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はじめに 
今日、TOYOTA、SONY、HONDAといった企業は日本だけでなく、世界中の人が知るよう

なグローバル企業になっている。このように戦後、日本の経済は急成長を遂げ、現在では多くの

企業が世界を舞台に活躍をすることが出来ている。それらの成長、成功を見聞する中、日本人と

して誇りに思う一方、何か物足りなさがあった。他にも日本で世界に誇れるものはないだろうか。

そのような中、ひとつの結論が出た。 
『伝統的工芸品にも世界に負けない価値がある』 
しかし、この産業は今だに国内に埋もれ、年々、市場が縮小傾向になってしまっている産業で

ある。 
本論文では主に 3 つの内容から構成される。１つは、先述したすでに強い国際競争力を持っ

ている産業の分析である。2つ目は、いまだに国際競争力を獲得できていない産業の分析である。
3つ目は、この 2つを踏まえた日本の産業の国際競争力の進むべき方向性の提言である。 
まずは、成功している産業、そうでない産業を明確化させるために以下の図のように日本の産

業全体を分類して見た。縦軸は製造業、非製造業、食品業、横軸に和風、洋風の 6 つにわける
ことが出来る。 

 
（表１）＊ 

和風とは、海外の影響を受けておらず、デザイン、用途が日本的なものを指す。洋風とは、明

治以降、海外の影響を受け、用途面、デザイン面で欧米的なものをさす。 
洋風な工業製品としては、戦後に海外の技術やデザインを取り入れ、それに独自の技術力を加

えて成長した自動車や家電などの電化製品が入る。洋風で非工業製品は、海外の影響を受けて作

られたアニメ、映画、マンガ、ファッションなどが入る。マンガやアニメで登場してくるキャラ

クターの髪の毛の色やスタイルなど明らかに海外からの影響を受けて作られたことがわかるで

あろう。和風で工業製品は、日本の文化や伝統を反映させた伝統的工芸品が入る。和風で非工業

製品は、書道や民謡など日本の文化そのものであり、現代へと変容させていくことが不可能であ

るため、今回の対象から外す。 
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洋風な工業品、非工業品に分類される自動車産業、電気機器産業、アニメ、マンガなどは現在、

世界的な国際競争力を獲得した成功した産業である。しかし、和風な工業製品である伝統的工芸

品産業は、国内での市場は年々縮小傾向にあり、海外へも進出できていない産業である。日本の

産業の技術の源泉であり、他に持ってない独自の価値観や技術を持っているのにも関わらず、地

域内に留まり続けているという現状であるのだ。その状況に対し、新たな可能性を見出し、海外

へ積極的に発信していこうという動きは見え始めた。例えば 2007年から中小企業庁が行ってい
る「JAPAN	 ブランド育成事業」があげられる。 
本論文では 1章で洋風な工業製品、2章では洋風で非工業製品の変遷を見ていき、いかにして

このように国際競争力を持っているかを述べる。そして、3章では和風な工業品として伝統的工
芸品の現状を述べ、4章では伝統的工芸品産業の成功事例として 2社を取り上げたい。5章にお
いては、1‐4 章を踏まえ、どのようにすれば、伝統的工芸品産業が強い国際競争力を持つこと
ができるかを考察し、今後の日本の産業の方向性を述べていきたい。 

 
＊本来の産業にはこの図に加え、食品業というものが入るが、今回の研究では、対象外とする。 
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1 章	 製造業のグローバリーゼーション 
第 1節	 はじめに 
日本の産業の強みとして、自動車産業や電気機械産業を中心とした洋風工業が上げられる。ト

ヨタ自動車、日産自動車、ソニーや東芝といった企業が世界的にも有名となり、現在でも日本の

枠を超えたグローバル企業として世界で活躍している。「アメリカの消費者にとって、トヨタと

ホンダは、高品質で信頼できる自動車の代名詞となっている。」1点からもその国際競争力の強さ

はわかるであろう。 
本章では、日本の強みともいえる洋風工業製品（電化製品・自動車などの製造業）がいかに国

際競争力をつけていったのか考察していていき、どのような要素が要因となったのか探っていく。 

 
第 2節	 日本の製造業全体の推移 
まずは、日本の戦後の製造業全体の構造変化から注目していきたい。下記のグラフでもわかる

ように、戦後直後の 1950 年には繊維産業が中心となっており、全体の 21％を占めていたが、
1998 年には繊維産業はわずか 1％にとどまり、それに代わるように、輸送機械産業（自動車）、
電気機械産業が伸び、全体の約 43％を占めるようになっている。2 

 

（表 2） 
（出所：『戦後日本の産業発展』2を元に作成）

                                                   
1 ミシェリン・メイナード（鬼澤忍訳）、『トヨタがＧＭを超える日‐なぜアメリカ自動車産
業は陥落したのか‐』、早川書房、2004年、68頁 
2 小浜裕久、『戦後日本の産業発展』、株式会社日本評論社、2001年、13‐14頁 
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（表 3） 
（出所：『戦後日本の産業発展』2を参考に作成） 

輸出構造も同じように変化し、繊維製品が中心だった 1955年に比べ 1975年には半数以上を
機械機器が占めるようになった。 

 

（表４） 
（『日本統計年鑑平成 12年	 第 49回 2000』3、『戦後日本経済の 50年‐途上国から先進国へ』

4を元に作成） 

                                                   
3総務庁統計局『日本統計年鑑平成 12年	 第 49回 2000』日本統計協会・毎日新聞社、1999年 
4小浜裕久・渡辺真知子『戦後日本経済の 50年‐途上国から先進国へ』、日本評論社、1996年、
24頁 
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このように、日本は自国の産業の発展に伴って、輸出構造も変化させ、自動車や電化製品を大

量に輸出することで競争力を高めてきた。 

家電製品、自動車、時計、カメラ、工作機械、建設機械などの機械製品において、日

本の企業は、良い製品を安く売ることに卓越した力を発揮して、強い国際競争力を保

持してきた。それによって世界各国への輸出を大いに伸ばし拡大発展してきた。それ

は、最高では年間で 1000億ドルを超えるほどの巨額の貿易収支の黒字をもたらした5 

このような成長の軸となった自動車産業を見てみると、下のグラフのように生産台数、輸出台

数ともに 1960年から大きく伸ばし、1980年には生産台数が世界一位となるほどまで成長した。 

 
（表 5） 

（出所：『自動車年鑑 2010‐2011年版』6、『自動車ハンドブック 2001‐02年版』7、『自動車

年鑑 1959年版』8を元に作成） 
その要因としては、外国の技術・生産方式や取り入れて、日本独自の改善を加えるところで日

本オリジナルの生産方式であるかんばん方式やジャストインタイムといったものを開発できた

ことが上げられる。この現象は、電気機器産業でも見られ、積極的に海外の技術を取り入れつつ、

日本独自の視点からの改善を加えることで成功を収めた。ソニーのウォークマンの開発やカラー

テレビの発明など数々のヒット商品を出している点からもそれはわかるであろう。下記のグラフ

は電気機械産業の発展の中心となった民生用電気機器の輸出の推移であるが、グラフからわかる

                                                   
5 森谷正規、『機械産業の新展開』、NTT出版、2003年、3頁 
6（株）日刊自動車新聞社・（社）日本自動車会議所、『自動車年鑑	 2010-2011年版』、日刊自動
車新聞社、2010年 
7 日刊自動車新聞社・日本自動車会議所、『自動車ハンドブック 2001‐02年版』、日刊自動車新
聞社、2001年 
8株）日刊自動車新聞社・（社）日本自動車会議所、『自動車年鑑 1959年版』、日刊自動車新聞社、
1959年 
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ように年代によってメインの商品は違うものの右肩上がりの成長を続けた。 

家庭用電気機器、ＡＶ電子機器、家庭用情報機器の三つの部門（中略）は、戦後大き

く発展した。戦後の日本経済の成長・発展のなかで「家庭電化」、テレビ、オーディオ

機器の普及、さらに「情報化」の過程への普及が進み、この部門は自動車と並んで耐

久消費財工業部門となった。同時にこの部門の成長発展が、日本の経済成長のひとつ

の原動力ともなった。9 

 
（表６） 

（出所：『日本工業年鑑 1990年』10、『日本工業年鑑 1972年』11を元に作成） 

第 3節	 製造業の国際競争力の源泉 
それでは、なぜこのような国際競争力を得ることが出来たのであろうか。 
それは、戦前からあった工業の基盤によるものが大きいと考えられている。たとえば、明治時

代に行われていた近代化へ向けての殖産興業、軍需産業、繊維産業、鉄鋼業である。これらの工

業は戦前から、西洋の技術を取り入れることによって工業の基盤を確立することができている。

戦前の日本の産業の発達に関して簡単に述べていきたい。 
日本の産業には、幕末からすでに外国の技術を取り入れていく動きは見られていた。例えば、

薩摩藩が 1867年に綿糸紡績所を建設していた。そして、藩単位の政策であったが、明治 3年に
は国によって「鉄道などの殖産興業事業を推進し日本の近代化の基礎を築いていった」工部省12

が発足され、日本の近代化へ向けての政策を更に加速させた。翌年に岩倉具視使節団がアメリカ

へこれらのインフラを売り込むなどこの時代からすでに日本の産業は国際レベルにあったので

ある。12 
そして、戦時中には、政府主導で「軍需生産（軍艦、戦車、輸送車、飛行機など）企業（発注

                                                   
9 吉川弘之『メイド・イン・ジャパン‐日本製造業変革への指針‐』ダイヤモンド社、1994年、
79頁 
10日本工業新聞社、『日本工業年鑑 1990年』、日本工業新聞社、1990年 
11日本工業新聞社、『日本工業年鑑 1990年』、日本工業新聞社、1972年 
12柏原宏紀、『工部省の研究-明治初年の技術官僚と殖産興業政策』慶應義塾大学出版会株式
会社、2009年、17頁 
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企業）を頂点とする「ピラミッド型分業生産システム」」13を立て、軍需産業に力を入れていた。

その結果、日中戦争や太平洋戦争で使われた日本の軍事戦闘機であるゼロ戦の開発を成功させた。

このゼロ戦のエンジン部分の製造に携わっていた中島飛行機が分割され、現在の日産の元となる

富士精密にもなっている。そのほかにも、新幹線の製作はゼロ戦に関わっていた人々が中心に行

っていた。新幹線の初代の名前が『０系』であることからも０戦が関わっていることがわかる。 
このように戦前にあった軍需産業が大企業の傘下にある中小企業に技術力を残すことで戦後

の工業の発展へとつながったのである。繊維産業や鉄鋼業においても同様に戦前から発達させ、

戦前から既に生産の基盤を持つことができていたのである。 
戦前より、外国の技術・ものを輸入し、改善できるような土壌、労働者の知識があったからこ

そ、戦後に世界を代表するような生産システムや技術を生むことが出来たのである。  

（戦後、日本の産業が先進国の産業を凌駕して世界一の水準を達成するのに成功した

条件は、）戦前段階における綿工業とレーヨン工業の世界一の水準への発展過程や戦時

中から戦後の初期にかけて作り出された産業発展のためのインフラストラクチャーと、

この頃までに企業内に蓄積された経営資源が、その後の新しい基軸産業の発展を促進

するというメカニズムがそこには働いていた。14 

つまり、日本の工業の発展の要因は、ただ単に外国の技術を上手く輸入しただけではなく、戦

前における工業基盤の確立があったのである。つまり、戦前に確立されていた産業基盤に海外か

らの技術の輸入と改善が加わり国際競争力を持つことができたのである。戦前の発展なくして戦

後の工業の発展はなかった。 
このように、日本の製造業は、世界に通用する技術力・生産基盤を持ち、成功を収めた。そし

て、現在でも『メイド・イン・ジャパン』が質の高い工業製品を示す１つの商標として世界から

信頼を得ることが出来ている。 

                                                   
13 志築学、『日本の産業発展‐企業勃興とリーディング産業/中小企業』、株式会社創生社、
2008年、67頁 
14 武田晴人『日本産業発展のダイナミズム』財団法人	 東京大学出版会、1995年、７頁 
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第 2 章	 非製造業のグローバリーゼーション 
 
第 1節	 はじめに 
本章では、表１の②に示される洋風非製造業がいかにして国際競争力を獲得したかを述べてい

きたい。 
従来、ソフト面とされる非製造業は文化と言語の壁が厚く、世界的に成功することは難しいと

思われていた。しかし、現在、日本のファッション、マンガ、アニメ、ゲーム、映画、小説、

J-POPは世界的に人気なものとなっている。それは、2000年より毎年、１回パリにて開かれる
アニメや漫画などのポップカルチャー祭典である『ジャパンエキスポ』が開かれ、開催当初は

3200人の来場者にも関わらず、2009年には 16万 5千人にも上ったことからも世界から日本の
文化への注目度、人気度が分かるであろう。15これらの日本のポップカルチャーのことを世界は

『COOL JAPAN』とよび、日本のものはかっこいいという認識を持つようになっている。この
『COOL JAPAN』という言葉を生んだジャーナリストMcGray Douglas氏は 

日本は、またもや、新たな超大国の地位を築きつつある。広く報じられている政治、

経済上の落ち込みにも打ちのめされることなく、ポピュラーミュージックから家庭用

電子機器、建築からファッション、アニメーションから和食にいたるまで、今日の日

本は、経済大国だった 1980年代と較べて文化大国と言うのが正しいようだ。16 

と述べている。このように日本は１章で述べた車や電化製品といった洋的工業だけでなく、洋

的な非工業製品つまりソフトが世界を代表するモノへと変化を遂げているのだ。 
どのような経緯を経て、日本の非製造業、ポップカルチャーは国際競争力を得れるようになっ

たのであろうか。 

 
第 2節	 ファッション・デザイナーの海外進出 
まず、日本のソフトパワーが強い国際競争力を持った出発点として、ファッション・デザイナ

ーの海外進出があげられる。 
1965 年に森英恵がアメリカ・ニューヨークにて海外コレクションを発表し、ニーマン・カー

マスという高級百貨店で成功させた。広告では「EAST MEETS WEST」という言葉が使われ、
ニューヨークタイムス紙では「日本のファッションがジェットに乗ってやってきた」と記され、

日本のファッションを世界へと広げるきっかけとなった。17それを機に、ロンドン、ベルリン、

パリなどのヨーロッパへと展開させた。1977 年には東洋人では唯一のオートクチュールメンバ
                                                   
15 SEFA EVENT、「ジャパンエキスポとは」、 
http://nihongo.japan-expo.com/index.php?page=460、 2010年 11月 26日 
16 ダグラス・マッグレイ（神山京子訳）、「〈ナショナル・クールという新たな国力〉世界を
闊歩する日本のカッコよさ」、中央公論、118(5)、130‐140頁、2003年 
17 森英恵、『ファッション』、岩波書店、1993年、128頁 
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ー（フランスの伝統的な高級注文服 17）にも入会し、モナコ王妃などを顧客として抱えるほど

にまで成長した。また、1988 年にはフランスの功労者に贈られるレジヨン・ドヌール章を受章
し、世界的な評価を受けた。18 

1971年には三宅一生が『イッセイ	 ミヤケ』をニューヨーク、73年にパリへと出店した。 

「イッセイ	 ミヤケ」は、並み居る日本人ファッションデザイナーの中でも先陣を切

って、ファッションの本拠地であるパリに乗り込み、世界的な評価を得て、現在にい

たっている。19 

実際に、2000 年にはパリで始まり、ニューヨークを経て日本へ巡回する『ISSEY MIYAKE 
Making Thing』という展覧会を行うほど彼は世界的に有名となった。20 
他にも山本耀司が『ヨウジヤマモト』ブランドを成功させた。彼は、1981年にパリのプレタ・

ポルテコレクションに出展し、1994年には、フランスの芸術文化勲章を受章、2006年には英国
王立芸術協会からロイヤル・デザイナー・フォーインダストリーを受章した。21 
このように日本人のファッション・デザイナーがいち早く世界へ進出し、洋風なデザインの中

に日本的要素を入れ込むことで独特の世界観を演出し、様々な賞を受賞するほど世界から評価さ

れたのである。 

 
第 3節	 現代アートの海外進出 
日本のアートが世界へ輸出されたのは、1980年代後半となる。1988年イタリアで行われた『ヴ

ェネチア・ビエンナーレ・アペルト』に出展した森村泰昌、宮島達夫が注目されたのが発端とな

る。22それまでは、海外で移住し、アート活動をしている日本人の活躍が目立ったが、これを機

に日本で生活をしながら世界へと輸出されると構造が出来上がったといわれている。22そして

2001年には、村上隆が、ロサンゼルス現代美術館へ出展し、それを機に世界的に有名となった。
彼は日本のポップカルチャーを「こども的価値・豊かさのレベルなき世界・アマチュアリズム」

22と述べ、それらを基に斬新なアート作品を次々と出展した。2010 年には、フランスのベルサ
イユ宮殿で作品展を行うほど世界での地位を高めている。日本独自のポップカルチャーを基に現

代風にアレンジしていく日本的現代アートが世界で評価と人気を得ているのである。 

 
第 4節	 アニメ・マンガの海外進出 
                                                   
18 ファッションプレス、『森英恵 HANAE MORI』、
http://www.fashion-press.net/brands/199、2010年 12月 10日 
19 川島容子、『イッセイ	 ミヤケのルール』、日本経済新聞出版社、2009年、17頁 
20 大越愛子・堀田美保、『現代文化スタディーズ』、晃洋書房、150頁 
21 Yohji Yamamoto、「ブランドヒストリー」、http://www.yohjiyamamoto.co.jp/jp.html、
2011 
年 1月 3日 
22 中村伊知蔵・小野打恵、『日本のポップパワー-世界を変えるコンテンツの実像』、日本経
済新聞社、2006年、16頁、56頁、152-153頁 
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現在日本のアニメ・マンガは、国境を超え世界中で人気なものとなっている。それは「コミッ

クではなく、「マンガ(Manga)」、アニメーションではなく「アニメ(Anime)」は現代では国際語
であり、日本が独自に生みだし発信した文化として世界に認知されている。」23とあるように言

葉自体も輸出されるほどである。 
現代文化テクスチュアでも以下のように述べている。 

88年の『AKIRA』以降、グローバリーゼーションの波に乗り、大友、押井、庵野らの
作品が欧米やアジアなどで紹介されてきた。現在ヨーロッパの TV アニメーションの
80％が、日本製アニメと言われる。またアメリカでも、99年に劇場版『ポケモン』が
全米第 1 位の興行成績を記録したのを契機に、日本製アニメの紹介が飛躍的に増えて
いる。ハリウッドでも、03年に渡辺信一郎も参加した『アニマトリックス』が製作さ
れるなど影響を与えている。24 

日本のアニメは、1970 年代にアメリカへ輸出され、アメリカを通じてヨーロッパへと広がっ
ていた。しかし、輸出当時は、日本のアニメは暴力的描写が多いと認識され、アメリカによって

それらの場面を除いたものが世界で放映されていた。しかし、世界各国での番組の民営化や多チ

ャンネル化によって、単価の安かった日本のアニメは直接、世界へ放映されるようになった。

251978 年に放映された『ゴールドトラック』はフランスでは、大ヒットし、視聴率が 100％と
なるほどにまでだった。その理由としては、「感情移入ができる魅力的なキャラクター、比較的

年齢の高い子供が見ても楽しめるストーリー、ロボットなどかっこいいメカ、派手なアクション

など様々な要素」25なものがあげられる。また、杉山知之氏は以下のように述べている。 

マンガやアニメでは最初から夢物語だから、純粋にキャラクターに感情移入できる。

たとえば宇宙空間を蒸気機関車が走るような物語でも、違和感なく登場人物に共感し

たり成長を見守ることが可能になる。実像を持たないキャラクターに、徹底した性格

設定と個性を与えたこと、これは大発明だったのだ。26 

「ポケモン」は世界で 68カ国、「クレヨンしんちゃん」は 46カ国で放送されているほどであ
る。22市場としては「アニメ産業はグッズの売上なども含めると、1兆円を越える超巨大産業（中
略）海外輸出額は年間 5000億円（1年間の全米映画興行収入の半分、日本の対米鉄鋼輸出額の
4倍に相当）」27となっており、日本の産業の核となりつつある。 
日本のマンガは明治期にヨーロッパ・アメリカから輸入されたものを元に独自のものとして成

                                                   
23 秋山修一郎、『世界「文化力戦争」大図解‐クール・ジャパンが世界を制す‐』、小学館、
2008年、85頁 
24大越愛子・清眞人・山下雅之『現代文化テクスチュア』晃洋書房、2004年、170頁 
25 清谷信一『ル・オタク‐フランスおたく物語‐』講談社、2009年、84頁 
26 杉山知之『クール・ジャパン‐世界が買いたがる日本‐』祥伝社、2006年、45頁、58頁 
27 TV-ASAHI、「ジャパニーズ in the ワールド」、
http://www.tv-asahi.co.jp/ss/117/world/top.html	 、2011年 1月 7日 
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長してきた。そして 1990 年代になり、『AKIRA』、手塚治虫の作品がヨーロッパ、アメリカへ
輸出された。発売当時は知名度もなく、売れていなかったが、アニメの人気に伴い、その原作と

なる漫画が注目を浴び、人気を得るようになる。1991年にはドラゴンボールが発行部数 1万部
を超えた。また、2002年には少年ジャンプもアメリカで翻訳され、販売されている。22 
下の図はフランスのオリジナルの漫画であるＢＤ（バンド・デシネ）と日本のマンガの売り上げ

の推移であるが、2005 年以降、ＢＤは売上高を下げているのにも関わらず、マンガは年々、売
上を増加している。自国文化を守ろうとする動きの強いフランスで、このような人気を得ている

点からもいかに、日本のマンガが海外において魅力的であるかがわかるであろう。 

 
（表 7） 

（出所：JE TRO、『フランスを中心とする欧州におけるコンテンツ市場の実態 2008-2009』、
http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000025/005001665.pdfを元に作成、2010年 11月 26日） 

第 5節	 映画の海外進出 
日本の映画もアニメの人気に伴い海外で人気なものとなっている。2008年には、『ポケットモ

ンスター』の映画は世界 45カ国で公開され、興行収入は 380億円で国内の 2倍の収入となった。
26また、アニメーションの分野では、宮崎駿が中心となって、世界各国で評価を得ている。特に

『千と千尋の神隠し』は 2002年ベルリン映画祭金熊賞を受賞、アカデミー賞長編アニメ賞を受
賞するなど数々の功績を残している。ほかにも、2010 年に『つみきのいえ』がアカデミー賞短
編アニメ賞を受賞するなどアニメーションの分野における日本映画のプレゼンスは高くなって

いる。 

1997年、ヴェネツィア国際映画祭で北野武の『HANABI』が、カンヌ映画祭で今村昌
平の『うなぎ』がそれぞれ最高賞を受賞。続く 1998年からはアニメの「ポケモン」シ
リーズがアメリカをはじめヨーロッパやアジアで放映されてブームを巻き起こす一方、

宮崎駿や押井守、庵野秀明など日本のクリエーターが世界のあちらこちらで人気を博

す。さらに 2002年には黒沢清の『回路』がカンヌで、塚本晋也の『六月の蛇』がヴェ
ネツィアで、宮崎駿の『千と千尋の神隠し』がベルリン国際映画祭で続けざまに受賞

する。こうして映画やアニメ、ゲームなど日本製ポピュラー文化の国際的認知の高ま
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りとともに、邦画の輸出も伸びていったのである。そして、このような海外における

日本文化への好意的な評価が、日本に逆輸入され、国内における「邦画」のイメージ

を好転させて、邦画に対する感心を喚起したと考えられる。28 

また、近年になってアニメ、アニメーション以外の邦画も評価を得てきている。2010年には、
『おくりびと』がアカデミー賞を受賞し、邦画が世界で認められた。日本国内でも 2006年には
21 年ぶりに邦画が洋画の興行収入を上回り、世界で注目され、逆輸入されるかたちで邦画は人
気となっている。29  
このようにアニメ、アニメーションを含めた日本の映画が世界的に人気なものとなっており、

輸出額は 2000年には 5953万ドルだったが、2005年に 7261万ドルになるまでと成長した。30 
	 

第 6節	 まとめ 
文化的要素の強い製品は言葉の壁が高いこともあり、難しいとされてきたが、アニメ・漫画を

中心に、アート、建築、映画など様々な日本の非工業製品（ソフト面）は、世界で評価を得てい

る。それは、日本独自の視点をもちながらも、現代の仕様やニーズに即し、時代に応じて変化を

しているからであると考えられる。 
１、２章からもわかるように、日本の産業の内、洋風なものは工業、非工業共に強い国際競争

力を持っている。それは、以下の図からもわかるように日本から連想されるものとして、家電や

車、ポップカルチャーといったものが、80％近く占めている点からも日本の産業では、外国か
ら輸入された洋風な要素を持ったものが成功していることがわかる。 

 

                                                   
28 笹川慶子、「日本映画の新しいかたち‐邦画ブームはなぜ起こったのか?‐」、關西大學文學論
集 57(1)、74-75頁、2007年 
29 経済産業省	 商務情報製作局、『デジタルコンテンツ白書 2010』、財団法人デジタルコンテン
ツ境界（DCAJ）、2010年、80‐83頁 
30ヒューマンメディア、「日本と世界のコンテンツ市場データベース 2007」、
http://humanmedia.co.jp/pdf/10.pdf	 、2011年 1月 6日 
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（表８） 
(出所：博報堂	 広報室、http://www.hakuhodo.co.jp/pdf/2009/20090115.pdfを元に作成、

2011年 1月 6日) 
しかし、本来の日本の産業の強みである、古来からある技術や伝統を生かした日本的な要素の

強い工業製品は、国際競争力を持つことができていない。それどころか、国内でのシェアも年々

下げている状態である。次章においてこの産業について述べていきたいと思う。 
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第 3 章	 伝統的工芸品の現状 
 
第 1節	 はじめに 

1、2 章でも述べたように日本は、工業製品だけでなく、非工業製品（ソフト面）においても
洋的なものは世界から受け入れられ、高い評価を得ている。しかし、日本の古くから和的な工業

製品は、いまだに日本国内で埋もれており、世界で評価を得るのが難しい状況にある。その代表

的な例として、伝統的工芸品があげられる。伝統的工芸品は、日本の様々な歴史的背景のなか蓄

積された文化と技術の集まった日本独特のものである。しかし、現代社会では、上手く活用され

ず、市場も縮小傾向にある。本章では、伝統的工芸品産業の現状を述べ、次章ではそのような状

況にありながらも、国際競争力を得て世界で活躍している企業を研究し、何が問題点なのか、何

が成功要素となっているのか、考察していきたい。 

 
第 2節伝統的工芸品産業とは 
伝統工芸品産業は長年の歴史の中、蓄積された技術を生かしながら現代の社会へ製品を提供し

ている日本の歴史を語っている産業である。『地場産業と地域経済』では、以下のように述べら

れている。 

伝統的工芸品産業は資本主義社会成立以前から狭隘な市場のなかで、生産工程の主要

部分を手工技術・技法に依拠し、長年の体験・修練から得られた勘一秘伝を拠所とし

て工芸品を生産し、これを脈々と伝承し、根強く存続してきている産業である。した

がって、資本制生産社会に至るまでの手工業的な諸産業の殆どは、これに属するもの

であろう。つまり、近代以前の産業史は伝統的工芸品産業の産業史であるといっても

よかろう31 

この中で登場してくる伝統的工芸品とは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」
で作られたもので 2011年 10月において 211品目ある 32。経済産業省が指定する次のような条

件をみたすことが必要とされている。  
①主として日常生活で使われるもの  
②製造過程の主要部分が手作り  
③伝統的技術または技法によって製造  
④伝統的に使用されてきた原材料  
⑤一定の地域で産地を形成   
＊伝統とは 100年以上の継続を示す 32 

                                                   
31 石倉三雄『地場産業と地域経済』ミネルヴァ書房、1989年、186‐187頁 
32財団法人 伝統的工芸品産業振興協会、「伝統的工芸品とは」、
http://www.kougei.or.jp/crafts/about-index.html、2010年 11月 26日 
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このように日本の技術と伝統の集積した産業である。 
伝統的工芸品産業の市場は 2006年においては、生産額が 1773億円、企業数は 1万 6千社とな
っている。下のグラフからもわかるように、生産額、企業数共に、減少傾向にある。33 

 

（表９） 
（出所：経済産業省製造産業局伝統的工芸品産業室、『伝統的工芸品産業をめぐる現状と今後の

振興施策について』、

http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g80825a07j.pdfを元に作成、2010
年 11月 26日） 

第 3節	 伝統的工芸品の分類 
伝統的工芸品は 211 種類もあり、商品によって特性が異なる。今回の論文においての焦点を

定めるために、商品の価値がどこにおかれているのか、価値の置きどころによって３つのグルー

プに分けた。 
Aは芸術性に価値を置き、国からも重要指定文化財に指定されるようなものである。この場合

には、作成者自身が人間国宝に指定されるなど対外的に認められる芸術的価値が重要であるもの

である。B は、商品そのものの形に日本古来の文化を表わしており、形そのものが重要である。
そのため、作る前から形やデザインが決められてしまい、用途が限られるものである。Cは作る
過程に存在する技術と素材に価値があるものである。例えば、会津本郷焼は、職人によって形は

様々なものの使う素材や技術が伝統であるため伝統的工芸日とされる。 
Aに示される芸術性の高い重要無形文化財は、商品としてではなく、芸術作品として価値が高

                                                   
33 経済産業省製造産業局伝統的工芸品産業室、「伝統的工芸品産業をめぐる現状と今後の振興施
策について」、http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g80825a07j.pdf 、
2010年 11月 26日 
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く、伝統的技術を現代に生かしていることに成功している。また B は、形自身が重要であるた
め、変容することが難しいため、今回の研究からは外す。 
そのため、今回は製造過程（素材・技術）に重要な価値を置く伝統工芸品に限定して研究を行

いたい。 

価値を置く部分	    説明 

A芸術性 重要無形文化財に指定さ

れるような、芸術上の価値

が高いもので作成者が重

要となる。商品よりも作

品、アートとしての存在価

値が高い。	  

例）備前焼 作成者：伊勢﨑惇34 

 

B 形、用途 日本の文化や伝統で使わ

れるようなもので、商品が

“その形”“その用途”であ

ることに価値がおかれる。

そのため、形があらかじめ

限定される。	  

 

例）鳴子こけし
35 

 

C	  過程（技術・素

材） 

作る過程にある素材や技

術が伝統的に重要なもの	   	  

出来上がる作品の形、デ

ザインは作成者によって異

なる 

例）会津本郷焼
36 

 

↓ 

37 38 

                                                   
34	 http://www.bunka.go.jp/1hogo/shoukai/kougei/bizenyaki.htm から引用	 2011 年 1 月 5 日 
35	 http://www.mapple.net/specialty/C00000000920.htm から引用	 2011 年 1 月 5 日 
36	 http://www.kougei.or.jp/crafts/0402/f0402.html から引用	 2011 年 1 月 5 日 
37	 
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第 4節	 伝統的工芸品の抱える問題 
伝統的工芸品産業は製造過程において２つのモデルが存在する。 
１つ目が、『分業制』と呼ばれるものである。それは、1 つ 1 つの過程に対して、専門の職人

がおり、商部である問屋が一貫して依頼し、多くの職人の手を渡って１つの製品となるものであ

る。製品としては、織物、漆器、金工品、染色品などがあげられる。 

 
（表 10） 

2 つ目は、『一貫生産制』と呼ばれるものである。これは、設計から製造まで一貫して、一人
が行いというものである。製品としては焼物、竹工品、木工品があげられる。 

 
（表 11） 

この生産過程の違いにおけるそれぞれの問題点を述べていきたい。 

 
第 1項	 分業制 
先述したとおり、様々な工程に多くの職人が関わる分業制においては問屋が主導となって製造

を行う。 
問屋が商品の設計を行い、発注し、職人はただただ言われたものを作るという構造が生れてし

まった。つまり、職人は自分たちが何を作っているのかといった全体像や消費者が何を求めてい

るのかといったニーズをくみ取ることができなくなってしまう、『自立できない職人』というも

のを生んでしまったのである。会津若松でのインタビューにおいて貝塚航氏は以下のように述べ

ている。 

問屋仕切りであった伝統的工芸品産業は、言われたものをただただ製造する受動的な

                                                                                                                                                     
http://www.sisia.or.jp/homepage-contest/hpc2008/hyoshoshiki/sakuhin/senior/D002/index

.htm から引用	 2011 年 1 月 5 日 
38 http://store.shopping.yahoo.co.jp/nurimono-senka/aiz-161472.htmlから引用	 2011年 1月
5日 
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職人を生んでしまった。また、製品に作られる名前は問屋の名前。安心、安全、そし

て商品の裏側にあるストーリーが重要な現在において、誰が作ったのか、どのように

作ったのかが発信されない状況となってしまっている39 

『自立できない職人』を生んでしまったがために、ニーズをうまくくみ取ることができない状

況となっている。 
また、生産スピードにおいても分業をしているが、遅い。なぜならば、この分業は効率を考慮

しているものではなく、技術の難しさゆえの分業であるからだ。その結果、多くの人を要するこ

とで生産スピードが遅くなってしまっている。 

 
第 2項	 生産一貫性 
第１の問題としてあげられるのが、高価格化と生産スピードの遅さが上げられる。生産一貫性

では設計、製造まですべて 1 人の職人が手作業で行う。そのため、生産に多くの時間とコスト
を必要とする。価格も高騰化し、スピードもないという製造業における核であるコスト面・スピ

ード面で劣ってしまっている。 
第 2 の問題として、ニーズをくみ取ることに限界があることである。インタビューさせて頂

いた会津本郷焼の職人である田崎宏氏は以下のように述べている。 

伝統工芸品が嗜好品となってきている今、消費者が何を欲しがっているのか知りたい

が、どのようにすればわかるのかわからない。消費者と直接会える機会は年に数回あ

るギャラリーでしかない。今は雑誌や新聞を読むことで外部の情報を得て試行錯誤を

繰り返しているが、自分のやっていることが本当にあっているか、たびたび疑問に思

う。40 

効率の良い分業体制が出来ておらず、全てを一人で行うため、全てにおいて中途半端な状況を

生んでしまっているのである。 

 
第 3項	 外部の変化 
技術の発達に伴い、安価で質の高いものが開発されるようになり、高価な伝統工芸品よりも安

価なものを人々は好むようになった。例えば漆器の代用品として、プラスチックがあるだろう。

漆器は洗い方、保存方法においても湿度などの細かいケアが必要とされるが、プラスチックはそ

のような手間を必要としない。また、大量生産が可能であるため安価である。このような利点か

ら人々は、伝統工芸品から遠ざかるようになった。「アジア諸国から、伝統的工芸品の類似品や

代替品が安い値段で急激に輸入されるようになったことや、円高・ドル安に伴って欧米の高級品

が比較的安価に輸入されるようになったことも、伝統的工芸品に対する需要減少の大きな原因に

                                                   
39 株式会社明天	 貝沼航氏へのインタビュー	 2010年 8月 25日実施 
40 草春窯工房	 田崎宏氏へのインタビュー	 2010年 8月 25日実施 
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なって41」いると書かれている。 

 
第 5節	 まとめ 
前述したように、日本の伝統的工芸品産業は、年々縮小傾向にある。その原因としては、外部

では技術や新興国の発達において、安価で質の高いものが生産できる産業構造が確立されている

のにも関わらず、スピード面、コスト面での競争力を欠いていること、消費者のニーズを掴むノ

ウハウがなく、時代にそぐわないものを提供する構造を持ってしまっていることが上げられる。 
つまり、伝統的工芸品産業は、現代社会の発達に逆らう形で存在してしまっているのである。こ

のような外部環境の発達についていけず大きな問題を抱えているため、若者からは敬遠される存

在となり２次的問題として『後継者不足』も抱えるようになってしまったのである。 
以下の図は、全国中小企業団体中央会が行った産地調査での産地 486 か所に行ったアンケー

トの結果を示している。伝統工芸品産業の現代にマッチしていない構造から以下のような問題を

抱えてしまっているのである。前述した要因の下、『内需の不振』、『受注単価の低下』、『構造的

な競合輸入品の増加』が上げられる。 

 

（表 12） 
（出所：中小企業庁、『全国の産地‐平成 17年度産地概況調査結果』、

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/santi/h17all.pdfを元に作成、2010年 12月 6日） 

                                                   
41 伝統的工芸品産業審議会、「２１世紀の伝統的工芸品産業施策のあり方について‐新たな生活
文化の創造に向けて‐」、http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g01117bj.pdf、2010 年
12月 6日 
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第 4 章	 伝統的工芸品の国際競争力	 成功例 
 
第 1節	 山中漆器 NUSSHA 

2004年より中小企業庁の行う JAPANブランド育成事業に参加し、現在ではパリ、ロンドン、
ニューヨークを中心として人気を博している山中漆器	 NUSSHAについて考察していきたい。 
山中漆器は安土桃山時代が始まりで、石川県山中市を中心に発展している産業である。1950

年代から海外への輸出をしていたものの安価な製品に対応できず、成功していなかった。そのよ

うな中、JAPANブランド育成事業に参加し、イタリア在住の日本人デザイナー富田一彦氏と現
地のディストリビューターと連携をとることで漆器を現代へと生き返らせることに成功した。 
その結果、2004 年度は 250 万円の売上にも関わらず、わずか 3 年後の 2007 年には 4000 万

円の売上に成功42し、現在では「国内のみならず海外見本市やインテリアショップ、ミュージア

ムショップなど海外 30カ国以上で販売」43することくらいまでに成長した。 

 
第 1項	 成功要因１	 デザイン性の向上 
イタリアミラノ在住の日本人デザイナー富田一彦氏をデザイナーとして起用し、漆器独自の良

さを維持しながらも現代にあったデザインを提供した。彼は「グローバル和モダン」43という言

葉をキーワードに伝統的工芸の良さと現代への調和を優先して、デザインを仕上げたのだ。以下

の図が、従来の漆器と富田氏の提供する NUSSHAの漆器であるが、デザイン性の高さは一目瞭
然であろう。 

従来の山中漆器44 NUSSHAの漆器45 

2009 年からは富田氏だけでなく、新たなヨーロッパデザイナーを起用し、よりデザインの幅
を広げるために『国内伝統産地と世界の知性』を融合させることを目財している。 

 
第 2項	 成功要因２	 現代技術を駆使した価格調整 
現地のディストリビューターを起用し、対象マーケットにおける価格の調整や出店場所などの

                                                   
42 長沢伸也、『地場・伝統産業のプレミアムブランド戦略‐経験価値を生む技術経営‐』同友館、
2009年、225頁 
43 山中漆器連合協同組合、「more about NUSSHA」、
http://www.nussha.com/ja/what_is_nussha_ja.pdf、2011年 1月 3日 
44http://www.kinoutsuwa.net/blog/?eid=51から引用	 2011年 1月 6日 
45http://homesic.net/item/archives/2009/03/29-1024.php	 から引用	 2011年 1月 6日 
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調整を行った。理想の価格に近付けるために価値を失わずに、現代技術を積極的に取り入れた。

例えば本物の布地（友禅）をポリエステル樹脂と一緒に圧縮形成するといった現代の技術を生か

しながら伝統を守ることに成功した。結果、3000円～10000円という値段まで下げることが出
来たのである。 

 
第 3項	 まとめ 
以下は、NUSSHAの製品についてまとめたものである。42 

4P  内容  

Product  イタリア在住のデザイナーと組む（モダンなシルエット）  
豊富なバリエーション  
グローバルモダン（伝統的工芸の良さと現代への調和を優先）  

Price  3000～10000円  
現地ディストリビューターと綿密に連携し、現代の技術を使用  

Place  現地ディストリビューターを起用  
パリ老舗デパート、大英博物館、ＮＹ近代美術館（海外 14カ国の出店）  

Promotion  ・欧州有力インテリア展示会へ出展  
・ファッション雑誌に掲載  

NUSSHAの成功としては、デザインを変え、現代でも使えるようなものにしたこと、そして
漆器の価値がどこにあるのかを定め、本来の価値をなくさずに現代の技術を融合させることが出

来たことが上げられる。つまり、従来劣っていた価格面・デザイン面での修正を行い、そこに『日

本ブランド』が歴史上獲得してきた質の高さ、クールさといったイメージを加えることによって

国際競争力を得る事が出来たのである。 
 
第 2節	 白鳳堂  
白鳳堂は現在、世界的コスメブランドである MAC の OEM として、2008 年には世界の化粧

筆のシェアを 60％も獲得するまでに成長している企業である。白鳳堂は、1974年に広島県熊野
町で書道筆を扱う会社として創業した。書道筆は、書道の機会の減少や鉛筆・ボールペンといっ

た代替品の発達によって年々、売上を減らしていた。しかし、同社は、筆を書道だけでなく、筆

を道具として捉える中、化粧業界へと進出し、化粧筆として成功を収めた。 

「ハリウッド女優のメーキャップはほとんど白鳳堂の化粧筆」、「ブッシュ大統領（当

時）来日時に小泉首相（当時）がローラ夫人にプレゼントしたのが白鳳堂の化粧筆」、
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「歌舞伎役者も愛用」、「メーキャップアーティスト IKKOも愛用」46 

といった多くの伝説を抱え、売上も以下のように右肩上がりである。2010年の売上高は 18
億円にもなる。 

 

（表 13） 
（出所：白鳳堂、「『白鳳堂』について」、http://www.hakuho-do.co.jp/aboutus/outline.html 

を元に作成、2011年 1月 12日） 

第 1項	 成功要因１	 現代様式への転換と量産体制の確立 
白鳳堂は『筆は道具なり』という信念の下、書道筆という枠を超えて、新たなる機能面を付け

加えることで化粧筆として転換させることが出来た。この転換は対外的にも認められ『ものづく

り日本大賞』、『内閣総理大臣賞』47など数々の賞を受賞するほどである。 
そして化粧筆においても、インターネットを駆使し、＠COSME というサイトで消費者のニ

ーズを聞き、市場の要求にあった製品を提供した。そして、質の良い化粧筆を安価で早く作るた

めに従来不可能とされていた量産を伝統の筆づくりの技術を応用させることで成功した。 

伝統筆をつくるには、通常、ほとんどの工程を 1 人の職人が担うが、それだけに量産

はのぞめない。だが高本さん（白鳳堂社長）は、その伝統筆の製作工程を 80種類以上
に細分化することで、各工程ごとの職人技をキープし、化粧筆を均一の品質で量産す

ることに成功した。48 

                                                   
46長沢伸也、『地場・伝統産業のプレミアムブランド戦略‐経験価値を生む技術経営‐』同友館、

2009年、304頁 
47 日本機械工業連合会、「第 1回ものづくり日本大賞」、
http://www.jmf.or.jp/monodzukuri/tradition/01.html、2011年 1月 11日 
48岡部恵、MACの筆は“職人が量産”。化粧筆で世界シェア 6割、
http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20070510/124462/?P=1、2011年 1月 5日 
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量産のために考案したのがコマと呼ぶ木の内部を円柱状にくり抜いた独自の道具だ。

束ねた毛を入れて機械で振動を与えることで、内部で筆の形状が整っていく。内部に

は 1mm 以下の間隔で細かい溝をぎっしりと彫ってある。この溝が内部で毛先に引っ

かかり、ちょうどよい案配で筆の毛先がずれていくという仕掛けだ。49 

と書かれている。また、精毛という指先で逆毛やすれ毛を取り除く方法においてもすべての工

程でおこなうこと、様々なオリジナル道具を作ることで質を維持した。  
	 このように用途面において、現代様式に合う価値を提供したこと、そして量産体系の確立をす

ることに成功し、質を落とさずスピード面、価格面での競争力を高め、ニーズに合う商品を提供

することが出来たのである。 

 
第 2項	 成功要因２	 OEMによる知名度の獲得 
白鳳堂は知名度の面でもカナダのコスメブランドであるMACのOEMとなること成で化粧品

業界へスムーズに入っていき、有名なメークアップアーティストの高い評価を得ることによって

知名度、人気度ともに世界で上げることに成功した。 
 日経ビジネスの中でも「「MAC の化粧筆はどうやら日本製らしい」「白鳳堂という広島の会

社らしい」とのクチコミが国内外の化粧品会社に広がり始めた。」48とあるように MAC のブラ
ンド価値を使うことで効率よく知名度、信用度を得ることに成功した。 

48 
第 3項	 まとめ  
以下が白鳳堂の化粧筆のまとめである。53 

                                                   
49 広岡延隆、「【隠れた世界企業】ハリウッド御用達日本の筆」、 
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090520/195243/?P=2、2011年 1月 7日 
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4P  内容  

Product  ・@COSME（口コミサイト）と共同で製品開発  
・羊やリスの毛などの良質な毛を使うことで高品質ですぐれた耐久性を持

つ  
・1000種類ものバリエーションを持つ  

Price  3000～10000円 （中国製品:500～3000円、海外有名ブランド 3000円～
25000円）  

Place  国内外直営店、百貨店、インターネット販売  

Promotion  ・広告なし。ＴＶや雑誌などで記事を掲載  
・口コミ  
・ＯＥＭにより親会社MACのブランド力で発信  

成功要因として、書道筆からの用途の転換、機能面、価格面でもニーズをくみ取った商品提供、

量産体制の確立そして OEMを利用した知名度、信用度の向上が上げられる。つまり、伝統工芸
品産業の弱みであった部分を修正し、現代の市場をよんだ製品を提供することでわずか 200 名
程度の企業50が国際競争力を得る事が出来た。 

                                                   
50白鳳堂、「『白鳳堂』について」、http://www.hakuho-do.co.jp/aboutus/outline.html 
、2011年 1月 12日 
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第 5 章	 伝統的なものづくりと文化が生みだす国際競争力 
 
第 1節	 伝統的工芸品産業の成功法則 
前章で述べた両企業の成功要因から考察すると、以下のような２つの成功法則が見られる。 
第１の法則としては、デザイン面での優位を図ることだ。NUSSHAのように、今までの漆器

のイメージを転換させるような現代的なデザインを付け加えることで、海外でのシェアを伸ばし

てきた。日経ビジネスにおいても「いったんはしぼみかけた伝統工芸品が、デザインの力によっ

て息を吹き返すケースは決して珍しくない。」51と述べられている。この NUSSHAのケースの
他にも山形県の鋳物が日本人デザイナーによってデザインを変えることで強い国際競争力をも

ったケースがある。 
第２の法則としては、用途を現代的に変えることだ。白鳳堂が行った書道筆を化粧の筆へと転

換させるような用途面での可能性を広げることである。白鳳堂のケース以外にも京都西陣織をク

ッションに転換52させたり、i-phoneのケースに漆の技術を用いてデザイン 51するなど用途を現

代仕様にすることで成功している事例はたくさん存在する。 
つまり、「『伝統工芸だから素晴らしい』ではなく、買って使いたいとか、単純に良いと思って

もらえることが重要」51であるのだ。 
イギリスの手工業の中小企業を支えるボルトン委員会の報告においても、アート面でのデザイ

ンそして実用面でのデザインがいかに競争を優位にさせるかを述べている。 

いかなる分野であれ、デザイン面で最高水準をいく製品であるならば、その波及効果

は審美的・機能的水準の向上をもたらし、大量生産工業に対しても影響を及ぼすなど、

あらゆる経済活動に大きな刺激を与えていると述べている。このようなデザインの優

秀性は、今日、一般消費者の好みが高まるにつれて、国内市場および外国市場におい

て一層重要性を加えており、その具体的事例として陶磁器・刃物・家具を列挙してい

る。53 

このように日本の伝統的産業は以下の示すような３つの方向性のどれかに行くのか方向性を

定める事が重要である。 
まずは①の芸術的要素を持ち重要無形文化財に表わされるような芸術的作品として存在して

いくのか、それとも②の実用的要素を持たせ、日用品として存在していくのかを選ぶことが必要

だ。そして②の方を選ぶのであるならばデザイン面でもしくは用途面のどちらで優位を持たせる

かである。 

                                                   
51 日経デザイン、「21世紀に通用する日本の伝統工芸‐最先端との出会いに可能性を見出す」、
http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20100520/214526/?P=2	 、2011年 1月 6日 
52 秋元志保、「京都ブランドを欧州に広げる「伝統」と「斬新」の新クッション」、

http://business.nikkeibp.co.jp/article/pba/20090903/203963/?P=1	 、2011年 1月 7日 
53石倉三雄『地場産業と地域経済』ミネルヴァ書房、1989年、230頁、257頁 
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このように伝統的工芸品の真の価値を見極め、その価値を失わずに現代へ転換させていくことこ

そが重要となってくるのである。 

これ（伝統的工芸品）を産業として存続・発展させていこうとするかぎり、単に伝統

性の殻にとじこもり、これへの回帰を求めるということだけではなく、現代の生活様

式・生活感覚にマッチした、そこに創意工夫を積み重ねた伝統的工芸品の生産を目指

さなければならないことは自明の理であろう。つまり、それは「くめども尽きぬ伝統

をくみつ」つ、伝統的に使用されてきた主たる原材料に依拠しつつ、伝統的な技術・

技法によって凝縮されたもののなかから胚胎し、消化されていかなければならないで

あろう。53 

西陣織をクッションとして変化させ、欧州での進出を果たしている細尾真生氏も次のよ

うに述べている。 

海外に日本文化を伝えることも大事ですが、ターゲットを絞り、市場にあった価格帯

の中で、自分たちの伝統をどのように盛り込んでいくべきなのか。大きな課題です。

新しい市場を開拓するために、伝統と革新のバランスが重要だ 52 

このように、伝統の中にある継承すべき価値がどこにあるのかを見極め、現代社会へとデ

ザイン面、もしくは用途面で適応させ、実用性を持たせることで両社は、強い国際競争力

を持つことが出来たのである。 

第 2節	 伝統的工芸品による新たな市場の創出 
“実用性”を持った伝統的工芸品は、高い技術力を基に作られた質の高い工業製品であること

はもちろん、商品の背景に日本の文化、伝統を持っている。製品でありながらも強い商品背景を

持っているのである。つまり、ハードな商品でありながらもソフトの面を持つ中間的な存在であ

る。 
最初に用いた日本の産業を表す図では以下のように新たな市場を作り出すことが出来る。 
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具体例としては、i-phoneカバーの漆器デザインといった用途面では現代にあった洋風な要素
を持ち、その中で漆器という古来からある日本の要素を持たせた商品である。 

 
第 3節	 日本の国際競争力 
それでは、伝統的工芸品を軸に日本としてはどのようなイメージ・ブランドを世界へ発信させ、

国際競争力を得ていくべきか。そこでヒントになるのが、デザインや用途の実用性を持たせたモ

ダンな製品の中に隠れて存在する日本の伝統・文化である。 
≪Discover Nippon≫というのを提言したい。意味としては、まずは日本がしっかりと製品に

向き合うことで、どこに“価値”が置かれているのかを再発見、再構築をし、海外へ実用性を持

たせながらも根本には日本の伝統・技術が潜んでいる伝統工芸を発信し、新たな日本の価値を伝

えていこうというものである。 
現在、世界から注目されている日本の伝統・文化は、一部の表面的なものでしかない。もはや、

外国の影響を受けすぎて和風なものでしかないものもある。日経ビジネスでも上山信一教授が次

のように述べている。「ブームになっている「和文化」は実はホンモノの「和文化」ではな

い。あくまで「和風」でしかない。」54 
しかし、本来の日本の持つ強みは、そのようなものではない。伝統的工芸品が持つような長年

の歴史が生む、ものづくりの姿勢、こだわりといった表面化していない価値である。 
何よりも、日本自身が外国での人気や評判に惑わされることなく、真の価値を見つけ、そこを

ぶらすことなく、実用性を持たせたものを提言することで私の提言する≪Discover Nippon≫は
成り立ち、世界を舞台に強い国際競争力を獲得することが出来るのだ。 

                                                   
54 上山信一、「静かなブームの裏で進む担い手の減少‐誰が「和文化」を守り、楽しむのか」、
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20091130/210953/	 、2011年 1月 6日 
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おわりに 

 
「メイド・イン・ジャパン」が示す戦後における自動車・電気機械産業を中心とする工業製品

の世界への飛躍、そして「クール・ジャパン」が示す漫画やアニメなどの非工業（ソフト）製品

の飛躍。洋風な工業製品の活躍ばかりが目立つものの、基盤には日本人の持つ固有の価値観・文

化に加え、ものづくりに対する強い姿勢があった。1つ 1つに細部までこだわりを持ち、製品を
作りあげる姿勢こそが日本の最大の武器であるのだ。4章で述べた白鳳堂の社長、高本和男氏も
以下のように述べている。 
「日本人特有のものづくりに対する感覚は他国にないもので、日本人にはものづくりに優れた

DNA がある。」48 
しかし、世界を舞台にしたクール・ジャパンのブーム到来から 20年がたった今、だんだんと

成熟傾向が見られる。新たな日本を発信する門出にあるのだ。そこで伝統的工芸産業が鍵を持つ

のである。今回の論文の作成にあたり、実際に漆器や焼き物の産地である会津若松市に赴き、イ

ンタビューを行う中でも職人や伝統的工芸品に携わる方々の『変えていかなればならない』とい

う気持ちを強く感じた。日本の産業もまだまだ世界に対抗できると思った瞬間であった。 
現在は、文化や伝統を守ろうとするあまり現代社会に馴染めず、縮小傾向にある伝統工芸品産

業ではあるが、“真の価値をぶらさず、デザイン、もしくは用途を変えることで実用性を持たせ

る”ことが出来れば、充分に国際競争力を持つことが出来るのである。それにあたっては、自分

たちで伝統的工芸品のぶらしてはいけない価値を発見(discover)し、再構築する中でいらない部
分を現代様式へと合うように変化させることが必要なのだ。つまり、製品における価値の取捨選

択を行うことが大事なのである。そのように行うことで工業製品でありながらも強い商品背景を

持つハードでソフトな製品として、新たな市場を創りだし、他にない強い競争力を得る事が出来

るのだ。 
今後の課題としては、どのようにその製品を発信していくかといった製品の性質に合わせたプ

ロモーションの構築が上げられるであろう。現在行っているような製品を見本市や美術展に出展

することで知名度を上げる方法ではなく、新たな方法を確立することが必要となってくるのであ

る。 
最後に、今回、本論文を作成するにあたって定期的に面談を重ね、相談に乗って頂いた上山信

一教授、また、お忙しい中、インタビューそして現地視察のアポイントメントをとって下さった

明天株式会社	 代表取締役、貝沼航さん、そしてインタビューを行ってくださった会津若松市の

伝統工芸品に関わる方々、職人の方々などすべての関係者の方々にこの場を借りて感謝を申し上

げたい。 

 


