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１．は じ め に

　日本の地場産業は各地に産地を形成してさまざまな
製品の生産にあたってきた。しかし，日用品生産を中
心としていたため，高度経済成長期以降に工業の機械
化が進むと，生産を大幅に減少させた。各産地は製品
の付加価値を向上させることによってこれに対応し，
特に1980年代には高品質・高価格製品の生産を拡大し
た。しかし，バブル経済崩壊後の不況の深刻化にとも
ない，消費者の需要は安価な輸入製品へと転換し，高
価格製品の売り上げは急減した。生産額がバブル期の
１割以下にまで落ち込んでいる産地も少なくない。例
えば，西陣産地では2014年の着物生産額は1990年の10

％，2014年の帯地生産額は1990年の５％にすぎない。
　このような状況への対応として，各産地は製品の新
たな付加価値の増大と差別化を進めている。バブル経
済期の高付加価値戦略は価格を上昇させることに重点
を置き，製品としての性質やデザインの向上は必ずし
も十分ではなかった。また，日用品の価格としては不
適切なほど高価格を付けた製品も少なくなかった。こ
れへの反省から，1990年代以降の付加価値戦略は，バ
ブル経済期に比較して製品価格を低く抑えるととも

に，消費者に対して製品の魅力を正確に伝えられるよ
うに配慮されていることが多い。
　このような新製品開発の中で重要な役割を果たして
いるのがブランド化戦略である。ブランド化戦略は，
産地の製品に対する消費者の認知度や信頼度を高める
ことを目的としたもので，付加価値を向上させるため
の基礎となる。そのため，各産地でさまざまな取り組
みがなされている。しかし，各産地の取り組みに関す
る検証は十分ではなく，成果を上げられていないケー
スも少なくない。
　そこで，本小論では，まず地場産業のブランド化戦
略に関する既存研究を整理した上で，鳴子産地を事例
として，産地のブランド化を支援する経済産業省の補
助事業であるJAPAN BRAND事業を取り上げ，その
成果と課題について検討を加える。次に，産地ではな
く作家を単位としたブランド化の事例として，多治見
陶磁器産地の人材育成の取り組みを取り上げる。この
ような２つのタイプの異なるブランド化戦略の検討か
ら，地場産業産地のブランド化戦略とその課題につい
て検討を加えることにしたい。

地場産業のブランド化戦略とその課題
―鳴子産地におけるJAPAN BRAND事業と　　　
　　　　　　多治見陶磁器産地の人材育成を例に―
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２．地場産業ブランド化に関する従来の　
　研究の整理

　地場産業のブランド化戦略について取り上げた研究
は少なくないが，その視点はまちまちであり，十分な
整理は行われていない。これは，「ブランド化」とい
う言葉の意味が曖昧であることによる。何をもって「ブ
ランド化」とするかは，論者により，また時期により
大きく異なる。例えば，高橋（2010）は1980年代半ば
以降のブランド論における議論の中心を，「ブランド・
ロイヤリティ・マネージメント」から，「ブランド・
エクイティ」「ブランド・アイデンティティ」を経て，
経験的価値としての「ブランド・エクスペリエンス」
へと変遷していることを指摘している。しかし，実際
には，これらの「ブランド化」の意味は，混在しなが
ら使用されることが多い。また，具体的なブランド化
形成を進める主体について見ても，例えば「企業」・「業
界」・「地域」などさまざまなものがあり，それぞれが
進める「ブランド化」は，相互に共通性を持つ一方で
異質性も持つ。ある「地域」や「業界」で同時に方向
性の異なる複数のブランドを持とうとし，ブランド同
士が衝突することも珍しいことではない。また，企業
内においてもブランド形成にあたっては伝統を受け継
ぐ持続的イノベーションと，伝統を否定する破壊的イ
ノベーションが同時進行的に進み，その上にブランド
が形成されることが多い（入澤・長沢：2013）。この
ような結果，「ブランド」や「ブランド化戦略」その
ものの意味が不明確になり，実態が把握できないよう
なケースもまれではない。そこで，本報告では取り上
げるブランド戦略を「地場産業産地」（つまり特定「地
域」の特定「業界」）のものに限定し，整理を行うこ
とにしたい。
　地場産業産地におけるブランド化に関する既存の研
究について，筆者は大きく次の３通りに区分できると
考える。

①　これまでに競争優位を形成してきた産地ブランド
の分析
　このタイプの研究では，既存産地の存立基盤の一
部として産地ブランドが取り上げられている。産地
の競争優位性がブランドを生み出す原動力となって
いるとのとらえ方が多い。鴻（2009）は播州手延素
麺産地の分析の中で産地組合の事業システムが製品
の品質や価格の維持，流通経路の構築などに大きな

役割を果たし，それが産地ブランドを形成している
ことを示した。山本（2006）は水沢鋳物産地を例に，
地域内に存在している伝統工芸のブランドが観光業
はもとより伝統技術を継承・保存する役割を果たし，
重要な地域資源となっていることを指摘している。
これに対し，西邑・松田（1997）は，伏見酒造業を
例に，歴史的な品質への信頼から形成されてきた産
地ブランドが，市場構造の変化にともなって企業ま
たは製品のブランド化の進展が進むにつれ，力を弱
めていることを指摘した。榊原ほか（2009）は，鯖
江めがね産地を例に基盤技術を持っている企業群の
自立性が弱く，生産体制を編成するにあたってはオ
ーガナイザー企業の役割が重要でフレキシビリティ
を欠いていること，こうした中でオーガナイザー企
業に脱産地の動きがあることを指摘した。さらに鴻
（2011）は，北播磨釣針産地を例に，産地の縮小に
よって地場産業の地域における経済的な基盤はなく
なったものの，播州針のブランドが地域住民の誇り
を形成する役割を示していることを示し，このよう
な働きこそが地域ブランドの本来の目的であると主
張した。
　これらの分析から，これまで産地の競争優位を形
成してきた産地ブランドは製品の品質の優位性によ
って形成されていること，そのような品質優位性を
生み出す産地内の構造が重要であることが指摘され
ている。しかし，このような優位性は市場の変化に
ともなって，次第に力を失ってきている。この結果，
産地振興のためのブランド化戦略という新しい視点
が現れた。

②　産地振興のためのブランド化戦略
　産地振興のためのブランド化戦略も，多くの産地
で進められている。山本（2005）は，台東区靴産地
を事例に，産・学・官を結びつける新しいネット
ワークの形成が他産地に対する競争優位を生み出
し，地域ブランドを創出したこと，またそれが関与
する業者に地域アイデンティティを構築しているこ
とを示した。古池（2002）は岐阜県東濃地域の陶磁
器業を例に文化的な創造環境を作り出し生産システ
ムに柔軟性を持たせることが産業の競争力を維持さ
せることを指摘した上で，主体的で創造性のある零
細企業の水平的なネットワークによる産地となるこ
との必要性を主張した。この他，関上ほか（2012）
は八王子織物産地における地域ブランド品の販売が
縮小傾向にある中で，産地の生産構造の特性を活か
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しながら，消費者ニーズの迅速な把握とものづくり
を進めることの必要性を指摘した。また，毒島・清
水（2012）は新潟県燕産地を例に，地域イノベーシ
ョンとブランド化を結びつけることの重要性を示し
た。熊坂（2005）は産地の生産構造の転換が進んだ
結果，産地特有の伝統性を失ってしまった茨城県笠
間陶磁器産地で行われた，過去の伝統的製品の復活
による「伝統再創造によるブランドイメージ作り」
事業を紹介している。
　これらの研究の多くは産地振興の手法や方向性を
明らかにすることを目的としており，その中でブラ
ンド化戦略が取り上げられている。いずれの研究に
おいても産地の特性や生産システムと結びついたブ
ランド化の必要性が指摘されており，新たなブラン
ド化の推進が生産構造の変化に結びつくことを示し
ている。

③　ブランド形成の実践報告
　ブランド形成に関する実践報告もいくつかなされ
ている。伊東（2008）は静岡の家具産業を例に，ブ
ランド構築の必要性を示した上で，静岡の家具産業
の生産構造を分析し，産業の戦略的な強み・弱みを
把握した上で，ブランド化の実践に結びつけている。
また，梅田（2006）は津軽金山焼とタイアップした
デザイン開発に関する実践を紹介している。
　一般に研究者が実務まで携わるケースは少なく，
これらは貴重な報告である。しかし，生産構造分析
などとデザイン開発は性格が大きく異なり，評価に
は難しさがある。

　以上の検討から，地場産業産地が衰退する中でブラ
ンド化は生産品目や生産構造の改変と結びついた重要
な要素であることが明らかになった。しかし，そうで
あるが故にブランド化戦略には従来の生産構造による
制約を受けるなどの課題もあり，必ずしも十分な成果
を上げているものばかりではない。そこで，本報告で
は，鳴子産地のJAPAN BRAND事業と多治見陶磁器
産地の人材育成事業を例に，ブランド化戦略の特徴と
その成果について検討を加える。

３．鳴子産地のJAPAN　BRAND事業

①　鳴子産地の概要
　温泉郷として知られる鳴子は12世紀末には奥州藤
原氏によって鬼首が開湯され，17世紀には現在の温

泉郷がほぼ形成された。江戸時代には一時期，仙台
藩の御用湯となって武士の利用が増加したが，明治
維新後は農民の湯治が中心となった。1915年に国鉄
鳴子駅が設置されると入り込み客が増加し，現在の
温泉街の基礎が形成された。
　鳴子産地には漆器業とこけし業という２つの伝統
的工芸品産業が存在する。漆器業は，かつては鳴子
地域の中心的産業であったが，需要の減少にともな
って多くの職人がこけし生産に転換した。特に木地
職人の減少が著しく，現在では産地内で木地を自給
することができず，多くを会津産地からの移入に依
存している。こけし業は漆器業に比較すると堅調で
あるが，顧客への直販を中心としているために鳴子
地域の温泉旅館等での販売は少なく，地域との結び
つきが薄れるなどの課題を持っている。

②　JAPAN BRAND事業の特徴
　JAPAN BRAND育成支援事業（以下，「JAPAN 
BRAND事業」と略す）とは，経済産業省が実施し
ている海外販路開拓事業の一つである。この事業
は，中小企業の海外販路の開拓につなげるために複
数の中小企業が協働し，自らの持つ素材や技術等の
強みを踏まえた戦略を策定することを支援するとと
もに，それに基づいて行う商品の開発や海外展示会
出展の支援を行うというものである。地域の産品や
技術の魅力をさらに高め，世界に通用するブランド
力を形成することを目指している。
　事業は地域の強みなどを分析し，明確なブランド
コンセプトと基本戦略を固める戦略策定と，中長期
的な視野に立ったブランド確立の２つを主な内容と
し，前者に200万円，後者に2,000万円までの補助が
なされる。期間は３年間で，2015年３月までに全国
で350件が指定されている。

③　NARUKOブランドプロジェクト
　NARUKOブランドプロジェクトは，2007～2009

年度に宮城県商工会連合会が事業主体となって実施
した事業である。国の伝統的工芸品に指定されてい
る鳴子漆器と鳴子こけしの技術を活用し，新製品の
開発を目指した。一つの産地内に複数の国指定伝統
的工芸品が存在するのは京都などを除けば珍しく，
その特性を生かした製品づくりを追求することを基
本コンセプトとしている。
　2007年当時，宮城県ではJAPAN BRAND事業の
取り組みは初めてだった。事業計画時，鳴子産地で
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は漆器・こけしとも売り上げが低迷しており，産地
振興が急務の課題となっていた。また，それぞれの
生産にあたる職人も高齢化が進み，後継者対策が求
められていた。JAPAN BRAND事業には，このよ
うな状況を改善することが期待され，宮城県商工会
連合会が事務局となり，作家，旅館組合，観光協会
などを含めたプロジェクトチームが結成され，事業
にあたった。
　事業の展開にあたって課題となったのは，対象と
する市場だった。ターゲットをアメリカにするか，
ヨーロッパにするかで議論となり，木地製品の伝統
が長いヨーロッパを対象とすることになった。デザ
インは宮城教育大学と東北工業大学のデザイン担当
の教授に依頼し，ヨーロッパ市場を意識して，いく
つものパーツを組み合わせることによってバリエー
ションを広げ，消費者にはパーツを選んで全体を構
成してもらうような構造とした（写真１）。ベース
はキャンドルスタンドで，それを日本の漆と絡めて
発信してみたいと考えられた。既存の技術を基にす
ることとしたため，技術的な課題はあまりなかった。

写真１　NARUKOブランドプロジェクトの製品例

④　NARUKOブランドの課題
　このようにして生産が開始されたNARUKOブラ
ンドであるが，課題も少なくない。前述のように，
木地加工部門は産地内に生産者がほとんどいなく
なってしまっている。NARUKOの生産にあたって
いるのは事実上Ｓ氏一人である。産地内には他に
Ｓ氏の息子と１社の木地業者が存在する。しかし，
NARUKOブランドの技術上の課題としてジョイン
ト部の加工が難しく，ボルトを埋め込んで対応しな

ければならないことがある（写真２）。この技術は
Ｓ氏しか持っていなかったため，NARUKOブラン
ドの木地生産はすべてＳ氏が担当することになっ
た。そのため，生産量には限界があり，NARUKO
ブランドの製品はすべて受注生産となっている。
納期は３ヶ月，うち１ヶ月が木地，２ヶ月が塗り
となる。ヨーロッパの展示会ではとても好評で
NARUKOは１万個の注文を受けたが，とても生産
することができず，断らざるを得なかった。

写真２　NARUKOのジョイント部

　また，原料として使用する木地も生産が間に合わ
なかった。木地は乾燥していなければ使用できない
ため，生産の何年も前からストックして乾燥させて
おかなければならない。NARUKOの生産にあたっ
ては，その準備のための十分な時間を取ることがで
きなかった。そのため，NARUKOの生産には，Ｓ
氏が自分でストックしていた原料を使用せざるをえ
なかった。これもNARUKOの生産拡大を困難にし
た。
　NARUKOの絵柄については，地域性の重視を基
本とした。デザイン開発時には，パターンを増やす
ために土湯や遠刈田，弥次郎など，他産地のこけし
の模様を取り入れようとする動きもあった。しかし，
産地の特性を重視するために，鳴子産地の模様を基
本として開発した。その結果，現段階では模様のパ
ターンは11にとどまっており，その増加が課題とな
っている。
　NARUKOブランドの最大の課題は売上が少ない
ことである。生産量を拡大できないために年間販売
額は100万円程度に過ぎない。そのうち生産者の取
り分は木地師・塗師合わせて55％にすぎず，現段階
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では事業として成立していない。このため，産地内
には機械化を進め，大量生産しなければならないと
の声もあるが，その場合，付加価値の低下など，新
たな問題に直面することになる可能性もある。

⑤　小　　　括
　以上，鳴子産地のJAPAN BRAND事業に関して
検討を加え，さまざまな課題があることが明らかに
なった。
　特に大きな問題は，生産体制と市場とのミスマッ
チである。伝統産業は生産方法や原料の供給などに
限界があり，基本的に大量生産には向いておらず，
高付加価値製品の少量生産を得意とする。これに対
し，輸出拡大を目的とするJAPAN BRAND事業が
求める市場は規模が大きく，その求める生産量に産
地は対応することができない。その結果，商談会に
おいても実績を上げることができず，振興事業その
ものの効果が上がらないという結果となっている。
しかし，逆に機械化・工業化を進めて市場に対応し
ようとすれば，産地はその伝統的な姿を失うことに
なるだろう。生産体制と市場とが適合していないの
である。この点はJAPAN BRAND事業の根本的な
問題点として指摘しなければならない。
　一方，この事業は新しいデザインの開発や新製品
企画など，それまでの産地になかった新しい可能性
をもたらしている。これらは事業の重要な成果であ
り，産地の財産として活用していくことが求められる。
　JAPAN BRAND事業は産地に新しい可能性を与
えたが，マーケティング面で大きな問題を持ってい
る。対象市場を国内市場に転換することなどを含め
て再検討すべきであると考える。

４．多治見陶磁器産地における人材育成

①　多治見陶磁器産地の特徴とブランド化戦略
　多治見市は岐阜県東濃地域に位置する。人口は約
５万５千人で，陶磁器業を中心的な産業とする。東
濃地域は日本最大規模の陶磁器産地が集積する地域
であり，それを擁する岐阜県は全国販売額の約４割
を占める，わが国最大の陶磁器産地である。
　表１に主な製品の生産額と全国販売額に占める比
率を示した。特に和洋飲食器とタイルの生産に特徴
を持ち，非常に高いシェアを誇る。生産量・額では
近代工業における量産品が中心を占めるが，その一
方で伝統的工芸品の生産も盛んである。

　岐阜県で生産されている伝統的陶磁器を代表する
ものが美濃焼である。美濃焼は多治見市，土岐市，
瑞浪市の３市に広がる13の産地から構成されている
（表２）。各産地は特定の製品の生産に特化し，全体
でフルセット型の生産体制を形成している。このよ
うな生産体制となったのは，美濃産地が全国に先駆
けて量産を進めるにあたり，産地間の分業体制を形
成したためである。しかし安価な製品の量産体制は
中国からの輸入品の増大の影響を大きく受け，和飲
食器の生産額は1991年の2315億円から2012年の614

億円へと急減した。
　このような状況を打開するため，美濃産地では製
品の付加価値向上に努めている。その一つが「作家

　表２　美濃産地を構成する産地群

立地 産地 中 心 製 品

多治見市

笠原産地 モザイクタイル

高田 酒徳利・生活雑器

市之倉 杯・和食器

滝呂 コーヒーカップ・マグカップ

土岐市

駄知 どんぶり・すり鉢・和食器

下石 和食器

妻木 美濃白磁・コーヒーカップ

土岐津 マグカップ・湯飲み

土岐津西部 マグカップ・小鉢

肥田 大量生産品

泉 湯飲み

瑞浪市
瑞浪 和洋食器・ニューセラミック

恵那 輸出用洋食器

　資料：中部産業経済局資料による

　表１　岐阜県の主要窯業製品（2012年）

製　　　　品 生 産 額 全国シェア

陶磁器製和飲食器 12,894百万円 41.7％

陶磁器製洋飲食器 9,558百万円 60.6％

モザイクタイル 13,260百万円 84.2％

内装タイル 5,233百万円 56.6％

その他のタイル 12,241百万円 45.5％

　資料：「工業統計表」による
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性の強化」を軸としたブランド化である。
　JAPAN BRAND事業など，地場産業のブランド
化戦略では，産地がブランド化の単位となることが
多い。しかし，陶磁器産地においては「作家性」が
ブランドを形成する重要な要素となることが多い。
これは製品に「美術性」が重視される傾向が強く，「作
家」そのものが製品差別化の重要な要素となるため
である。作家はその評価を高めるために品評会や展
覧会へ出品し，受賞を目指す。ただし，このような
場合，生産される製品は作家の特性が強調された独
特なものとなり，量産型の製品とは性格が異なる。
また，価格帯もかなり上昇するため，製品は自店や
個展での販売が中心となり，従来の流通ルートとは
異なった販売形態がとられる。
　このように，美濃焼の生産・流通構造は量産型製
品のそれらとは大きく異なる。美濃産地において作
家性を強化するブランド化戦略をとる場合，特に重
要なのが人材育成である。

②　産地ブランドを支える人材育成
　作家性を強めるためには，「作品」を創作する能
力を高めることが求められる。これに対し，従来の
産地の人材育成では，定型の「製品」を効率的に生
産する技能を身につけることが求められていた。両
者に求められる技術・技能は大きく異なる。そのた
め，作家性の強化のためには，従来の産地の人材育
成システムとは異なる，独特な人材育成の体制が必
要になる。具体的には， 従来からの陶磁器生産のた
めの基礎的な教育に加えて，基礎教育修了後の創作
活動支援が必要となっている。このような産地の人
材育成システムが作家を中心とした産地のブランド
化を支えることになる。本報告では，多治見市にお
いて行われている特徴的な試みの成果と課題につい
て報告する。
　多治見市における特徴的な人材育成システムとし
て，多治見市陶磁器意匠研究所（以下，「意匠研」
と略す）による人材育成と中心商店街の空き店舗を
利用した作家の個展等の開催支援，がある。以下，
検討する。

③　意匠研の活動
　意匠研は1951年に多治見の上絵付工業組合が技術
者育成のための施設として設立したものを1959年に
市に移管したもので，人材育成，焼き物の技術研究，
業者指導などを主な任務としている。ただし，東濃

地域では他市にもさまざまな研究機関が存在してい
るため，現在では，需要の多い鉛・カドミウムの検
出試験と人材育成に中心的に取り組んでいる。
　人材育成に関しては，意匠研では毎年20名の研修
生を受け入れている。研修期間は２年間で，１年目
に陶磁器を作るための基礎教育を行い，２年目は自
由な創作活動を行うようにしている。他産地の基礎
教育を重視している人材育成機関では，基礎教育の
み，１年間の研修期間で行うことが多い。しかし，
多治見産地では研修生の多くが作家志望であるた
め，自由創作を課題とする２年目の研修を設定して
いる。これは，自分で何を作るのかを考えてほしい
と考えているためである。この点が「職人」の養成
とは大きく異なる。研修生は２年目には独自の作品
の制作が義務づけられ，成果は発表会で公表される
（写真３）。意匠研の研修生の創作品はレベルが高く，
他産地からも評価されている。

写真３　意匠研研修生の作品

　研修生の平均年齢は25，６歳で，美術大学等の出
身者が多い。2010年３月の修了生24名（専攻生４名
を含む）の進路は，作家活動８名，窯元・陶磁器関
係企業への入社10名となっている。ただし，意匠研
で基礎教育を受けただけでは，直ちに独立して作家
活動を行う事は難しい。作家活動を進めていくため
には，窯元に弟子入りしてさらに修業を積んだり，
展覧会に出展したりするなどの実績を積んでいくこ
とが必要である。また，活動にあたっては展示会場
の確保など，さまざまな地域からの支援も必要にな
る。意匠研は多くの卒業生や地域の作家などとの関
係を維持することを通して，研修生・卒業生が作家
活動をしていくのに必要な，地域的な人的ネットワ
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ークを形成するための結節点としての役割も果たし
ている。

④　空き店舗を利用した作家支援
　多治見産地のもう一つの特徴が，空き店舗を利用
した作家支援である。この活動の中心となっている
のが，多治見まちづくり株式会社である。多治見ま
ちづくり株式会社は，多治見市が1999年３月に策定
した中心市街地活性化基本計画に基づき，第３セク
ターのTMOとして2001年12月に設立されたもので
ある。資本金は1,500万円で，多治見市が50.0％出
資している。ここでは，その中心事業である「クラ
フトショップながせ（１，２号店）」「うつわとごは
ん　カフェ温土」の運営について取り上げる。
　「クラフトショップながせ」は，市の空き店舗対
策事業の一環として，市からの補助で2009年８月よ
り運営している。この事業では，多治見市らしい商
店街の賑わいの創出を図るために，店を作家に貸し
出し，そこで個展などを開けるようにした。商店街
振興と並んで，地元作家を支援することも目的とし
ている。なお，クラフトショップでは展示するだけ
ではなく，販売も合わせて行っている（写真４，写
真５）。
　2009年８月にオープンした１号店はクラフト全般
を扱い，展示は１週間単位で入れ替えている。これ
はできるだけ多くの作家に利用してもらうことを目
指したためである。しかし，１週間の展示期間では
見学希望者が訪れることができないとのクレームを
受けたことや，展示期間が短いとマスコミに載りに
くいなどの課題も発生したことなどにより，2010年
３月にオープンした２号店では陶磁器のみ扱うこと
とし，展示期間も１ヶ月としている。なお，１号店，
２号店とも入れ替えごとにプレスリリースを行い，
認知度は上昇しつつある。
　ただし，売り上げは売れる人で月10万円，少ない
と月２～３万円程度にとどまる。これは来場者数が
伸び悩んでいるためである。表３に2009・2010年度
の「クラフトショップながせ」の来場数等を示した。
１日あたり来場者数は１号店で10数名，２号店で10

名弱にとどまっている。売上の増加は期待できない
状態である。
　来場者数が伸びない理由としては，ロケーション
の問題が大きいと考える。クラフトショップは商店
街の空き店舗を利用しているため，普段そこで買い
物をするのは地域住民である。作家の個展を見て作

品を買う客層とは，必ずしも一致していない。店舗
のロケーションから客層のミスマッチが発生してい
ると考えられる。
　また，この試みは若手作家の現状とも必ずしもマ

写真４　「クラフトショップながせ」外観

写真５　「クラフトショップながせ」の内部

　表３　「クラフトショップながせ」の来場者数等

来場者数 １日平均 営業日数 展示回数

１号店
2009年度 1,231 14.4 87 18

１号店
2010年度 2,400 17.1 143 25

２号店
2010年度 1,649 8.46 202 8

　注：2010年度は１号店が12月５日現在，２号店が11月30日
　　　現在
　資料：「クラフトショップながせ」提供資料による



地場産業のブランド化戦略とその課題 （8075）

―　　―11

ッチしていない。若手作家は手持ちの作品が少なく，
展示会を行うためには，多くの作品をつくりだめし
ておかなければならない。そのためには一定の資金
も必要となり，展示会を開くことだけでもリスクを
負うことになるのである。このため，現在ではむし
ろ在庫を持っている窯元が販売のために利用するケ
ースが多くなっている。
　一方，３号店である「カフェ温土」では，カフェ
の一室にロクロと窯を設置して陶芸コーナーをつく
り，陶芸体験教室などのイベントを実施している（写
真６）。
　出展している作家へのヒヤリングによると，クラ
フトショップなどは人口の多い大都市部ほど売上が
増大するため，多治見のような地方都市では売上の
増大が期待できないと指摘された。また，「誰でも
出せる」ところで個展を開いても高い評価には結び
つかないため，力のある作家ほどそのようなところ
には出したがらないとの指摘もあり，事業として解
決しなければならない課題は多い。
　また，作家が自由に創作する場合，「美濃焼」の
歴史や伝統から離れざるを得ないが，その場合，産
地と作家との関係がかえって見えにくくなり，産地
内で創作活動を行うことが不利に働く場合があるこ
とも指摘された。これは「産地」を単位とするブラ
ンドと「作家」を単位とするブランドが並立してい
るために起こる課題である。「作家」ブランドが確
立するまでの過渡期的な現象であるとも言えるが，
PR戦略なども含めていっそうの若手支援を進める
ことが必要となっている。

写真６　カフェ温土

⑤　小　　　括
　多治見陶磁器産地は付加価値を高めるために作家
を中心としたブランド化を進める戦略をとってい
る。このためには従来の生産体制とは異なる人材育
成システムが必要であり，意匠研などにおいて，新
たな人材育成が行われている。
　多治見市において行われている空き店舗を活用し
てのクラフトショップの設置は地場産業振興と中心
市街地活性化を狙った意欲的なものである。その活
動は評価できるが，商店街の来街者との客層のミス
マッチや立地上の課題などにより，売上が伸びない，
若手作家の側にも負担が大きいなどの課題が明らか
になった。合理的なロケーションをもっと重視する
必要がある。
　また，多治見産地は「美濃焼」の歴史を背負って
いるため，それとは傾向の異なる作家の作品が逆に
受け入れられにくくなるなどの課題もある。産地の
強固な歴史性が新しい活動の障害となっている。作
家ブランドの確立のための支援事業が必要である。

５．お わ り に

　1990年代以降，日本の地場産業産地は生産を大幅に
縮小している。ブランド化の推進は新製品開発と製品
の付加価値向上を進め，産地を活性化するための手段
として重要である。
　しかし，その方向性は産地の特性と経済合理性の双
方に沿ったものでなければならない。本報告では鳴子
産地のJAPAN BRAND事業と多治見産地の作家性を
重視したブランド化を進めるための人材育成事業につ
いて検討を加えた。これらの事業は一定の成果を上げ
たが，生産体制と市場とのミスマッチや作家を育成す
るための展示場設置が効果を上げていないなどの問題
も存在している。これらの課題は戦略事業が産地の実
態にそぐわないために生じたものと考えられる。産地
の生産構造や産業特性を反映したブランド化戦略を立
てることが必要である。
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