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ミシンは戦前から日本に普及し始めた耐久

本書も生産面にはほとんど言及していない

消費財であって，当時の家庭で使われた最も

が，大量生産の前提として，一般家庭にとっ

精緻な機械のひとつであった。戦前・戦時は

て即金では買えない価格の耐久消費財が日本

富裕家庭に限られていたが，戦後高度経済成

でいかに普及していったのか，それが日本人，

長期には一般家庭にも広がる。

特に女性の考え方や行動にいかなる影響を与

今では家庭におけるミシンの存在感は薄く

えたのか，その過程を日本にミシンが紹介さ

なってしまったが，機械の生産方法，商品の

れた幕末から，日本人女性のミシンへの関心

販売方法，さらには女性の思考・行動様式を

が薄らいでいく

大きく変えていった，社会に及ぼす影響力の

追った力作である。

きわめて大きな消費財であった。

年代初めまで，丹念に

本書の原題は Fabricating Consumers で

家庭に行き渡っていったミシンは，大量生

あって，訳者あとがきにあるように，二重の

産，大量販売された機械の先駆けであって，

意味が込められている。

戦後日本の高度経済成長を導いた家電製品や

一つには，「消費者を fabricate す る」
，

自動車といった耐久消費財の露払いの役回り

もう一つには「fabricate する消費者」――

を担った。大量生産された初期の民需向け機

つまり前者は， 世紀初頭から経済のグ

械ということでミシンの生産技術は，産業技

ローバルな趨勢に組みこまれていった日本

術史の面から注目すべき研究対象ではあるが，

で，資本主義的生産と販売の新しい諸条件

その発達の経緯はこれまで十分には解明され

が近代的な消費者をつくりだしていった歴

ていない。

史的過程，後者は，消費財であるとともに

＊
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家庭での生産財でもあるミシンを活用して， 最大シェアを占めていたのはドイツ製であっ
文字どおり fabric（織物）を加工するモノ

た。シンガーは

づくりに取り組み，日本の近代的生活文化

西洋社会においてもそうしたように，良妻賢

の形成に積極的に寄与してきた消費者，こ

母の必需品としてミシンを家庭に売り込みは

の両方をこの本のテーマとして掲げている

じめた。このころの日本では，紳士服は男性

評者は

テーラーによって仕立てられていたが，男性

年

月に開かれた大阪大学経済

史・経 営 史 研 究 会 で 著 者 の

年に日本で直販を開始し，

に比べて洋装化が遅れていた女性は自らや子

The Cultural

供の着物を家庭内で手縫いしていた。

and Economic History of the Sewing Machines in Japan : a preliminary report とい

世界初の多国籍企業として成功していたシ

う報告を聞く機会があった。著者がこのテー

ンガーは，イギリスでの販売で確立し，グロー

マに取り組み始めた当初に行われたその時の

バルに採用していた訪問販売システムをほぼ

発表に，評者はそれほど強い印象を持たな

そのまま日本市場にも適用し，

かったが，本書を読むとその後，十分な調査

日本の家庭用ミシン市場の

と分析がなされ，高い水準に仕上がっている

シンガーの販売網の末端に位置して，直接，

ことを認識した。

顧客に売り込みをかける小売店の主任や外交

本書の構成は，以下のとおりである。

年代には

割を押さえた。

販売員，集金人の報酬を手数料だけにしてい
たので，販売や集金が促進された。有望な潜

序論
第

在的顧客にはミシンを無料で試用させて，そ
部

日本におけるシンガー

の間，女教師がミシンの扱い方を教えた。シ

第

章

明治期のミシン

ンガーは中古ミシンの下取りまで行っており，

第

章

アメリカ式販売法

利益よりも売上げを増やすことに熱心であっ

第

章

近代的生活を販売し消費する

た。

第

章

ヤンキー資本主義に抵抗する

第

部

近代性を縫う

従業員たちの手取り収入は安定せず，平均

戦時と平和時

すると少なかったので，定着率が低かった。

第

章

銃後の兵器

加えて，シンガーの販売員や集金人は，割賦

第

章

機械製の不死鳥

代金が回収不能に陥った際に損失を補填する

第

章

ドレスメーカーの国

保険への加入を強制され，さらに

結論

名ずつの連帯保証人を要求されていた。こ
うした伏線があって，

本書の流れに沿って，順に見ていこう。

／

年に退職金を求め

て労働争議が持ち上がり，やがて

アメリカを本拠地とするシンガー社は
年代に世界のミシン市場の

人当たり

年から

年にかけて全国的に先鋭化することになる。

を占有して

年創立のシンガー裁縫女学院で訓練を

いたが，当時の日本では，ベルギーの代理業

受けた女教師は，各地の小売店に併設された

者がシンガーミシンを細々と販売しており，

裁縫学校でミシンによる縫製を教え，購入者
７０
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に対しては家まで出張して指導していた。彼

人の体格には和服の方が合うことから，女工

女たちのような経済的に自活できる職業婦人

も含めて，成人女性の洋装化が遅れていたか

は，自分の子供より賃金を愛し，こうした物

らである。シンガーは標準的な本縫いミシン

質主義が日本の家族制度を破壊するという少

で和服も縫えると強弁したが，

数の否定的評価もあったが，万一に備えての

ため洗い張りの際にほどきやすい環縫いミシ

徳目として称賛されるのが普通であった。

ンを和服用に提供することもなかったので，

年代から

年代にかけて日本でも，俸

本糸で縫う

ミシンの需要は限られていた。

給生活者の増加と共に，農村での季節的な信

年，世界恐慌の影響と円安で余儀なく

用や相互扶助的な講に代わり，割賦信用が広

された値上げによって売上げが激減したため，

まる。シンガーは

年に始めた割賦販売に

シンガーの従業員は収入減と一時解雇の憂き

よって近代的消費者を生みだし，日本での

目にあった。店舗の整理統合が進む中，彼ら

シェアを伸ばした。顧客は規律を守り，シン

は製品値下げ，退職手当の支給，手数料に関

ガーも慎重だったので，賦払い金の滞納は少

する懲罰的条件の緩和，信用保険の証書発行

なかった。

を求めて労働争議を起こした。この争議は「ヤ

このように「シンガーは，セールスマンと

ンキー資本家」シンガーによる民族的階級的

いう近代的職業や女の自活という新しい理念

抑圧への戦い，さらには特殊「アメリカ的」

の形成と促進に，また消費者信用の普及に，

資本主義への抵抗という様相を帯びていた。

一つの役割を演じた」のである。

従業員は損害補償制度や労働契約への批判に

家事労働と衣料費支出を軽減するとともに，

加え，年功に応じた退職手当が一般的になっ

流行を追う愉しみを与えるミシンは，近代の

てきていた日本の事情にシンガーもならうべ

グローバルな女性像としての良妻賢母とその

きと主張した。シンガーは世界各地の事情に

娘の必需品であるとして，売り込まれた。一

合わせた対応をとっていたが，日本では基本

方で，ミシン裁縫をはじめとする家庭内職は

的な販売システムを墨守して，退職手当など

国と家族の繁栄に寄与するとして，国や雇用

固定されることになる制度変更に応じなかっ

者によって推奨され，新聞や雑誌もそのよう

た。反労働組合主義がシンガーに柔軟な対応

に書いた。

をとらせなかったのも一因だが，長年の世界

年代にはミシン縫製のしやすいアッパッ

制覇がこれまでの慣行の手直しをためらわせ

パが流行し，女学生の制服も袴から，動きや

た。争議は従業員による在庫品や割賦代金の

すく，洗濯しやすいセーラー服へと変わって

奪取にまでエスカレートしたが，主要な要求

いく。しかしながら，

は通らなかった。しかしながら，シンガー争

年のミシン所有率
年代半ば

議を経て，特異な「アメリカ的」論理を有す

の日本におけるシンガーミシンの普及率は所

る市場資本主義はローカル化され，特殊「日

得水準のより低い国にも及ばなかった。和服

本的」な雇用制度が徐々に形作られていくこ

と洋服の二重生活は経済的負担となり，日本

とになる。

は全世帯の

―

％に過ぎず，
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敗北した日本人従業員たちは，シンガーを

女性用標準服も立案され，その際，資源節約

退職して，日本のミシンメーカーに転職した。

と動きやすさに加え，家庭内で仕立てられる

年代末から

年代初めにかけてシンガー

ことが考慮された。しかしながら，和服を機

ミシンのコピー商品を生産し始めていた日本

能的にしたデザインは支持されず，手でもミ

メーカーは，シンガーの販売慣行の多くを取

シンでも縫えるもんぺが広まっていく。

り入れつつ，手直しした。パインミシン（現・

年代末まで農作業用に限られていたもんぺは，

蛇の目ミシン工業）はシンガーシステムへの批

数年のうちにほとんどの女性の日常生活に取

判に対して，手数料に加え固定給を従業員に

り入れられた。こうした婦人服の転換は戦時

支払うとともに，より低所得者層への拡販の

下の世界にもおいても異例であった。日本で

ため，シンガーの割賦販売方式を改変し，ミ

は手またはミシンによる長時間におよぶ家庭

シン購入を予約して頭金を積み立てる月掛予

裁縫の慣習が戦前から戦後にかけて継承され

約制度を採用し，これを日本的な販売方式と

たが，他の国ではより多くの女性が労働力と

して喧伝した。しかしこの「日本型」信用販

して動員されたため，既製服が広まった。

売方法はまったく独自のものとは言えなかっ

戦間期と戦時期の日本において中流生活の

た。

シンボルであったミシンは，

民族的ナショナリズムによって愛国的反米

年代までに

大部分の家庭に普及し，その過程で日本製ミ

感情が煽られ，国産品愛用キャンペーンが繰

シンが世界市場を制覇していくが，

り広げられる中で，シンガーは争議を機に

業界紙『日本ミシンタイムス』では，日本製

シェアを失い始めた。

年の輸出入品等臨

ミシンの低品質，部品の規格化の必要性，シ

時措置法により商品を輸入できなくなったこ

ンガー特許・商標の日本企業による侵害と

とが決定的となり，シンガーは日本市場から

いった問題が指摘されていた。本書において，

撤退する。その代わりに，日本企業が売上げ

著者はシンガーのアーカイヴスやアメリカ公

を伸ばしていくが，

年以降になるとミシ

文書館の所蔵資料を用いて，シンガーの戦時

ン製造業者の多くは軍需品の生産に転換し，

損失の補償問題や日本企業によるシンガー商

ミシン生産は激減する。

標権侵害問題の経緯を明らかにしている。

年の

年代，流行と合理性から女性の洋装化

シンガーの日本再進出から民族産業を守ら

が加速し，裁縫学校と婦人服店の人気が上昇

ねばならぬという危機意識が高揚する中，シ

していく。裁縫学校で家庭洋裁を学び，さら

ンガーは

に洋裁を仕事にする者が出てくる。これに

を再開したが，相対的に安価で品質の向上し

伴ってミシンの売れ行きも伸びた。太平洋戦

た日本製ミシンから市場を取り戻すことがで

争開戦前夜まで自己開発，愉しみ，奉公をア

きなかった。シンガーはミシン部品を社内で

ピールするミシンの広告が掲載されていた。

一貫生産していたが，日本のミシン組立企業

年になると軍服にもなる普段着として

年に日本で家庭用ミシンの販売

は専門メーカーから部品を調達していたため，

経済性にも優れた男性用国民服が発表された。
７２

製造コストが安く，価格競争力を持っていた。
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そこで，シンガーはパインミシン製造（のち

いくまで，

シンガー日鋼）と提携して，日本での生産を

職のためのドレスメーカーであった。

企図する。このシンガーの動きに対する日本

代後半に洋装への決定的な移行が始まるとと

の業界の過敏な反対運動が日本の業界紙に基

もに，ミシンの需要が急増した。高度成長期

づいて描かれている。低コストで高品質の製

に家事のプロとしての専業主婦ということば

品を作っていた日本メーカーに対して価格競

が一般化したが，彼女たちは型紙付きで作り

争を避けたシンガーは，高級機種を提携先の

方を示したスタイルブックから情報を得て家

パインで生産したが，シェアの回復には至ら

庭で洋服を作った。

なかった。

，

年代の日本女性は家族と内
年

子供服や紳士服は工場で流れ作業によって

年に日本のミシン生産台数は過去の最

縫製されており，欧米の婦人服も既製品で

大値を上回り，さらに輸出に牽引されて急増

あったが，日本では在宅ドレスメーカーに依

していく。主要な輸出先であったアメリカで，

存する洋装店が急増した。洋裁学校も数，規

日本企業はシンガーとは異なり量販チェーン

模共に拡大した。家計補助的な家庭のドレス

店と提携して，廉価品を大量販売したが，国

メーカーの存在によって，既製服に近い低価

内では戸別訪問販売，街頭での実演，家庭で

格で提供された注文服は優位に立っていた。

の試用，割賦販売，強力なサービス，地元販

高度成長期に広がった内職は

売店ネットワークなどを特徴とするシンガー

し，

に似た販売システムを採用していた。これら

は縫製作業で，貧困者だけでなく会社員・公

は家電メーカーなどの販売モデルにもなった。

務員・その他俸給生活者などの中流階級にも

年代半ばになると日本のミシンメーカーは

広がった。ミシンは社会階層を分断するより

独立販売店への依存を弱め，直営店での販売

年代末に急増

年にピークを迎えた。内職の半分前後

も統合する道具になったと著者は言う。

へとシフトして，よりシンガーシステムに近

年代初めにミシンは嫁入り道具の必需

づく。戦後，日本のミシンメーカーは独特の

品となり，内職から家族向けへと家庭裁縫の

生産システムを発展させながら，国内市場で

目的が変わり始めた。女性向け月刊雑誌に加

はシンガーの販売システムを踏襲していたの

え，

である。

が図示され，裁縫は余暇の楽しみでもあり，

，

年代に進み始めた女性の洋装化は，

，

年代には日刊紙の婦人欄にも型紙

家計節約にもなった。

，

年代に，洋裁学

戦争により中断し，一方で和服離れも進んで，

校は職業訓練ではなく，花嫁修業の場となっ

効率的で動きやすいもんぺの着用が広まった。

ていた。貫戦期と著者が呼ぶ時代，日本では

銃後での家庭裁縫の継続・強化と戦時下でも

年代から

年代までの時期は，主婦ある

維持されたファッションへの関心は戦後の専

いは専業主婦がいちじるしく重視された。

業主婦を規定し，戦後日本の家庭では欧米と

年代，既製婦人服の台頭により家庭裁縫

比べて長い時間が裁縫に費やされた。

，

の時代は終焉を迎え，ミシン国内市場の黄金

年代に既製服が普及して家庭裁縫がすたれて

時代も約
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日本特有と思われてきた要素の多くが，グ

も陸続と新規参入するようになると，瞬く間

ローバルな相互作用の中で生み出され，グ

に世界市場を席巻していく。その理由につい

ローバルであることとローカルであることは

て，本書も少し触れてはいるが十分ではない

不可分であるとして，締めくくられている。

のである。これらは本学会に解明を託された

本書は産業技術史の観点からは，それほど

テーマであると言える。

新しい知見を示してはいない。しかしながら，

最後に翻訳について一言申し述べると，外

ミシンの製造技術では，解明すべき大きな領

国語で書かれた日本研究を日本語に翻訳する

域が残っているように思える。本書でも書か

には，引用元の日本語原典からそのまま引用

れているように，日中開戦によって，

年

する必要があったり，日本語から外国語に直

にミシンの輸入ができなくなるまで，日本の

されたことばを正確に元の日本語に戻すこと

ミシン市場はシンガーによって支配され，日

や，あるいは外国人向けに必要な注が日本語

本のミシンメーカーの製品は品質において太

版でも必要かどうかの検討などに，余計な手

刀打ちできなかった。

間がかかるが，それらがしっかりなされた本

ところが，戦後復興期に旧ミシンメーカー

書は日本人がほぼ違和感なく読めるように，

がミシン生産を再開し，さらには旧軍需工場

ゆきとどいた翻訳に仕上がっている。
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