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1 はじめに

「ワンダラーブラウス」は誰でも一度は耳にしたことがあろう。ワンダラーブラウスは戦後

最初の日米貿易摩擦を引き起こし、その原因として日本の低賃金が強調された1）。しかし、ワ

ンダラーブラウスの影響は日米貿易摩擦だけではなかったし、それを可能にした要因は低賃金

（とそれを可能にした下請生産システム）だけではなかった。この点を論じることが本稿の目

的である。同時に「安かろう悪かろう」とされた戦後直後の日本製品（メイド・イン・ジャパ

ン）のイメージはどこまで米国の消費者発のものであったのか。消費者があれほど急速に受け

入れたのは、「安かろう悪かろう」ではなく急拡大期のユニクロ製品のように「安い割に質も

よい」との評価があってのことではなかったのか2）。この点にも言及したい。

ワンダラーブラウス問題に言及されることは多いが、真正面に据えて掘り下げた研究は少な

い。その点で今から見ても大阪府立商工経済研究所編（1956）は貴重であり、ワンダラーブラ

ウスをめぐる取引構造・流通構造・コスト構造が明らかにされている。その成果は、大阪府立

商工経済研究所編（1957a）、中小企業庁（1958）や山崎（1981）、上田（1992）、モヒウディ

ン（1996a）3）にも引き継がれている。本稿は、この先行研究を踏まえつつ、「カネボウブラウ

ス」を手がかりに視野を広げてワンダラーブラウスが生まれた背景・条件とその影響を明らか

にする4）。米国側ではメーカー、百貨店、その代理人であるバイヤーが、日本側では大手商社、

大手紡績会社、織布産地、問屋、副資材産地、中小零細の縫製企業、家庭の内職が関わったが、

日本側の中心は大阪であった5）。それゆえ、筆者の研究テーマである大阪の中小繊維アパレル

企業史の一齣 ネットワーク型生産におけるハブ機能 を形成するテーマでもある。内
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需向け販売面を中心に見てきた富澤（2016）では描けなかった生産面での大阪の役割を取り上

げることができるのである。

以下、第2節では米国の婦人既製服業界におけるブラウスの役割と戦後の米国内の消費の状

況を論じる。第3節では米国人バイヤーと日本の商社、紡績企業、元請け、縫製企業との関係

とワンダラーブラウスのコスト構成を論じる。第4節ではワンダラーブラウスの影響である

3つのシフトについて論じる。第5節では本稿で明らかにした点をまとめる。

2 ブラウスと流行

2.1 米国婦人既製服生産とブラウス

ニューヨーク市内マンハッタンの婦人向け既製服生産におけるブラウスには、特別な意義が

あった。ブラウスは最初の米国スタイルとされるギブソンガール・スタイルの重要な構成アイ

テムであり、しかも既製服生産を牽引してきた服種である6）。労働者は国際婦人服労働組合

（ILGWU）に組織されていた。それゆえニューヨークにとっては象徴的な衣服であった。し

かし、1950年代から縫製部門で「ランナウエイショップ（逃避工場）」が低賃金を求めてマン

ハッタン島から米国南部へ顕著に移動し始めており7）、国際婦人服労働組合は雇用の流出に直

面し敏感になっていた。

2.2 1950年代の米国衣服の流行

1950年代は、カジュアルさ、セパレーツ、スポーツウエアに集約された。「1950年代はかな

りドレッシーな時期であったように回顧されるように思われるとは言え……実際にはカジュア

ルさが増加し家族指向の活動の重要性を反映する時期であった」（Milbank,1989,p.170）。

「郊外生活はスポーツウエアの新型を生み出した。これは、テニス、水泳、ゴルフのような活

発で特定のスポーツのためよりも中庭でくつろぐためにデザインされた」（Milbank,1989,p.

179）。また、「女性たちは多様な必要をみたすセパレーツを必要としていた」（Milbank,1989,

p.172）。このセパレーツの1つがブラウスであった。

米国では1954年以降、綿製のスポーツシャツ、ブラウス等縫製品が急速に流行した。当時

中クラスの小売店頭では、3ドルと1ドルのブラウスが売られていた。1ドル物は、日本製ギ

ンガム生地 8）を用いて米国南部で縫製されていた。製品としては「ひどいもの」であったと

いう（山田,1981）。ここから言えることは、1つはワンダラーブラウスは日本の発明ではな

かったということである。もう1つはすでに米国で売られていたワンダラーブラウスよりも高

い評価を得られなければ売れないということ、「安かろう悪かろう」では売れないということ

である。

経営研究 第67巻 第4号44



3 米国側からの発注と日本側の受注生産体制

3.1 米国側からの発注と日本側の受注 鐘淵紡績㈱の場合

鐘淵紡績にとって1953年春のニューヨーク・トーメン9）からの2000ダースの引き合いが始

まりであった。「カネボウ・ブラウス」が先端を切った（表 1）。鐘淵紡績は、トーメンの向こ

う側にいた米国の輸入業者と結局小売価格3ドルの半額の、さらに1割引きで契約した。

1954年秋にリーガル社 10）から発注があった（1954年12月～55年4月積みで1万ダース）。

資料の文脈から判断すると小売価格3ドルの半額で契約された。鐘淵紡績の1954年9月から

1955年5月の輸出量は約13万ダースで、主としてリーガル社向けであった。

以後トーメンの唯一の対米輸出窓口となったマーレン社からの発注は、小売価格1ドルの半

額の50セントで契約された。鐘淵紡績の1955年2月から1956年3月の輸出量は約50万ダー

スで、主としてマーレン社向けであった。

1955年当時の対米ブラウス、シャツの総輸出量の大半がマーレン、リーガル、ミスパット、

イリー・ウォーカーなど米国の縫製業者からの注文で、専門的バイヤーからの注文量は10％

内外と推定された11）。

デスラーほか（1980）も「進取的なアメリカ人輸入業者たち」「アメリカの輸入業者の力」

を強調した（11頁）12）。発注者はいくつかの見本を持参したり、デザイン見本半ダースを型入

れした型紙を提供した13）。つまり米国側からの積極的な働きかけが、対米ブラウス輸出の契
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表1 カネボウブラウス

出所）山田（1981）より作成。一部数字を修正。山田は執筆当時はイトーヨーカ堂
の専務で、1950年代半ば当時は鐘淵紡績の染色課長であった。



機であった。ここには新興国が先進国企業の生産を受託するOEM生産の先駆けを見ることが

できる。中小企業庁（1958）によれば、「昭和27年以前には、専らアメリカの輸入業者が注文

を出していたのであるが、昭和28年頃からアメリカの縫製業者のうち比較的大規模なもの……

が直接日本の輸出業者に注文を出し、自分の会社のチョップをいれさせて、これをアメリカ国

内に売り出すという方式をとり、ここに非常なブラウスブームを現出するにいたった」（131

頁）14）。ここに言うチョップとは商標のことである。同様な指摘は以下の通り。「紡績の系列

にあるもの、商社の系列にあるものを問わず殆どの場合ブランドは米国側から指定されたもの

を、輸出縫製品メーカーがつけ、日本のブランドで輸出されるものは量的に限られている」15）

状況であった。別の調査でも、デザインはほとんど需要先から指定されていた事が確認された

（中小企業庁,1958,65頁）。

3.2 仲介者（＝商社）の役割 東洋棉花の場合

商社である東洋棉花は以下のように評価した。「米国市場に対する進出についても特記すべ

きものがあった。例えば同国において昭和29年以降急速に流行化した綿製スポーツシャツ、

同ブラウス等縫製品については製品はもちろん、その生地に使用される綿織物（ギンガム）の

輸出について当社は業界の首位を占めた」（東棉四十年史編纂委員会編,1960,222頁）。中小

企業庁（1958）によれば、1955年のワンダラーブラウスの輸出の約50％を東洋棉花・鐘淵紡

績の系列が占めて、突出していた（133頁）。

3.3 日本側の受注条件

受注を可能にした前提条件は以下の通りであった。

まず、ブラウス製品について。後述のように元請けの1社となったイトキン㈱の前身企業

である糸金商店は1950年よりブラウスの取り扱いを始めた。1952年にはブラウスが爆発的売

れ行きを示し16）、54年に糸金商店は卸価格2,300円の本絹デシンブラウスを販売していた。

また、東京ブラウス㈱の前身企業である戸賀崎繁男商店は1952、53年頃からブラウス中心に

服種を絞り（中込,1975,171頁）、52年にはシルク・ブラウス「東京ブラウス」ブランドを

発売した17）。つまり、ブラウスは対米輸出の開始前に国内向けに生産され普及しつつあった

のである18）。また、ほぼ同じ時期に布帛製品であるワイシャツ（いわゆる紡績シャツ）が販売

され始めた19）。

次に、生地・副資材・縫製機能について（図 1）。生地・副資材としてはブラウス用綿生地

（40番手ポプリン、晒し・染色、サンフォライズ（防縮）加工、表 2参照）、貝ボタン20）（和

歌山県田辺 21）、原料はサザエの貝殻）、縫い糸、セロファン袋、箱、ラベルの調達が必要であっ

た。くわえて縫製能力の確保も必要であった22）。カネボウブラウスの縫製元請け5社はすべ

て大阪の企業であった23）。
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さらに、マッチング機能について。米国の需要と日本の供給力を結びつける日本の紡績企業

と商社のそれぞれのニューヨーク駐在の存在も重要であった。

最後に、インセンティブについて。紡績企業が安価な二次製品輸出に乗り出せた当初の要因

として原棉インセンティブ制度である輸出リンク制の加工度報償割当（1953年7月～55年

6月、平均12.5％、後に9.5％）を挙げることができる24）。

3.4 ワンダラーブラウスのコスト構成

米国で小売価格1ドルを実現するには納入価格は半額の50セントが目処となり、鐘淵紡績

のケースである表3によれば、為替レート1ドル＝360円で、1ダース当たり5.55ドル（2000

円）、従って1枚当たりは46.3セント（167円）となり、これにより米国での小売価格1ドル

が実現した（鐘紡株式会社社史編纂室,1988,614 615ページ）。当時、鐘淵紡績の染色課長
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図1 ワンダラーブラウス（単位：金額は1枚当たり）

注）図中の矢印は発注の方向を示す。納品はこの逆方向となる。日本の
商社のニューヨーク駐在とは、ニューヨーク・トーメンのこと。元
請け5社とは大建被服、又一洋行、清水工業、イトキン、蝶矢シャ
ツのこと。生産及びコストに関する商談は米国のバイヤーが鐘淵紡
績と直接行う。

出所）山田（1981）。

表2 当時の鐘淵紡績の綿業部門の状況

注）加工設備は大阪市内の淀川工場に設置。
出所）鐘紡株式会社社史編纂室（1988）597,1061頁。



として直接関わっていた山田啓吾によれば、「内地向けに換算すれば、当時、輸出・内地は二

重価格であったから、三百円以上のもの、すなわち国内でも中級品で、ワンダラーブラウスと

安物扱いされる程のものでは」なかった。参考のために別のケースである表4を載せておいた。

ちなみに、表5でコスト格差の寄与要因をみると、1ダース当たりの格差総額12.10ドルの
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表3 ブラウス1ダース当たりのコスト

注）2000円÷12枚＝166.7円。166.7円
÷360円＝46.3セント。

出所）山田（1981）。

表4 1ドル・ブラウスのモデル的輸出価格構成（単位：1ダース）

注）中小企業庁が1957年度実施の輸出縫製品総合診断事業による。
1756円÷12枚＝146.3円。146.3円÷360円＝40.6セント。

出所）中小企業庁（1958）139頁。この部分は、日本輸出縫製品工業協同組
合連合会・日本輸出縫製品工業組合（1976）163頁に所収。

表5 ギンガム・ブラウスの生産諸掛比較表（1ダース、ドル）

出所）峰山（1955）16頁（原典は繊維製品輸出組合資料）。
但し、卸粗利と小売粗利は引用者が計算して追記した。



うち、小売マージン格差が6.2ドル、卸売マージン格差が2.85ドルで合わせて9.05ドル（75％）

であり、これに対して労賃格差は4.00ドル（33％）であった。労賃格差だけではコスト格差

を説明できないのである。なお、コスト格差の要素を説明する際にしばしば大阪府立商工経済

研究所編（1956）28頁の第 16表が用いられるが、同表から計算で得られる小売マージン

（8.3％）の低さを考えると 25）1枚当たりの小売価格1.20ドルは低すぎると言わなければなら

ない。よって、本稿では用いなかった。
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表6『大阪経済年鑑』にみる布帛製品関連記載事項

注）表中では、左側の「事項」が記載されていた版年は西暦表記にした。記載
年版数と記載内容年とは一致しない。多くの場合、記載年版数の1ないし
2年前の年の内容を記述している。

出所）『大阪経済年鑑』の昭和32年版から昭和52年版を基に作成。



4 ワンダラーブラウスの影響 3つのシフト

対米綿製品輸出自主規制以後の約20年間の大きな動きを表 6で確認しよう。1つは輸出か

ら輸入への大転換であり、もう1つは大阪から地方への縫製移動と内需転換である。こうした

大きな動向を念頭において以下ではワンダラーブラウスの影響について3点検討しよう。

4.1 貿易摩擦と香港シフト

日本からの対米綿ブラウス輸出は、1953年5318ダース、54年17万1196ダース、55年400

万380ダースと驚異的な伸びを見せた。55年のこの数量は、米国の総生産量の4分の1以上

に相当した26）。この輸出急増は早くも1955年5月に米国内で対日輸入制限運動を誘発した27）。

運動の担い手として労働組合が重要な役割を果たした。1956年まで続くこの動きの中で、

1956年1月から対米輸出自主規制 28）が実施され、同月から輸出数量が激減した。57年からは

綿製品全般を対象とする輸出規制が向こう5年間を念頭に始動した。

以上の一連の流れの出発点では、日本繊維製品輸出組合及び政府は対象商品の素材・規格・

染色堅牢度・価格を引き上げて、廉価品や粗悪品 29）を排除することで間接的に輸出数量の削

減を図ろうとした（表 7）。製品の受注は増加していたし、米国の消費者が日本製1ドルブラ

ウスを受け入れる中で 30）、輸出制限をしたい日本側が打ち出した第1の策こそ「廉価品・粗
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表7 綿製品輸出をめぐる日本側の対策

注）輸出組合は日本繊維製品輸出組合の略。
出所）中小企業庁（1958）105 119頁；日本輸出縫製品工業協同組合連合会・日本輸

出縫製品工業組合（1976）117 118頁；『朝日新聞』1955年11月23日、12月
22日付け。



悪品」対策であった31）。しかし、よく言われる「安かろう悪かろう」は事態の本質を示すも

のではなかった。日本製綿製品の輸入規制を求める米国内の激しい動きは、「安かろう悪かろ

う」では説明できないものであり、それゆえ日本側の対応としては、結局この品質規制ではな

く、急速に数量規制に変わり、日米両国政府の交渉も踏まえた、57年に始まる綿製品輸出自

主規制に帰結していくことになる32）。そして、ワンダラーブラウスは、1950年代半ばに貿易

取引を通じて早期に中小企業に品質の重要性 当時の日本全体の課題であった を認識

させ不良品克服行動を促したのであった。大阪府立商工経済研究所編（1956）も「日本品の品

質は最近急速に改善され米国婦人の間で再認識されるようになった」（2223頁）とした。

一方、数量規制を逃れてワンダラーブラウスの生産は香港へ移動した33）。鐘淵紡績のケー

スでは1957年には香港製ブラウスが完全に日本製に取って代わった（鐘紡株式会社社史編纂

室,1988,616頁；山田,1981）。他方で、元請けであった後出のB1社の関係縫製工場は1958

年には100％内地向けに切り替えた。これに対して香港の変化は以下の通りである。

香港は1955年から先進国向け輸出型工業化を開始した34）。原材料を輸入し地場製品を輸出

する加工貿易であり、受注生産されたテキスタイル・縫製品が中心であった。小企業を含まな

い衣類の登録雇用者数は1955年から1960年の間に5千人から5万1千人と10倍に増加した。

その結果、1960年代半ば前後には東南アジア最大の縫製品生産輸出基地となった。最大の縫

製品輸出先は米国であった。米国向け縫製品には日本産の原反が多数用いられた35）。米国で

は1962年3月から香港製の綿製品に対する輸入規制が始まったが、香港は最大のクォータを

有していた上に、規制の対象ではない非綿製品にシフトすることで拡大を続けた（小林編,

1970,6,7,42,48,58,67頁）。1962年の米国綿製品輸入規制は米国南部のアパレルの一斉値上

げを生み、これに対抗するためにバイヤーは多量の対米クォータを有していた香港縫製に向か

い、素材は日本の播州先染織物産地から調達し、縫製品は米国やEECに輸出された36）。

4.2 輸出縫製業の成長と内需シフト

4.2.1 縫製機能

まず、縫製機能についてみよう。以前より内需向け企業が各地に分散立地していたが、対米

輸出向けブラウスの登場によって、大阪は2つの顔を持った。1つは大阪自体の突出を意味す

る大阪の大規模性である。大阪の輸出向けブラウス縫製工場数及び工員数はともに全国の24％

であった（大阪府立商工経済研究所編1956,9 10頁）。もう1つは大阪の商社や元請企業が

各地の縫製企業を組織するネットワーク性である。ここでは大阪はハブ機能を担うことになる。

大阪の有力元請業者約 30社は1955年の全国生産高の50％を占め、約 300社の下請企業を傘

下に置いた（中小企業庁,1958,134頁）。

中込（1975）によれば、輸出縫製業の発達が「本格的に始まったのは、戦後の昭和 30年前

後に1ドルブラウスブーム以来である。このブームによって、それまでほとんど縫製業がなかっ
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た四国沿岸に輸出縫製業がさかんになり、それまでに縫製業はあったが、微々たるものであっ

た北陸地方や北関東でも輸出縫製がさかんになっている」（384頁）状況であった。ただし、

この記述からは各地の輸出縫製業と米国市場を繋ぐ主体は分からない。北陸地方のうち金沢地

区については中小企業庁（1958,136137頁）にまとまった記述がある。それによれば、大阪

の元請業者からの発注が大きく関わっていた。愛媛県では、「戦後は、県内では（昭和 引

用者補足）28、9年ころから1ドルブラウスをはじめとして輸出品の生産が増加し、順調に出

荷額を伸ばした。南予布帛工業所では32年には内地向け製造販売を廃止し、輸出縫製品の専

業となった」（愛媛県史編さん委員会,1985,294頁）。同社の場合には、大阪の商社からの発

注に依っていた37）。

その結果、大阪でも地方でも元請け 38）を核に域内に小零細業者や家庭内職を取り込む地域

内下請生産システム（狭域下請生産システム）が形成された。他方、大阪と各地との間では受

発注面での地域間ネットワークシステム（広域下請生産システム）が形成された。両下請シス

テムは系列化でもあった39）。

結果として、上記の2点で大阪の位置づけは大きかった。ワンダラーブラウスへの対応によっ

て、「国内の縫製メーカーも量産と合理化、マーキングの方法を覚え、ボタン業界や付属品メー

カーも基礎固めができて、縫製業の新しい時代を迎えることの一助にもなったことと言える」

（鐘紡株式会社社史編纂室,1988,616頁）40）。内需向け製品への技術転用は、輸・内兼業の縫

製業者 41）が多かったことから推定できる（表 8）。大阪では内需シフトがいち早く進み、外需

部分は地方の縫製産地に委ねられることになる。大阪府の布帛製品生産に占める輸出の割合は、

1959年の25％から64年の5％に低下した（『大阪経済年鑑 昭和41年版』512頁）。

1960年代初めには香港製品の脅威が迫り42）、60年代後半には韓国・台湾製品とも競合しな

がらも服種や素材を変えて拡大した日本の輸出縫製業は、ついに70年代初め以降輸出の減少

期に入ったが 43）、縫製機能は有するが商品開発力・内需販路を持たない縫製企業は、同時期

の内需拡大の縫製面の受け皿として、縫製機能を持たないアパレル企業の設立と発展に大きな

役割を果たすことになる44）。輸出向け縫製が内需拡大に先立っていたという絶妙なタイミング

は重要となった（図2）。
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表8 輸縫連傘下組合員の仕向先別内訳（1962年2月調査）

出所）日本輸出縫製品工業協同組合連合会・日本輸出縫製品工業組
合（1976）214頁より作成。



4.2.2 大阪の元請け企業

東洋棉花・鐘淵紡績の「カネボウブラウス」に関わった2類型の大阪の元請け企業のうち系

列外の企業について見よう。以下で紹介する3社はワンダラーブラウスとの関わりは瞬間的で

はあったが45）、3社が参加することで輸出向け「カネボウブラウス」の大量生産が実現した。

他方で3社のこうした形でのアメリカン・カジュアルとのファースト・コンタクトはその後の

洋装の急速なカジュアル化・既製服化と安さを求める量販店との取引開始を想起するとその重

要性は十分理解できるし46）、1960年前後には欧米の現地視察が行われ（セカンド・コンタク

ト）、1960年代後半になると今度は技術提携の形で米国からノウハウやブランドが国内にライ

センス導入されることになる（サード・コンタクト）。大づかみに言えば、以下のOEM型企

業は主にOEMビジネスモデルを学び、ブランド開発型企業は主に商品展開を学んだと言えよ

う。前者ではその後米国との繋がりはみられないが、後者ではその後も米国との繋がりが窺え

る。

OEM型企業 B1社の場合

以下で図1の元請けの1社であったB1社のその後の展開について紹介しよう。同社は戦後

ワンダラーブラウスに関係し現在までアパレル事業を継続している（図3）。

1921年に雑貨商・輸出商のB1が創業した。1941年には縫製工場を設立し、53年に当該工

場がB2㈱となる。1948年に卸商である㈱B1が復活した。

戦前雑貨商として輸出に従事、子供服商でもあった。戦後、大阪市内の阿倍野にあったB2

工場でワンダラーブラウスを生産し輸出と国内販売も行った（この体制は競争力を失った

1958年まで続いた47））。自社製品と大手のニット製品を地方問屋へ販売し、1968年B3社を介
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図2 2つの取引ルート

出所）大阪府立商工経済研究所編（1956）等を参考に筆者作成。



して地方の量販店へ販売した。1973年にはB2社の自社工場を高知県に設立した。1980年代

初めの製品構成を見ると、B1社では子供服関係が52％、婦人ブラウス・セーターが26％、

B2社ではカットソーが29％、ブラウスが27％、B3社では子供服が56％、婦人ブラウスセー

ターが33％であった。ブラウスが支柱の1つであることがわかる。B2社は自社工場と京阪神

の専属協力工場で生産していた。1998年には中国生産に着手し（国内工場を削減）、99年顧客

企業への企画提案機能（ODM）を強化し、新興SPA業態の新規顧客開拓を行った。2009年

のB1社とB2社の統合でB社となって、製造卸機能（OEM機能）を強化した。

もの作り、スピード力（短納期）が強みであり、デザイナー・パタンナーを抱えている。時

代時代に応じて、商品を変えたり、取引先を変えたりしてきた。地方問屋がうまくいかなくなっ

た時、量販店が傾いた時に変化してきた。その中でOEM機能は一貫している。

ブランド開発型企業 イトキン、蝶矢シャツの場合

1950年大阪市内の船場に現金（前売り）問屋である㈱糸金商店が設立された48）。50年よ

りブラウスの取り扱いを開始し、仕入れ販売するとともに、51年3月には輸入ナイロン生地

によるナイロンブラウスの取り扱いを始め、51年4月に大垣工場を立ち上げ生産を開始した。

52年洋裁学校よりデザイナーを採用し、52年に東洋レーヨン、蝶理と提携して開発したナイ

ロンブラウス「イトキンブラウス」が全国的にヒットした49）。55年4月糸金商事㈱に改組、

55年7月にはイトキンブランドを登録した。ほぼこの頃ワンダラーブラウスの縫製を受託し
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図3 B社の主な沿革

出所）2014年9月17日にB社代表取締役にインタビュー。



たことになる。56年1月には店舗前売りを廃止し、同年には自家生産のウエイトが高まり、

58年1月イトキン㈱に社名変更した。1958年3月百貨店との取引を開始した。60年3月量

販店との取引を開始し、イトキンブラウスを量販店に投入した50）。同年10月社長の欧米事情

視察が行われた。1964年には中国からスワトーブラウスを輸入し、65年には専門店・百貨店

向けにハイセンスなブラウスを開発するための企業を設立した。同年米国企業との技術提携も

始まる。

蝶矢シャツの場合は以下の通りである51）。

同社の前身企業は、1886年の創業であり、トミヤ河井㈱52）とならぶ老舗シャツメーカーで

ある。戦後直後の蝶矢シャツをみると以下の点を確認できる。

1つは、戦後直後の統制期における輸出関連事業である。その際、幾度も東洋棉花との関連

をみることができた。また、1948、49年に輸出指定工場であった松戸工場では1949年にタフ

タと羽二重を用いた婦人向けブラウスを生産していた。

もう1つは、スポーツウエアの一種であるスポーツシャツの生産である。蝶矢シャツ八十八

年史刊行委員会編（1974）によれば、スポーツシャツは当時の米国の流行を取り込んだもので

あり、1953年から59年まで生産品種として重要な位置付けを与えられていた。ただし、日本

全体では、スポーツシャツの対米輸出は確認できるが、蝶矢シャツが輸出にどのように関わっ

ていたかは不明である。蝶矢シャツ八十八年史刊行委員会編（1974）で1954年度・55年度の

生産品種に「スポーツウェア 紳士用、婦人用」という記述は確認できた。

1955年に鐘淵紡績の対米輸出用ブラウスを受託加工したが、国内の販売競争激化という蝶

矢側の事情と大量の受注を抱えた鐘淵紡績・東洋棉花側の事情という双方の事情が合致した結

果成立したと思われる。東洋棉花が扱ったのは「カネボウブラウス」であったが、これに先立っ

て蝶矢シャツは東洋紡績㈱の防縮加工した綿ブロードを国内向けの「ダイヤシャツ」にも仕

上げ市販していた。

基本的に国内市場向けのシャツ事業を展開してきた蝶矢シャツにとって、1950年代半ばか

ら同後半の時期は米国の流行を取り入れ、米国に輸出されるブラウス縫製加工も一時期手がけ

たのであり、その後も社長の欧米視察（1963年）やパーマネントプレスの導入（1966年）に

見られるように米国市場の影響を窺い知ることができる。1966年8月には傘下企業と米国企

業との間で技術援助協定が結ばれた。こうした一連の流れのなかにワンダラーブラウスを位置

付けてみると、その生産に直接参加したことの意義は大きいと言える。

4.3 世界シフト

ワンダラーブラウスは米国だけでなく、国内でもまったく異なる反発を生み出した。以下で

は森英恵とミキハウスを取り上げよう。前者は世界的なデザイナーの誕生であり、後者は既製

服ブランドの開発例である。OEM生産から脱却するための条件について教えるところがある。
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4.3.1 デザイナー森英恵が受けたショックと発奮

1961年の夏にニューヨークを訪れ、ワンダラーブラウスに遭遇した35歳の森英恵の反応は

以下の様であった53）。「デパートに行くと地階では安いもの、だんだん上の階に行くにつれて

良質、最上階にはディオールやジバンシィなどパリの一流ブランドの洋服、またニューヨーク

の有名なデザイナーのものが並んでいるのです。／その地階で日本製の“1＄ブラウス”を売っ

ていた。とてもショックでした。おそらく、日本の安いメーカーに作らせて、輸入していたん

でしょう。メイド・イン・ジャパンという安物。『日本はこんなものじゃない。伝統があり、

良質のものを作る国なんだ』。それを洋服で表現しなければと思ったのです」（森,2015,96頁）。

別の文献によればこのデパートはニューヨーク市内マンハッタンの5番街にあるサックス・

フィフス・アベニューであった。「サックス・フィフス・アベニューというデパートに連れて

行かれて驚いた。日本の製品が地下室で売られていたこと。すごくチープな質のもので、これ

は本当にショックだった」（森,1993,88頁）。

ショックは発憤を生み出した。「デパートの地下に並べられた日本製の粗末な『1＄ブラウス』

をみたときのみじめな気分を思い出す。／そんな情けない扱いに発憤したのが、ニューヨーク

進出を思い立った大きなきっかけであった」（森,1994）。
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表9 森英恵のケース

出所）森（1993）（1994）（2015）；萩原編（1996）より筆者作成。



そして、自身のデザイナーとしてのアイデンティティを求めて日本国内で素材を探し求め54）、

また米国人が求める“フィット”感に応えるためスタジオ・スタッフをロサンゼルスに派遣し

てパターン（型紙）作成技能を吸収させた。

森は、1965年にニューヨークで初めての海外コレクションを発表し、1977年にはパリ・オー

トクチュール組合に属する唯一の東洋人としてパリオートクチュール・コレクションを発表し

た55）。

以上の内容を整理すると表9のようになる。デザイナーの才能と意志だけでなく、さまざま

な偶然や条件が重なった結果と言えよう。

4.3.2 浪速ドレスとミキハウス ブランドで世界シフト

1945年生まれの木村皓一は、1968年父親が経営していた大阪市内の「浪速ドレス」 高

知県と和歌山県に縫製工場を有していた に就職した。同社は、総合商社から受注したい

わゆる輸出向け「ワンダラーブラウス」56）を生産していた。木村は低付加価値のワンダラーブ

ラウスの将来に見切りをつけ、1971年4月に同社を退職し、同年9月26歳で大阪府八尾市内

でベビー子供服の製造卸として三起産業を創業した。後の三起商行㈱である。当時は綿製品

のみならず化合繊製品をも含む日米繊維問題が激化、他方で香港・台湾・韓国との競争も激化

していた（表10）。また、1970年代はフランス・パリ以外の世界の大都市でファッション産業

が台頭する時期であり、同社の誕生もこうした世界の動きの一齣といえようし、大阪市立商工

経済研究所編（1977）が指摘した製品の高級化とファッション化の流れに沿うものであった

（145頁）。

商店街の地域一番店に絞って子供服を卸売りし57）、高品質とスピード納品で競争優位に立っ

た。1978年ラフォーレ原宿に出店し、79年NewYorkTimes紙で紹介された。1980年JAL・

全日空機内誌・新幹線グリーン車内で広告戦略を展開し、83年テレビドラマにスポンサー広

告を出した。1987年パリに出店し、1992年本社ビルを建設した。大規模小売店舗法廃止で売
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表10 対米ブラウス輸出（単位 千ダース）

注）①②は布帛縫製品、③～⑥は化合繊縫製品。
出所）日本輸出縫製品工業協同組合連合会・日本輸出縫製品工業

組合（1976）389,639,641頁より作成。



り先を地域一番店から百貨店へシフトした58）。2010年上海万博日本産業館に出展し、13年に

は英国のハロッズ百貨店に出店、モスクワにも出店した。2014、15年にはインバウンド需要

で指名買い（いわゆる“爆買”）が注目された59）。

創業に際し、縫製スキルを有する内職作業者の確保には苦労しなかった60）。綿100％で高品

質の商品、トータルコーディネート提案 61）、一貫したハイエンド狙いが特徴である。日本製

である（自社工場は持たず）。高品質のもの作りのために、高品質の生地を使い、1枚ずつ検

品した。広告でイメージ作りを行い、ブランディングを重視し売り場を精選した。ブランドを

展開するために、黒川紀章設計の本社ビルを建てた。本社がプレハブでは海外の取引先は信用

してくれないからである。2010年開催の上海万博日本産業館出展はかなりの効果があり、

2014、15年のインバウンド需要で発揮された。売上げを上げずに、付加価値を上げる戦略を

とっている。

以上の内容を整理すると表 11のようになる。経営者の強い意志と判断力、そして時代の条

件と地域資源の活用の結果と言えよう。
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表11 ミキハウスのケース

出所）筆者作成。



5 むすび

ワンダラーブラウスは、戦後の日米貿易摩擦の出発点として取り上げられてきた。これ自体

は誤りではないが、本稿ではワンダラーブラウス現象を生み出した米国側の条件、日本側の条

件を明らかにした上で、その影響を3つのシフトという視点でまとめた。つまり、①直後の縫

製拠点としての香港の登場を考えると、このビジネスモデルは、戦後の米国企業に主導された

米国向けOEM輸出主導型工業化の原点であったと言ってよいであろう。紡績企業ないし商社

による輸出中小企業の系列化、多様な産地の輸出中小企業がこれを支えた。これは、すでに

1920年代のニューヨーク・マンハッタンで見られた「ジョッバーシステム」の国際版でもあっ

た。②輸出が不振になると内需シフトが、輸出が好調になると輸出シフトが見られたが、1970

年代に入ると内需転換が明確になり、急拡大しつつあったが生産機能を持たない国内のアパレ

ル企業を縫製面で支えた。③反面教師としての役割も担った。森英恵の反応（ショックと発奮）

のように1人の日本人デザイナーの世界への飛躍に繋がり、ミキハウスブランドのように世界

に向けて高付加価値を指向する経営者をも生み出した。

本稿によれば、戦後直後のメイド・イン・ジャパンの代表であったワンダラーブラウスの

「安かろう悪かろう」イメージの強さと影響力は一度疑ってかかった方が良さそうである。輸

出中小企業が担った輸出品で当初、「安かろう悪かろう」の風評が立ったことは事実であった

が、これはそれ故の深刻な輸出減ではなく、輸出の急増と並行していたことからも分かるよう

に、米国の市場と消費者そして日本の生産者は「良貨が悪貨を駆逐する」方向に動いていた。

だからこそ米国の競合企業・団体・労働組合は日本製品の輸入制限に奔走したのであった。

大阪の中小繊維アパレル企業史論としては、本稿は何を含意しているのであろうか。綿ブラ

ウス（布帛製品）という大阪にとって分かりやすい品種であることにより、輸出中小企業の役

割とそれを組織した商社・綿紡績企業と元請けの役割を再確認し、一方では米国に対してはい

ち早く流行の大衆品を安価に供給し、他方では全国に縫製企業を誕生させそれらを輸出向けの

サプライチェーンに組織し、地方・農村の工業化の第一歩となったことを指摘できよう62）。

この生産システムは、1970年代初めに大きく転換するまで、対米綿製品輸出制限下にあって

も維持された。その後は、拡大する旺盛なアパレル内需を縫製面で下支えすることになる。大

阪に作用してきた輸出系のベクトルと内需系のベクトルの棲み分けと合流を窺うことができる。

また、商社史論としては、口銭ビジネスが行き詰まった1990年代に新たに中国でOEMビジ

ネスモデルが展開されたが、これは発注者こそ米国の輸入業者から日本国内のアパレル企業に

変化しているものの、商社のビジネスモデルとしては、原型としてのワンダラーブラウス・モ

デルの応用であった。

ワンダラーブラウスは、米国の発注者側からの型紙供与と技能品質確認による日本側の学習

と模倣吸収の第一歩であり63）、大衆品における品質の重要性を悟らせ、中小縫製企業を生み
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出し、これらを輸出向けに動員組織する原動力になったのであり、その中心に大阪が位置し、

大阪の全国的ネットワーク型もの作りを始動した。この生産システムは、素材や服種が変わっ

ても応用可能なプロトタイプとなった。この意図せざる結果としての模倣学習は、内需向け製

品での応用へと進み、さらには提携という意図的な模倣学習ないしそれとは全く正反対の、数

は限られたがオリジナルブランドの世界発信に至った（表 12）。この各フェーズの展開は、ア

ジアにおける経済発展のプロセスの先取りでもあった。

注

1）大阪府立商工経済研究所編（1956）27頁；大阪府立商工経済研究所編（1957）53頁；モヒウディン

（1996a）41頁。低賃金の強調自体は間違いではないが、筆者（富澤）は低賃金を活かす条件がどのよ

うに整備されていたかを明らかにする方がより重要と考えている。

2）粗悪品問題は大阪府立商工経済研究所編（1957）でもメインの課題として位置付けられたが、「安か

ろう悪かろう」であれば、米国の消費者は初買いはともかくリピート買いには至らず、脅威にはならな

かったであろう。しかし、現実には脅威を生み出した。「安かろう悪かろう」では説明できない。

3）手書き印刷の大阪府立商工経済研究所編（1956）と同（1957a）は同一論文ではあるが、後者では表

記の修正等がなされている。モヒウディン（1996ab）は、種々の点に目配りしているが、アパレルメー

カーと縫製業者の混同ほか難点も抱えている。

4）「ワンダラー・ブラウス物語」（鐘紡株式会社社史編纂室,1988,611 616頁）は山田（1981）の抜粋

であるが、記述の並び替え、数字の訂正・誤写が見られる。本稿では後者を主に用い、前者を参考にし

た。ワンダラーブラウス研究では大阪府立商工経済研究所編（1956）と日本輸出縫製品工業協同組合連

合会・日本輸出縫製品工業組合（1976）が基礎資料とされてきたが、本稿では中小企業庁（1958）と

『大阪経済年鑑 昭和 25年版～昭和 52年版』も用いて検討した。中小企業庁（1958）は1957年実施の

全国調査を踏まえた分析をしている。なお、大阪府立商工経済研究所編（1956）は『大阪経済年鑑 昭

和 32年版』を多数引用しているが、引用内容に誤りはないもののどうしたことか引用頁数はすべて間

違っている。

5）各地の検査所別の綿製ブラウスの検査高（数量）では、大阪府は全国の51％（昭和 30年度）を占め

た（大阪府立商工経済研究所編,1956,1011頁）。

6）富澤（2013）224225頁。

7）富澤（2013）232頁；尾上（1954）218,221頁；Haberland,2015,pp.21,24,158。以下も参照のこと。

「遠方の都市からの移植工場は、ジョージア州北部に流入し続けた。はじめにニューイングランドから
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の繊維工場やニューヨークからのシャツ工場のような衣服工場がきたが……これらはともに安い労働力

にひかれてきたのである」（ジェイコブズ,1986,112頁）。

8）1952年からの播州織物の対米輸出は織機の広幅化（46インチ）をもたらし、これを起点として各工

程の設備も変化した（村上政禧氏へのインタビューより）。

9）ニューヨーク東棉社は1951年10月15日に開設された（東棉四十年史編纂委員会編,1960,209頁）。

カネボウニューヨーク社（KANEBO NEW YORK INC）は1952年11月に設立された（鐘紡株式会

社社史編纂室,1988,603,1061頁）。

10）同社のバイヤーは上述の商品を百貨店頭でみて「これは売れる」と思ってアプローチしてきた。

11）大阪府立商工経済研究所編（1956）24頁。同23頁の記述から判断すると、ここでの縫製業者とはブ

ラウスメーカーのことである。ちなみに、峰山（1955）では縫製業者ではなく大手ブラウスメーカー、

有力ブラウスメーカーとなっており、有力ブラウスメーカーの輸入量は全体の80％とした（17,19頁）。

ここで縫製業者かブラウスメーカーかに拘るのは以下の2つの理由による。1つは米国における「ジョッ

バー・サブマニュファクチャラー」制度（富澤,2013,228頁）に関係してくるからであり、もう1つは

日本のアパレル産業を論じる場合メーカーはいわゆる製造卸業者であって縫製専業者ではないという点

に関わってくるからである。

12）原語はaggressiveAmericanimportersとwiththeirencouragementである（Destleretal.,1979,

p.29）。

13）山田（1981）。なお、型紙の重要性は後述のように森英恵が型紙作成能力を吸収するためにスタッフ

を米国ロサンゼルスに派遣したことからも窺える。

14）大阪府立商工経済研究所編（1956）22頁と同じ記述。引用文中の輸入業者とは専門的バイヤーのこと

である。

15）大阪府立商工経済研究所編（1956）25頁。

16）1952年にはナイロン・ブラウスが流行している（熊井戸編,1975,279頁）。

17）http://www.fbsociety.com/nenpyo/1952.html#fashion（2016年6月14日閲覧）。

18）1957年の調査によれば、ブラウスを生産する企業147のうち、1951年以前にブラウス生産を開始し

た企業は14％であった（中小企業庁,1958,28頁）。戦前の状況は以下の通り。上野松坂屋は、1929年

9月12日から9日間職業婦人洋装陳列会（東京市小学校女教員修養会主催）を開催し、女教員の標準

洋装の1つとして白富士絹ブラウスを取り上げた（『アサヒグラフ』1929年9月18日号,4頁；難波,

2008）。1935年に東京市は黒サージのスーツとブラウスを女教員の標準服に決めた（「近代日本の身装文

化 参考ノート No.523職業婦人」http://shinsou.minpaku.ac.jp/note/contents.html?id=523,2016

年6月5日閲覧）。ちなみに、大阪市役所産業部編纂（1926）ではブラウスや布帛製品という品種分類

は見当たらなかった。

19）布帛製品については、以下の2つ指摘を紹介しよう。「ワイシャツは合繊メーカー、綿紡などの原糸

メーカーがもっとも力をそそいだ衣料品であり、衣服製造業への進出の突破口であり、足がかりとなっ

た製品である」（中込,1975,224頁）。「綿紡績は十大紡はみなこれ（1ドル・ブラウスの輸出のこと：

引用者）に関係している」と言われた（中小企業庁,1958,133頁）。

20）1枚のブラウスには7ないし8個のボタンをつけた。㈱アイリスの創業者は、「戦後は、消費の中心

が東京になってきたのに釦メーカーの数は圧倒的に関西に多く、関東地区には少なかったのです」（大

隅,2007,223頁）と述懐した。

21）1955年頃の田辺地方のボタン工場は80有余で、従業員は4000人、そのほかに内職がいた。貝ボタン

の生産は1957年頃から急減した（武知,1979,16頁）。
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22）当時は不況により縫製能力が供給過剰であり、内需から外需への転換が可能であった。例えば広島県

輸出縫製品工業協同組合によると、「輸出縫製業は昭和30年、1ドルブラウスブームが到来して大口注

文が殺到したため、内需品メーカーが輸出向け縫製品を手掛けたのが始まりです。／以来、対米向け輸

出は順調に推移して参りましたが、昭和60年のG5（先進5ヶ国蔵相会議）を機にドル高是正がおこな

われ、 円高に歯止めがきかなくなり、対米向けの商談は一気に減少してしまいました」（備後地域地場

産業振興センターのウェブサイトhttp://www.bingojibasan.jp/14/50/を2016年8月4日閲覧）。

23）蝶矢シャツ八十八年史刊行委員会編（1974）では年表の1955年の箇所に鐘紡からのワンダラーブラ

ウスの受注の記載があったが、『イトキン20年のあゆみ』では記載は無かった。

24）田和編（1962）235240頁。

25）米国の小売商のグロスマージンは40～45％とされた（中小企業庁,1958,138頁）。

26）富澤（2013）233頁。

27）日本製の安価な男子用スポーツシャツ輸入に対しては、1954年8月に米国の関係団体が輸入阻止に向

けて動き出した（中小企業庁,1958,105頁）。日本側の輸出縫製業界の組織としては、1956年5月大阪

で日本輸出縫製品工業協同組合連合会（略称、輸縫連）が設立された。

28）ブラウス輸出では1956年1～3月積で110万ダース、4～12月積で140万ダース、合計250万ダース

に規制されることとなった。

29）「『メイド・イン・ジャパン』は安かろう悪かろうの代名詞、との風評」については、「不評買うメイ

ド・イン・ジャパン」『朝日新聞』1954年10月20日付けを参照。1953年4月から1954年3月までの

日本からの輸出品に対するクレーム（損害賠償）請求の件数は820件で、品質不良が452件、着荷不足

が234件であった。また、品目別では農水産物222件、機械200件、雑貨166件、繊維107件であった。

「トラブルの起こるのは大部分中小メーカーであり、中小の商社である。商社の数からいえばこんな悪

質なものはほんの一部に過ぎないわけだが、外国商社には、この少数の悪例が日本の商社ほど無責任な

ものはない、との考え方を植え付けてしまっている」（「苦情で求償増す一方 28年度中に820件」『朝

日新聞』1954年10月20日付け）。「ドルブラウスブーム時に一部で粗製濫造のそしりを受けた日本製品」

（日本輸出縫製品工業組合編,1965,35頁）との記述は、粗製濫造がいつ行われたのかを教えている。

30）「一般消費者も良質で安価な日本品に好意を寄せていることは、昨年末以来デイリー・ニューズ・レ

コード紙が屡々指摘している……。それにもまして重大なことは、米国内における日本品に対する一般

与論が、今日われわれ日本人が例えば1ドル・ブラウス問題についてさわぎたてているのに反して、殆

んど沈黙ないしは冷静に近いという事実である」（峰山,1955,18頁）。

31）1955年2月25日付30繊局第177号によって、生地ではコマーシャルカラーの染料は用いず、ウォッ

シャブルカラー以上の染料を用いることと防縮加工を行うことが、縫製品質では輸出ワイシャツ類の検

査標準案 A級以上が求められた（中小企業庁,1958,105 106頁）。富沢（1995）は、「1ドル・ブラウ

ス」には「『安かろう悪かろう』の意味があったため、輸縫連が中心となって、生地・染色・縫製など

について輸出適格品の基準を決め品質の向上を図った。これはその後の縫製品の品質を高める1つのきっ

かけとなった」（575頁）としたが、輸縫連ではなく日本繊維製品輸出組合が正しい。先染め織物産地で

のクレーム対応については、大田（2007）78,79,87頁参照。

32）中小企業庁（1958）104 122頁参照。これまでの研究では、数量規制については言及されてきたが、

それ以前の対策としての品質規制については取り上げられてこなかった。例えば、モウヒディン（1996a,

b）や高瀬（2006）をみよ。

33）東洋棉花の香港支店は1955年4月5日に開設された（東棉四十年史編纂委員会,1960,209頁）。

34）「1950年代の半ば前後から、大規模なアパレル産業が発達した。香港にアメリカから各種の衣料品の
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大量生産技術が移植されたのが、その直接的な発展契機であった。アパレル・メーカーやミシン・メー

カーが生産技術を移転し、大手の量販店やその代理店たるバイヤーがOEM方式の大量買い付けを開始

したのである」（大東,1997,241頁）。

35）日本製ワンダラーブラウスの素材・副資材はすべて日本製であった。ここに大きな相違を見ることが

できる。

36）村上政禧氏へのインタビューより。

37）四国ソーイング㈱会長の言を愛媛県生涯学習センターのウェブサイトのデータベース『愛媛の記憶』

より（http://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:1/2/view/354を2016年9月9日

閲覧）。中・四国の状況は「第93表 受註先の種類（甲表企業のみ）」からも窺える（中小企業庁,1958,

81頁）。それによれば、受註先の72.7％が「商社又は問屋」であった。

38）「大阪のみならず各地の元請業者は、多かれ少かれ、この問屋的傾向をもっている」（中小企業庁,1958,

135頁）。

39）ほぼ同じ頃北陸地方では、合繊メーカーによる織布・染色加工企業の系列化により、プロダクション

チーム（PT）が形成されつつあった。

40）原資料（山田,1981）では、「一助にもなったともいえないことはない」と控え目な表現をしている。

41）中小企業庁（1958）21頁の第2表も参照。1957年の調査では、輸出向けよりも内地向けの方が採算

がよいとの結果であった（中小企業庁,1958,48頁）。

42）中小企業庁（1958）は、早くも1950年代後半には「わが輸出縫製品に新たな強敵（香港）が現れた」

（1頁）とした。

43）先染織物を対米輸出してきた播州織物産地も同様であった（大田,2007,114頁）。

44）愛媛県では昭和「46年以降はたび重なる円の切り上げにより輸出縫製業は大きな打撃を受け、現在は

輸出縫製業者の大半は内需へ転換を図っている」（愛媛県史編さん委員会,1985,294頁）。

45）3社以外の清水工業㈱と大建被服㈱は鐘淵紡績の縫製系列とされた。大建被服は、1939年中沢布帛

工業㈱として大阪市内に設立され、49年大建被服に改称、70年には㈱ダイケンセンイに改称、90年

伊藤忠モードパル㈱に改称し、本店を東京に移して今日に至っている。OEM事業を伊藤忠商事のファッ

ションアパレル部門とのパートナーシップにより推進している（http://www.itcmpal.co.jp/2016年

4月27日閲覧）。

46）元請けだけでなく地方の縫製業者が輸出ブラウスの縫製を介して米国のカジュアル文化・既製服文化

に直接接触した意義は大きい。

47）東洋棉花との関係は以下の通り、もう一度見られる。B1社の代表取締役は、1975年大学卒業後の6

年間㈱トーメン（東洋棉花の改称後の社名）で米国小売業向けアパレル輸出や国内大手婦人アパレル

企業向け商品供給に従事した。

48）以下は、『イトキン20年のあゆみ』：木下（2011）177,180184頁を参照。両文献ではともにワンダ

ラーブラウスの受託生産には言及していない。

49）素材側から見ると、「ナイロンフィラメント織物は、昭和28年に市場に出始めたが、主流をなすタフ

タ、シャーともに、当初のうち縫製面に問題が多く需要は伸び悩んだ。……衣料用ナイロン織物は……

29年ごろからカッターシャツ、ブラウス、スカーフなどの需要が伸び」た（東レ㈱社史編纂委員会,

1977,76頁）。東レの1954年度のナイロン・フィラメントの「織物の用途は、ワイシャツ、ジャンパー、

レインコート、裏地、婦人用ドレス生地、ブラウス、和装品、足袋、洋傘からその他の工業用途まで広

がり、編物の用途は、婦人用ストッキング、婦人用肌着、ブラウス、スカーフ、手袋およびフルファッ

ション靴下などであった」（日本経営史研究所編,1997,287頁）。ナイロンは織物も編物もブラウス素材
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として用いられていた。糸金商店は当時先駆的役割を果たしていたと言えよう。

50）大阪発の㈱サンエーインターナショナルの前身企業である三永㈱も1960年代初めブラウス生産か

ら既製服生産事業に参入した（『SANEIINTERNATIONAL,19492003』12頁）。

51）蝶矢シャツは、1951年に㈱蝶矢シャツ製造所として再建され、57年㈱蝶矢シャツに改称された。

52）同社社長は輸縫連設立に積極的に関わり、常任相談役となった（日本輸出縫製品工業組合編,1965,

32頁）。

53）1961年の対米輸出布帛ブラウスFOB平均単価は、1ダース5.33ドル（1枚44.4セント）であった

（日本輸出縫製品工業協同組合連合会・日本輸出縫製品工業組合,1976,642頁）。

54）滋賀県長浜市の鬼しぼ縮緬を京都で友禅柄風に染めてもらった（森,2015,98頁）。

55）http://www.hanae-mori.com/about/history.html（2016年6月5日閲覧）。

56）1970年の対米輸出布帛ブラウスFOB平均単価は、1ダース10.11ドル（1枚84.3セント）であった

（日本輸出縫製品工業協同組合連合会・日本輸出縫製品工業組合,1976,643頁）。1965年から数年間の

「ドルブラウス」（アクリル糸使いのシェル模様のニットブラウス）については㈱トリーカのウェブサ

イト内の「トリーカ昔物語 第20話」で紹介されている（http:www.torica-inc.co.jp/story-post/を

2016年8月20日閲覧）。

57）大阪市内にあった子供服企業と取引しても便利屋として使われるだけであるので、取引しなかった。

また、量販店と取引するには生産数量が少なく合わなかった。

58）同社は地域一番店から百貨店への売り先の転換では苦労した。当時急拡大していたショッピングセン

ターでは価格帯が合わなかった。

59）「熱風インバウンド インタビュー 三起商行社長木村皓一氏」『日本経済新聞』近畿経済B、2015年

10月22日付け。

60）一般に縫製工の源泉は幅広かった。一例を紹介しよう。1937年生まれの大阪在住の女性は、戦後の混

乱と貧困で小学校3年までしか学校に行けなかった。漢字が書けないので、手に職を付けるためにミシ

ン工場で働いた。おかげでミシンのことは何でもできるという（「夜間中学で新たな人生 不登校 外

国人も」『NHK総合 かんさい熱視線』2014年10月24日放送）。

61）それまでは服種毎に別々の企業・店舗が扱っていた。三起商行の提案は『アンアン』や『ノンノ』が

提案するトータルコーディネートや新しいライフスタイルと親和的であった。

62）1950年代半ばの大阪の内需向け既製服産業を検討した呉羽紡績㈱調査室編（1957）では縫製加工の

これほどまでのダイナミックな展開は示されなかったし、そこには布帛製品の輸出を担う商社の入り込

む余地も描かれなかった。

63）モヒウディン（1996b）によれば「OEM方式により日本のアパレルメーカーは米国の最新のデザイ

ンと技術を日本で導入できた」（44頁）。
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The One-Dollar Blouse

Osami Tomizawa

Summary

The one-dollar blouse has been regarded as a starting point for post-war trade

friction between Japan and the U.S. This paper explains the conditions that

triggered the one-dollar blouse phenomenon in each country, and summarizes

their effects from three perspectives. First, considering Hong Kong’s emergence

as a garment sewing hub immediately following the one-dollar blouse issue, one

can possibly say that this business model was the starting point of U.S.-oriented

OEM export-driven industrialization that had been spearheaded by post-war

U.S. companies. This was supported by the linkage of small and medium export

companies by spinning and trading companies, and small and medium export

companies of various industrial clusters. Second, garment sewing companies

were seen shifting to domestic demand when exports were sluggish, and shifting

to exports when export conditions were favorable. However, with the start of the

1970s, the switch to domestic demand was clear. These companies then supported

domestic apparel companies in garment sewing, which continued to boom but

did not have the means of production. Third, it also presented a good example of

the negative exemplum. As with Hanae Mori’s response（shock and inspiration）,

this led to one Japanese designer leaping into the wider world, and as with the

Miki House brand, it produced business owners directing high value-added

management toward the rest of the world.
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