。なぜこうした行動がなされたのか。それは主要な納入先であっ

た百貨店が欧米高級ブランド指向であったからであり、大阪の紳士既製服メーカーに求めたの
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は品質であって、独自のブランドではなかったからであった。1980年代までは欧米の技術・

ブランドを借用することで市場の拡大に伴って百貨店と二人三脚で紳士既製服企業も成長でき

た。しかし、1990年代以降は市場が縮小し始め、価格体系が大きく下方へとシフトするやビ

ジネスモデルの転換ができない重装備の企業群の淘汰が始まった。

大きな流れで評価すると以下の通りである。組織は戦略に従い、戦略は既知ないし未知の需

要に従うとすれば、需要の変化と戦略の変化との関係は表 15の通りであり、これに適合した

組織が求められている。メルボ紳士服がたどり着いたRMOSは時代が求めるカスタム化戦略

に適合した生産システムと言えるが、充たされるべき必須条件は時代が許容する価格帯上でこ

の生産システムを動かしうる、コスト構造の実現である。これこそが、2000年代初めの厳し

い構造調整の意義であったといえる。

注

1）富澤（2014）を参照。

2）問屋制家内工業も時代が変わればその性格も変わるし、今では問屋制大工業とでも言うべき生産シス

テムも出現している。

3）代表例としては、高度経済成長期の大阪の紳士既製服産業の構造変化を扱った大阪府立商工経済研究

所（1970）（1972）がある。筆者は太田進一氏で、双方あわせて271頁に及ぶ大部で貴重な調査研究で

ある。

4）メルボ紳士服の沿革は次の通り。1918年平野屋羅紗店が創業、35年㈱平野屋羅紗店設立、42年戦時

統制により既製服中央第六十五代行㈱となり、47年㈱平野屋と改称、67年メルボ紳士服㈱に改称、

2001年11月民事再生手続開始申し立て、02年5月民事再生手続の認可決定、05年6月民事再生手続の

終結決定（メルボグループのウエブサイトを2016年12月11日閲覧）。

5）「『大阪地区』は、……発展の歴史的基盤が軍官需に基づく軍服や役人の制服の供給のために足袋屋、

仕立屋、旗幟屋などが兼業から専業に進んで来たものである。事実、大阪に既製服が起った第一歩が、

西南戦役後、軍服の民間払下げの加工から始まったとされている。……日露戦役に大阪陸軍被服支敞か

ら軍需の註文を受けたことによって今日の大阪既製服の地位を築いたものである」（呉羽紡績株式会社

調査室編,1957,3頁、但しカタカナ表現をひらがな表現に変えた）。また、東京と大阪の比較は以下の

通り。「東京の洋服屋は紳士服を中心とし、ラシャを素材とする注文仕立が主流となったが、大阪では
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表15 需要の変化と戦略の変化

出所）筆者作成。



制服から出発して、のちには、既製服がさかんとなり、中心地となった」（中込省三,1982,37頁）。大

阪の素材としては、「制服が中心であるから、服地はラシャにかぎらず、厚地の綿織物も多い」（中込省

三,1982,36頁）とされた。「東京の洋服屋の主流は1ツ物師」となり、「大阪の洋服屋の中心は数物師」

であった（中込省三,1982,36頁）。

6）営業税50円以上納付の企業の規模は不明であるが、大阪市の大正14（1925）年の営業税額別人員を

みると、全体で6万1708人、50円以上は1万3606人（全体の22％）であった（富澤,2014,49頁の

注14）。

7）「卸問」「問」「直輸出入卸」「代理」「輸出入問屋製」「卸仲立」が各1企業であった。

8）谷町に所在した55企業のうち、53企業は本文の通りであるが、残りの2企業も「絨が首位」の卸企

業であった。

9）谷町の既製服製造卸の登場には2つの契機があった。1つは、大口発注者と縫製職人との間を仲立ち

する裁縫請負師（数物師）が現れたこと、もう1つは、払下げ軍服（古服）を扱っていた業者（分捕屋）

が日露戦争後古服が売れなくなり、その過半が新服の生産（ただし外部委託）に関わるようになったこ

とである（高橋久一,1970,19,45頁）。

10）徒弟制度については東京の例ではあるが、柴田（1992）57,58,137,559,560頁を参照。特に559,

560頁には店則の中の年期徒弟に関する規定が紹介されている。

11）富澤（2014）41頁。

12）東京銀座の高級注文服店である米田洋服店の最盛期は1936、37年であった（柴田,1992,393頁）。

13）東京羅紗切売商業組合及び東部羅紗切売商業組合の理事長には銀座の高級注文服店の米田屋商店の柴

田武治が就任した（柴田,1992,374,416頁）。同系列である柴田絨店が1903年に、日光羅紗店が27年

に開設された（柴田,1992,37,190,556頁）。

14）下請工場の具体例は菅原・槻木（1973）で紹介されている。5年で背広一式が縫え、一人前の職人と

見なされた（19,20,80頁）。紳士既製服産業の下請制の昭和30年代、40年代、50年代の変貌につい

ては、太田（1981）がある。

15）本項は、日本経済新聞社編（1981）所収の「私の履歴書 樫山純三」（227309頁）を参照した。

16）「丸仕上げ」とも言われた。

17）日本では当時8ポンドの手アイロンが用いられていた。ホフマンプレス一式の内訳台数であるが、

1959年にメルボプレスがホフマン製プレス機を導入した際は、1セット 14台であった（「最新機械で仕

上げプレス」『繊研新聞』1959年9月2日付け2面）。

18）在阪男物既製服業者では、1954年度にはすでに首位であった（呉羽紡績株式会社調査室編,1957,50

頁）。

19）メルボ紳士服（1970）87頁；日本経済新聞社編（1981）279頁。

20）奈古は、1960年のローマ・オリンピック日本選手団のユニフォーム・デザインを担当した。

21）後年の資料によれば、勝根又のほかに丸善衣料、浅川文、越前屋、三幸衣料が縫製を担当した（日本

繊維協議会編,1969,238頁）。

22）1969年の大阪府の職種別労働力不足率（労働力不足数÷在職技能労働者数）をみると、ミシン縫製工

が46％と最も高かった（大阪府立商工経済研究所,1972,135頁）。

23）当時、紳士既製服業界が抱えていた課題については「通商産業省告示第 215号 既製服製造業の改善

事項要旨」に見ることができる。自家工場の建設指向に対して、昭和50年代にブレーキが掛かったこ

とは太田（1981）が示唆している。

24）大阪府枚方市内にある大阪紳士服団地は 1964年のスタート時に 43工場を数えた（http://www.
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fiveone-m.com/company.html/2016年12月6日閲覧）。

25）『大阪経済年鑑』昭和43年版,532頁。

26）輸出用のズボンや上衣は紳士既製服業界ではなく、輸出縫製品業者が生産していた（大阪府立商工経

済研究所,1972,231頁）。

27）但し、この「海外技術導入各社一覧表」には1957年の三幸衣料と米国ハンプシャー社との技術提携

が掲載されていなかった（大阪府立商工経済研究所,1972,165頁）。

28）1995年9月27日、10月13日、11月29日にインタビューを実施。槻木（1985）では、当事者によっ

てメルボ紳士服の「メルボアポロ計画」、MMIS、インダストリアル・エンジニアリング（IE）の導入

が紹介されている。1994年8月現在のメルボ紳士服は、資本金5.4億円、営業収入125.8億円（1994年

8月期）、従業員484人であった。

29）1959年にホフマンプレス機13台が据え付けられて㈱メルボプレスが設立され、61年にはミシン縫

製部を設けて、ズボンの直営加工部門が加わった（メルボ紳士服株式会社,1970,序,88,89頁）。1959

年の大阪の紳士既製服業界にみるホフマンプレス機の導入台数は、大阪スポンジャー45、三光（三幸が

正しい：富澤補注）衣料27、勝根又22、樫山20、平野屋17、森居新9、光洋被服9、藤原本店9、ニシ

キ8であった（鍜島,2006,132頁,注1；「紳士服もオートメ化 プレス機新増設しきり 在阪既製服

メーカー」『繊研新聞』1959年9月2日付け2面）。尚、メルボプレスは1962年平野屋メルボ工業株式

会社に改称し、67年メルボ紳士服工業株式会社に改称した。

30）会社としては、メルボ紳士服工業株式会社が担当した。当初、大阪府枚方市内の既製服団地に最大手

の外注先に、次いで第2位の外注先に進出するよう要請したが、採算面から断られたためにやむなく自

家製造に切り替えた。

31）菅原・槻木（1973）第6章参照。

32）ポール・グラフはシカゴ市内の既製服メーカーであるクーペン・ハイマー社の技師長を務め、同社退

職後エンジニアリング会社を設立していた（メルボ紳士服株式会社,1970,119120頁）。メルボ紳士服

は1964年4月に同氏を招いた。グラフは、大阪工場、九州工場、静岡工場、滋賀工場のすべての立ち

上げに関わった。

33）この混流生産こそ直営工場の成否のカギであった（槻木,1993,192頁）。

34）同計画は、「自動車産業で確立をみたJITシステムの関西版」とされた「ストックレス生産」から学

習した（槻木,1993,194195頁）。

35）MAPSにより、グレーディングは30日から1.5日へ大幅に短縮され、養成に約10年を要したグレー

ダーの確保問題も解決した（槻木,1985,180頁）。MAPSは実用化には至らなかったが、原型は1969

年には開発されていた（槻木,1985,165頁）。

36）RMOS（レディーメイド・オーダー・システム）の場合、情報とモノの流れは、以下の通りである。

顧客から受注すると売場で発注伝票に記入し、工場と営業部商品課にFAX送信する。工場は、発注伝

票に従って生産し、できあがった商品は営業部商品課に送り、商品課から各売場に当該商品が送られ、

顧客に引き渡される。この間、約2週間である。

37）受注は、メインである百貨店頭のほか専門店、自店舗で行った。

38）原反の流れは以下の通り。シーズン前に、本社事業部の各ブランド担当者と生地メーカーとの間で原

反契約が結ばれ、これに基づき、生地メーカーから枚方センターに原反が納入される。RMOセンター

（本社商品管理部に設置されており、工場と売場の中間にあって原反在庫を管理し、オーバーセールを

防止する。週に一度、全ブランド・全品番の在庫状況を商品課に連絡する）の指示により枚方センター

からスポンジャーに原反検査と縮絨を依頼し、検反・縮絨後、工場へ原反が発送される。
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39）生産の25％を占める既製服では、この点は依然重要である。

40）1997年8月から始まった「品質革命」では、取扱ブランドは維持した上で、米国方式である中間プレ

スに替えて、バキュームによる位置決めと手作業によるアイロンかけにより、生産性アップと生地特性

を生かした品質・感性の作り込みが行われた（1997年11月26日聞き取り）。

41）2000年9月26日会社訪問しインタビューをした。2016年9月に同工場は閉鎖された。米国向けOEM

生産をタイの工場に奪われたことが閉鎖の原因とされた（『日本経済新聞』2016年11月3日付け）。

42）中国上海市内にある東華大学の楊以雄教授によれば、後出の「上海高雅服装有限公司は自社ブランド

を有していない。工賃仕事だ。アパレル企業ではなく、縫製工場に留まっている。この点では、ダイドー

（同豊毛紡織時装有限公司のこと 引用者）とて同じ」とのことである。

43）2005年12月28日訪問し、総経理にインタビューした。

44）総経理は、・FundamentalStudiesonEvaluationandDesignofApparel・で2001年3月20日、日

本の信州大学より博士（工学）を授与されている。

45）2000年9月26日に訪問し人事部長（中国人）にインタビューした。

46）「味わいのあるものを作る」という発想は、槻木（1993）204頁ですでに示唆されていた。

47）この紳士服地商が中国国内に有していた固定客によって、当該合弁企業の中国国内での高級品市場向

け生産が可能になった。

48）ITS（IndividualTayloringSystem）とも言われた。

49）状況は異なるが、もう1社を紹介しよう。大阪発の紳士服企業であった北川慶㈱、後に社名変更しア

リエス㈱は、2001年4月にシャツメーカーの蝶矢㈱の傘下となり、2015年のCHOYA解散の前年に、

尾上繊維 ㈱ の子会社として縫製機能を存続させている（アリエス株式会社のウエブサイトを2017年

5月29日閲覧）。「地域発／企業発 守れ日本の縫製技術」『朝日新聞』2013年7月30日付けも参照の

こと。

50）ここがパリ追従の後、アメリカンオリジナル、ニューヨークオリジナルを実現したニューヨークとの

決定的な違いであった。
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History of Small and Medium-sized Enterprises Engaged

in Woolen Products and Menswear in Osaka, Japan

Osami Tomizawa

Summary

Osaka has been called a commerce city, and its trade has nurtured the develop-

ment of the manufacturing sector in the background. Osaka has therefore been

not just a commerce city or a manufacturing city. I conducted a study to con-

cretely understand what the city has been like in the context of the wholesale

business and manufacturing. I narrowed the focus of this essay to woolen pro-

ducts and menswear, and selected department stores as they were significantly

involved in the production of menswear.

Department stores, as seen in Mitsukoshi and Daimaru, had been achieving

high standards in manufacturing and in their products by directly adopting

techniques from the West. On the other hand, menswear wholesalers had been

expanding their business by depending on garment subcontractors for the actual

manufacturing. The first turning point after WWII occurred in the early l960s

when these wholesalers set up their own factories to respond to the demand for

mass produced goods and became manufacturers themselves. Their own factories

were first set up within the Osaka Prefecture, and they then exbanded to areas

outside the prefecture. Subsequently, in the 1990s, these factories were set up in

China through joint ventures. The series of these factory relocations depended on

the availability of cheap and abundant labor, and the biggest challenge they faced

was when they started working with the Chinese garment industry. If they dealt

with one of their concerns and lowered their prices like others, it would go against

their existing business model. However, if they did not respond to the situation,

they would not remain competitive and face failure. The impact on department

stores and menswear manufacturers that had depended on the premium segment

was major. Drastic changes took place in the 2000s through major company

reorganizations, either as corporate revitalization or business integration.
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