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業界の概要

少子高齢化社会の進展と個性の多様化によ

り，アパレル業界は戦後から現在に掛けて大

きな変化を辿ってきた。バブル前は，デザイ

ナーやメーカーブランド価値を全面に押し出

し，百貨店や専門店（個人店）経由で大きな

売上を獲得していた。バブル崩壊後は，デフ

レ経済を背景に SPAといわれる製造小売業

（ユニクロなど）が低価格を背景に独自の専

門店（チェーンストア）を構築し，アパレル

業界の主導権を奪い取った。その後，インタ

ーネットの発達により，多様な個性に対応で

きる ZOZOTOWNなどファッション EC市

場，服などを出品し，C to Cの直接取引が

できるリユースサービス（メルカリ）の登場

など，業界全体の変革スピードが高まった。

既存のアパレルメーカーと取引をしていた縫

製業にとって，上記の変化による経営環境の

悪化は予想を超える現実となっている

縫製業界の現状

国内の縫製業者は減少の一途を辿っている。

縫製業者では，製造工程別の分業が比較的に

行いやすいこともあり，小規模零細企業が多

く存在していた。縫製業者の資料ではないが，

図表－１によると国内の繊維事業所数は製造

品出荷額とも，１９９１年比で約１／４に減少して

いることが確認できる。同時に図表－２から

国内アパレル市場における輸入浸透率は増加

し続けている。２０１７年には９７．６％まで増加

しており，衣料品は，国内生産から海外輸入

品に代替されている事が分かる。

このことから，現在残っている縫製業では

特殊なニッチ領域や革新的な縫製技術を有し

ている工場のみが生存していることが推測さ

れる。

中小企業診断士

勝沼 孝弘

●図表－１ 国内繊維産業の事業所・出荷額
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出典：経済産業省「工業統計」一部改

利益計画

縫製業のモデル利益計画
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●図表－３ 婦人服工程図

↓

デザイン → CAD/CAM → 延反 → 裁断

まとめ ← 縫製 ← パーツ作り ← 芯貼り

検針機 → プレス → 検針機 → 完成

・ボタン/裾処理等 ・表/裏地用

・ラベル付け

ンータパ・
・グレーティング

縫製業の基本的な特徴

一般的にミシンを使用して生地を製品にす

る事業が縫製業と定義されているが，製品化

されるものは多岐に渡っている。工事現場で

使用されるようなフレコンバックから合成樹

脂を使用したソファーカバー，本皮を使用し

た高級バック，自動車用部品などがある。今

回は衣料品の括りで特徴を絞るが，生地素材

や製品形状により使用するミシンや縫製技術，

必要な関連設備が大きく変化する特徴がある。

同じ衣料品でも，受注減少したからといって，

他の衣料品へと簡単に縫製品を変更できない

という事である。

イメージでは，厚手のジーンズなどの縫製

と一般衣料品ではその違いを想像できるかも

しれないが，布帛（一般的な衣料品生地）と

ニット（体育着）生地の違いでも，使用ミシ

ンと縫製技術が変わるため，簡単に水平移動

ができない特徴がある。

＊布帛（縦横を織り込んだ織物）

＊ニット（１本の糸で編んだ物）

布帛生地を使用した衣料品でもアイテムや

品質（価格帯）によっても縫製技術と縫製ス

ピードを細かく調整しなければならず，アイ

テム間を超えた多品種少量生産に向かない業

種であることも大きな特徴となっている。

縫製業の代表的な工程

一般的な布帛生地を使用した婦人服縫製工

場での製造工程を図表－３に示す。なお，デ

ザインはメーカー作成とする。

＊パターン（メーカーが作成したパターン（型

紙）修正と生地からパターンを効率的に裁

断できるように展開させる）

＊グレーティング（メーカーから送られてき

たパターンを各サイズに展開すること

例）Mサイズ→S／L／LL／２Lサイズへ）

縫製業では，図表－３が示すとおり工程の

分業が行いやすい業界のため，個人の内職者

や裁断専門業者など小規模事業者が数多く存

在し，縫製会社と親子関係を築いていた。ま

た，８０名以上の中堅縫製業では縫製工程のほ

とんどの工程を内製化し，生地から製品化を

短納期で完成させることを強みとして IT化

や自動化設備を導入するなど規模拡大を行っ

てきた。結果，縫製事業者は，小規模事業者

と中堅企業が残る２極化が進んでいった。

また，縫製業では女性がメイン従業員とし

て就労することが多く，若年層であれば子供

の急な発熱や学校行事などによる早退や欠勤，

中高年齢層であれば介護による遅刻・早退・

●図表－２ 国内アパレル市場の輸入浸透率
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欠勤が日常的に発生している。最低人数での

生産活動が求められる現状から，生産ライン

の遅延や混乱に多くの縫製事業者が悩まされ

ていることは縫製業界特有の問題である。

事業規模による変遷

バブル崩壊後に訪れたアパレル不況は，経

営体力の弱い小規模事業者を襲い，需要調整

機能を持つ個人内職者への単価引き下げや発

注停止などで耐え凌ごうとした。しかし，受

注量の回復は実現されず多くの企業が廃業へ

追い込まれた。また，残った小規模事業者に

とっても個人内職者の多くが廃業したことで，

内職依存型からの事業モデルの変革を求めら

れた。

中堅企業の場合，バブル崩壊前の少品種大

量生産に特化した設備や専門技能工を育てて

いたため，多品種少量生産に対応ができず型

代わりごとに段取り替えが発生した。また，

専門人材の多能工化に対応できず生産性低下

を招く結果となった。当初の生地から製品へ

という全工程の機械設備を持っている強みが

弱みに変わり更に衰退していくこととなった。

縫製業の収益モデル

自社ブランドを有していない多くの縫製業

者は，メーカーがデザイン・企画したアイデ

ィアを製品化するという加工賃商売となって

いる。価格決定権が無いと言うことが大きな

問題なっている。経済産業省がヒアリングを

基に作成した資料図表－４からも分かるとお

り，１９００年代は，小売販売価格１万円の製

品に対する売上総利益額は，小売店３，０００円，

商社３，０００円，縫製業者の製造販売価格４，０００

円であったが，２０１３年では，販売価格を同

じとした場合，売上総利益額は小売店４，０００

円，商社４，０００円，縫製業者の販売価格は

２，０００円と半減していることが分かる。

また，SPAとの利益モデルの比較では，

小売店（自社店舗）売上総利益率５０％と設

定しており，同じような１万円の商品を

４，０００円と６０％安く価格設定することが可能

であった。この安値販売力が，SPAの大き

な成長を遂げた原動力となったことが理解で

きる。

○縫製業者

SPAと同じ販売価格２，０００円であるが，

SPAは海外工場で計画的に一貫生産を実施

しており，日本の個々の縫製業者の製造原価

よりも大幅に安いことは想像できる。多くの

●図表－４ 利益配分のイメージ
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縫製業者は，無理な価格で仕事を請け負わざ

るを得ず，赤字でも固定費を賄うために受注

して窮境に陥ってしまった。

○商社（卸業）

商社では売上総利益率４２％→６６％へ上昇

しているが，これは暴利を貪っているのでは

なく，小売店での価格差により売れ残り（返

品）分や値引き販売補填金などの経費を最初

から想定して，獲得利益を設定したからであ

る。その不効率な利益設定が，縫製業者の加

工賃低下を招く大きな要因であった。

競争力のある縫製業者

日本には高機能・高品質の繊維メーカーが

多く存在している。西脇（播州）の綿織物，

和歌山の丸編ニット生地，倉敷のデニムなど

の優秀な生地メーカーとタイアップして高付

加価値化の担い手として高い競争力を有して

いる縫製業者も存在している。

競争力のあるアパレル縫製業の特徴として

は，�多種多様な素材にきめ細かく対応でき
る高度な縫製技術を有している，�高度な縫
製技術を伝承していくため，人材育成・技能

継承する仕組みがある，�質の高い製品をス
ピーディーに製造できる高い生産効率の仕組

みを有している，などがある。

○岩手モリヤ株式会社（岩手県久慈市）

IoTの積極的導入により縫製前工程情報の共

有と延反・裁断作業の完全無人化を実現し生

産性向上を果たした。また，最新鋭縫製機器

の導入による「勘・経験」にたよらない縫製

技術により高品質な製品を安定的に提供でき

る１００％社内生産を実現させた。

○株式会社辻洋装店（東京都中野区）

最新の CAD/CAM・最新の電子制御ミシ

ン導入よる生産効率化を図ると共に，縫製工

程ではベテランリーダーを中心とした少人数

グループ生産システムを採用している。各工

程の熟練技術を若い世代に伝える教育プログ

ラムと最新機器との融合が高級婦人服の

MADE in TOKYOを支えている。

モデル企業A社の概要

A社の概要

所 在 地 栃木県内

拠 点 １工場

会社形態 株式会社

資 本 金 １千万円

設 立 １９５０年

事 業 縫製業

設 備 ミシン４０台，CADCAM，延

単機，自動裁断機，検針機，

プレス機等

従 業 員 １２名（パート含む）内職１４名

売 上 高 ６千万円

A社の沿革

A社は，栃木県にある縫製事業者である。

戦後，先々代が提灯ブルマを製造するニット

縫製業として創業した。その後，運動着など

体操服関連の縫製業へシフトした。平成６年

に先代が２代目として事業を引き継ぎ，事業

拡大を機に法人成りを達成する。平成２３年の

東日本大震災により先代が東北復興の夢に精

力を傾けたことから，現経営者が３０代後半の

若さで実質的な経営を指揮することになった。

現経営者は異業種出身であり，先代の事業

拡大路線からニット縫製技術の高度化や管理

システムの構築などに尽力した。

得意先からは，品質の良い縫製技術と納期

厳守の企業体質が高く評価されている。また，

様々なメーカーと長期間の取引関係を築いて

おり，窮境に瀕している縫製業界に於いて黒
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●図表－５ 素材の違いについて

ニットの特徴
・縦横方向に伸縮性が
ある
・型崩れしやすい
・通気性が高い
・シワになりにくい

布帛の特徴
・縦横方向に伸縮性が
あまりない
・型崩れしにくい
・通気性が低い
・シワになり易い

3

●図表－６ A社の収益状況 単位：千円

現在

売上高 ６２，０００ １００．０％

売上原価 ４４，７７０ ７２．２％

材料費 １，４３３ ２．３％

労務費 ２２，７８１ ３６．７％

外注加工費 １１，９７４ １９．３％

製造経費 ８，５８１ １３．８％

売上総利益 １７，２３０ ２７．８％

販売管理費 １２，２３４ １９．７％

営業利益 ４，９９６ ８．１％

字経営を続けている。

体操着関連の売上比率が極端に高いため，

近年では，売上リスク分散として新しい業界

への進出に力を入れている。

A社の事業概要

� 営業時間と人員体制

・週５日営業 ０９：００～１７：３０

・土日・祝日・連休はすべて休み

・パートは週５日

（扶養の方：週に１日を半日出勤）

・社内 役員・社員３人・パート９人

CAD／CAM・生産管理 １名（後継者）

裁断：１名，縫製・仕上げ：１０名

・内職 縫製：１２名，仕上げ・袋詰め２人

縫製の外注依存度５０％

� 得意先と製造品

ニットは図表－５のとおり高い伸縮性と通

気性が良く体操着に適した素材である。ニッ

ト製のアパレル商品ではベストやセーター，

帽子などがある。当社の製品は，学童用体操

着が７０％，スポーツジム専用ポロシャツ３０％

となっている。学童用体操着の中でも大多数

をしめるのが園児用体操着である。

取引先は，国内児童用アパレル商社５社で

あり，その中で高いブランドをもつ１社の受

注高が約８５％を占めている。製造販売する

縫製工場からの取引が１５％となっている。

� 生産体制

１０名程度の小規模縫製事業者では，工程の

一部を外注先に依存し縫製に特化しているの

が一般的であるが，当社は，原反生地から最

終製品にできる一貫生産体制を確立している。

A社の概要でも述べているが，CAD/CAM

システムから自動裁断機，多種多様なミシン

などの設備を有している。これを可能にした

のはニット生地に特化し，縫製品を運動着関

連品に絞ったことにより，最低限の設備投資

額で，性能を抑えた機械設備を導入したから

である。

縫製技術では，布帛生地の縫製では直線ミ

シンが主力となるが，伸縮率の高いニット生

地の縫製にはロックミシンを使用する。ミシ

ン設定も布帛とニットでは違いがある。布帛

はパッカリングを防止するために送り歯の角

度が尻下がりにするが，ニットでは縫い伸び

を防止するために尻上がりとするなど細かい

縫い方の違いが生じる。当社は，７０年のニッ

ト縫製技術の蓄えが品質維持の源泉となって

いる。

＊パッカリングとは，縫製時にできる縫い縮

みのこと

A社の収益状況

材料費が２．３ポイントと少ないが，これは

生地原反が商社支給となっているためである。

減価償却費は約３百万円であり，金融債務も

少ないため，充分なキャッシュフローが獲得
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できている。

１社依存度が高いことが大きなリスクであ

り，売上リスク分散が大きな経営課題となっ

ている。

A社の現状把握

クロス SWOT分析で A社の現状を把握

する。

� A社の強み

・若い後継者の存在

後継者が決定しており，事実上経営を行っ

ている。また，CAD／CAMを使いこなす

デザインスキルがある。

・豊富な生産設備力

最新の CAD／CAM，自動裁断機が導入さ

れており，ミシンの種類が他工場と比較し

て多い。また，生蒸気アイロンを導入して

いる。

・縫製人材の技術力

縫製歴４０年以上のベテラン社員が４名おり，

３０代の若い社員もいるため年齢バランスが

他社と比較して安定している。

� A社の弱み

・１社依存の下請け体制

児童用体操着業界に特化し，ブランド力の

ある１商社の売上構成比が６０％と，売上

リスクが非常に高い。

・生産性と技術承継に改善の余地がある

少人数のため分業体制が取れず大工場と比

較して縫製時間が多く必要となっている。

また，縫製技術を承継する仕組みが無い。

・女性特有の労働問題

女性社員が多く家庭事情の影響で休みや遅

刻早退が発生している。

� 自社にとって機会と捉えるもの

・ニット素材の商品ラインの増加

ニット素材の特徴である高い伸縮性や通気

性の良さから布帛生地が主流であった商品

群にニット製の商品が増えてきている。

・国内ニット縫製工場が淘汰されつつある

メーカーの海外生産拠点への変更と安価な

海外品輸入により国内ニット縫製工場の淘

汰が進み，仕事を選べる立場となっている。

・特急少品種生産依頼の増加

国内ニット縫製工場が淘汰され，不良品や

急な納品に対応するため，体操着業界以外

からの１０枚程度の極小ロットの引き合いが

増えている。

� 自社にとって脅威と捉えるもの

・少子化

少子化により児童用体操着や関連商品の市

場規模の縮小が進行している。

・加工費低下圧力

商社などが利潤確保の為，加工賃の低下圧

力を強めている。

・人件費高騰と人手不足

近年，毎年の地域別最低賃金の引上げで人

件費高騰となっている。また，縫製ができ

●図表－７ クロスSWOT分析

外部環境の変化

競合企業との競争力

機会（O） 脅威（T）

ニット素材の商品ラインの増加
国内ニット縫製工場の淘汰
特急少品種生産依頼の増加

少子化
加工費低下圧力
人件費の高騰，人手不足

強み
（S）

若い後継者の存在
豊富な生産設備力
縫製人材の技術力

【改善に向けての戦略の方向性】
〇 縫製作業手順マニュアルの作成
〇 自動サイクルミシンの導入
〇 生産管理システムの導入
〇 他のニット業種への進出弱み

（W）

１社依存の下請け体制
生産性と技術承継に改善の余地がある
女性特有の労働問題
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る人材が少なくなっており人手不足となる。

A社の課題

A社は，近年，最新 CADシステムへの更

新や自動裁断機の導入など多品種少量生産に

対応するためにハード資産への設備投資を実

施してきた。

しかしながら，生産性向上には，縫製技術

の承継や生産管理技術の向上などソフト資産

の強化欠かせない。

また，経営的には１社依存体制による売上

リスク分散は喫緊の課題となっている。

� 古い技術教育体制

現在は，最低限の縫製技術を教育する Off

−JTは行っているが，企業として縫製技術を

承継させる教育制度などは確立されていない。

向上心の高い作業者は，熟練工に教えを乞

うているが，一般的には「見て覚える」と言

う作業者任せとなっている。内職者の高齢化

による作業内製化は時間との勝負でもあり効

率的な技術承継の制度化が課題となっている。

� 勘に頼る生産計画

現在は，生産計画を作成せずに工場長の長

年の勘で製造品を指示している。現在の管理

体制では，超特急生産には対応できない。

また，工場長個人に生産計画を頼っている

ため，生産計画の作成スキル・ノウハウが暗

黙知化している。工場長が不在や万一の場合

に生産現場の混乱が予想されるため，生産計

画の「見える化」が課題となっている。

� １社依存体制

A社は売上の６０％を１社に依存している。

多くの縫製業者でも数社に大きく依存するこ

とは珍しくはないが，A社は１社に売上が集

中しており，経営的リスクは高い。また，学

童用体操着業界に特化しているため，将来的

な市場縮小などが想定されるため，新たな業

種への進出が課題となっている。

課題に対する改善策

縫製技術承継の制度化

� 作業手順マニュアルの作成

現状では芯張り工程やファッション性を高

める縫い方に関して，各個人別に違う方法で

作業している。その為，生産効率が人により

差が発生している。手間・暇を最大限に無く

すために，工程調査や作業分析を実施し，一

番効率的な手順をマニュアルとして採用する。

作成した手順マニュアルをファイリングし

て縫製現場に置き作業者がいつでも見られる

ように設置した。また，短時間ではあるが毎

月２回（第２・４金曜日）若手従業員を中心

に熟練工が教育・訓練する時間を設け，技術

承継を業務時間内に行えるようにした。

図表－８は園児用体操着の付け袖 Tシャ

ツの作業工程を分析したものである。

作業分析では，作業工程と標準時間を確認

する。１アイテムの全ての作業分析を実施し

たことで，標準作業時間が明確となり必要な

労務費を定量的に把握できた。今後，全ての

●図表－８ 作業分析表（サンプル）
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●図表－１０ 改善後のモデル利益計画
単位：千円

現在 １年後 ２年後 ３年後

売上高 ６２，０００ ６４，５００ ６７，０００ ７０，５００

既存 ６２，０００ ６２，５００ ６３，０００ ６３，５００

新規 ０ ２，０００ ４，０００ ７，０００

売上原価 ４４，７７０ ４６，４４８ ４７，９３５ ５０，１１２

材料費 １，４３３ １，４９１ １，５４９ １，６３０

労務費 ２２，７８１ ２３，５８２ ２４，３７３ ２５，５１８

外注加工費 １１，９７４ １２，２６９ １２，５５４ １３，０１２

製造経費 ８，５８１ ９，１０６ ９，４５９ ９，９５３

売上総利益 １７，２３０ １８，０５２ １９，０６５ ２０，３８８

％ ２７．８％ ２８．０％ ２８．５％ ２８．９％

販売管理費 １２，２３４ １２，５００ １３，０００ １３，５００

営業利益 ４，９９６ ５，５５２ ６，０６５ ６，８８８

％ ８．１％ ８．６％ ９．１％ ９．８％

製品の作業分析・作業マニュアルの整備によ

り，生産の効率化が期待できる。

� 自動サイクルミシンの導入

将来的な内職者減少に備えて，定型的な縫

製作業工程に自動サイクルミシンを導入する。

自動サイクルミシンは，ミシン未経験者でも

短期間で習熟可能であり，誰が縫っても同じ

品質で縫うことができる。また，作業時間の

短縮と計画通りの生産数確保が期待できる。

生産計画の見える化

縫製業に特化した生産管理システムを導入

し製品別の生産スケジュールの管理を実施し

た。これにより，１ヶ月の納期予定や製造予

定が一表で確認でき，特急注文に対応可能な

のか判断が容易となった。

更にシステムを拡張させることで，作業工

程別での進捗管理ができるようにする。

業務用ユニフォームへの進出

通常業務用ユニフォーム（制服）は布帛生

地により製造され，一般的に制服として使用

されている。近年，一部の業界では，ニット

素材の伸縮性や，汚れに強く，寿命が長いと

いう特徴を取り入れた業務用ユニフォームを

採用する企業が増えてきている。代表的な業

種では，医療（医師・看護師）・介護（介護

士）・飲食業などがある。これらの業種は，

従業員数が少なくデザインも多岐に渡ること

から多品種少量生産となっており，A社の強

みを生かせる市場となっている。

改善後のモデル利益計画

改善後の利益計画では，新市場進出により

業務用ユニフォームの新規売上確保を目指す。

また，業務プロセス改善策を講じることで労

務費を年０．５％の削減，サイクルミシンなど

の設備投資による外注内製化を見越して外注

費を年１．５％の削減を見込む。

また，A社の強みである特急対応力を活か

し，アパレル以外のニット商材の注文対応を

行い，新しい業種の定番受注の確保を目指し，

児童用体操着生産の閑散期対策の課題解決に

繋げていく。

〔かつぬま・たかひろ〕

●図表－９ バランススコアカード

財務の視点 顧客の視点 業務プロセスの視点 学習と成長の視点

新規業種への進出 特急生産対応力 作業標準時間の活用 作業マニュアル化

増収・増益の実現 多品種少量生産対応 生産計画の見える化 技術訓練の実施

生産性の向上 安定した縫製品質 最新鋭ミシンの導入 作業品質の向上


