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「メイド・イン・ジャパン」ブラン
ドの純国産デニムで山口から世界
に挑む

◎ はじめに
「ジャパン・ブランド」に対する世界の関心

合同会社 匠山泊

と信頼が増している。背景にあるのが、安心・
安全・高いクオリティーの品物を求める、中国
や産油国などでの富裕層の増大だ。
海外への工場移転等によりアパレル業界の空
洞化が進むなか、ジーンズ業界でいち早く「メ
イド・イン・ジャパン」戦略を仕掛けたのが、
岡部泰民氏（山口市）だ。

しょう ざん ぱく

ものづくりを担う「工場」が、企業間の垣根
を超え高品質のデニムファッションを国内外に
アピールする新たな試みである。
「世界に通用するデニム」を目標に、空洞化
岡部

泰民

代表

（おかべ・やすたみ）

が進むアパレル業界の活性化、次世代の人材育
成そして地域再生に情熱を燃やす、岡部氏の活
動を紹介する。

●会社概要
所 在 地：山口市宮野下 69
（ブルーウェイ㈱ＰＤセンター内）
設

立：2006 年 12 月

事業内容：ジーンズ製造
関連工場：ＰＤセンターほか４工場
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.syouzanpaku.jp/

岡部氏が山口県繊維加工協同組合の専務
理事に就任

2000 年 「ジャパンファッションデザインコンテ
スト IN 山口」を開催（以後、現在まで
毎年開催）
2005 年
2006 年

2007 年

2008 年
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■仕掛け人
「山口をファッション発信地ミラノようにす
る」
。ドン・キホーテと言われながらも、この
思いの実現に向け着々と布石を打っているの
が、岡部泰民氏だ。

●沿革
1999 年

◎山口を日本のミラノにする

山口県繊維加工協同組合が中心となって
匠山泊ブランドのジーンズを発表
匠山泊ブランドのジーンズを発売

合同会社匠山泊を設立。岡部氏が代表者
に就任

海外展開を目指した新作を「ジャパン・
ファッション・デザイン・コンテスト」
で発表

「第二回ものづくり日本大賞」青少年支
援部門で経済産業大臣賞を受賞

バルセロナの商品見本市「ブレッド＆バ
ター」に出展

やまぐち経済月報2008.6

山口生まれの団塊世代。入社後最初に配属さ
れた山口で生産一筋に歩み、現在は大手アパレ
ルメーカー・ブルーウェイ㈱（本社、広島県福
山市）の生産本部取締役・工場統括部長兼ＰＤ
Ｃ工場長の要職にある。
岡部氏の幅広い活動を示すのが、山口県繊維
加工協同組合専務理事、匠山泊代表、ジャパン・
ファッション・デザイン・コンテスト（ＪＦＤ
Ｃ）実行委員長など、多彩な顔だ。

■動機は９年前の欧州視察
岡部氏を仕掛け人へと駆り立てたものは、欧
州視察で体感した「明日はわが身の危機感」だ

った。1999年、岡部氏は欧州の衣料業界を視察

なのか」と模索するうち、
「今の日本には独創

した。日本企業が中国に工場を移転し始めた時

的なデザインが足りない」ことに気づいたとい

期で、
「繊維産業の空洞化が進んでいたヨーロ

う。

ッパの現状を見れば、日本の業界の将来も見え

日本のデニムの素材と品質の高さは、世界で

るだろうと考えていたが、大きなショックを受

一流。これに独創的なデザインを付加した「メ

けた」という。

イド・イン・ジャパン」なら世界で勝負できる

そこで目にしたのは、ファッション王国であ
ったはずのフランスの繊維産業が衰退する一方

と確信。まずは新人デザイナーを発掘するため
のコンテストの開催だ、と考えたという。

で、フランスから吸収した技術をベースに活況
を呈するスペインの姿だった。ファッション王

■独自の視点

国フランスの企業が、安い労働力を求めてスペ

＜逆境を好機と捉える＞

インに工場を移転したためだった。

厳しい環境のなかにあっても、岡部氏の考え

７年後には繊維貿易の規制枠撤廃が決まって

はポジティブだ。アパレル業界の危機を「日本

おり、国内の繊維業界は国際競争に曝される情

のデニムを世界に売り出すチャンス」
と捉えた。

勢下にもあった。

＜立つ位置はしっかり、目線は広く＞

「日本のアパレル業界も放っておくとフラン

「立つ位置はしっかり、目線は広く」という

スのようになる」と、迫り来る黒船に危機感が

のが、岡部氏の持論だ。まず、我々の立ってい

募ったという。

る場所が、いかに良い場所であるかに気づくべ
きだ。そして、彼我の違いをよく認識し、良い

◎危機感をバネに「メイド・イン・ジャパン」
に活路

点を生かしていく。
「山口にないものは、よそ
から引っ張ってくれば良い」と強調する。

■独創的デザインが加われば世界で勝負でき

「しがらみがないから出来る。目線が日本で

る

なく世界だからできるのだ。
」と、あくまで前

岡部氏が山口県繊維加工協同組合の専務理事

向きである。

に就任したのは、欧州視察の半年前だ。
帰国後、
「今やらなければいけないことは何

▲

この原点はスペイン視察時の経験だ。日本の
デニムは世界が認める素材だと現地の人から教

ブルーウェイＰＤセンター

▲
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えられ、世界に誇るデニム文化や技術があるの

＜世界最高水準のデニム技術を継承＞

に、国内における国産品の認知度は高いとは言

山口県内の工場では、工場の海外移転という

えないことに気付いたという。自国の商品に対

潮流のなか、世界最高水準といわれるデニム技

する認識と、海外で聞いた日本製品に対する評

術が継承されている。

価の違いに驚いたそうだ。

例えば、ブルーウェイＰＤセンターでは、
「自

＜工場が主役＞

社ブランド以外にもデザイナーブランドなどを

「ジーンズ作りの主役は工場で、本社ではな

数多く手がけ、
従業員も全員が日本人。太い糸、

い」というのが岡部氏の信念だ。
「工場は地元

極厚のデニムを使っての縫製作業は他社では容

の財産」ともいう。地域の財産として「明治維

易に真似ができない」と岡部氏は胸を張る。

新」も挙げる。

山口県内にジーンズ工場が残った理由につい
て岡部氏は、一流の技能を持つ職人を国内に確

■なぜ山口なのか

保しておきたかったことや優秀な従業員が多い

＜山口県は全国有数のジーンズ生産地域＞

県民性などを挙げる。

あまり知られていないが、山口県はジーンズ
作りを担う工場が多数立地する、全国有数のジ

◎山口から「メイド・イン・ジャパン」
を世界に発信

ーンズ生産地域だ。
アパレル産業の空洞化が進むなか、業界をリ

■デニムの「ファッションデザインコンテス

ードする地域は、
「本社こそないものの有力メ

ト」を開催し若手デザイナーを発掘・育成

ーカーの工場が立地する山口県」と岡部氏は力

山口県繊維加工協同組合の専務理事として、

説する。

ないないづくしの身の丈で
「何ができるかを？」

大手ジーンズ・メーカーの本社は、岡山と広

を考え抜いた末、まず取り組んだのは、デザイ

島の県境一帯の三備地区に集中するが、その工

ンコンテストを開催し、世界に通用するデザイ

場の多くは山口県内に立地している。
ボブソン、

ナーを発掘・育成することだった。

ビッグジョン、
ブルーウェイなどの主力工場だ。

岡部氏は実行委員長となり、2000 年に「ジ
ャパンファッションデザインコンテスト IN 山

◎山口県内のジーンズ関連工場
工

場

名

所在地

㈱ビッグジョン 平生工場

熊毛郡平生町

ブルーウェイ㈱ ＰＤセンター

山

㈱ブルーウェイ・アパレル 田万川工場

萩

市

㈱ブルーウェイ・アパレル むつみ工場

萩

市

㈱ブルーウェイ・アパレル 福賀工場

阿武郡阿武町

㈱ブルーウェイ・ソーイング 山口工場

阿武郡阿東町

㈲油谷縫製工場

長

門

市

ボブソン山口㈱

下

関

市

（資料）山口経済研究所調べ（2008年1月現在）
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▲受賞した「第二回ものづくり大賞」

口（ＪＦＤＣ）
」の開催をスタート。毎年山口

本大賞」の青少年支援部門で経済産業大臣賞を

市で開催し、今年で９回目を迎える。テーマは

受賞。ジーンズ業界への就職希望者も増えたと

「メイド・イン・ジャパン」
。参加者は、全国の

いう。

大学・短大・服飾専門学校の学生で、審査員は
日本を代表する著名人に依頼。2001 年からは

■欧州最大の「カジュアル服見本市」に出展

「日本のデニムは世界一」をサブテーマに掲げ、

2008 年１月、スペイン・バルセロナで最大

日本製デニムの品質の高さを広く認識させてい

規模のカジュアル服見本市
「ブレッド＆バター」

る。応募者数は全国から毎回千名以上を数え、

が開催された。匠山泊など国内デニム４社は縫

全国規模のデニム・ファッション・コンテスト

製・加工・デザイナーなど全てが純国産の高級

に成長をみている。

ジーンズを出品し、
「確かな手ごたえを感じた」

ユニークなのは、毎回約 100 名の入選者を地

（岡部氏）という。

元の素材、縫製メーカーと引き合わせ、作った

県内のアパレル 11 社でつくる山口県繊維加

服でファッションショーに参加してもらう仕組

工協同組合がデニム産地「山口」を世界にアピ

みだ。さらに、入選者にはファッションデザイ

ールするため企画・出品したものだ。

ナーバンクに登録してもらい、商談会の紹介、

見本市には、世界各国から 1,000 近いブラン

業界への推薦へとつなげ、デザイナーの自立ま

ドが出展。
商品のコンセプトやデザイン性など、

でを一貫してフォローしている。

一定の基準を満たしたブランドしか出展するこ

開催地を山口県にこだわる訳について、
「ジ

とができないそうだ。

ーンズ・メーカーの本社機能がないので、何
のしがらみもなく純粋なコンテストが開催でき

◎目指すのは海外市場

る。日本有数のジーンズ生産地域だからこそ、

■匠山泊

メイド・イン・ジャパンをアピールできる」と

「匠山泊」は、山口県繊維加工協同組合の有

いう。まさに、
「立つ位置はしっかり、目線は

志が立ち上げた高級ジーンズの独自ブランド

広く」の面目躍如である。

だ。2005 年には山口発の「匠山泊」ジーンズ

この活動は、2007 年、
「第二回ものづくり日

▲ 匠山泊などが掲載されたブレッド＆バターのカタログ

を発表。国内の最高の素材と加工技術を結集し

▲ 山口市内百貨店で売られている匠山泊ジーンズ
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た「純国産」ジーンズだ。完成度の高さが評判

てもらう、
いわゆる価格競争からの脱却である。

となり、著名人が愛用していることでも話題を

匠山泊のジーンズを扱うのは、東京と山口の

集めた。

２店舗。目指すのはあくまで海外市場である。

2006 年には合同会社匠山泊を設立し、岡部
氏が代表者に就任。デザイン力も備えた技術集
約型のものづくりに本格的に乗り出した。
岡部氏は、匠山泊は地域にこだわらず日本の

◎おわりに
岡部氏の夢は、
山口をファッション発信地 ミ
ラノ

のようにすることだ。2006 年 11 月に山

一流の人材と素材や技術を集める場所、いわば

口県で開催された国民文化祭では、山口市の商

「平成の松下村塾」
のようにしたいと抱負を語る。

店街と連携して、商店街をデニムで飾り付ける
「街じゅうデニム」を実現、市民に対して山口

■特色

県はジーンズの生産拠点であることをアピール

＜黒子を「ブランド」として表舞台に出す＞

した。

匠山泊の大きな特色は、今までは裏方に甘ん

この８年間は、資金面、産学官の連携など、

じていたデザイナー、生地メーカー、加工を専

その苦労は並大抵ではなかったであろう。
だが、

門に行う職人に至るまで、それぞれのプロを前

純日本製の魅力が国内外に徐々に広まるととも

面に打ち出していることだ。

に、全国で人材の萌芽もみられ始めた。

これまでは、
「海外の高級ジーンズブランド
やアパレルブランドのジーンズを手掛けていて
も、日本のジーンズ作りを支えるプロ達の名前
が表に出ることはなかった。
」という。
第一弾の匠山泊ジーンズは、デザインを東京
新人クリエーターズコレクションで最優秀賞を
受賞した板倉慶二氏が行い、デニム生地は吉河

「まだ６合目。目指すは海外市場」という岡
部氏の挑戦は、これからが正念場だ。
高杉晋作辞世の句（
「面白きこともなき世を
面白く、
住みなすものは心なりけり」
）
を好み「そ
うありたい」という、平成の高杉晋作の頑張り
に期待したい。
（有吉

織物、縫い糸は烏城物産（どちらも岡山県）を
選んだ。釦リベットはＹＫＫスナップファスナ
ー製、
縫製はブルーウェイＰＤセンターが担当。
ジーンズに刻まれるブランド・ロゴは山口県の
「るり・あーと」のガラス彫刻家が１本ずつエ
ッチングを施し、風合いを決める洗い加工を岡
山県の共和が行った。
＜良いものを正当な価格で買ってもらう＞
2006 春に発売したジーンズは、約３万円と
輸入品と比べても高価格だが、独自のデザイン
に加え素材や縫製の良さで予想以上の支持を集
めた。
目標は、付加価値に納得し正当な価格で買っ
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▲ ブルーウェイＰＤセンター外観

宏樹）

