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研究成果の概要（和文）：　本研究では、バブル崩壊以降低迷する産地があるべき姿になるために、デザインが
どのような役割を果たすのか。デザインの概念が広がるなかで、どのように産地に活かされるのがよいのかを
様々な角度から検証した。
　産地のデザイン活用の実態を明らかにするためにアンケート調査を実施。その後に６素材、６産地でのヒヤリ
ング調査を行った。そこからうかがえる産地のデザイン活用の実態と可能性、その要因の分析・評価をして、も
のづくり産地のデザイン導入のしくみを模索した。

研究成果の概要（英文）：In this study, what role does design play in order to achieve the ideal 
production area that has been sluggish since the burst of the bubble economy? As the concept of 
design spreads, we examined from various angles how it should be utilized in the production area.
Conducted a questionnaire survey to clarify the actual situation of design utilization in the 
production area. After that, hearing surveys were conducted on 6 materials and 6 production areas. 
We analyzed and evaluated the actual conditions and possibilities of design utilization in 
production areas and the factors that can be seen from this, and searched for a mechanism for 
introducing design in manufacturing production areas.

研究分野： デザイン

キーワード： 産地の価値　デザインの広がり　ものづくりの意義　まちづくりとの連携　つくるとつかうをつなぐ　
地域をこえた関係人口　デザイン教育の進展

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　明治以降、輸出産業の振興で始まったものづくり産地は、手仕事の工業化を図るなかで、デザイン活用に取り
組んできた。2000年以降、経済産業省によるジャパンブランド事業など、デザイン導入が進められている。しか
し、バブル崩壊後、売上げは減少する一方であり、後継者不足など多くの問題を抱えている。
　本研究は、ものづくりに関わるすべての人の幸せに寄与することを目的として、その研究成果を広く、産地の
デザインに関わる人と共有し、有効に活用できるために行っている。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 

(1) 本研究では、産地のデザイン活用の実態を明らかにするために、それまで行ってきたアンケ

ートや会議に登場いただいた産地から、デザインに関わりがあり現地での調査協力が得られる

産地を選定し、その基礎調査と現地調査を行い、そこからうかがえる産地のデザイン活用の成果

と、その要因の分析評価をし、 さらに、ものづくり産地のデザイン導入のしくみづくりを考察

した。 

 

(2) 本研究は、萩原と研究協力者のこれまでの活動に基づいて行われた。研究の始まりは、平

成 24(2012) 年に出版された本、『ものが生まれる産地 ものを輝かせるデザインーある公設試

験場指導員の 80-90 年代奮闘記』(影山和則著、ラトルズ刊)に遡る。この本の企画をした萩原

修と著者の影山和則、編集の中野照子の話のなかから、変わる「産地とデザイン」会議がうま

れた。多くの問題を抱える「産地」と「デザイン」について、行政、産地企業、デザイナー、 

流通など様々な立場の人と話し合い、考える場をつくろうとしたのである。平成 24(2012) 年

には「継続すること 関係をつくること」、平成 25(2013) 年には「流通とプロデュース」、平成 

25(2014) 年には「ものづくりとインターネット」をテーマに、延べ 22 名のパネラーの方々を

囲んで、毎回約 100 人もの方々が集まって話し合いが行われた。さらに、平成 28(2016)年と

平成 29(2017)年は、少人数で、より深く話し合いたいと、素材別 に 6 回の「産地とデザイン

会議」を開催。平成 28(2016)年は「木工」「陶磁器」「繊維」、平成 29(2017)年には「金属」

「紙」「漆」をテーマとした。また、平成 29(2017) 年には、産地企業の実態を知るために、ア

ンケート調査『産地、ものづくり企業のデザイン導入に関するアンケート調査』を行った。こ

れは、デザインが産地企業の活動にどのような役割を果たすのかを知るために企画したもの

で、全国の公設試験研究機関の協力を得て、 全国の伝統・地場産業の企業 53 社から回答いた

だくことができた。こうした活動のなかで、産地とデザインの問題を探っていくには、現地で

の調査研究が不可欠だと考えるに至った。  

 

２．研究の目的 

(1) 産地とデザインの関係は、明治初期、工藝が輸出産業として振興されて以降、その歴史が始

まった。ものづくり産地は、手仕事による工藝技術の工業化、産業化を図るなかで、デザインの

活用に取り組んできた。2000 年以降、このような産地を支援すべく、経済産業省によるジャパ

ンブランド事業など、産地へのデザイン導入が進められている。さらに国や地方自治体からは地

方創生による地域活性化のための支援策も数多く示されている。しかし実際には、明治以前から

継続されてきたものづくり産地は、バブル崩壊以降、売上げは減少する一方であり、後継者不足

などの多くの問題を抱えている。  

(2) 産地があるべき姿になるためにはデザインはどのような役割を果たすのか。デザインその

ものの概念が広がるなかで、産地ではどのようにデザインが活かされるのがよいのか。本研究は、

ものづくり産地におけるデザイン活用を調査分析し、産地においてデザイン活用するための「し

くみ」を提案することで、産地に関わるすべての人の幸せに寄与することを目的としている。  

 

 

 



３．研究の方法 

(1)調査産地の選定  

2017 年に行ったアンケートの対象企業や 2016〜2017 年の「産地とデザイン会議」での対象産

地で、デザインに関わりがあり、現地での調査協力が得られる産地を 6 産地選び、研究対象と

した。  

旭川(北海道)/木工 

富士吉田(山梨県)/繊維   

瀬戸(愛知県)/陶磁器   

美濃(岐阜県)/和紙   

高岡(富山県)/金属   

山中温泉(石川県)/漆器  

分析を始めてからの追加調査は、現在、その活動が注目されている方々にお願いした。 

迫 一成さん(新潟県新潟市) 

白水高広さん(福岡県八女市) 

新山直広さん(福井県鯖江市) 

  

(2)現地調査体制   

本研究に至る経緯で、萩原とともに「産地とデザイン会議」の活動を行ってきた 5 人 が研究協

力者となっている。そのなかから 2 人 1 組で現地をたずね、産地企業、行政、組合、問屋、 デ

ザイナーなどに聞き取り調査を行った。  

<「産地とデザイン会議」メンバー> 

影山和則/元埼玉県産業技術総合センター 製品開発支援担当 主任専門員  

中野照子/編集者。アトリエ苫人代表  

古庄良匡/デザインプロデューサー。小鳥来、古庄デザイン事務所代表  

吉川友紀子/デザインマネージャー。シュウヘンカ共同代表、ててて協働組合共同代表  

大沼勇樹/デザイナー。gyutto design 代表  

 

４．研究成果 

(1) 調査した 6 産地において、優位性が高いと思われる「デザイン導入」を整理した。各産地

でどのようにデザイン導入を実践してきたかを確認し、その成功要因を出してみた。下記はその

項目である。 本研究が目的としたのは「産地内外の専門的なデザイナーだけでなく、多くの関

係者が、産地のデザインを意識して活動することで、地域の文化を見据えて、つくり手の機運を

高め、つかい手とつながることができる産地」である。 調査した産地では、どのような動きが

地域の活性化や居心地のよさを生み出したのかを検証して、 成功要因をあげることから始めた。

短期間の調査では見落としたものも多いだろうが、ここでは調査担当者の視点から、各産地の特

徴的な活動を下記の項目に沿ってあげている。  

 

(2) デザイン導入によって実現できること 

産地の方向性  

1 産地・企業の価値を明確化する →ビジョンのデザイン 

2 産地・企業のブランドをつくる →ブランディング 

3 産地・企業の知名度を上げる →広報、PR  



ものづくりの具体化  

4 新製品の企画・開発 →商品のデザイン 

5 価値を提供する →流通戦略、販路開拓 

6 つかい手との関係をつくる →コミュニケーションデザイン  

土壌を豊かにする  

7 地域を活性化する →コミュニティ、まちづくり 

8 関係人口をつくる →観光、移住、イべント、ツアー 

9 デザインを浸透させる →大学、デザインセンターの設立、誘致  

(3) 本研究で取り上げた産地では、必ずしも 9 項目全てが一致するものではなく、それぞれの

産地の歴 史的背景や産地構成、つくられる製品や商品によって違いがある。しかし、有効だと

思われる活動については、おおむね普遍性があることがわかってきた。この 9 項目と各産地の

活動内容を突き合 わせることで、産地に共通する「デザイン導入のしくみ」を示すことができ

るものと考えている。 

 

(4) 産地におけるデザイン活用の広さと深さ  〜研究をまとめるにあたって〜 

本研究を続けるなかで見えてきたのは、時代による産地の変化とデザインの変化である。 

ものづくりの産地を 30年ごとに見ていくと、 

1961 年から 1990 年までの 30 年は、成長期。 

高度経済成長の波に乗って、たくさんの「もの」がつくられ消費された時代。 

1991 年から 2020 年までの 30 年は、成熟期。 

バブルがはじけ、生産は減少して鈍化し、暮らしを見直すようになった時代。 

そう整理すると、次に続く。 

2021 年から 2050 年の 30年は、成生期。 

ものづくりを、日々の日常に接続して、循環する時代になるのではないか。 

暮らしのなかに、ものづくりをいかに成生させていくのか。その時に、デザインは、どう活か

されるのか。同じ時代区分でデザインを捉えると、 

1961 年から 1990 年までの 30 年は、「もの」のデザイン。 

大量生産による機能的で便利な商品のための、「形」の時代。 

1991 年から 2020 年までの 30 年は、情報のデザイン。 

パソコンとネットが普及して情報を差別化して伝える時代。 

2021 年から 2050 年の 30年は、共生のデザイン。 

 

(5) 人と人が直接つながり、新しいコミュニティが生まれる時代ではないだろうか。自分たち

の暮らしを自分たちで創造するようになる。その時に、デザインは、どう活かされるのか。こ

れからの産地にデザインを活用するためには、これらの流れを念頭に置いて、どんな産地にし

たいかを、そこに暮らす人たちで考えて、見える化して、しくみをつくり、それぞれにできる

ことを持ち寄り、自分たちでできることを具体化していくことだろう。6産地の 30 年ほどのデ

ザイン活用の変化を見てみると、補助金を使って東京から有名なデザイナー先生を呼び、作品

をつくっていた 80 年代までに比べ、90年に入りバブルがはじけた後には、産地のメーカーと

東京のデザイナーが二人三脚的に活動する事例が増え始める。「もの」のデザインだけでな

く、売るため、伝えるためのブランディングも手がけるデザイナーが活躍し、ディレクターや



プランナー、プロデューサー的な人材が産地に関わるようになる。産地にデザイン系の大学が

でき、行政のデザイン振興が再び活発化することで、産地の内部にもデザイン意識のある経営

者や産地で活躍するデザイナーが散見されるようになった。 

産地にはものづくりだけでなく、地域振興、まちづくりやリノベーション、観光に関わる都市

計画家や建築家、アーティスト、コミュニティデザイナーといったさまざまな人材も出入りす

るようになり、地域の課題を解決するソーシャルデザインという言葉も生まれる。ものづくり

だけでない、多彩なプロジェクトが産み出されているのである。 

具体的な産地のデザインを活用した施作としては、工芸センターやデザインセンターをつく

り、ものづくりを支援したり、補助金の活用をサポートしたり、アイデアコンペを実施した

り、新しいものづくりのプロジェクトをつくったり。ショールームやショップをつくって販売

を支援し、見本市への出展などの販路開拓、広報活動やブランディングやウエブサイトの構

築、カタログ制作などの販促、工場見学や現地ツアー、同業種や異業種との交流、産官学民の

連携事業、デザインの勉強会などさまざまなことが、行政、組合、NPO、グループ、企業、大学

などさまざまな主体で行われている。 

それぞれの産地が何を目指して進んでいくかで、必要な施作は異なる。しかし、調査した 6産

地やデザインを適切に活用している産地や企業を見ると、必ず内部にデザインの考え方や方

法、感覚が身についている人がいて、さまざまなタイプのデザイナーを適切に活用することが

できている。産地にデザインを活用するには、幅広いデザインを理解している人が必要であ

り、すべての人が、ある程度のデザインのリテラシーを有していることが望ましい。その上

で、本質を掴み、あるべき姿を描き、課題を明確にして、実行できる推進力が必要になる。 

３年間の調査・研究を通じて見えてきたことはたくさんある。しかし、産地はこうあるべきと

か、こうやってデザインを活用すべきだという方法論にはたどり着けなかった。今後の課題と

しては、この研究で見えてきた施作や考え方を言語化して、産地をよくしたいと願っているす

べての人に開かれた道具として共有できるようにしていきたいと考えている。 
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