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1 はじめに

ミシンは富裕家庭では戦前から使われていた精密な機械である。機械が消費財として普及す

るには，大量生産方式による製造が不可欠であるが，そのことが日本におけるミシンの国産化

を遅らせ．海外で量産されたシンガー製品の独走を許すことにつながった。

戦後になってようやく．国産化が進んだミシンは一般家庭へ急速に浸透し， さらに世界各国

へ輸出されるようになり，日本の家庭用ミシン生産量は1969年に434万台に達するまでめざま

しく増加した。しかし70年代にはいると 圏内市場ではミシンの世帯普及率が限界に達すると

ともに，製造コストの上昇によって輸出競争力が弱まり始めたため．家庭用ミ シンの生産は減

少に転じた。その後も安価な既製服が出回ってミシンの需要は滅り 2005年の圏内生産はわず

か23万台にまで激減している。

* 2011年11月19日受理， ミシン部品，大量生産，生産技術，技術展開， 日本
＊＊ 大阪工業大学
(1) 『ミシンの年次統計資料 （平成17年版）J日本縫製機械工業会。



技術と文明 17巻 I号（2)

一方，遅れて国産化が進んだ工業用ミシンの生産は， 90年代初頭に110万台に達するまで増

加傾向を維持したものの，それ以降は家庭用と同じ衰退の道をたどり， 2005年の国内生産は42

万台である。

しかしながら現在においても，家庭用ミシンでは蛇の目やプラザー，工業用ミシンでは

ジューキといった日本プランドが世界的シェアを持っている。蛇の目ミシン工業は中国とタイ，

ブラザー工業は中国と台湾，ジューキは中国に製造拠点を持っており．日本の技術によるミシ

ンが製造されている。日本の消費者にとって魅力の薄れたミシンだが，日本企業は技術力を維

持，向上しつつ，人件費の安い固に製造を委ねることで原価を抑え，強い国際競争力を保持し

ているのである。

このように日本のミシン生産が推移していく中で，輸入品が席巻していた圏内市場を外国企

業から奪取しさらに海外市場を開拓して，ミシン製造業が空前絶後の発展を遂げていく

1950. 60年代はきわめて興味深い時期である。本稿の第 lの課題として．この戦後復興期に劇

的な転換が達成された要因について 技術的側聞から検討する。

当時，組立てに特化したアセンプル業者が量的拡大，特に輸出を支えていたが，そうした中

小・零細企業の存立を可能にし，かつ大手企業の製造原価削減にも寄与したのが，中小専門

メーカーによるミシン部品生産であった。

圏内でのミシン生産が衰退していく過程で，大手ミシンメーカーは生産拠点の海外移転や事

業の多角化によって新たな発展を遂げたが，アセンプル業者の発展はほとんどみられなかった。

一方，同じ中小企業でも部品メーカーの中には，現在でも特定のミシン部品で世界的なシェア

を維持している企業や異業種分野で発展を遂げている企業が見られる。

本稿の第2の諜題として，こうした部品メーカーがミシン生産の成長期に，いかなる技術蓄

積をしそれがその後の事業展開にいかに寄与したのか，という観点から＇ 1950. 60年代日本

におけるミシン製造業発展の意義を考えてみたい。

2 家庭用ミシンの国産化一戦前・戦時

幕末，日本に紹介されたミシンは，明治時代になると洋装の広まりにしたがって輸入される

( 2) 1995年から家庭用ミシンに分類が変更される小型ヘリ縫（オーバーロック）ミシンを除外した数
値である。これを含めると170万台となる。

( 3) 1932年に量産を始めたブラザーの家庭用ミシン累計生産台数は71年に1000万台， 86年に2000万台．
2000年に3000万台に達したが，そのわずか 7年後の2007年に4α氾万台を達成した（h仕p://www.
brother .co.jp/ news/2007 /hs-40m/index.h加）。したがって「プラザーjプランドのミシン生産は加速
している。

(4) 2005年現在，中国は家庭用ミシンを850万台．工業用ミシンを692万台も生産しており，世界ーの
ミシン生産国になっている（中国機械工業年鑑編輯委員会編『中国機械工業年鑑』機械工業出版社，
2006年， 255頁）。世界第2位の台湾はそれぞれ162万台， 21万台生産している（経済部統計処編『台湾
地区工業生産統計年報2005』経済部統計処， 2006年）。

( 5) ブラザー工業では2006年度売上高の7割をファクシミリ，プリンタ，ディジタル複合機等の事務
機が占め，家庭用・工業用ミシンに工作機械を加えても 2割に及ばない。
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ようになった。 1900年代初頭までは主としてドイツ製品が用いられたが，以後，シンガーを代

表とするアメリカ製ミシンの輸入が増え， 24年からはイギリス製シンガーミシンが日本市場を

支配するようになる。

ミシンの国産化過程を振り返ると， 1881年，鉄砲鍛冶であった左口鉄蔵が内国勧業博覧会に

環縫いミシンを出展し， 1895年には戦後まで家庭用ミシンを製造していた福助の創業者辻本福

松が足袋縫いミシンを考案している。第一次世界大戦前後になると，小出新次郎が独自の家庭

用ミシンを，甘利忠利や明嵐次郎が和裁用ミシンを発明している。このようにミシン国産化は

早くから試みられたが．いずれも量産には結び、つかなかった。

小瀬与作が東京高等工業学校出身の機械技術者亀松茂らと1921年に創業したパイン裁縫機械

製作所（現蛇の目ミシン工業）は， 29年に家庭用本縫いミシンを試作しその後，生産を本格化

させていく。東京砲兵工廠熱田兵器製造所の職長であった安井兼吉が1908年に創業した安井ミ

シン商会（現ブラザー工業）は当初 輸入ミシンの修理と部品製造に従事していたが， 32年に中

枢部品である中がまの量産化と家庭用本縫いミシンの製造に成功する。三菱電機も33年に家庭

用，翌年に工業用ミシンを作り始めた。

こうした家庭用ミシンはいずれもシンガー製品の模倣であったが， 32年の関税率引上げに

f半って，シンガーミシンが値上げされたことにより，国産品は競争力を持つようになる。加え

て37年に公布された輸出入品等臨時措置法によって，ミシンの輸入も抑え込まれたため，圏内

生産が進展し翌年には10万台を越える。

しかし戦時下の42年にミシン製造企業は整理，統合され，特に家庭用ミシン生産が抑制され

たため， ミシン生産は40年の15万台を頂点に45年の4415台まで激減する。

戦時にミシンの生産は大きく減少したが，敗戦までの10年間に，軍工廠など兵器生産部門で

発達した機械部品の量産技術が，戦後ミシン製造業界に参入することとなる潜在的企業を含め

て．ミシンおよび同部品メーカーに拡散し，その後のミシン生産技術の向上に大きく寄与する

ことになる。

1850年代末から80年代初めにかけてのアメリカでも．造兵工廠で発達した互換性部品製造方

式がミシン製造工場に波及したが，その技術伝播を媒介したのは主として機械職人であったよ

うで必。それに対して，日本での軍工廠からミシン製造業界への技術移転は技術者を通じて

( 6) 当時，東京や大阪の部品業者から仕入れた中がまやボピンケースなど大半の部品は．規格がまち
まちで手直ししなければ使えなかったが，完成したミシンはシンガー 15種と同一規格で，部品は互換
性を持つものであった（蛇の目ミシン工業社史編纂委員会編 『蛇の目ミシン創業五十年史』蛇の目ミ
シン工業.1971年， 180頁）。

( 7) 中がまはミシン針で布地の表から裏へ差し込まれた上糸をヲ｜っ掛けて．ボピンに巻かれた下糸に
絡み合わせる部品である。薄くて非対称な形状をしており，加工が難しい。

( 8) 日本ミシン協会日本ミシン産業史編纂委員会編『日本ミシン産業史』百本ミシン協会， 1961年．
474頁。

( 9) デーヴィッド・ A・ハウンシェル和国一夫・金井光太朗・藤原道夫訳 『アメリカン・システム
から大量生産へ 1880～19321名古屋大学出版会， 1998年， 87～157頁。
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行われた。

「それまでのミシン製造は，まったくの職人技術にたよったもので 機械加工に先だってけ

がきをしたり，出来上ってからもすり合わせといって調整しなければなら i~o~」状況であった
帝国ミシン（蛇の目）は．当時国内最大の月産2000台をめざした小金井工場を36年に開設する

際．長沢す美遠を工場長として招いた。

長沢は東京帝国大学機械工学科を卒業後，東京砲兵工廠小銃製造所技師を経て．各地の陸軍

造兵廠の建設やそこでの小銃や機関銃の量産技術を指導してきた経験を持っていた。

ミシンの製造が小銃，機関銃の製造工程と共通していることに着目した長沢は，本工場

（機械仕上組立工場）の建設にあたって，兵器製作に準じた“大量生産方式”を全面的に採

用した。この長沢プランは陸軍造兵廠の製造方式にしたがい．一貫作業の前提のもとに治

具，ゲージ類の整備．および各種旋盤 フライス盤．ボール盤などの工作機械群の充実を

先決としたものである。

長沢は造兵廠在職時の部下であった片岡勘三郎，大崎竹次郎ら古参技術者を小金井工場に招

j 各職場で従業員の指導と育成にあたらせた。

帝国ミシンは従来，東京や大阪の中小企業から部品を調達していた。大阪では39年当時．職
(12) 

工数5人以上のミシン製造工場が71あった。大半が部品メーカーであるが，このうち東洋ミシ

ン製作所の代表者武藤鍬三郎は＇ 1915年にシンガーを退社して，ミシン部品の専門工場を設立
(13) 

しており，以後，大阪にミシン部品メーカーが族生したのである。しかし「このミシン部品は

各製造業者によって品質の優劣規格が区々であって．無修整で使用できるものは数すくな

かった」。

そこで長沢は「部品の優劣がただちにミシンの性能と生産能力を決定する」という考えの下

に，多くの部品を社内生産に切り換えるとともに，「信用ある部品専門工場を自社の傘下にお

さめて，小金井工場専属の協力工場とすること」にした。「小金井工場が資金，技術の面で援助

した下請業者は約20社にのぼり．部品外注にあたっては長沢から設計図面を提示し，すべて同

一品質になった高精度，正規格の製品を要求して指導にあたった」。

山形で鋳物工場を営んでいた原田好太郎は．東京の蒲田に開設した旭鋳造所を通じて，帝国

(10) ジャノメミシン社史編纂委員会編『ジヤノメミシン：世界のミシン専業メーカー』ダイヤモンド
社＇ 1970年， 18～ 19頁。

(11) 前掲 f蛇の目ミシン創業五十年史j230頁。長沢が作成した小金井工場の所要設備リストにある
工作機械143台のうち，量産用としてはタレット旋盤4台と多軸ボール盤3台が目立つ程度であるが．
ジグ製作用にシップ社製ジグ・ポーラーを導入した点が最大の特徴といえる。ミシンの生産にあたっ
て．長沢がいかにジグを重視していたかがわかる。

(12) 商工省編『全国工場通覧 昭和16年版』日刊工業新聞社.1941年。
(13) プラザーの安井正義は，奉公に出た大阪で21年に「部品では日本ーと言われるほどになってい
た」武藤に会い，ミシンの国産化について議論している（「安井正義」『私の履歴書経済人8J日本
経済新聞社， i9s1年）。

(14) 前掲『蛇の目ミシン創業五十年史J235頁。
(15) 向上。
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日本におけるミシン部品量産技術の展開（贋回）

ミシンから鋳物を受注し 長沢の技術指導を受けるようになった。 40年に帝国ミシンから出資

と技術援助を受けた原田製作所（現ハッピー工業）は．帝国ミシンの最有力協力工場として． ミ

シンの本体鋳物，部品，テープルを製造した。戦後，原田は完成ミシンの図面作成にあたって
(16) 

長沢と大崎の協力を得て，家庭用ミシンの生産に乗り出す。

新潟の三条・燕地域では．日中開戦以来，輸出不振に陥っていた洋食器製造業者が，帝国ミ

シンを紹介されて組合を作り 中がま ボピンケース押え金面板．天板などのミシン部品

に製品転換するようになる。さらに三条の坂敬製作所 田中亀七工場，栗孝製作所，燕の燕商

会，鈴民工場（現鈴民精密工業所）も帝国ミシンと取引を始め，長沢の直接的，間接的技術指導

が新潟地域の中小企業に及ぶことになる。

こうして戦中から戦後にかけて，山形では完成品メーカーとなる原田製作所を中心としてミ

シン部品産業が生み出され新潟も重要なミシン部品産地のひとつとなっていく。

次章の冒頭で紹介するジューキ創業期の事例も含めて，敗戦までの10年間における軍工廠か

らミシン産業への機械量産技術の移転効果はきわめて大きかった。

3 軍民転換とミシン輸出の展開一戦後

戦前からミシンを製造していた企業は いずれも戦時に兵器生産の一翼を担ったが，敗戦に

ともない軍需を喪失し，一方で衣類の不足とミシンの被災により勃興した民需に応えるべく，

ミシン生産に復帰する。加えて，需要を失った兵器工場のいくつかが経営維持のため，新規に

ミシン生産を始めた。東京重機工業（現ジューキ），愛知工業（航空発動機生産，現アイシン精機），

中島飛行機浜松製作所（航空発動機生産，現リズム） 日本製鋼所宇都宮製作所（航空機用機銃と艦

載機関砲を生産，のちパインミシン製造），日立造船．津上製作所（精密工作機械メーカー，現ツガミ）

などである。

戦後，工業用ミシンの世界的企業に発展するジ、ユーキは， 1938年に小銃を民間で生産するた

めに設立された東京重機製造組合を起源とする。翌年，調布に工場を建設する際，陸軍造兵廠

で30年以上にわたり小銃生産に従事した経験を持つ片岡勘三郎が，製造技術担当の工務部長と

して招かれた。長沢の下で帝国ミシンを技術指導していた片岡は 寺山伝三郎を伴って着任し，

再び小銃生産の指揮をとる。現場の核になる技能者には機械工養成所卒業生などを採用し，小

倉造兵廠へ送り込んで，小銃製造技術を修得させるとともに，同廠から数十名の経験者を迎え

(16) 大崎竹次郎は1960年まで15年間，原田製作所の役員として技術面を担当し尽力した（小林啓蔵編
著 『原田好太郎と郷土産業』原田好太郎伝記刊行会， 1969年， 30頁）。

(17) 1880年に創業し，ナイフや爪切り等を作っていた。 1931年に始めたボピンケース，中がまの生産
を戦後に再開し.59年には自動車部品やバーナーの生産も始めた（前掲 『日本ミシン産業史』 541頁）。

(18) 1928年に家庭用金具類の製造を始める。 37年ミシン部品の天秤，シャフト類の生産を開始し， 45
年に天秤の製造を再開する（前掲書， 505頁）。

(19) 1918年に創業し，煙管を製造していたが， 37年にボピンケースの製造を始める。 45年にボピン
ケース専門工場として生産を再開した（前掲寄， 526～527頁）。現在，ジューキのグループ会社として
工業用ミシン部品等を生産している。
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技術と文明 17巻1号（6)

た。当初の目標であった月産 l万台をようやく達成した翌月に終戦の日を迎えた東京重機は，

平和産業への転換を余儀なくされた。

小銃に代わる主力製品に選ばれたのは家庭用ミシンであった。ミシンの加工は小銃と同じく

フライス削りや穴あけ中心なので，占領軍によって破壊された小銃製造専用機械を除く残存工

作機械や設備を転用でき，加えて寺山のようなミシン製造に通暁した技術者がいたからである。

重機はシンガーミシンを分解して，原物どおりの図面を作成し軸や振子など部品の製造販売

を始めた。さらに完成品の生産をめざして，アーム・ベッドその他の鋳造品を川口の鋳物工場

に発注し，ボビン，ボピンケース，中がまをミシン部品製造業者から調達して，部品内製率
(20) 

70%の標準型家庭用ミシンが47年に完成した。

ミシンは内需に応えつつ，材料価格が高く，人件費が安いという終戦直後の要素賦存状況の

下で，労働集約的で付加価値の高い輸出商品として，逼迫していた外貨を稼ぎ出すという当時

の日本にとって重要な役割を担っていくことになる。

戦後のミシン輸出は47年に始まる。三菱電機，帝国ミシン，日本ミシン製造（ブラザー），福

助で製造された800台が，対日援助の見返り物資として輸出されたのである。この年，条件付

きながら民間貿易が再開されると多くのバイヤーが来日した。

48年．民間貿易業者が直に輸出契約を結べるようになると，輸出は増え始め， 47年度に2000

台に過ぎなかった家庭用ミシンの輸出は， 48年度に 3万台. 49年度に12万台を越えるようにな

る。輸出の拡大も寄与して， ミシンの圏内生産は， 48年に戦前の最高を上回る18万台を，さら

に49年には30万台を記録する。日本で生産されたミシンは当初，内需の充足を優先していたが，

戦後逸早く輸出され， 50年代末にラジオの輸出が台頭するまで，船舶に次ぐ輸出機械製品とな
（お）

る。 51年に囲内生産台数は100万台を突破したが，このうち 8割以上が輸出されたのである。

輸出台数は50, 60年代を通じて増加傾向をたどり， 71年に300万台近くに達したところでよう

やくピークを迎える。

54年のミシン輸出を見ると，輸出総数122万台中33万台がアメリカへ， 18万台がブラジ、ルへ

輸出されている。全体的に見ると南米やアジアの開発途上国向けが多いが，単独市場としては

アメリカが最大であった。同年のアメリカのミシン輸入台数は68万台で半数を日本製が占めて

いた。 55年時点のアメリカでのミシン小売価格を見ると，表－ 1のように日本製はシンガーや

欧州製有名品に比べ，強い価格競争力を持っていたことがわかる。ミシンはアメリカに向けら

れた機械製品の集中豪雨的輸出の先駆けであった。

このように輸出が急増した日本製ミシンの品質について，アメリカ官辺筋の報告書では「試

(20) JU阻株式会社五十年史編纂委員会編日U阻グローパル50: 1938-1988J JUKJ, 1989年.64～86. 
94～95. 111～ 114頁。

(21) 大阪通商産業局編『ミシン工業jミシン月報社， 1951年， 18頁による。
(22) 前掲『日本ミシン産業史J474頁による。
(23) 機械工業研究会編 『日本の機械工業 その現状と展望』通商産業研究社.1969年.213～245頁。
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日本におけるミシン部品量産技術の展開（庚田）

表ー1 アメリカ市場におけるミシンの小売価格（1955年6月）

（単位：ドル）

ポータプル 台付き

日本製 100 150 

アメリカ製 Singer 170 270～300 

イタリア製 Necchi 280 320 

スイス製 Elma 179 300 

ドイツ製 Adler ＊＊＊ 275 

ドイツ製 Pfaff 119 265～325 

出所：経済企画庁調査部調査課編『重要商品の国際競争力j商工出版社，
1956年， 243頁。

原出所在ニューオーリンズ領事館および日本貿易振興会調べ。

(24) 
験の結果日本製ミシンは米国製と同じか時にはもっと良質」と評価されており，日本製ミシン

を扱い始めて 2年後のモンゴメリーワード（MontgomeryWard）も，日本製品について「最近で

は安価でしかも良質品であることが一般的に認識されて売行は良好で点」と評している。富

裕層を顧客とする欧州一流プランド品とは異なり 日本製はブランドにこだわらず安価な実用

品を求めるアメリカ大衆市場に受け入れられたのであり，これらは開発途上国のユーザーにも

手の届くものであった。

4 規格と生産技術による品質向上

戦前日本のミシン市場はシンガーによって占められ，圏内メーカーはそれに太万打ちできな

かった。その状況が戦後になると一変して，日本メーカーがシンガーの本拠地アメリカに輸出

攻勢をかけ，その市場を奪っていく。政府と業界は輸出価格の維持に躍起になっていたものの，

日本製品はアメリカ側の値ヲ｜き要求に応じ続けることができた。品質面でも，全く問題なしと
(26) 

はいえなかったにせよ，日本企業は比較的良質の製品を供給することができた。その結果とし

て，日本製品はアメリカそして世界市場に浸透していった。

こうした転換を可能にした技術的要因のひとつは，既に述べた準戦時から戦時にかけての兵

器生産部門からミシン業界への技術移転で、あった。しかしそれだけでミシンの高品質と低価格

が実現したのではない。ここではミシン産業の急成長を支えた戦後の技術発展について検討す

る。
(27) 

戦後日本で生産されたミシンは，戦前に引続きシンガーを筆頭とする輸入品を模倣していた。

(24) 経済企画庁調査部調査課編 『重要商品の国際競争力』商工出版社.1956年， 240～244頁。
(25) 『ミシンの海外市場J日本ミシン輸出組合， 1957年 56頁。ハッピーミシン（原因製作所）は54年
からモンゴメリーワードに製品を納入している（通商産業省重工業局産業機械課編『日本の軽機械工
業』通商産業研究社， 1958年＇ 144～ 145頁）。

(26) たとえば，かま等の精密駆動部品の材質と加工が不良で糸切れや糸噛みが多い，塗装が不良で剥
げやすく光沢が悪い，と指摘されている（前掲 『ミシン工業.l339頁）。
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技術と文明 17巻1号（8)

戦前日本のミシン製造業は外国製ミシン用補修部品を輸入代替していったので，当然ながら国

産ミシン部品は外国製品の仕様に基づいていた。しかし部品製造業者は各自各様に純正部品を

スケッチしす法公差についての認識も希薄であったので，同一部品でも互換性が確保されて

いなかった。そこで完成ミシンメーカーが市販の国産部品を購入して組み立てようとすると，

そのたびに部品を手直しする必要があった。

そこでこうした無駄をなくすために．ミシン技術協議会が家庭用ミシンの規格制定に手をつ

けた。戦前，シンガ一一社による市場占有率が高く，しかも標準機種があり，国産品もそれに

準じていたため，戦後の規格統一は容易であった。技術協議会は，シンガー 15種83型をモデル

に，標準的な家庭用 HA-1型ミシンの規格原案を作成して，商工省に諮り，大阪府工業奨励館

の協力を得て， 47年に図面を完成した。

翌年，この図面どおりに加工された部品を大阪府工業奨励館に持ち寄り，在阪メーカーの組

立工がねじ回しと金槌と木槌のみを用いて3台組み立てた。従来のようにやすりで部品を手直

ししたり，すり合せたりする作業は不要であり．大がま，立ロッド，大振子をそれぞれ入れ替

えても，部品の聞に互換性が確保されていることが確認された。国内市場の本格的立ち上がり

と海外市場への進出に先立つて，標準的な HA-1型の規格が制定され，完成品・部品メーカー

がこぞってその規格を採用したこと．加えて HA-1型が先行して普及していたシンガーミシン

との聞においても部品の互換性を持っていたことが，安価で均質な日本製標準型家庭用ミシン
(28) 

の世界的普及をもたらす基盤となった。

しかし規格制定がすぐ部品精度の向上につながったのではなかった。「例えば某アッセンブ

ルメーカーの購入部品はその五分のーしか検査に合格せず不合格品は其の会社で手直しして用

いていた」。 49年の不況を機に「取引先の購入検査は厳重となり，又部品工場自体も技術的に
(29) 

特に関心を払うようになりその結果部品の精度及性能が向上したJという。

47年にアーム・ベッドの加工を始めた安永鉄工所（現安永）は，先行企業の取付け具やジグ

をスケッチして用いていたが，品質が安定せず，手置しに追われていた。 49年に京都工業専門

学校（現京都工芸繊維大学）精密機械科を卒業して入社した森川治夫は，品質改善のためジグの

修正に着手する。安永に精密測定具はなく トースカンによるサンプルとの比較検査しか実施

(27) 日本は1899年にパリ条約に加盟し，同盟国民に対して日本人と平等に産業財産権を認めるように
なった（内国民待遇）。しかし「シンガーはじめ欧米ミシンはそれ以前から輸入されて，国内で広く使
用されていたために．意匠登録以外の機構的な特許権に関しては，いわゆる公知公用として除外され
ていたのでJ.「同型式のミシン機構を採用して日本国内で製造，販売しでも，なんら特許権には抵触
しな」かった（前掲『蛇の目ミシン創業五十年史J179頁）。しかしながら有効な特許もあったわけで，
たとえば， 1949年に公布された連合国人工業所有権戦後措置令により．工業所有権戦時法が廃止され
ると， 36年に出願された後，戦時に取り消されていたシンガーのかまに関する特許（日本特許第
145210号）が復活し，完成ミシンメーカーは，かまメーカーとともに，その対策に追われた。

包8) 「（部品の規格統一）によって，部品メーカーは大量生産が可能になり，組立業者は購入部品がそ
のまま使えるようになった。原価の面からも．耐久性の上からも，また互換性の上からも，まことに
画期的な事業を遂行したといえる。」（前掲 『ジャノメミシンJ103頁）

(29) 前掲『ミシン工業』 261頁。
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日本におけるミシン部品量産技術の展開（庚田）

していなかったため，加工したアーム・ベッドを幾度も工業奨励館に運び込んで、検査を受け，
(30) 

ょうやく品質の安定化に成功した。

国産ミシンの品質向上を促進する取組みとして，完成ミシン審査会が46,47, 50年に開催さ

れ， 51年にはミシン部品についても東京．大阪で審査会が行われた。大阪通商産業局，近畿地

区二府五県．大阪府工業奨励館が主催した近畿家庭用ミシン部品審査会には＇ 26社がアーム・

ベッドを初めとする13種類の主な構造部品（中がまなど消耗部品を除く）を280点出品した。供試

品は通産局係官が不特定日に工場まで出向いて無作為抽出された。大阪府工業奨励館で測定・

試験した結果によると．「平行度，直角度が極めて悪」いという指摘がある一方，「工作技術の
(31) 

進歩，工作品の精度の向上は著しいJと講評された。こうした審査会の開催は，メーカーの品

質意識を高めたと考えられる。

輸出向けミシンには48年施行の輸出品取締法が適用されるようになる。この年，工業技術庁

が制定した家庭用ミシンの輸出規格 (JES輸出66）は，外観，組立精度，材料硬さの検査，およ

び裁縫検査，運転検査について規定し翌年には互換性部品のす法公差も定められた。同法に

より輸出業者はこの輸出規格に基づく製品のランク表示を求められた。
(32) 

50年の法改正により，日本工業規格 89011に適合しない製品は輸出できなくなり，翌年には

登録された民間ないし政府検査機関による品質検査が義務付けられた。しかし民間検査機関の

大部分は製造業者自身であったので，事実上自社検査による輸出が続いた。

53年になって日本ミシン検査協会が第三者検査機関として設立され，すべての輸出検査を担

当するようになる。 55年度の直線本縫いミシン頭部の検査数量は159万台で，不合格率は 8%

であったが， 58年度以降， 2～ 4%の水準に改善する。

53年から家庭用ミシンの押え かま ボピンケース ボピンなど互換性が不可欠な消耗部品

を手始めに，主要部品のJIS規格が制定されていく。これに基づく部品の輸出検査数量は53年
(33) 

度の128万個から62年度4109万個へと激増するが，不合格率は 1%前後の水準で一定していた。

あらゆる部品加工から組立までを社内で実施する一貫型企業は 戦前から専門メーカーによ

る部品生産が展開した日本には，存在しなかった。東京，名古屋の有名ミシンメーカーはアー

ム・ベッドのような主要部品の加工と組立を社内で行った。これに対し大阪には戦前からの伝

統の上に中小部品メーカーとすべての部品を他企業から調達して組立のみを行う，いわゆるア

センプル生産方式をとる中小企業が集積していた。こうしたアセンプル企業は国内販売力を持

たず，また確実に代金を回収するため，輸出に特化した。

部品メーカーはアセンプル企業だけではなく 大手企業にも製品を供給した。売れ筋である

(30) 株式会社安永社史編纂委員会編『安永50年史j安永， 2000年， 5. 9-10頁。
(31) 審査結果の詳細は．近畿ミシン部品審査委員会『近畿家庭用ミシン部品審査報告』大阪通商産業
局・大阪府・兵庫県・大阪府工業奨励舘， 1951年を参照。

(32) 1950年に制定された家庭用ミシンの規格で，ミシンに関する最初のJIS規格である。
(33) 『日本ミシン検査協会十年史』日本ミシン検査協会， 1965年。
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表－2 部品メーカーに対する依存率と部品メーカーの集中度

購入先部品
完成ミシンメーカー

部品名 の部品専門メーカー 購入先部品メーカーの集中度
メーカー数

に対する依存率

アーム・ベッド 12 23% 4社 67%( 3干士 57%) 

上軸 10 100 3社 72%(2社 63%)

下軸 16 100 4社 67%(3社 59%)

天秤 6 88 2社 70%(1社 46%)

送り歯 7 100 3社 66%(2社 47%)

針棒 5 74 3社 72%( 2宇土 53%) 

押え 11 100 4社 71%(3社 58%)

ポピンケース 9 100 3社 77%(2社 56%)

中がま 7 94 2社 78%(1杜 53%)

大がま 14 81 4社 67%(3社 61%)

クランクロッド 12 81 5社 76%(4社 66%)

大振子 9 加 4社 71%(3社 61%)

二文ロツド 7 67 4社 77%(3杜 64%)

水平送り軸 10 85 4社 66%(3社 55%)

上下送り軸 10 82 5社 75%(4社 64%)

コロおよびカム類 8 93 2社 81%(1社 55%)

天秤カム 7 94 3社 68%(2社 51%)

送りカム 9 94 3社 70%(2社 59%)

ミシン針 6 100 2社 71%(1社 57%)

針棒メタル 12 100 5社 72%(4社 65%)

針棒抱き 11 100 4社 69%(3社 62%)

針棒クランクロッド 14 94 5社 67%(4社 63%)

上軸メタル 10 93 3社 69%(2社 53%)

はずみ車プッシュ 11 95 4社 69%(3社 61%)

ドライ I~ー 6 100 3社 71%(2社 50%)

全回転がま 2 約95 2社約90%

ミシン用ねじ類 37 100 7社約65～70%

出所：通商産業省重工業局産業機械課編『日本の軽機械工業』通商産業研究社. 1958年.26頁。

標準型家庭用ミシンの規格が制定されたため，部品メーカーは価格と品質をめぐって鏑を削り，

競争力のない企業は淘汰された。その結果，「シンガーですら，同一部品の生産は三，四万個に
(34) 

すぎないのに対し，日本で月産五十万個以上をつくる部品メーカーが現れるようになった」。

56年当時における完成ミシンメーカ－ (JIS指定工場25社）の部品メーカーに対する依存率は

表一2のとおりである。本体であるアーム・ベッドを除いて，ほとんどの部品が外部調達され

ており，部品ごとに上位企業への集中度がきわめて高いことがわかる。こうした部品メーカー

は，表－3のようにーないし数種類の部品に特化して 専門的に生産している場合が多い。資

。4) 前掲『ジャノメミシン』103頁。
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日本におけるミシン部品量産技術の展開（贋回）

表－3 1企業当り主たる生産品目点数

品＼目＼数－－－－企＼業＼規＼模 30～49人 50～99人 100～299人 300人以上

1 占 11社 10社： 9社

2～ 3 17 6 6 

4～ 7 11 7 6 

8～ 9 5 4 3 

10～ 14 1 1 1 

20～29 1 。 1 

32 。 。 。
78 。 1 。
120 。 1 。
計 46 30 26 

出所：日本相互銀行調査部『ミシン部品製造業Jl966年＇ 10頁。

原出所 日本ミシン部品工業組合調べ。

5社

3 

2 

1 

3 

1 

1 。。
16 

言十

35社

32 

26 

13 

6 

3 

1 

1 

1 

118 

金的にも人材面でも制約が多い中小企業は，特定部品に経営資源を集中することで，初めて競

争力を発揮することができた。

50年代に入ると生産工程の技術革新が進む。大手完成品メーカーではアーム・ベッドの加工

に，また一部の部品メーカーでも，専用機やトランスファーマシンが導入される。

月産 l万台をめざしていたブラザーの安井正義は， 50年に渡米して，シンガーを含む工場を

視察した末，生産設備の改善に乗り出す。まず自社開発した多軸ボール盤を採用して. 51年に

ローラコンベア方式のアーム・ベッド加工ラインを設置した。次いで訪米時に触発されたトラ

ンスファーマシンの開発に着手するが 圏内では油圧機器や電気制御機器が未発達であったた

め，難航した。 59年になって自社製トランスファーマシンがアーム加工工場に導入され，大幅
(35) 

な省力化と品質の安定化を達成していく。

機械工業振興臨時措置法の対象となったミシン部品のメーカーも設備投資に踏み切った。ボ

ビンケースや中がまを生産していた鈴民精密工業所は， 59年，日本開発銀行の融資を受け， ト

ランスファーマシン，自動専用機，プレス等，数十台を導入した。翌年も引続いて開銀融資を

受け，自動旋盤，自動専用ボール盤等十数台を設備している。

工業ミシン用かま専門メーカー庚瀬製作所は， 50年代後半に品質向上．コストダウン．増産

を目的として，中小企業金融公庫と日本開発銀行から融資を受け，表－4のような設備投資を

実施している。開銀融資による合理化の結果，ミシン部品製造企業でも，製品不良率の低減，

加工工数の削減，精度の向上に大きな成果が見られた。

(35) プラザー工業株式会社社史編纂委員会編『ブラザーの歩み』ブラザー工業， 1971年.128～134頁。
蛇の目では53年から専用機や高性能工作機械の導入に踏み切り，専用機は内製だけでは対応できな
かったので，目立精機や三井精機に発注した（前掲 『蛇の目ミシン創業五十年史J676～677頁）。

(36) 通商産業省重工業局駐修．日本開発銀行営業第三部編集『特定機械融資とその合理化効果ー第一
次合理化基本計画達成状況－J機械振興協会＇ 1963年， 149～157頁。
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技術と文明 17巻 l号(12)

表－4 慶瀬製作所の設備近代化（1956-62年）

時期 主要融資元 融資金額 設備投資の目的 主要購入機器
生産能力

の増加率

1956年2～12月 中小企業金融公庫 880万円 品質向上 自動旋盤（塩田） 25% 

コストダウン 円筒研削盤（Overbeck,Ze仕030)

平面研削盤（興国）

円筒研削盤（角田）

硬度計（ミクロ，ピッカース）

投影機

プロックゲージ

1957年4～8月 中小企業金融公庫 850万円 増産 タレット旋盤（桐生） 30% 

内面研削盤（ミクロ）

電気炉

第二工場受電設備

1958年10月～59年10月 日本開発銀行 2000万円 品質向上 高速旋盤（大隈. LS) 50% 

コストダウン タレット形立てフライス鍍（牧野．

増産 KGP) 

コマーシャル治具中ぐり盤（牧野

形削り盤（大隈）

専用旋盤（西田）

フライス盤（遠州．西田．森隆）

円筒研削盤（Overbeck,Zetto20, 30) 

ソルトパス

指針測微計（ヨハンソン）

硬度計（ロックウェル）

超音波洗浄器（島田）

1960年9月～62年7月 日本開発銀行 1000万円 特殊かま増産 旋盤（ワシノ，西部電機） 20% 

ルーパ製造 油圧単能旋盤（富士）

フライス盤（牧野．山田）

円筒研削盤（Overbeck,Zetto20) 

平面研削盤（岡本）

バレル研磨機（山科）

形削り盤（大日金属）

直立ポール盤（吉田）

シリコニット電気炉

超音波洗浄器（丸善）

ストロポライト（菅原）

注・上記とは別に＇ 1953年，日本開発銀行から， C型かまの製作に関して．新技術工業化融資（400万円）を受けている。

出所：贋瀬製作所社内文書（片山豊正「広瀬のカ7製造小史Jl962年6月14日）

アーム・ベッドからボピンケースに至るまで ミシン部品の加工工程に専用機が採用された

ことにより，部品の精度向上と品質の均一化が実現され．それを前提とする「組立工程の作業

の標準化によって素人工によって極めて短時間で組立調整を行えるようになり，組立の能率化
(37) 

が飛躍的に行われ」た。

(37) 前掲『日本の軽機械工業J34真。

12 
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以上のように，規格の制定，それへの準拠を徹底する検査制度，ジグの活用および部品加工

用専用設備の導入によって，部品単体の互換性が確保され，ひいては完成ミシンの品質向上を

もたらしたのが， 40年代後半から60年代にかけてであった。

5 国産ミシン衰退期における部品メーカーの事業展開

品質向上とコストダウンによって，日本の家庭用ミシン生産台数は69年に最高を記録する。

しかしその後，人件費高騰や円高によって輸出が減り，圏内生産は減少を続ける。国産家庭

用ミシンの価格競争力低下に対処すべく，完成ミシンメーカーは，普及品の生産拠点を台湾に

移転したり，より高い技術力を要する工業用ミシンや他の耐久消費財の生産に力を入れていく

ようになる。こうした対応力を持つミシンメーカーは大手ないし中堅企業に限られており，中
(38) 

小アセンプル企業はこの聞に淘汰されていく。

工業用ミシンの生産額は81年に家庭用を上回るが，その生産台数は91年にピークを迎え，バ

ブル経済の崩壊といっそうの円高を機に 急激に減少する。 90年代には家庭用，さらに工業用

ミシンの生産が中国にシフトしていく。

このように完成ミシンメーカーが圏内生産を縮小していく中 ミシン部品メーカー数も減っ

た。日本最大のミシン部品生産地であった大阪では， 71年に286事業所がミシン部品類を製造

していたが， 91年に140事業所， 2001年には68事業所にまで激減している。

表一5は1958年から94年まで3年毎に刊行された 『大阪府工場名鑑』とそれを継承した『大阪

府工場便覧』から，府下で足掛け12年以上，ミシン部品を生産していた企業を抽出したもので

ある。網掛け部分はミシン部品が製造品目に上がっている時期をあらわし，各年毎の品名はミ

シン部品以外の製品を示している。

93年時点でミシン部品を生産している企業が40杜，ミシン部品から別の製品に転換している

企業が25社ある。この他， 12年以上ミシン部品の生産を継続した後，足取りがつかめない企業

が81社，ミシン部品を12年足らず生産した企業が358社あった。

ミシン部品以外の兼業製品ないし転換先製品としては，ラジオ，テレピ，ピデオレコーダー，

電子レンジなどの電気機械，それに次いで自動車，自転車などの輸送機械の比重が高く，いず

れもその部品が主である。他には農業機械部品，治・工具，建築金物，金型，金属製品など大

阪府のシェアが高い製品が多い。ミシン部品メーカーは機械加工，プレス加工，プラスチック

成形といった普遍的技術を基礎に事業展開したといえ習。

かつてミシン部品生産で栄え，現在まで存続している企業は，継続型，兼業型，転換型に分

類可能である。継続型企業は ミシン部品の生産を堅持し，他の製品の比重が低い。兼業型企

(38) 音響・映像機器の海外向け OEMで発展した船井電機は例外である。
(39) 73年の調査結果に基づく 『大阪府ミシン部品製造業産地診断報告書j大阪府商工部， 1974年も，
「生産品目が， ミシン部品以外の種々 な機械部品へと多岐にわたっているのが特徴で，・・・家電部品
が特に多い。Jと指摘している。
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表一5 大阪府下のミシン部品製造金業の変遷（1957-1993年）

継続型・兼業型企業（93年までミシン部品生産）／計40企業

1957 1960 
暁金属工業 ＞ ＞ 
浅野精工 〉 ＞ 
アサヒ機器製作所 ＞ 〉
岩井製作所
方製作所 ＞ ＞ 
川端ミシン製作所 ＞ ＞ 
協同精機／研磨機 ＞ ＞ 
小出金属 ＞ 
後藤精機工業所 ＞ ＞ 
大仁工作所 ＞ ＞ 
大和精工 ＞ ＞ 
晶掴置I所 高瀬鉄工 ＞ 
丹山製作所 ＞ ＞ 
辻鉄工 ＞ ＞ 
東和金属工業所 〉 ＞ 
慶瀬製作所 〉 ＞ 
宝輝工業所 ＞ 〉

丸岡金属 〉 ＞ 

ニ木金属工業 ＞ 
池田金属工業 ＞ 
山本製作所／東大阪 ＞ 

池上製作所

スヰセイ工業
和国金属工業

転換型企業（12年以上ミシン部品生産後）／計25企業

1957 1960 
片田鉄工所 ＞ ＞ 
安Jll製作所 ＞ 

駒井金属工業 ＞ ＞ガス器具部品

協和金属 ＞ ＞ 
宮川製作所 〉 ＞ 

光精工／建築金物

桐井鉄工 ＞ ＞ 

大生工作所 〉 ＞ァープカッタ

1963 

1963 

石本菊蔵／墨自盤動盤車ι・工 〉石本鉄工所／線転機部品

滝沢歯車／ 機部品 ＞自動車部品 〉自動車・邑蝿部品

森金属工業所 ＞ラジオ・Tレピ・建築金物・農機郎品 ＞タイプライタ部品

南海精機 ＞ 

一星鉄工所 〉

西国金属工業所

旭精工／自動車部品 ＞ 
上国製作所 ＞ 
豊図精機 〉

一揚製作所

千代工作所

注： 1966年までは従業員 4人以上， 69年以降は10人以上の企業を掲載。

〉印．網掛け部分はミシン部品の生産継続を示す。

×印は当該年度の索引に社名の記載がないことを示す。

1966 1969 
＞ ＞電機部品，輸送機

＞ ＞ 
〉 ＞ 

〉事務用部品

＞ 
〉 ＞ 
＞自動車部品，タレット旋盤 ＞タレット旋盤

＞小出金属工業／電機部品

＞ ＞ 
〉 〉

〉 ＞ 

＞ ＞ 

＞ ＞工機部品
＞ ＞ 

＞ ＞ 
〉 ＞ 

＞ ＞ 
＞ 

＞自動車部品 ＞ 

＞ 

＞ねじ．歯車 ＞ 

＞内燃機関・農機部品 ＞農機・内燃機関部品
〉 ＞ 

静霊童
＞プレス加工
＞内燃機関部品

＞ 
高橋工作所

パンマシン ＞ 
みつわ金属 ＞ 

和泉産業
京仮精工
J＼洲工業／猟銃部品

1966 1969 

＞ 〉

＞ × 

＞ ＞ 
〉 〉

＞測定器都品

〉 ＞ 

＞ ＞テープカッタ

＞耕綜機・弁部品 ノてインダ部品

＞ 歯車

＞ 打抜プレス製品

＞ ＞ 
〉 ＞機械万力．自動車部品

〉ガス器具部品 ＞ 

＞ ＞農機・ガス器具部品

＞ ＞ダイカスト

＞金製 ＞プレス金型

＞ ＞ 

東揚精工
日研精密工業

立山工業
丸善精工／消火器

出所大阪府編『大阪府工場名鑑J昭和33.36. 40. 43年，大阪府編『大阪府工場便覧』昭和45.48. 51. 54, 57, 60年度版．平成元自 3, 6年度版よ

り作成。



1972 1975 1978 1981 
＞アカツキ工業／テレピ部品，手押し車 〉電機部品 ＞電機部品手押し車 〉電機務局，手f甲し車
〉 〉 ＞ 〉
＞ 〉 〉 ＞ 
＞事務用部品 〉務理母用・秤部品 ＞遊技機ケース 〉滋投機刷工具箱部品

〉望書締金具
〉 ＞ ＞ 〉

轟
〉切断機

謹主主品

＞電機部品
＞農機部品 ＞ 
〉 〉
〉 ＞ ＞銭銃郎品
〉 〉 〉

＞ 〉 ・> 〉
＞鉄骨 〉 〉
＞録音す，計測務部品 〉
＞ ＞油圧機器 ＞油圧部品 ＞泊圧弁
〉 ＞ 〉 〉

〉 ＞内燃機関・電機部品 〉運動用具・内燃機関部品
＞ 〉 〉 〉

＞ドアクローザ・内燃機関部品
＞ 

＞作肉業、機エ兵凋部都品
〉作業工具 〉万カプライヤ部品

〉内燃機関部品 ＞ ロロロ ＞内燃機関部品 〉内燃機関部品
＞ 〉 〉 〉

＞ 〉工業用ミシン，軸受 〉空庄工具，軸受
＞ 〉 〉
＞内燃機関部品 ＞クラシクシャフト 〉クランクシャフト 〉
〉電機・農機部品 ＞自動車・紡機部品
＞工具箱 ＞ 〉管継手 ＞建築金物，自転車部品

＞ ＞ローラコンベア 〉ロ｝ラヨジベア
〉 〉

＞カメラ部品 〉プレス金型 〉 〉
〉 ＞ ＞塗料用ノズル ＞ 
＞カメラ部品 ＞娯楽用部品

＞編機E銃部品 ＞銃部品
今注精機 ＞ 

野村産業 ＞ 〉

関西精機 〉
小林鉄工所
二回精工

1972 1975 1978 1981 
＞ 〉 〉 〉
× 

〉ガス器具部品 ＞ガス器具部品 〉ガス器具部品
＞ 〉電子レンジ・農機部品 〉電子レンジ部品，鋼管継手 〉管継手．分水栓
〉自動車部品 × シャフト シャフト
＞工機鮒属品 卓上ボ←ル盤 工機附属品 複合専用機
可換管聖ガス器具部品，消火器
テープカッタ
パインダ・トラクタ部品

打抜プレス製品
＞テレピ・消火器部品 ＞ステンレス管 〉ダイカスト
＞自動車部品 ＞ ＞機械万力 ＞ピデオ部品．機械工具

＞フジオ・テレピ・ピデオ部品
〉専用機，内燃機関部品 専用機．工具 〉ジグ ＞ジグ
〉農機部品 〉農機・ガス器具部品 事務機，湯沸器部品．農機 軸受部品，インアリア
＞照明器具 ランプホルダ，ダイカスト ランプホルダ，シールケース
＞自転車部品 ＞自転車部品，プレス金型 ＞自転車部品 ＞自転車・自動車部品
＞ダイカスト金型 ＞鋳造金型 ダイカスト金型，理美容椅子

＞リフト部品，自販機 ＞産機 ＞産機，金型
＞ VTR 

議匙展開＞ ＞消火器部品 〉
林主主装工業

中山精工／クランクシャフト



1984 1987 1990 1993 

＞電機部品 電機・車両部品，工具 ＞ 〉電機・車両部品

＞ ＞ 〉 〉

＞ ＞紡績関連部品 ＞緩績関連部品 〉紡績関係
＞工具箱・遊技機部品 ＞ゲーム機・送風機・工具箱部品 ＞工具箱・ゲーム機部品 〉工具箱・ゲーム機・送風機・事務用部品

＞オイルパイプ．ベルトバックル ＞ベルト金呉 ＞ベルト金具
＞ ＞ ＞ ＞ 
＞切断機，熱処理

運襲警耐
＞切断機．熱処理．研磨 ＞切断機，熱処理

〉めっき ＞ロポット自 部品
＞印刷機・トフクタ部品 ＞印刷機部品 ＞梱包著書・ 品
＞精密樹脂，焼結合金，金重量 〉 ＞ダイニンテック／精密樹脂成形．焼結金属，金型
＞ 〉猟銃部品 〉 ＞ 
〉 ＞ ＞ ＞ 
＞ 〉 ＞ 〉
＞ 〉 ＞ ＞ 
＞ ＞ ＞ ＞ 
>i血圧機器・弁 ＞油圧弁 ＞治fE弁 >r由庄弁
＞ 〉 ＞ 
＞銃・内燃機関部品 ＞猟銃・内燃機関部品 〉猟銃・内燃機関部品 ＞猟銃・内燃機関・精機部品
＞ 〉自動車部品 〉自動車部品 ＞ 
〉ドアクローザ・内燃機関部品 ＞ドアクローザ・内 部品 ＞＞ド自ア動ク車ロ・ー作ザ業・工内兵燃部機品関部品
＞作業工具部品 ＞作業工具 品 ＞吉動車・作業工
＞内燃機関部品 ＞内燃機関 ＞穣綾部品 ＞機械部品

＞ ＞ ＞ 
〉｛云動装置．泊·~圧機器

璽量
＞空庄工具，軸受 ＞空庄工具，軸受
〉 ＞ 

農機・精機部品 ＞ ＞精機部品
〉消火器・紡機部品．樹脂成形

＞水道・建築金物 ＞プレス製品．水道金具 ＞水道・建築金物
＞ローラコンベア ＞ 

＞ 〉 ＞ 
＞ 〉通信機総品 ＞通信機部品 ＞通信機部品
〉タオル 〉芝刈機部品．タオル ＞タオル ＞タオル後摘し
＞娯楽用メダル．計数器 娯楽用メダル，金型 〉硬貨計数君主娯楽用メダル
＞猟銃部品 ＞ 

＞ ＞ 
＞ ＞ 木製家具 ＞ 
＞ ＞ ＞ ＞ 
＞ ＞ ＞ ＞ 
＞ 〉 ＞ ＞ 
ミットヨ製作所／プレス金型 ＞プレス金型 ＞複写機部品，プレス金型 〉プレス金型．複写機部品

1984 1987 1990 1993 
＞座待子 〉座祷子 〉座祷子 座椅子，t血圧機器部品
＞歯車．変速機 ＞歯車 ＞撞車 歯車，減速機．芝刈機
＞ガス・石油機器，打主主・プレス製品 湯沸器部品，打抜・プレス製品
分水栓．継手，チャック爪
自動車部品 自動車部品 自動車部品 自動車部品
複合専用機

歯車

＞秤部品 打抜プレス加工金属．プラスチック加工
ピデオ部品，機械工具，油圧ポンプ

〉＞産弱ピ業デ電機オ郵械部品，専品ほ用，か油機プ圧部レポ品スン加プ工．機．プ総レ工ス具用金型
三星／油圧ポンプ．ピデオ部品，工作機械工具

〉テレピ・ピデオ・ラジオ都品 プレス加工部品，金型 プレス加工部品，プレス金型
産業機械，ジグ．専用機部品 専用機部品，ジグ．精機部品．産業機械
軸受．湯沸器部品目インテリア

＞家具用金具．自転車部品 建築金物．打抜部品．自転車部品

＞ピデオ郎品 弱電・ガス・モータ用非鉄金属鋳物 × ドラムベース．フレーム．調整器，シリンダヘッド
空庄工具・機器，産機 産機・空圧機器部品，金型

＞消火器・機械工具部品 ＞自動車・消火器部品 工機・自動車・消火器部品
〉照明器具 金属製品塗装 金属製品塗装
〉冷凍機・空調装置．自動車部品 ＞冷凍機・笠間装置置・自動車・電動機部品 シャフト，冷凍機部品 シャフト
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業はミシン部品生産を継続してはいるが他にしっかりとした事業部門を持っている。これに対

し転換型企業は，ミシン部品生産で培った技術を継承しながら新規事業に展開し一方でミシ

ン部品から撤退した企業である。

以下では表－5に掲載された大阪を代表するミシン部品メーカー数社，および地方に立地す

るいくつかの有力ミシン部品メーカー（ミシン部品生産から撤退した企業を含む）に対する間取り

調査と文献調査に基づいて個別の事例を検討する。

5-1 ミシン部品生産継続型企業

大阪の慶瀬製作所は工業ミシン用かまの専門メーカーで．かつて油圧パルプや防犯機器，

テープレコーダーのヘッドなどを手がけたが，ミシン部品専業といってよい継続型企業である。

2006年現在，高品位の工業用かまの生産において， 6～ 7割の世界シェアを持つ。
(40) 

鉄砲鍛冶の家に生れた庚瀬弥助は1900年に庚瀬鉄工所を開業した。戦前は特許を取得した口

付巻煙草製造機械で盛名を馳せていたが， 18年に工業用ミシンの研究を手がけ．翌年にはミシ

ン部品の受注生産を始めて， 33年に自社プランドの工業用ミシンを製作するようになった。戦

時は高射砲砲弾の旋盤加工を主にしていたが，その一方で戦後を考えてシンガー型の工業用ミ

シン約50台をほとんど内製した部品で組み立てた。 45年 3月に空襲されるまで，かまは月200

～800個の生産を続けた。

46年株式会社贋瀬製作所に組織変更し翌年からシンガー製品をスケッチした工業ミシン用

かまの生産を再開する。当時，工業用かまは，大阪の土谷金属工業と東京の関根工業によって

独占されており，贋瀬の参入はミシン業界から歓迎された。 48年に津上製作所と直接取引を始

めてから．それまで関根等のかまを採用していた有力企業に直納するようになり， 49年頃から

はシンガー仕様のかまを対米輸出するようになる。

52. 3年頃には品質が外国製品と同一水準となり，その後．世界一流のシンガーやパフに工
（必）

業用ミシンの組込み用部品として採用されていく。この過程で土谷，関根との競争には勝つが．
(44) 

60年頃に家庭ミシン用かまから転換してきた新潟の佐文工業所と競合するようになり， 2006年

(40) 伝記として．今井治吉 『庚瀬嫡助翁頒傍J1943年がある。
(41) 慶瀬製作所社内文書（片山豊正「広瀬のカマ製造小史J1962年6月14日）。
(42) 関根工業の起源は1872年に創業した鉄砲鍛冶であるが．その後ミシンの修繕と製造に取り組んだ。
25年から陸軍造兵廠向け精密切削工具．ゲージ類を製造していたが， 47年に工業用かまを製造するよ
うになる（前掲『日本ミシン産業史J530頁）。

(43) 庚瀬製作所元常務取締役市川寛氏からの開き取り調査（2006年4月2B）による。
(44) 佐文工業所の起源は1918年創業の織物工場である。戦時に新潟鍛工所の職工を雇い入れ，航空無
線機を下請けしたのが金属加工の端緒となる。 45年に家庭用ボビンケース， 57年に家庭用中がま， 63
年に工業用かまの生産を始めた。 60年代，「東京や大阪ではミシンから自動車部門や工作機械部門へ
転換していくケースが多かった」が，「やや隔離された感のある新潟ではそのような機会に恵まれな
かった」こと，加えて「工機部で自社製の自動機を開発し積極的に設備を更新し．要求される高い精
度に応えてきたことが今日生き残っている一番の要因となってい」る（「新潟県の企業株式会社佐
文工業所」『（新潟経済社会リサーチ）センタ一月報J255号. 1994年12月）。
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現在，両社で9割の世界シェアを持っているという。しかし円高が進む中，康瀬は95年，ベト

ナムに製造子会社を設け， 2000年には上海のかま製造工場と合弁企業を設立して，全生産量の

6～ 7割を海外で生産するようになっている。

5-2 ミシン部品兼業型企業

ここで紹介する日進製作所．アカツキ工業，ダイニンテックは兼業型企業である。日進製作

所は46年に丹後の峰山で創業した。創業者錦織米市は松江工業学校を卒業した後，大阪のタイ
(45) 

ガ一計算機技術部を経て，戦争末期に丹後の富士精工で工場長をしていた。

戦後，彼は独立して，ボビンケースの生産を始める。この最初の製品は精度面で優れていた
(46) 

が，新潟などの企業と価格的に競争できず，同じくミシン部品であるリンク天秤の生産に進出

する。その製造に不可欠な鍛造技術の修得に苦労するが， 52年に製品化したリンク天秤は，翌

年から日進の主力製品となり売上を伸ばす。

リンク天秤の生産は日年に月産8万個となり好調であったが．他方で自動車産業の将来性を

見通した錦織は自動車部品の生産に乗り出す。リズムミシンの紹介で，本田技研工業から二輪

車のキックスタータースピンドルブッシュという鍛造部品を受注したが，「やってもやっても
(48) 

コストが合わなJかった。しかし次に受注したエンジンのパルプロッカーアームが日進の主力

自動車部品として育っていく。

60年代はジグザグ用・工業用ミシンの部品受注が好調で， 68年には冷間鍛造によってオー
(49) 

パーロックミシン用ルーパーの生産を始め これは91年に月産24万個に達した。

部品の量産設備は当初，外部から調達していたが，産業集積地から離れた日本海側に立地し
(50) 

ているため，設備の保全は社内で実施する必要に迫られた。 5ο年代後半からは徐々に工作機械

や治・工具を社内で設計して製作するようにd5£o60年代初めには製作した油圧式半自動旋盤

や高速立フライス盤を外販したこともあった。日進の部品加工では特に穴あけが多いため，立

形の 2軸ないし 4軸ボール盤を開発し， 65年頃からは内製した 6軸ないし 8軸ロータリー専用

機を用いるようになった。

(45) 富士精工は49年に日本計算機と改称される。同社と日進製作所の歴史については，松岡憲司「丹
後機械・金属産業の歴史」松岡憲司編著『地域開発と企業成長一技術・人材・行政一j日本評論社．
2004年， 233～258頁参照。

(46) 中がまが上糸をヲ｜っ掛けてヲ｜っ張り 下糸と絡み合わせた後．たるんだ上糸を引き上げるのが天
秤の機能である。その天秤を上下させる機構にカム式とリンク式がある。

(47) 日進製作所50年史編纂委員会編『日進製作所50年史J1997年， 16頁。
(48) パルプロッカーアームは，吸－排気のタイミングを指示するカムの輪郭に合わせて．吸・排気弁
を上下させる部品である。

(49) オーバーロックミシンは．布地の縁がほつれないように，かがり縫いするミシンで，ルーパーは
中がまに代わって上糸と下糸を絡ませる鈎状の部品である。

(50) 日進製作所専務取締役部品本部長衣川道夫氏からの聞き取り調査（2006年9月6日）および 『ク
リエイテイブ京都 M&TJNo.12, 2006年6月， 1～2頁による。

(51) ブローチ盤，内面研削盤，プレスなども内製した。この保全・工作機械部門は社内で重視されて
おり，技術系新入社員をこれらの部署で鍛えた時期があった（聞き取り調査）。
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これらの工作機械で穴あけされた部品は，熱処理した後，穴内面を仕上げるために，手作業

でラツピン（予していた。しかしこのラツピング作業は難しかったので．容易なホーニング加

｛宝で、代替すべく， 60年頃，国産のホーニング盤を導入した。しかしこれを用いても，なお作業

者の技能が加工精度を左右したため，社内で横形手動ホーニング盤を開発し，さらに人手作業

をなくすべく， 72年に立形自動ホーニング盤を製作した。翌年，市販を始めたホーニング盤は，

日本電装で継続的に採用され，さらに市場の需要を大いに喚起し，工作機械が日進にとって第

三の事業部門となる。

日進のミシン部品生産額は90年までは拡大したが それ以降の円高局面で工業用ミシンも海

外生産と部品の現地調達が加速したため，受注が急減する。その結果， 2006年現在の売上構成

は自動車部品7割，工作機械2割，ミシン部品その他 1割となっている。 95年には自動車部品

生産のため，中国山東省に莱ナト旧進機械を設立し 2002年にはタイにも製造子会社を立ち上げ

た。

表－5にあるアカツキ工業（もと暁金属工業）とダイニンテック（もと大仁工作所）は共に歴史の

ある在阪ミシン部品メーカーである。アカツキ工業の前身である松葉蓄音器製作所は1921年に
(54) 

創業し，戦前は国内有数の蓄音器メーカーであった。蓄音機のプレス部品加工から完成品の販

売まで一貫して行っていた。戦時には航空機部品，馬具，雷管など塑性加工部品を手がけたが，

46年にプレス技術を生かして，面板，丸板，糸調子器といったミシン部品の製造に転換した。

50年代末から三洋電機向けに家電製品のプレス部品を作るようになり， 2006年現在の売上構成

は電器部品が半分，工業用ミシンの上糸調節装置などのミシン部品が25%である。

ダイニンテックは1936年に自動車部品の製造から起業し戦時には陸軍造兵廠の下請けとし

て火砲や航空機の部品を製造していた。 46年にコロ．コマといったミシン用小物部品の加工を
(56) 

始め，さらに50年からは針棒や押え棒の製造を開始した。 60年末にはそれぞれ月産10～20万個

生産し， 70年代半ばの全国シェアはコロ・コマ類90%，針棒類75%であった。それまでの切削

加工に加え， 69年に焼結合金， 76年には樹脂成形を手がけるようになったことで，仕事の幅が

広がった。 2006年現在の加工法別売上構成はミシンの棒軸類を主とする切削加工部品5割，各

種焼結合金部品 3割，合成樹脂精密成形品 2割となっている。用途別売上構成ではミシンが

(52) ラッピングは遊離した微細な砥粒で加工物表面を研磨する方法である。
(53) ホーニングは円筒の外周に保持された複数の砥石で穴の内面を仕上げる加工法である。
(54) 間取り調査（2006年8月29日，同社会長松葉幸夫氏）とアンケート調査（同日回答受領）．「創業
者松葉捨吉氏の経歴書」による他，日本ミシンタイムス社編『ミシン・編機会社便覧』日本ミシンタ
イムス社.1974年， 4頁を参照。

(55) 間取り調査（2006年8月28日，同社常務取締役大仁利之氏） 『会社案内』 1976？年による他．前
掲 『日本ミシン産業史J538～539頁，前掲 『日本の軽機械工業1173頁．前掲 『ミシン・編機会社便覧1
80～81頁， 『日本工業ミシン産業史』日本工業ミシン協会， 1984年， 299頁を参照。

(56) 針棒は先端にミシン針を取り付けた上下運動する軸であり，押え棒はレバー操作で上下させて先
端に取り付けた押えで布を押え込む軸である。

(57) 焼結合金は複数の金属粉末を圧縮成形して融点以下で焼き固めた金属である。ダイニンテツクで
は焼結合金で建築金物や自動車の部品を製造した。
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56%を占め，建築金物， OA機器，水中ポンプなどが続く。

5-3 転換型企業

転換型企業としては．東北精機工業．エムテックスマツムラ．片桐製作所，安永，日研工作
(58) 

所が挙げられる。山形市に立地する東北精機は戦後，家庭用ミシンメーカーとして輸出中心に

発展していく原田製作所（現ハッピー工業）の子会社で．山形市に隣接する天童のエムテックス

と，同じく上山の片桐は原田製作所の協力会社であった。
(59) 

1948年に発足した東北精機は，家庭用ミシンの重要部品である中がま，大がま，ボビンケー

スの生産を始めた。 50年には中がまを着脱しにくい国定式大がまに代わる，特許を取得した開

閉式大がまの生産を開始し. 60年代半ばに家庭用かまは月産25万個，その全国シェアは 8割に

達した。

かまの量産に際し， 50年代前半，旧中島飛行機から自動旋盤の払下げを受けたり，旋盤に油
(60) 

圧装置を付加し，バイトの送りを自動化した。 58年には専用機を入れて量産体制を確立し. 72 

年には複合加工のできる専用機を開発している。自社開発された専用機は社内設備としたほか．

80年代前半までハッピー，蛇の目，ジ、ユーキ等にも外販された。

70年代にはいると大手企業は家庭用ミシンの生産拠点を台湾に移し始める。先を見越した東

北精機は事業の多角化に乗り出す。 68年から98年まで H精機から工作機械のギヤボックスや

最終的には NC旋盤の組立まで受託生産し， 70年代後半から80年代末まではT機械からシリン

ダヘッド用トランスファーマシンを受注した。こうした工作機械の加工・組立を経験すること

によって，摺動面のきさげ方法やスピンドルの同心度の出し方．温度変化による微小変形への

対処法等を学んだ。また68年から90年まで自動車エンジンパルプを受注し最高で月68万本生

(58) 1947年に創業した日研工作所は，自転車とミシンの部品を生産した。クランクを主とするミシン
部品は48年頃から61年頃まで生産され 家庭用ミシンメーカーであった光洋精工に専ら納入された。
当初から自転車部品加工用治・工具を製作していたが，臼年以降，工作機械用ツーリングで発展を遂
げる（2αl6年9月4日受信のアンケート回答）。

(59) 大がまはミシンのベッド下部に固定される部品で，その中に回転する中がまが収まる。ボピンと
ボピンケースはこの中がまの中に取り付けられる。

何0) 当時．東北精機で生産技術の中心だったのは．米沢高等工業学校出身の寺岡嵩であった。彼は59
年に片桐製作所でも旋盤の油圧駆動化を指導している（『片桐の50年』片桐製作所， 1997年， 33頁）。
「一般にミシン部品メーカーでは，単一部品の専業者が多く．」「これらのメーカーでは，その機械設備
も大体において専用機化されている。この専用機は，最初からその目的のために専用機化しているの
ではなく，汎用の旋盤，ポール盤等であったものを．専用に改造したものに過ぎない。これらの改造
専用機は，その企業のもつ生産事情の特殊性に応じて各々工夫がこらされており．外見上は不細工で．
また古臭くてもそれはそれなりに能率を第ーにして設計されている場合が殆んどであった。J（『輸出
向中小工業叢書 ミシン』大阪府立商工経済研究所.1957年.74頁）

(61) 大阪市で59年に実施された調査でも「工程減少による生産効率の向上，労務者の減少，精度向上
による不良率の低下．品質の向上等の見地から，各社それぞれの研究の結果．各種の専用工作機械が
考案されつつある。・・・調査工場84工場の製造機械設備台数.3210台の中，専用機の占める割合は244
台，約7.6%で，使用経過年数は4年に過ぎず，経営者が専用工作機械の活用に入ったのはここ数年の
出来事に過ぎない。Jとある（『大阪市ミシン部品工業業種別診断報告書』大阪市経済局， 1960年.31 
頁）。
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産した。
(62) 

一方，ミシン部品分野においては，台湾製かまの品質向上と円高が進んだため， 88年に大が

まを， 93年に中がまを生産中止した。こうして東北精機はミシンその他の部品生産からは撤退

し 2006年現在の売上構成は，プラズマ／液晶ディスプレイ重ね合わせ装置，車載発電機ス

テーター巻き線装置といった各種産業用専用機が5割，半導体テスターにデバイスを供給し，

検査後分別収納する ICハンドラーが5割を占めている。東北精機がこのようにミシン部品か

ら産業用生産設備へと事業転換できたのは，ミシン部品量産用設備の自社開発と工作機械の受

託加工・組立の経験を持っていたからであった。

松村製作所（現エムテックスマツムラ）は1945年に創業し，原田製作所から47年にミシンねじ

を， 52年には踏板の揺動を回転運動に変えるピットマンクランクを受注するようになる。松村

はこのピットマンで後発であったが，生産性と品質の向上によって95%の全国シェアを獲得す

る（57年月産5万組）。 56年に家庭用ジグザグミシンや工業用ミシンの部品も手がけるが， 60年，

二輪車部品の受注を機に自動車部品へと進出していく。

それには生産技術，品質管理，工程管理の整備・拡充が必要であった。滴注式ガス浸炭窒化

炉や研磨設備の導入とともに， 69年から専用機や単能盤を自社で開発・製作し，活用するよう
(64) 

になる。こうした取組みは，コスト削減だけでなく，独自の生産技術の蓄積に大きく寄与した。

70年に松村は．従来の機械部品とは全く異なる半導体製造事業に進出し，新しい尾花沢工場

で日立製作所向けトランジスタ生産を開始する。松村に半導体生産の技術的基盤はなかったが，

100余名の従業員を日立製作所武蔵工場に送り込んで生産技術と管理技術を修得させた。日

立からは設備増強を要請され，目立の設計図を元に生産設備も製作した。
（邸）

半導体事業は発展を遂げ， 79年には ICの後工程も手がけるようになり，そこで使用される

モールド装置およびモールド金型も内製している。半導体生産とその製造装置を両方手がけて

いることがエムテックスマツムラの強みになっている。エムテックスは山形での事業を発展さ

せながら， 98年にベトナムにも工場を開設し，自動車部品と ICの生産を行っているが，これら

の部門の発展の陰でミシン部品生産は95年に終了している。

1947年に旋盤2台で創業し農機具を修理していた片桐製作所は 生産性の高いタレット旋
(66) 

盤の入手を機に， 49年に原田製作所からミシン部品（ねじ，ダーナー）を受注するようになる。

特に布押え調節装置ダーナーでは 盛時に国内シェアの8割を占めた。

(62) 東北精機工業取締役システム生産部長中村ー紘氏からの聞き取り調査（2006年8月23日）によ
ると， 62,63年に台湾の中がまメーカ－i原豊の工場見学を受け入れたが，その後， i原豊製品の品質が
良くなったという。

(63) ブリヂストンサイクル工業向けにギアプランクを製造したのが最初で．プリンス自動車工業，厚
木自動車部品工業にシャフト類を納入するようになる。

(64) 『エムテックスマツムラ株式会社創立50周年記念j誌， 1996年， 13頁。
(65) 回路形成以降の IC製造作業を後工程という。このうちシリコンウエハ上に形成された電子回路
を樹脂で保護する作業をモールデイング（封止）という。

(66) 『片桐の40年』片桐製作所， 1987年，および前掲『片桐の50年』を参照。

21 



技術と文明 17巻1号（22)

片桐は60年に松村と同じ二輪車部品の注文を受け，自動車部品を手がけるようになる。 65年

にはパイオニアからステレオのチューニング部品を受注する。この年， ミシン部品納入先のア

センブル企業が立て続けに倒産したため，片桐はミシン産業に見切りをつけ，翌年，パイオニ

アからのスピーカーヨーク受注を機に，当時としては新しかった冷間鍛造技術を導入する。こ

の冷間鍛造は片桐の基幹的加工技術のひとつとなる。

67年に片桐はナイルス部品から自動車部品，さらに専用機を受注するようになる。 76年には

本田技研系の自動車部品メーカー京浜精機製作所（現ケーヒン）よりジグおよび専用機の注文を

受け，専用機の設計・製作が本格化する。部品は発注元から年々コストダウンを要請されるの

に対し専用機は受注時のコストに基づいて価格設定できるという利点があり，また専用機の
(68) 

開発は社内の技術力強化につながった。しかし単品受注を前提とした専用機開発は，技術的に

も採算上でもリスクを伴うため.83年に受注を止めた。

同年，安価な台湾製模倣品との競争に勝てず，片桐はダーナーから撤退した。現在，片桐は

アンチロックプレーキ（ABS）部品．ディスクブレーキ部品，燃料インジェクタなどの自動車向

け精密鍛造部品と88年に開発した精密研削用超砥粒工具を中心に事業展開しており，もはやミ

シン部品を生産していない。

最後に紹介する安永は三重県上野市にあるエンジン部品・工作機械メーカーである。創業者

安永芳房は大阪の広瀬鉄工所や砲兵工廠で職工としての経験を積んだ後， 1923年，郷里上野で

安永鉄工所を創業し農機具や発動機の製造・修理を始めた。

47年に安永は家庭用ミシンのアーム・ベッドを機械加工する仕事を紹介されて，このミシン

本体部品の生産に乗り出す。ミシン製造業の興隆と共に事業を拡大した安永は， 62年にアー

ム・ベッドの生産で全国一になる。その競争力の源が設備内製能力であった。

安永は50年に治・工具や専用機の内製を始める。専用機内製の理由は，汎用機にジグを取り

付けただけでは加工精度が安定せず，同軸の穴を通し加工できる専用機を開発することで精度

と生産性が向上するためであり 大阪からも名古屋からも遠くて外部調達が困難だ、ったために

設置した治・工具工場に余力があったからである。

50年代後半になるとジグや専用機の外販を始める一方，日立製作所製ベッド加工用トランス

ファーマシンを導入する。 63年に新三菱重工からエンジン部品や治・工具，専用機を， 66年に

は日立精機から専用機を受注するようになり，安永は65年にピークを迎えたミシン部品から，

エンジン部品と工作機械へと比重を移行していく。 70年代に入って近隣アジア諸国で生産され

(67) プリヂストンサイクル工業向けギアプランクである。
(68) 前掲『片桐の40年J62頁。
(69) 安永についての記述は，前掲『安永田年史jに依拠した。
(70) 66年8月の家庭用ミシンアーム・ベッド月産は5万台で，囲内シェア20%であった（前掲書.31 
頁）。

(71) 中心となった技術者である森川治夫による説明（前掲書， 14～15頁）。

22 



日本におけるミシン部品量産技術の展開（康田）

るようになったミシン部品から安永は74年に撤退した。

こうした状況下にあった71年に，安永は日立精機から日産自動車向けトランスファーマシン

を受注・製作して，岡市場に参入する。コネクテイングロッド加工用トランスファーマシンを

開発する一方で，安永はコネクテイングロッドの生産でも高い評価を受け， 99年には自動車

メーカーに匹敵する月45万本の生産能力を持つに至った。

自動車部品の生産と共にその製造設備を自社開発できることが，部品と設備双方の競争力の

源泉となっているわけだが ミシン部品の製造を通して培われた生産技術，機械製造技術，量

産加工技術が，ミシン部品以降の事業展開を準備したと言える。

6 1950, 60年代ミシン量産の技術的意義

1950, 60年代のミシン製造業は他の軽機械工業と同じく急激な成長を遂げて，雇用機会の創

出と輸出による外貨獲得という当時の日本にとって喫緊の課題解決にかけがえのない貢献をし

た。ところが70年代以降，製造コストの上昇により，日本製ミシンは価格競争力を失い，完成

ミシンメーカーは高付加価値品以外の生産を後発工業国へ移すようになった。特に90年を過ぎ

てからは，工業用も含めて，国内ミシン生産は見る影もなく衰退してしまい，その過程で数多

くの企業が姿を消していった。

しかし戦後日本におけるミシン製造業の興隆は一過性のものではなく，後代に継承されるべ

き技術を残したのである。日本のミシン生産で培われた技術は海外のミシン生産拠点に受け継

がれ，東アジアを中心とした各国の経済発展に貢献しているだけではなく，圏内にも脈々と継

承されていて，日本の技術力の重要な部分を構成しているのである。この技術基盤は50,60年

代の部品量産の過程でこそ育まれた。

機械部品の加工に用いる工作機械は，主として部品の生産量に応じて，汎用非NC工作機械，

専用工作機械，それに NC（数値制御）工作機械の中から選択される。しかし NC機が開発途上

で選択の対象となり得なかった50.60年代においては，生産ロットが小さい時は汎用機，大き

い場合は専用機という二者択一であり，戦後の量産型機械工業の発達とともに，次第に専用機

の導入が進みつつあった。

ミシン部品のような量産品の生産には，同一加工を自動的に反復する専用工作機械が適して

(72) ミシン部品の量産は，部品製造企業が生産設備メーカーに展開する契機となっただけでなく，次
のような工作機械メーカーの発展も促した。 1956年，東京に設立された中川精機は山形のミシン部品
メーカーを主な顧客として中古工作機械を販売していた。同社は片桐製作所からダーナー加工用研削
盤について照会を受けたが，この小径部品の加工に適した心無し研削盤を見つけることができなかっ
た。そこで中川は東京工業大学付属高校教諭に心無し研削盤の設計と製作指導を依頼して， 58年に山
形工場（現ミクロン精密）を開設する。 59年に完成した心無し研削盤は当初， ミシン部品の加工に多
く用いられたが，その後，電機部品，軸受， ドリルの研削にも用途を見出すようになった。 78年以降，
ピストンピンやクランクシャフト等のエンジン部品加工用としても採用されるようになり，現在は自
動車エンジンのインジェクター（燃料噴射装置）向けが多くなっている（社史編纂委員会編『ミクロ
ン精密40年史』ミクロン精密， 2002年）。
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いる。しかし特定の加工に対してのみ高い生産効率を発揮する設備は，需要がきわめて限られ

ているため，市販されていない。そこで専用機の需要者は工作機械メーカーに特注するか，自

分たちで汎用機を改造して専用機化する，あるいはーから自力開発する必要がある。アセンプ

ル業者とは異なり，部品加工業者は工作機械メーカーと共通する機械加工技術を持っているの

で，既得の技術や設備を用いて．自ら工作機械設備を改造したり．内製したりすることは，そ

れほど高い障壁ではない。

東京都大田区や東大阪地域などに見られる産業集積のメリットは．高く評価されてきた。工

業地帯に立地する量産部品メーカーは近隣の産業集積を利用して，専用機の設計・製作を外注

したり，あるいは共同開発することができたし，また設備を持たないため，社内ではできない

加工を容易に外注できたため，技術力や資金力の乏しい中小企業が独力での開発や設備投資を

避けることも可能であった。

また大都市地域のミシン部品メーカーは，産業集積の一端を構成することによって，家電部

品や自動車部品をはじめ，高度経済成長にともなって需要が拡大する諸々の機械部品の生産を

手がけて．ミシン部品メーカーとして生き残り，あるいは他の部品生産に転換していくことが

比較的たやすかった。こうしたことからミシン部品企業についても 産業集積に富む大都市に

立地する利点は大きかったと考えられる。

一方，大都市圏から隔絶し産業集積の恩恵を受けられない地方に立地するミシン部品メー

カーは，専門企業への依存が難しいため，生産用設備機械やジグ・取付具の保守から設計・製

作に至るまで，社内で対処する必要に迫られた。そうした地方企業の持つ弱みが逆に加工設備．

ジグ・取付具を含む生産技術をその企業独自のものとして展開していく能力を育てることにな

る。

とりわけ規格に従って標準化され市販されているミシン部品のような量産部品製造業者は．

製造コストを切り詰めて．価格競争に勝ち抜いていかねば．生き残れない。そのためには，製

造工程に独自の工夫を施しかっその手法を秘匿する必要がある。他企業に生産設備の設計や

加工・組立を外注したり，あるいは他社と共同開発したのでは．自社のノウハウが流出する危

険がある。

50, 60年代の部品量産過程で生産設備や治・工具をその時々の必要条件と十分条件を掛酌し

ながら工夫した地方ミシン部品メーカーの経験は ミシン産業衰退期に生産設備の製造を事業

として生き残るという選択肢を用意する技術的基盤となった。あるいは完全に生産設備メー

カーに転換しないまでも 自動車部品や半導体の生産への進出と同時にそれらの生産設備を内

製する能力を持つことで，これらの部品やデバイス生産でも独自の競争力を生み出している。

自ら設計・製作した生産設備で部品を生産することは，設備に対する評価を部品製造現場から

最も直接的に受け取ることができ 生産技術の改良を持続させるメカニズムを社内に有するこ

とを意味する。

24 



日本におけるミシン部品量産技術の展開（庚田）

50, 60年代．機械部品の大量生産に際しては，専用工作機械など専用設備がそれぞ、れの加工

対象に応じて開発され，導入された。 70年代に入ると日本を中心としてめざましい技術革新を

遂げた NC工作機械が普及し始め，専用機の利用分野を次第に侵食していく。 NC工作機械は

プログラム通りに同一加工を反復することができ．しかもプログラムを変更するだけで，異な

る形状の加工ができるという汎用性をも兼ね備えているためである。この NC機の普及に伴っ

て，量産部品メーカーが専用工作機械を開発する能力は次第に必要とされなくなっていった。

使いやすくて汎用性に富んだNC工作機械が普及し，それとともに，価格も下落したことは，

一面では技術蓄積の乏しい後発工業国によるキャッチアップを容易にした。少量生産の職場で

は熟練工の必要性が低下するとともに，量産の現場ではもはや蓄積された経験に基づく創意工

夫によって．自ら専用設備を開発する必要性は薄れたのである。つまり NC工作機械の登場と

いう技術革新によって，かつて必要とされた，そして困難であった熟練工養成と設備開発とい

う過程乞少なくともその一部を後発国は蛙飛ぴできるようになったとも言える。

では50,60年代における日本ミシン産業の技術蓄積は徒花だ、ったのであろうか。既に述べて

きたように，決してそうではないのである。本研究を手がけてみて，最も印象的だ、ったのは，

50, 60年代にミシン部品を量産し，その過程で生産設備の開発を経験していた企業が＇ 70年代

以降にミシン産業が衰退していく過程で．産業設備メーカーとして，あるいは生産設備を内製

できる，ミシン部品以外の機械部品・デバイスメーカーとして事業展開していく姿であった。

現在，家電製品，情報・通信機器，精密機器，自動車など，多くの耐久消費財としての機械

製品が中国をはじめとする後発工業国で生産されている中で，臼本の製造業の強みは資本財産

業にある。この資本財産業の技術形成に，かつてミシン部品を量産していた企業の一部が寄与

しているのである。

他方，多様で複雑な加工に容易に対応できる NC生産設備が普及し，かつグローパル化の中

で先進国から設備を輸入しやすい現代において，後発国が部品を量産する際に，生産設備を自

ら開発していく機会は， 50,60年代の日本のように豊富ではなくなっている。こうした視点で

考えると， NC工作機械が普及する前の日本におけるミシン部品のような機械部品量産は，部

品メーカーに生産設備の創意工夫や開発を強く促したという．その時期までに限定された特徴

を帯びており，今となっては追体験が難しいといえよう。

［付記］ 本稿は沢井実先生主宰の戦後復興期の軽機械工業に関する共同研究の筆者担当部分の

成果であり，共同研究の過程で多くの示唆を受けた。

25 



技術と文明 17巻 l号（26)

Developed Mass Production Technology of Sewing 

Machine Parts in Japan 

by 

Yoshito HIROTA 

(Osaka Institute of Technology) 

Prior to World War II, mass-produced Singer sewing machines had dominated Japanese 

market. At a later time several Japanese companies tried to imitate them, but sewing 

machines manufactured in ] apan were inferior and more expensive than the American Singer 

Corporation machines. Technology for mass production developed at the Tokyo Artillery 

Arsenal had been transferred to the Teikoku Sewing Machine Company Ganome) and its 

subsidiaries in 1936; more attention was then given to quality and cost. A丘町 theSinか

Japanese War broke out in 1937, sewing machines were no longer imported in Japan, and in-

country production increased. 

In the postwar years, some former M宜iamentfactories familiar wi出 massproduction 

began to manufacture sewing machines. As specifications of the standard model were 

officially established and finished products and parts for export were strictly inspected, the 

quality of products was dramatically improved. 

Excellent and cheap sewing machines made in Japan were exported to the United States 

and underdeveloped countries in large quantities. Large sewing machine manufacturers and 

small assemblers purchased standard parts mass-produced by small specialty factories. As 

some parts makers were located far from the industrial districts, it was di血cultto order jigs 

and special-purpose machine tools. As a result, the manufacturers met their own demands for 

mass production of sewing machine pa口s.

百1eappreciation of the Japanese Yen and rising wages resulted in a shift of sewing 

machine manufacturing from Japan to Taiwan in the 1970s and to China in tlle 1990s, Some 

Japanese parts makers began to manufacture sewing machine parts in the developing 

countries. Other factories proceeded to manufacture other machine parts and to develop 

manufacturing equipment. 

The sewing machine industry in Japan has since declined, and many small assemblers 

have disappeared. However, the technological experiences from the 1950s and 1960s by parts 

makers for sewing machines served as the foundation for some new capital goods producers. 
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