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1. はじめに

北埼玉における衣服製造業の生産 ･流通構造とその変容

荒 木 美智子

業者の転業 ･廃業が相次ぎ,その生産力は次第に

衰退し,またこの間,その生産 ･流通構造も急速

に変化 していった｡

本論文は,埼玉県北部の行田市 ･羽生市 ･加須

市 (第 1図)を中心とする地域に発達した衣服製

造業を対象として,その生産 ･流通構造の変容を

考察したものである｡

研究対象とした行田 ･羽生 ･加須地域の衣服製

造業は,後述するように,戦前からの行田 ･羽生

を中心とする在来の足袋製造業をその起源とし,

現在でも多 くの中小 ･零細規模の企業が集積 して

分業を行い産地を形成 している｡しかし,戦後の

歴史をたどってみると,1960年代半ばを境として 0 10 20kn
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埼 玉県

第 1図 調査地域
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主要な変化としては,産地の上層規模の業者の

中には地元で労働力を確保できな くなったため

に,1960年代半ばから東北地方に分工場を建設す

る,あるいは近年では海外の工場に生産を委託す

るなど,産地外に生産拠点を移すようになってい

ること,また,産地が東京の総合商社,問屋,衣

服製造卸 (アパ レル卸商とも呼ばれる)といった

大都市の商業資本の下請化 していることなどがあ

げられる｡ こうしたことの背景としては,戦後の

日本の衣服製造業を取 り巻 く環境変化- 産業構

追 (地域構造)の変化 , 需要構造の変化,労働力

不足,国際化の進展といった変化がある｡

本論文の目的は,行田 ･羽生 ･加須地域の衣服

製造業の生産 ･流通構造とその変容を考察するこ

とによって,こうした伝統的な産地の衰退の過程

を明らかにすることである｡

研究にあたっては,文献 ･統計資料を用いる

他,戦後から現在までの生産 ･流通構造に関して

は,産地の各組合と,観合に加入する産地内の主

に上層規模の企業計24社に対して聞き取 り調査を

行って補完 した｡

尚,本論文中の ｢衣服製造業｣とは,衣服と繊

維製の身の回 り品を製造加工する製造業のことで

ある｡この場合,衣服の素材が織物 ,ニットで

あっても,非織経であっても,また,製造加工手

段が縫製加工であっても溶接であっても ｢衣服製

造業｣に含むことにする｡ただし,身の回り品に

ついては,繊維製で縫製加工するものに限定する｡

また,研究対象地域である行田 ･羽生 ･加須地

域については,上野 (1977)で ｢北埼玉｣の名称

が用いられていることから,行田 ･羽生 ･加須に

わたって展開する衣服製造業産地については ,

｢北埼玉産地｣と称することにする｡

2. 日本の衣服製造業

日本の衣服製造業は,織維産業の中でも長い間

発達が遅れていた部門である｡日本では,すでに

幕末から明治時代にかけて,軍服や官吏の制服の

生産が始まり,大正時代には,東京 ･大阪 ･名古

屋といった大都市において,洋装が普及し始める

のに伴い,紳士服 ･婦人服 ･子供服などの既製服

が生産され るようになっていた｡地方において

も,北海道 ･東北地方を除 く全国各地に足袋の産
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地が成立しており,この足袋製造業者の中から,

作業服や学生服を生産するものも現れている｡ し

かし,戦前の日本では,既製衣服の需要が乏 し

かったため,衣服製造業はほとんど成長すること

ができなかったといってよいであろう1)｡

日本の衣服製造業が本格的に発展したのは,戟

後,1960年代からである｡その背景 としては,

1960年代以降,日本経済が高度成長期に入ると,

庶民の所得 ･生活水準が向上し,また,庶民の洋

装化が普及したことによって国内市場が拡大した

こと,衣服の既製化が進展したことなどがあげら

れる2)｡特に,戦後の紳士服 ･婦人子供服の生産

の伸びはその需要の増加に支えられて著 しい 3)0

しかし,日本の衣服製造業は,1973年のオイル ･

ショック以降の低成長期に入ると,国内市場がほ

ぼ飽和状態になったため,その成長が緩やかに

なってきている｡この低成長期以降,我が国の衣

服製造業は従来のように規格化された衣服を大量

販売することから,衣服の個性化,多様化,高級化

を押し進めて,新たな市場を開拓することを求め

られるようになってきているといわれている4)0

さて,今 日の衣服の生産においては,国内で

は,東京 ･大阪 ･名古屋 ･岐阜といった産地が,

衣服製造卸が集積し,紳士服 ･婦人子供服を中心

に生産している4大産地といわれている｡また,

埼玉 ･岡山 ･広島といった大都市周辺には,戦前

からの足袋製造業を起源とし,制服 ･作業服 ･学

生服を中心に生産している産地がある5)0

経済の高度成長期開始当時 (1960年)と1990年

について,衣服 ･その他の織維製品製造業の発達

の状況を,都道府県別に従業員数で比較してみる

と (第 2図),この間北海道 ･東北 ･中部 ･四国

･山陰 ･九州地方で衣服の生産が著 しく盛んに

なっていることがわかるが,これは,衣服製造業

が本格的に発達した1960年代頃から,資本のある

大都市の衣服製造卸,あるいは地方の衣服製造業

者などを中心に,大都市では困難となりつつあっ

た労働力の確保を主たる目的とし,地方 (農村地

帯)に分工場を建設するなどして,生産拠点を移

すようになったためである6)0

また,今日の日本の衣服製造業は国際的分業体

制の一環にくみこまれている｡衣服の貿易は,戟

後,1955年前後の1ドルブラウスブーム当時は,

輸出額が輸入額を上回っていた｡しかし,1960年
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第2図 都道府県別,衣服 ･その他の繊維製品製造業の従業者数の比較
｢工業統計表｣により作成,ただし,従業者数4人以上の事業所の統計
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代半ば以降,韓国 ･中国 ･台湾 ･香港 ･その他の

東南アジア諸国からの実用衣料品を中心とする輸

入が急増 し,1989年現在,輸入額は輸出額の約15

倍となってお り,今日では,イタリアなどからの

高級品の輸入 も増えてきている7)｡衣服 の輸入

は,当初は実際の輸入業務は大半は総合商社を経

由して行われ,量販店 ･百貨店 ･衣服製造卸 ･集

散地問屋などの卸 ･小売業などを中心に衣服を輸

入していたが,次第に衣服の生産 ･流通に関わる

あらゆる部門が行 うようになってお り,商社と同

様の活動をする企業も増えてきている8)0

特に東アジア ･東南アジア諸国からの衣服の輸

入は,その初期には現地の輸出業者から製品を買

いつけていたが,次第に現地の企業 との業務提

携,あるいは合弁工場の設立を行って望みどおり

の製品を安定して輸入するようになっている｡と

りわけ衣服製造卸,衣服製造業者は,1970年頃か

ら積極的に総合商社と現地資本との合弁工場を設

立するようになっているが,これは,年々深刻化

する労働力不足に対応して地方-進出した分工場

においても十分な労働力を確保することができな

くなってきたこと,加えて賃金,その他の諸経費

の上昇から付加価値の少ない実用衣料品の国内生

産は将来的に難しくなってきたことから,豊富な

低賃金労働力を求めて海外に生産拠点を進出させ

るようになったためである9)｡今 日,こうした海

外生産の中心は,従来の韓国 ･台湾といったアジ

アNIESから更に安い賃金で労働力の確保できる

中国-と移 りつつある10)0

3.埼玉県の衣服製造業

今日の埼玉県の衣服製造業は,県南部と県北部

ではその様相が異なっている｡つまり,県南部で

は産地は形成されていないといわれており,一般

的に規模が大きく,本社を東京に有し,分工場と

いった生産拠点を埼玉県内に置いている企業が散

見される｡これに対して,県北部では,行田 ･羽

生 ･加須地域 と,深谷 ･熊谷地域に業者が集積

し,いわゆる産地が形成されているのである11)0

埼玉県の衣服製造業は,概 して,戦後,順調に

発展してきたのが,1960年代半ば以降,従業者数

の停滞 ･減少傾向がみられ,生産力が低下 しつつ

あるといえる12)｡しかし, こうした戦後の埼玉県
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における衣服製造業は,地域的には異なった展開

がみられた｡第 3図に,1960年と1990年の埼玉県

における衣服 ･その他の繊維製品製造業の従業者

数を市町村別に示す｡この間に,従業者は北埼玉

産地では減少しているのに対 し,特に県南部の市

町村では一様に増加が著しいことが明らかである｡

このような県南部での衣服製造業の発達は,隣接

する東京都区部にある衣服製造卸といった業者が

分工場を進出させてきた,あるいは,事業所を全

面的に移転してきたためである｡

信用交換所 『全国繊維企業要覧』(1992年版)に

より,埼玉県に所在する衣服製造業事業所の創業

也,本社所在地を調べてみると,埼玉県内でない

場合は,ほとんどが東京都区部であり,埼玉県に

おける衣服製造業の発達の背景には,東京の業者

の進出があることがわかった｡県北部の北埼玉産

地では,その創業が戦前からの足袋製造卸,青縞

問屋などである場合も含めて,地元資本の自社の

商標を持つ業者が多 く存在 しており,東京からの

業者の進出は若干みられるが,産地全体から見る

とその影響は少ないと思われる｡

しかし,今日,埼玉県の衣服製造業は,東京の

業者の下請化するという形で,その影響を受けて

いることが予想される｡例えば,熊谷 ･深谷地域

の産地は,現在では,東京の集散地問屋 ･衣服製

造卸 ･商社などからの委託生産が中心である13)0

また,埼玉県の衣服製造業は,戦後の高度経済

成長期以降,特に1960年代に顕著になった全国的

な若年労働力不足に直面するようにな り,一部の

資本のある事業所が県外に生産拠点を移すように

なった｡信用交換所 『全国繊維企業要覧』(1992年

版)により,埼玉県に所在する衣服製造業事業所

の分工場の開設場所を調べてみると,県内のより

都市化されていない地域 , あるいは近辺の市町村

に分工場を開設 している例も見られるが,そのほ

とんどが県外であることがわかる｡県外-の工場

進出先は,東北地方が最も多 く,その他には群馬

県 ･栃木県 ･新潟県 ･徳島県 ･愛媛県 ･宮崎県な

どであり,いずれも産業の集積が少なく労働力が

比較的集まりやすい地方の農村地帯である｡
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(1960年)

第 3図 埼玉県の市町村別衣服 ･その他の繊維製品製造業の従業者数の比較

｢工業統計調査結果報告 (埼玉県)｣により作成,ただし従業者数4人以上の事業所の統計
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4.北埼玉産地の生産 ･流通構造の変容

(1)北埼玉産地の起源とその発展

今日の地方の衣服製造業の産地には,古 くは江

戸時代から,その土地で得られる木綿や麻などを

原材料として足袋 ･蚊帳などが製造されていたこ

とに始まるものが見られるが14),北埼玉産地 もこ

のような古い時代の足袋製造に起源をもつ産地で

ある｡

行田 ･羽生 ･加須地域を含むかつての北埼玉郡

一帯では,明治時代中期までは綿花が栽培されて

お り,これを原料基盤 とする綿織物業が盛んで

あった｡この地域で生産された綿織物は ｢青縞｣

と呼ばれ,同じくこの地域で栽培された藍を使っ

て染色した糸で製織 したもので,加須 ･羽生がそ

の生産の中心であった｡そして,この青縞を原材

料として,江戸時代末期には,付近の中仙道熊谷

宿での需要から,行田を中心に農家の副業として

足袋が製造されていたといわれている15)0
明治時代になると,身分制度の崩壊に伴って足

袋の需要が増加 し,行田を中心とした足袋製造は

急速に発達 していった｡製造工程の中に分業が取

り入れられるようにな り,製造の一部にしか携わ

らない ｢足袋製造卸｣,製造を全面的に委託生産

する ｢足袋問屋上 これらから委託 されて製造す

る ｢下職｣,さらに ｢下職｣から製造を請け負 う

｢内職｣が成立す るようになったのである｡ ま

た,原材料も足袋原料問屋 ･青縞買継問屋によっ

て専門に取 り扱われるようになっていった (第 4

図(9).

そして,1894年 (明治27年)以降,手動 ミシン

･裁断機などの機械が導入されると,製造工程の

分業がさらに細か くな り,また,足袋製造卸は自

家工場を拡大し,足袋問屋の中には自家工場を建

設するものも現れるようになった｡さらに,1910

午 (明治43年)に行田電燈会社が設立され,電力

供給が可能になると,動力 ミシンが使用され始め

るようにな り,足袋製造の工場制機械工業化が進

展 していった｡

こうして,大正時代になると,設備の近代化が

進むとともに,製造工程における分業もほぼ完成

し,足袋の生産量は大幅に増加していった｡原材

料についても従来の青縞 ･白木綿のみならずキャ

ラコ ･別珍 ･コール天 ･緯子などが用いられるよ

お茶の水地理 第35号 1994年

うにな り,行田近辺の原料問屋 ･青縞買継問屋だ

けでなく,東京 ･長野の問屋からも買い入れられ

るようになった｡当時の足袋の販路は東京の足袋

問屋の他,関東以北の衣料品小売店を中心として

いた 16)｡

また,人正時代には,1923年 (大正12年)当時

で,行田では足袋問屋 ･足袋製造卸は176軒あ り,

その従業者数は内職者も含めて4,888人にのぼっ

てお り,また,青縞生産の衰退に伴って,羽生 ･

加須の青縞買継問屋の中から足袋問屋 ･足袋製造

卸になるものも現れ,足袋製造が拡大 していった
17)

()

昭和時代に入っても,行田の足袋の生産量は増

加を続け,1938年 (昭和13年)にはその最盛期を

迎えた｡当時の生産 ･流通構造を第 4図②に示す｡

しかし,戦時中は衣料織維統制により原材料が統

制されたため,その生産量が大幅に減少すること

になった18)｡
また,行田には,明治時代から足袋製造の副業

として青縞,自木綿を使った作業用和装品などの

製造を行 う業者があった｡そして,1923年 (大正

12年)の関東大震災以降,衣服の需要が増大する

と,こうした業者の中からズボン ･シャツ ･学生

服といった被服を製造する業者が現れ,行出 ･羽

生 ･加須において被服の製造が拡大していき,や

がて被服専業の業者も見られるようになった｡こ

うした被服の販路は,前述 した足袋の販路を利用

し,主に関東以北を中心としていた｡

この被服製造は,戦時中の衣料繊維統制下にお

いてさらに発達 していった｡ 日華事変の起 きた

1937年 (昭和12年)には,行田に陸海軍の被服本

願の出張所が置かれた｡翌年からは軍需工場動員

法により,既存の工場は軍の指定工場に統合され

軍服や国民服の生産が行われるようにな り (第 4

図②),衣服の生産量は急激に増大 した｡

(2) 戦後の展開

1) 足袋製造業の衰退と被服製造業の変容

行田を中心とする足袋製造は,1951年に衣料繊

維統制が完全に撤廃されるとまもなく復興 した｡

しかし,戦後の高度成長期に入ると洋装化が進展

し,また,1954年にはナイロン靴下が,出現 して急

速にその市場を拡大すると,足袋の需要が激減 し

たため,行田の足袋業者は1958年頃を境として急

激に減少 した｡そして,多 くの足袋製造業者が廃
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①
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第 4図 北埼玉産地の生産 ･流通構造の変遷

① 《明治時代中頃までの生産 ･流通構造》

『行田足袋工業百年の歩み』より作成

② 《戦前 (昭和10年代頃)の生産 ･流通構造》

『行田足袋工業百年の歩み』より作成

③ 《現在の生産 ･流通構造≫

聞き取 り調査 より作成

莱,あるいは学生服 ･作業服 ･制服といった被服

や靴下 ･地下足袋 ･サンダル ･ス リッパなどの製

造に転換 していった19)｡現在,足袋の製造は,多

くの場合,こうした他の製品の製造と兼業 して行

われているが,今 日でも ｢行田足袋｣ として全国

に知られ,全国シェアの50%弱を占めているとい

川原料の流れ

一製品の流れ

われている20)0
一方,被服製造は,戦後,軍需服需要が消滅す

ると一時期打撃を被 ったが,やがてヤ ミ市におけ

る需要を利用 して再び拡大していき,衣料繊維統

制の撤廃後は,行田 ･羽生 ･加須において業者数

が急激に増加 していった｡そして,高度成長期に
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入ると,従来の学生服 ･作業服などだけではな

く,新たに需要が増加した婦人子供服 ･紳士服な

どを取 り扱 う業者 も現れるようになった｡ しか

し,北埼玉産地は,現在でも学生服 ･作業服を中

心としてファッション性をあまり必要としない量

産製品を生産 している産地である21)｡そ して,北

埼玉産地では,被服製造業者の数は,1960年頃を

全盛期として次第に減少傾向にある22)｡その原因

としては,衣服のファッション化に対応できず製

品の需要が減少したこと,また,後で述べるよう

な労働力不足といったことが考えられる23)｡

第 1表より,北埼玉産地の地元業者の企業形態

についてみると,自家生産を行っている場合がか

なりあることからもわかるように,北埼玉産地の

地元業者には,その起源が戦前からの足袋製造

お茶の水地理 第35号 1994年

卸,被服製造卸であり,独自の商品企画力 ･販売

力を持ち,自ら開発した製品を自家工場で生産 し

(下請利用も行 う),自社の商標で流通させてい

る業者が現在も多 く存在している｡

しかし,実際には,こうした独自の商品企画力

･販売力を持つ業者の中にも,近年では,需要の

高いファッション性の高い製品を生産する場合,

より商品企画力 ･販売力の優っている東京の総合

商社,集散地問屋,衣服製造卸,百貨店などの下

請として参入し,経営の安定を図っている者も多

くみられる24)0

また,羽生衣料縫製協同組合,加須衣料縫製協

同取合に加入している業者のように,衣料統制撤

廃後,産地内の製造卸の下請から始めた場合も,

需要の変化-の対応と付加価値の増大を図るため

第 1表 北埼玉産地の衣服製造業の構成

行田足袋 行田被服 加須衣料 加須被服 羽生衣料 羽生被服

企業数 63 69(150) 43(30) 25(43) 111 70

従業員 5人 以 下

規模別 6- 20人

21- 50人

51-100人

100-300人

301人以上

27 15(92)

20 25(40)

8 20(18)

3 5

5 3

1

30(30) 8

11 12

2

2

3

31 25

67 35

9 8

4 2

形態別 自 家 28 20(50)

自家 ･下請 19 23(20)

下 請 16 26(80)

22

1

42(30) 3

2 50

2 20

107

専業 ･ 専 業

兼業別 兼 業

2

1

1

5

49(50) 43(5) 24(43) 111 70

20(100) (25) 1

生 産 額 (億円) 35 301 27.1 178 72.5 230

主な生産品目 足袋 スポーツウェア 作業服 作業服 作業服 作業服

作業服 白衣 学生服 婦人子供服 スポーツウェ7

婦人子供服 婦人服 婦人子供服 婦人子供服

学生服

埼玉県商工部 ｢埼玉の産地｣昭和61年度 ･平成 3年度により作成
*1) ( )内は,組合員以外のアウトサイダーで,実数には含めていなし

*2) 生産額は,アウトサイダー分は含めていない

*3) 行田足袋 (行田足袋商工協同魁合)

行田靴下 (行田靴下協会)

行田被服 (行田被服工業協同組合)

加須衣料 (加須衣料縫製協同阻合)

加須被服 (加須被服協同組合)

羽生衣料 (羽生衣料縫製協同組合)

羽生被服 (羽生被服協同組合)
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に,次第に前述 したような東京の商業資本の下請

に変化している25)0

第 4図③は,聞き取 り調査から北埼玉産地の現

在の生産 ･流通構造をまとめたものである｡前述

したように,戦後の北埼玉産地では,東京の商業

資本の下請化が進行していったが,この場合,産

地の企業は,原材料を供給され所定の作業を行

い,製品を納入して加工賃を受け取る｡自家製品

を製造する場合は,原材料は,産地の上層規模の

企業は大手の総合商社 ･級維商社から,比較的小

規模の企業は産地周辺の生地問屋から仕入れる場

合が一般的であるOまた,自家製品の販路につい

ては,製品の特質によって様々であるが,一つの

傾向として,従来は戦前と同様,製品は問屋 (也

方問屋 ･集散地問屋)-卸され,さらに地方 (主

に関東以北)の衣料品小売店に卸 されていたの

が,1960年代半ばから,この頃から伸長してきた

量販店などの小売店-直接卸されるようになって

きている｡

2) 労働力不足と地方への工場進出26)

現在,北埼玉の衣服製造業は,中小 ･零細規模

の企業が集積 して分業を行 う産地形態をとってい

る｡そして上層規模の企業のほとんどは,市内に

自家工場を持っているが,製品を生産する場合,

縫製工程 (穴かが り,ボタン付けなども含む)に

ついては,市内 ･北埼玉産地周辺の下請業者 (企

業形態のもの,家族経営的なもの,元従業員によ

る内職など含む),あるいは地方の分工場 ･系列

企業 ･合弁工場などに委託生産させている (第 4

図③)｡このように市内の自家工場以外の生産力

を利用しているのは,労働力不足がその背景にあ

るといえるだろう｡

首都圏の外縁部にある北埼玉産地では,1970年

代頃から,上層規模の企業の多 くは,分工場,あ

るいは系列工場の形態で生産拠点を地方 (主に東

北地方)に進出させるようになった｡その背景と

しては,高度成長期に深刻になった全国的な労働

力需給の逼迫に加え,付近に造成された工業団地

などに各種大手企業の工場が進出したことなどに

より,地元での若年労働力の確保が困難となり,

労働力の高齢化が急速に進んできたこと,また,

周辺賃金の上昇により労働賃金が上昇したことが

あげられる｡実際,北埼玉産地では,1960年代後

半には,地元の労働力の確保が難 しくなってお

り,行田 ･羽生の企業の中には,東北地方から若

年労働力を定時制高校に通わせるなどの条件で寮

生として受け入れていたものもあった｡しかし,

1970年代に入ると,従来過疎地域であった東北地

方に電気機械などの工場が進出したこともあり,

こうした東北地方からの流出労働力も期待できな

くなったのである｡

また,生産拠点の進出は国内に留まらず,近年

では,円高,国内での労働力不足も相まって,隻

富で低廉な労働力を持つ東アジア ･東南アジアな

どに合弁企業の形での直接投資を行 う企業も現れ

ている｡北埼玉産地では早くも1970年代には,中

国,韓国を中心として,主に総合商社などを介し

て現地の工場-委託生産を行っている業者もあっ

たが,当時は生産技術の問題から望みどおりの製

品が作れなかったことなどもあり,軌道にのらな

かった｡しか し,近年になって,国内での生産

が,地方に工場を進出させたにもかかわらず若年

労働力が集まらなくなり労働力の高齢化 (主に中

高年女子)が進みつつあり,また1986年頃からの

円高も相まって,さらに低い賃金で豊富な若年労

働力が確保できる東アジア (中国 ･台湾) ･東南

アジア (インドネシア ･ベ トナム)にも総合商社

などを介しての委託生産,あるいは合弁工場の形

での進出を行っている業者も見られる｡

5.まとめ

本論文で取 り上げた北埼玉の衣服製造業は,中

小 ･零細規模の企業が集積して分業を行う産地形

態をとっており,今日,埼玉県内でも代表的な衣

服産地を形成 している｡北埼玉産地は,多くの地

方の衣服製造業 と同様,周辺で得 られる原材料

(青縞)を利用 した古い時代の足袋製造に始ま

り,明治時代に製造卸を中核として形成された行

田を中心とする足袋製造の生産 ･流通構造を原型

とし,戦前には,行田 ･羽生 ･加須の各地域にお

いて工場制機械工業による足袋 ･被服の製造が発

達していた｡戦後は,衣料織維統制の撤廃後に新

規業者が増加し,一時期発展をみるが,1960年代

半ば頃より,事業所数,従業者数は減少し,産地

の生産力は次第に低下してきている｡

そして,産地の生産力が低下してきたこの間,

北埼玉産地を取 り巻く主な環境変化としては,-
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つには戦後の衣服の需要の変化,もう一つには高

度成長期以降深刻になってきた若年労働力の不足

があった｡ こうしたことを背景に,戦後の北埼玉

の生産 ･流通構造も変容 していったと思われる｡

つまり,北埼玉産地では,戦後,庶民の洋装化

が進展 して衣服の需要構造が変化 した ことに よ

り,1950年代には,足袋製造業者の急激な転業 ･

廃業がみられた｡また,被服製造業者の中には,

従来の学生服 ･作業服などだけではな く,高度成

長期に新たに需要が増加 した婦人子供服 ･紳士服

などを取 り扱 う業者も増えていった｡ しか し,北

埼玉産地の戦前からの製造卸形態を持つ業者の多

くは,独自の商品企画力と販売力があるにもかか

わらず,1970年代以降顕著になった衣服のファッ

ション化の波にのれず,従来の製品の需要は減少

していった｡

そして,独白の商品企画力と販売力がある業者

でも,付加価値が高 く需要のあるファッション性

の高い製品を生産する場合には,その多 くは,よ

り商品企画力 ･販売力の優る東京の総合商社 ･集

散地問屋 ･衣服製造卸 ･百貨店などの 卜請を行っ

て利潤をあげるようになった｡ しか し,このよう

に東京の商業資本に商品企画力 ･販売力の面で依

存することは,長期的にみれば,必ず しも経営を

安定させるとはいえないであろう｡

一万,聞き取 り調査を行った産地の上層規模の

企業の中には,制服 ･作業服などの製品の場合に

限られるが,東京のデザイン会社などに商品の企

画を委託する,あるいは有名デザイナーを起用 し

て商品を企画するなどしてファッション性の高い

商品を生産 し,全国の主要都市に展開した自社の

営業所,または系列販売会社から自社の商標で販

売するような企業も成長 してきている｡

また,首都圏の外縁部にある北埼玉産地では,

経済の高度成長期の1960年代後半に入ると,全国

的な労働力需給の逼迫に加え,付近に造成された

工業団地などに各種大手企業の上場が進出したこ

となどにより,地元での若年労働力の確保が難 し

くなった｡そ して,1970年代頃から産地の上層規

模の企業の多 くが,農村の労働力を求めて,分工

場 , あるいは系列工場の形態で東北地方を中心と

して生産拠点を進出させるようになった｡

さらに,近年では,円高や国内での労働力不足

も相まって,低い賃金で豊富な若年労働力が確保

お茶の水地理 第35号 1994年

できる東アジア (中国 ･台湾など) ･東南アジア

(イン ドネシア ･ベ トナムなど)にも総合商社な

どを介 しての委託生産,あるいは合弁工場の形で

の進出を行っている業者も見られる｡労働集約性

の高い衣服製造業の場合,低賃金労働力が確保で

きる東アジア ･東南アジアでの生産は国際競争上

有利であ り,北埼玉産地においても,上層規模の

企業の中には,今後,こうした海外での産地の比

重を高めていくものもあるだろう｡

しかし,北埼玉産地全体 として見れば,このよ

うに上層規模の企業が産地外-生産拠点を進出さ

せることは,産地内の下請業者 (内職 も含む)の

仕事量を減少させ,産地としての機能をますます

弱体化させることになる｡

また,現在,北埼玉産地においては,産地外-

分工場など生産拠点を進出することができない業

者の場合は,労働力不足を産地内の下請業者に依

存 しているが,北埼玉産地では労働力の高齢化が

著 しく,労働力の確保が将来的にも不安定な状況

にある｡

聞き取 り調査を行った企業の中には,こうした

労働力不足-の対応として,戦前からの製造卸形

態から,自社の生産機能を廃止 し,生産は専ら県

外,海外の工場に委託する,あるいは買継製品に

依存 し,卸機能に経営の重点を置 くようになった

企業もみられ,北埼玉産地では,今後の労働力不

足により買継化が進行することも考えられるO
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