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はじめに 
 当研究会の本年度三田祭論文では，地場産業と，地場産業を振興するために取り入れら

れているデザインに焦点を当てる。 

 現在，日本の経済状況は芳しくない。GDP では長年アメリカ合衆国に次ぐ地位を保って

いたが，2010 年には中国に追い抜かれた。総人口も 2005 年を境に減少し始めている。人

口減少に付随して日本各地で過疎化も進行し，地方経済の活力が失われている現状がある。 

とくに日本の地場産業は苦しい状況に置かれている。先のリーマンショックから続いた

円高によって輸出は大打撃を受けた。またグローバル化の進展に伴い，国際競争の激化や，

製造工場の海外移転が進んだことで，国内で製造業を営んでも儲かりにくい状況となった。

また，海外でも安価で良質な製品が作られるようになり，「高くて，いいもの」から「安

くても，いいもの」への消費者ニーズの変化といった流れも生まれている。これらにより，

地場産業における後継者不足・産業従事者の高齢化という事態が発生している。 

 そのような地場産業の現状は自治体や産業関係者から問題視されており，様々な産業振

興政策が実施されている。その中でもデザインを取り入れて地場産業の活性化を図るとい

う試みが近年注目されており，中小企業庁による「JAPAN ブランド育成支援事業」が行わ

れているほか，各自治体単位でも産業振興政策が実施されている。 

 ではなぜ，現在このようなデザインを用いた産業振興政策の流れが活発になっているの

だろうか。果たして，地場産業×デザインという政策はどのように行われており，どのよう

な課題に対しどの程度有効なのであろうか。 

 本稿ではその一例として，メディアにも多く取り上げられている，台東区の地場産業で

ある皮革産業と，その産業振興政策に着目する。その上で，台東区の皮革産業について，

衰退の要因，それに対する政策，また現在の状況とその発生要因について聞き取り調査を

通じて検証する。そして，今後の地場産業×デザインによる地域活性のあり方について考え

たい。 

第 1 章では，我々が台東区の地場産業振興政策に興味を抱き，その政策や地場産業×デザ

インのあり方に問題意識を持った過程を説明する。そして第 2 章においてそもそも地場産

業とはなにか，また地場産業振興政策に関する先行研究の結果を述べたのち，第 3 章では，

皮革産業に焦点を当て，皮革産業の歴史と現状，そして台東区の皮革産業に対する振興政

策を見ていく。続く第 4 章においては，聞き取り調査を基に台東区の皮革産業振興策を検

証し， 後に第 5 章にて我々の仮説及び結論を述べ，他地域で行われた地場産業の振興政

策としてデザインを取り入れた事例を見ることで，産業活性化のために何が必要であるか

を提案する。 
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第 1 章 問題提起 
日本には古くから多くの地場産業1が存在している。遡れば江戸時代から伝統的に行われ

ているものもあり，今日の日本を支える重要な役割を果たしてきた。しかし，その日本の

発展を支えてきた地場産業は衰退の危機に瀕している。中国や東南アジア等からの廉価な

製品の流入，代替品の台頭等や後継者不足の問題等，衰退の要因は多岐に渡る。 

近年における地場産業振興策は，デザインを用いて商品に新たな付加価値をつけること

によって競争力を強化する取り組みが見られるようになり，注目されるようになった。こ

こでいうデザインとは，製品そのものを意匠するという意味での狭義のデザインにとどま

らず，広告宣伝・販路開拓等を含むマーケティング活動全般を計画することも含まれる。

数多くの地方自治体が地場産業振興策としてデザインを用いた取り組みを行っているが，

後述の「山形カロッツェリア」「今治タオル」等をはじめとする多くの事例では，外部か

らデザイナーを招き共同で製品の企画・開発を行っている。また，政府も地域経済の活性

化を目的として経費の一部を補助する JAPAN ブランド育成支援事業2等を通じてこのよう

な取り組みを積極的に支援している。 

                                                  
1 地場産業の定義については第 2 章参照。 
2 中小企業庁 HP「JAPAN ブランド育成支援事業の補助金制度について」

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2013/0228Jbrand-koubo.htm より引用 
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図 1 JAPAN ブランド育成支援事業の販売額 

 
（出所）日本商工会議所，全国商工会議所「JAPAN ブランド育成支援事業活用のための

ガイドライン」（2013） 

 

このような全国的な動きの中で，若手デザイナーを地域に招き入れて育成し，地場産業

である皮革産業との融合を目指したのが台東区である。台東区の事例において特徴的な点

は，他の事例ではデザイナーを，地場産業の振興を目的としたプロジェクトや会議に参加

させ，共同開発を行うのに対し，若手デザイナーの育成を目的とした施設を導入した点で

ある。2004 年 4 月に全国初となるデザイナーを対象としたものづくりのためのインキュベ

ーション3施設である「台東デザイナーズビレッジ」を設立したことをはじめ，2009 年には

デザイナー育成を目的とした「浅草ものづくり工房」も設立した。デザイナーの育成から

取り組むという台東区の取り組みは全国的に見ても珍しく注目を集めた。 

                                                  
3 Incubation. 設立して間もない企業に，国や地方自治体等が経営技術・金銭・人材等を提供し，育成する

こと。 
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結果として，台東区は「モノづくりの街」として再生したと各メディアにおいて取り上

げられ4，台東デザイナーズビレッジは一躍有名になり，政策としても成功したかのように

見えた。 

 

図 2 台東区皮革産業の推移 

 
（出所）経済産業省「工業統計調査」より作成 

 

しかし，台東区における皮革産業の事業所数，従業者数，製品出荷額の長期的な推移を

示した図 2 によれば，台東区の皮革産業の衰退傾向が劇的に改善し，産業が再生したと評

価することは難しい。この結果から見る限り，若手デザイナーを育成することで区内業者

の商品企画・開発プロセスにおけるデザイン能力を高め，商品の高付加価値化を狙った台

東区による政策の効果は限定的であったことが推測できる。近年全国で注目されているデ

ザインの力を利用して地場産業を再生するという方法は，なぜ台東区で威力を発揮できて

いないのだろうか。次章以降ではこの問題を台東区の皮革産業の現状・構造，皮革産業を

担う各主体の現状，歴史的背景を踏まえて明らかにしていく。 

                                                  
4 （株）ビジネスパブリッシング（2013）『月刊人事マネジメント〜「人財採用・育成，評価・賃金」実務

資料誌〜』，pp.50-57  
日経産業消費研究所（2003）『地域情報』no.412，p.25-29 
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第 2 章 地場産業に関する先行研究 
2.1 地場産業とは 

 地場産業とは，産業としての歴史性・伝統性をもち，地域内から資本・労働力・原材料

を調達して特産品あるいは消費財製品を生産し，これに関わる企業が社会的分業形態をと

って，特定地域へ集積するという特徴を持つ産業である。（上野［2007］） 

代表的な例として，新潟県燕市の鎚起銅器や愛知県瀬戸市の瀬戸焼が挙げられる。燕市

において彫金や煙管，鎚起銅器等は 200 年以上の歴史を持つ地場産業である。当時近郊の

間瀬に銅山があり，唯一その製錬所が燕市に存在したため，産業が活発化した。県の無形

文化財として指定されており，燕市の伝統工芸としても有名である5。また，愛知県瀬戸市

の瀬戸焼は日本六古窯の一つであり，1300 年の歴史を持つ地場産業である。東山地区で栄

えた焼き物の技術が平安時代に三河の猿投山一帯へ伝えられ，そこを経由して現在の瀬戸

焼へと進展したとされている6。 

以上のような産業集積の形は日本において高度経済成長期に形成され，日本の製造業の

強さは産業集積がその基盤を支えているところが大きいといわれる。しかしながら，日本

における産業集積の多くは激しい構造変化の波にさらされている。第 4 章でも触れるよう

に，変化の原因は，東アジアへの急速な進出により中国国内の民営企業を中心とした急激

な産業発展が進行し，日本の製造業の拠点が海外にシフトすることであるとされている。

（渡辺［2011］） 

 

2.2 日本における地場産業の現状とその要因 

（1）産業集積の形態 

中小企業白書［2006］は，産業集積を次の 4 つのタイプに類型化し分類している。 

① 企業城下町型集積 

特定大企業の量産工場を中心に下請企業群が多数立地することで集積を形成。（代表的

な地域としてはトヨタ自動車を中心とする愛知県豊田市周辺地域，新日本製鐵を中心と

する福岡県北九州地域等がある。） 

② 産地型集積 

消費財等の特定業種に属する企業が特定地域に集中立地することで集積を形成。地域内

の原材料や蓄積された技術を相互に活用することで成長してきた。（代表的な地域とし

ては金属洋食器，刃物の新潟県燕・三条地域，眼鏡産業の福井県鯖江地域等がある。） 

③ 都市型複合集積 

戦前からの産地基盤や軍需関連企業，戦中の疎開工場等を中心に関連企業が都市圏に集

中立地することで集積を形成。機械金属関連の集積が多く，集積内での企業間分業，系

列を超えた取引関係が構築されているケースも多い。（代表的な地域としては，東京都

                                                  
5 燕市産業観光ガイドを参考に記述。http://made-in-tsubame.jp/ 
6 瀬戸市観光情報公式サイトを参考に記述。http://www.city.seto.aichi.jp/ 
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城南地域，群馬県太田地域，長野県諏訪地域，静岡県浜松地域，大阪府東大阪地域等が

ある。） 

④ 誘致型複合集積 

自治体が企業誘致活動や工業再配置計画の推進をすることで集積を形成。誘致企業は集

積外部の系列に属する企業が多く，集積内部での連携が進んでいないケースも多い。（代

表的な地域としては北上川流域地域，甲府地域，熊本地域等がある） 

 

 この類型化について，全国の集積地域すべてを特定の類型に当てはめることは難しく，

複数の属性をもつ集積も多くある。第 4 章で取り上げる台東区は長い歴史を持つ産地型産

業集積でありながら，巨大消費地の中心に位置する都市型産業集積でもあるという特徴を

持つことを念頭において，産業集積の現状を分析していく。 

 

（2）産業集積の現状 

産業集積は国内の製造業育成に貢献したが，現在ではこのような産業集積の中核を担う

中小製造業の数は減少している。産業集積とは，「地理的に接近した特定の地域内に多数

の企業が立地するとともに，各企業が受発注取引や情報交流，連携等の企業間関係を生じ

ている状態」7である。産業集積の形成には，地域が自らの強みを認識し，特色ある地域経

済の将来像を描くことが重要である。例えば事業活動にとって重要な自然環境，暮らしを

支える商業施設，教育機関といった生活基盤の充実は，地域の強みとなりうる。 

産業集積は日本を支えるものづくり産業の重要な基盤であり，また人材や資金面での制

約がある中小企業にとっては，近接地域内に関連工程の企業が多数存在する貴重な存立基

盤の一つでもある。しかし，近年顕著である中国等新興国の台頭は，競合製品の輸入増加

による産地の縮小，海外への生産移転等，国内の産業集積に大きな負の影響を与えている。

以上の状況を踏まえ，日本における地場産業の現状とその要因について考察していく。 

 

（3）地場産業の現状 

 図 3，図 4 はそれぞれ製造業全体における全国と地域別の製造品出荷額と，従業員数の推

移を示したものである。図 3 では地域別の製造品出荷額を 1991 年の数値を 100 として指数

化し，表している。この図から北上川流域地域，太田地域，浜松地域を除いて各集積地域

では全国平均を上回る減少幅となっていることが分かる。同様に図 4 は地域別の従業員数

の推移を示したものであり，1991 年と比較すると全地域で製造業従業者数が減少している

ことが読み取れる。 

                                                  
7 中小企業白書（2006）より引用 
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図 3 地域別製造品出荷額の推移  

 
（出所）経済産業省「工業統計調査」より作成 

 

図 4 製造業従業者数の推移 

 

（出所） 経済産業省「工業統計調査」より作成 
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以上図 3，4 より，製造業が全国的に右肩下がりに推移しており，中でも産地型集積が特

徴である燕・三条地域（新潟県）や鯖江地域（福井県），また企業城下町集積が特徴であ

る北九州地域（福岡県）では規模の縮小がより顕著にみられた。これらのことから日本に

おける多くの地場産業の規模は縮小しており，衰退傾向にあることが明らかである。 

 

（4）地場産業の衰退要因 

ここで，地場産業の衰退要因を先行研究より明らかにしていく。 

 

①海外移転による取引先からの受注減少 

海外移転による取引先からの受注減少は，大手企業が集積のメリットよりも海外移転によるコ

ストダウンの効果のほうが大きいと判断したということに起因すると考えられる。実際に取引先

の海外移転によって，製造業は受注の減少や停止といった影響を受けている。 

②職人の高齢化 

経営者が高齢化しており，事業継承者，後継者もいない企業が増えてきた現状がある。今後ま

すます深刻化し，さらに後継者がいないとなれば技術の継承は途絶え，産業を次の世代に伝えて

いくことが難しくなるだろう。 

③後継者不足 

後継者不足は若年者の確保が困難であるばかりでなく，従業員が高齢化しており，人材

の面から経営基盤が揺らぐ状況にまで来ている。若年労働力の確保が困難になることで，

今後の産地を担う人材が不足してくることが懸念される。 

④消費者ニーズの変化 

消費者ニーズの変化により国内需要が成熟化し，作れば売れるといった時代から消費者

に好まれるものを作らなければ売れない時代となった。消費者ニーズの多様化・高度化が

進み，価格や品質等の機能・使用価値に加え，安全性や安定性，付加価値等様々な視点が

重視されるようになってきており，こうした消費者ニーズの変化への対応が求められてい

る。 

⑤代替品の台頭 

皮革製品の代替品として合皮等が台頭している。合皮を原料とした製品は，皮革を原料

とする製品よりも安価である。さらに近年合皮の質は上昇している。費用対効果の高い合

皮は皮革製品の大きな脅威となっており，地場産業としての皮革産業は衰退してきている。 

⑥国際競争力の低下 

1970 年代に輸出型地場産業は，国際経済環境の変化によって壊滅的な影響を受けた。ま

た 1985 年の急激な円高によって，多くの地場産業は再び苦境に立たされた。海外直接投資

の急増や開発輸入の増加によって地場産業の市場が急速に縮小する一方で，国内市場は東

アジア諸国から流入する普及品とヨーロッパから輸入される高級品に代替されるようにな
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り，その煽りを受けた地場産業は衰退し，地場産地には優良企業がかろうじて残る状況に

さえなっている8。 

（岡本［2013］，辻田［2005］，出口［1999］） 

 

これらの要因のもと衰退が引き起こされていると考え，次にこの現状に対し各行政が行

っている地場産業振興政策について述べていく。 

 

2.3 現在行われている地場産業振興政策 

 先に挙げたように，現在地場産業は危機的状況に陥っている。これに対し，国や各地方

自治体，あるいは各地域の商工会，事業振興会等が地場産業の振興政策を行っている。 

 中小企業庁が 2004 年から行っている JAPAN ブランド育成支援事業は，ブランド確立に

向けて地域一丸となって取り組むプロジェクトに対して商工会・商工会議所等を通じて支

援を行う事業である。地域の伝統的な技術，素材の資源を生かした製品等の価値，魅力を

高め，「日本」を表現しつつ世界に通用する「JAPAN ブランド」を実現していこうとする

取り組みを総合的に支援するとしており，戦略策定支援，ブランド確立支援において金銭

的支援を行う。各経済産業局においてプロジェクトの公募を行い，年間 20 強のプロジェク

トを支援している。この事業で採択されたプロジェクトは，いずれもデザインを取り入れ

たものである9。  

JAPAN ブランド育成支援事業が初年度に採択したプロジェクトの一つに「山形カロッツ

ェリア」がある10。このプロジェクトでは「カロッツェリア型ものづくり」のブランド展開

を掲げる。「カロッツェリア型ものづくり」とは，地域の優れた職人技術を結集し，コン

セプターと言われるものづくり総合マネジメント担当者が核となって，高付加価値型の製

品開発と海外展開を目指す新たなものづくり方式を指す。山形カロッツェリア研究会を創

設し，この地域においてコンセプターの役割を果たしたのがフェラーリのスーパーカー「エ

ンツォ・フェラーリ」をデザインした奥山清行氏であり，製品そのもののデザインのみな

らず，コンセプトから販売までのものづくりを進めている11。 

 2006 年度には愛媛県の今治タオルプロジェクトが JAPAN ブランド育成支援事業で採択

されている。このプロジェクトではブランドマークとロゴのデザイン，新商品の開発に加

え，プロモーション活動等も行うことで世界に通用する今治タオルの産地イメージ定着を

目指した。さらに，製品の品質管理，維持を徹底することでブランドを確立し，実際に製

                                                  
8 伊藤正昭（2011）『新地域産業論 産業の地域化を求めて』 
9 中小企業庁（2010）「中小企業施策利用ガイドブック」p.166 
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h22/pdf/22FY-GuideAll.pdf 
10 中小企業庁（2004～2013）「『JAPAN ブランド育成支援事業』採択プロジェクト一覧」 
11 TKC「特集 地場産業再生の方程式”山形カロッツェリア”に学べ」『戦略経営者』2009 年 9 月号 

10



品売上も向上した。2010 年には 1250 万枚のタオルが今治タオルブランドのものとして販

売された12。 

これらの事例を見ても分かるように，JAPAN ブランド育成支援事業において採択された

事業に取り入れられたデザインは製品自体のデザインのみならず，マーケティング活動等

にも用いられていると言える。 

 また JAPAN ブランド育成支援事業に関連するもの以外に，地方公共団体等が独自に行う

地場産業振興政策も数多く行われている。その事例として高知県のエコアス馬路村，福井

県おいしいキッチンプロジェクト等が挙げられる。 

 エコアス馬路村は，高知県馬路村村長上治堂司氏が設立し，代表取締役を務めている株

式会社である。馬路村の森林資源を有効活用することで森林の公益的機能を充実させるこ

とを目的とし，杉の間伐材を利用した加工品を製造する等の事業を行っている。デザイナ

ーの島村卓実氏の協力を得ることにより monacca というブランドを設立し，「新しい木の

カタチ」をテーマに自然が作り出す木目を活かしたデザインブランドを確立した。monacca

のデザインはグッドデザイン賞を受賞している。また海外展示会に参加しており，各国か

らの複数の成約を手にし，海外への販路を開拓している13。 

 おいしいキッチンプロジェクトは福井県の繊維産業振興を目的に始まったプロジェクト

である。単品の商品では売り場の確保が難しいことから，デザイナーの紫牟田伸子氏とプ

ロダクトデザイナーの酒井俊彦氏の協力を仰ぎ，地域企業とも連携しながらキッチン製品

全般をデザインし，ブランド化した。これにより機械，繊維，金属等複業種のメーカーが

プロジェクトに加わることが可能となり，おいしいキッチンというひとつのブランドとし

て，大ヒットした。 

以上の例のみならず，日本全国で地場産業衰退の現状を危惧し，振興政策が行われてい

る。その中でも，海外での大量生産による安価な製品に対抗してブランド力を確立させる

ためにデザインを取り入れた事例が数多くあり，何らかの形でデザインを用いた地場産業

振興政策が着目されていると言えるだろう。 

  

                                                  
12 Imabari towel Japan「今治タオルプロジェクト」を参考に記述。

http://www.imabaritowel.jp/data/project/data01.pdf 
13 エコアス馬路村 HP，http://www.ecoasu.co.jp/ 

日本貿易振興機構「杉の森から生まれた間伐材製品を売る：株式会社エコアス馬路村」 
http://www.jetro.go.jp/case_study/tradefair/ecoasu.html 
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第 3 章 台東区皮革産業に関する現状と考察 
3.1 皮革産業の歴史 

 台東区は 23 区で も小さい総面積の区であるが，その中に上野・浅草という東京におけ

る大繁華街，谷中・根岸の住宅街，区の南部に位置する問屋街，区北部の皮革工業集積地

等，様々な特徴を持つ地域を含む。台東区は，その隅田川沿いの地域において全世帯の約

70%が皮革関連産業に携わる，日本有数の皮革産業地域である。戦前から日用雑貨等の地場

産業が集積し，その周辺に人々が居住する，職住近接型の地域社会が形成されてきた。と

くに皮革産業は，長い間中心的な地場産業として栄え，卸売業とともに東京の産業として

重要な位置を占めていた。 

 台東区は，近代工業の発展に貢献してきた。蔵前には東京職工学校（現・東京工業大学）

が開校され，日本で初めての勧業博覧会14は上野公園で開催された。上野駅は東北への交通

の要衝であった。このような要素があり，台東区は東京都の工業地域として発展したので

ある。また，台東区の工業は商業と直結した，家内工業的な性質をもつという点が特徴的

であった15。 

19 世紀後半には同業組合が結成された。皮革製造の技術が進歩し，靴・鞄等洋風化に合

わせた製品が加工製造された。革靴等は戦争によりさらに需要が拡大し，新しい業者が参

入して発展した。明治末期からは原材料を輸入して製品を輸出するようになった。これが

資本の蓄積を促し，新しい技術や製品が開発された。このようにして，皮革産業は発展を

遂げてきた。（稲川，山本［2011］） 

1930 年代半ばまで，上野駅を有する台東区は交通の要衝であった。隅田川沿いに各種工

場が立ち並び，そこで働く人々が近隣に住んだことから，人口も「下町」から東京の西部

や郊外に向かって増えていった。その結果，台東区は各種の製造業だけでなく，さまざま

な JR 浅草橋駅付近から浅草にかけての江戸通り沿いは問屋街が広がっていて，横山町の衣

料品問屋街，浅草橋周辺のパーティーグッズや生活雑貨，アクセサリーの部品を扱う問屋

街，蔵前のおもちゃと文具等の問屋街がある。 

さらに，浅草では東北地方等の集団就職者を受け入れていた。「東都製靴工業協同組合16」

の事業として 1961 年に給食センターを設け，製靴産業に従事する人々が仕事に集中できる

ようにする等の事業を行ったのである。それにより，製靴産業には集団就職者・高卒，大

卒の向上入社者，皮革専門学校卒業生等の人々が集まり，これらの人々が若い世代では大

半を占めるようになった。（稲川，山本［2011］） 

                                                  
14出品物の中から殖産興業推進には不必要な"見世物"のイメージを厳格に否定し，欧米からの技術と在来技

術の出会いの場となる産業奨励会。（国立国会図書館「第 1 回内国勧業博覧会 殖産興業のために」

http://www.ndl.go.jp/exposition/s1/naikoku1.html） 
15早稲田大学文学部社会学研究室（2004）「まちづくり活動の実態と可能性――足立区・荒川区・台東区・

葛飾区の現状と課題」http://www.waseda.jp/sem-muranolt01/Survey2002/Community2002.html 
16 靴作りの技術を向上していくことを目的とした，現在 123 社の革靴製造業者が加盟している組合。浅草

に所在している。 
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 現在，台東区の産業は製造業，卸売業，小売業が全体の 5 割を占め，とくに靴・鞄等の

皮革関連等の製造業・卸・小売業が集積している。なめし革・同製品・毛皮は都区部で集

積規模第 1 位であり，全国のうち 1 割の事業所が台東区に存在する。皮革産業は，台東区

を含む城東 5 区と呼ばれる地域に大半が集積しており台東区の製造業・卸売業・小売業は，

都区部と比較して開業 50 年以上の事務所の割合が高く，伝統ある老舗が現在も台東区の地

場産業を支えている17。一方，なめし革製造業では隣接する墨田区が 大の集積地となって

いる。 

 

 

 

3.2 皮革産業の工程 

前項で見たような経緯で台東区に皮革産業が集積するようになり，生産効率を高めるた

めに分業体制が整っていった。皮革製品の製造工程は図 5 のように示され，台東区の地場

産業事業者が担う工程は主に裁断以降である。 

 

図 5 皮革製品の製造工程 

 

 

以下で各工程の内容を説明する18。 

（1）なめし 

なめしとは「皮」から「革」に転換する作業を指す。（出口［1999］）なめし剤で皮のコ

ラーゲン線維，組織を固定，安定化させ，革としての基本的な性質を付与する。「皮」と

は動物から得たままの生の状態を意味し，「革」とは様々な科学的処理を経て使用するに

ふさわしい形状になったものを意味している。 

 

（2）型押し 

型押しとは凹凸についた金属板を皮革の表面に押し，熱や圧力によって革の裁断に必要な

型を押すという工程である。通常この作業はプレートアイロンまたはロールアイロン等を

                                                  
17 台東区役所（2012）『台東区産業振興プラン』 
18 以下の各工程の要約・引用:一般社団法人日本皮革産業連合会皮革用語辞典

http://dictionary.jlia.or.jp/index.php 
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使用する。動物種の銀面模様またはデザイン模様を付けることができる。また型押しによ

り銀面にある欠点を隠し，商品価値を高めることもできる。 

 

（3）裁断，判押し 

動物の形から加工しやすいような形へ革を裁断し，ブランドマークやロゴ等を判押しする。

プレス裁断においては刃型を使用する。革は品質が 1 枚 1 枚違うため，重ねて裁断を行う

ことはできず，事前に仕分けをする。生産する商品が衣料品の場合は色味や厚さ等をそろ

えて，1 着分ずつまとめて裁断する。 

 

（4）革漉き 

革漉きとは，加工していく上で適切な厚さになるようにしたり，折しろをつなぎ合わせた

りするために斜めにすいていく作業である。製革段階で行う革漉きを前漉き，商品生産の

段階で行うものをコバ漉きと言う。革包丁，豆かんな，革すき機，バンドナイフ等が用い

られる。 

 

（5）加工，裁縫，不良品チェック，箱詰め 

製品の形になるように模様入れや金具の取り付けといった加工を重ね，裁縫を終えると製

品として形となる。 後に不良品がないかどうかの確認が行われ，箱詰め・包装されて店

頭に運ばれる。 

 

 以上のように，皮革産業の製造工程には，それぞれ特別な機械や道具，および専門的な

技術が必要とされている。それぞれの工程に特化した技術を活かし，分業することによっ

て製造の効率化が図られていったのである。 

 

3.3 台東区皮革産業の現状 

1.1 で述べたように，台東区の製造業の事業所数は減少している。図 6 は，1975 年を 100%

とした各産業の事業所数を示したものである。全産業において 1991 年から減少の傾向にあ

り，中でも製造業が衰退してきていることが分かる。 
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図 6 全産業における事業所数の推移

 

（出所）『台東区製造業実態調査報告書』（2002） 

 

次に，図 7 は台東区の皮革産業における事業所数の推移を表したものである。台東区の

皮革産業はその事業所数が大きく減少しており，衰退が見られる。 
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図 7 台東区皮革製品の事業所数 

 

（出所）『台東区製造業実態調査報告書』（2002） 

 

さらに，図 8 は台東区皮革製品加工業者の後継者の有無を示している。加工業者は我々

が本論文で述べる「職人」をさしており，台東区の地場産業が後継者不足という実情を抱

えていることが分かる。図 9 において，台東区皮革製品の各事業所における平均年齢は約

80％の事業所で 50 代以上であることを表しており，高齢化の進行もうかがえる。 
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図 8 皮革製品事業における後継者の有無 

 
（出所）『台東区製造業実態調査報告書』（2002） 

 

図 9 皮革製品事業における従業者の平均年齢 

 
（出所）『台東区製造業実態調査報告書』（2002） 

 

 以上図 8，9 より台東区の皮革産業は 1980 年代から 2000 年頃まで衰退傾向が続いてお

り，また高齢化，後継者不足等の問題も抱えていることが明らかになった。 
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3.4  産業振興政策 

前節で見たように，台東区の皮革産業は 1980 年代頃から衰退傾向にあり，高齢化や後継

者不足という全国の地場産業が共通して抱える問題にも直面していた。これに対して台東

区は，様々な地場産業振興政策を実施してきた。 

次にあげる資料は，台東区議会の議事録から 1994 年，1997 年，2001 年の記録を抜粋し

たものである。 

 

 

 

 

  

中小企業のまち「台東区」を支えている地場産業である皮革産業は，工場数約一千

百，そこに働く人たち約五千三百人，年間総出荷額一千百十二億円余と本区産業の主

要な位置を占めています。 

 

近年，皮革産業をとりまく環境は，昭和六十一年四月から実施された関税割当(TQ)

の年次拡大による皮革・革靴の輸入量の急増，革製スポーツ靴の無秩序な輸入，さら

にはバブル経済の崩壊後，今日まで続く不況により大変厳しい状況であります。この

ような中で，本区におきましては，革靴を中心とした皮革産業を守り強化していくた

め，人材の育成・確保や靴見本市，産業団体振興計画策定等の事業に対する助成など

種々の振興策を行ってきたところであります。 

 しかし，関連業界の自助努力，行政の支援にも関わらず，戦前 長と予測されてい

る不況と革靴の大量輸入の影響により皮革産業のおかれている事態は，好転の兆しが

見られないことは勿論のこと，先行き不透明な予測のつかない 悪の状況にありま

す。 

ところが，ガットのウルグアイ・ラウンド交渉において，政府は，皮革・革靴の関

税率の大幅な引き下げで合意をしたのであります。このようなことが実施されれば，

零細で脆弱な経営基盤である本区の皮革産業が崩壊の危機に瀕することは明白であ

ります。 

           （台東区議事録平成 6 年第 1 回臨時会より抜粋） 
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（仮称）産業振興センター建設については，社会状況の変化に対応しえる台東区産

業ビジョンを生かして改定するとともに，「新都市型ファッション産業」の拠点とし

て区内商工業の活性化に役立つソフト事業を展開できる施設づくりの早期実現に努め

られたいとの要望がありました。 

教育費においては，農業体験学習やボランティア体験学習などの生活体験学習につ

いて学校教育の中でさらに充実すべきではないかとの質問がありました。 

これに対しては，学校教育においては一定の限界があるが，体験学習の持つ教育的

意義は重要であるので，子供会等，地域社会の関係諸機関，諸団体の連携により推進，

発展させたいとのことでありました。 

これについては，地域に根ざした学校づくりの中で，地場産業の後継者の育成にも

つながる体験学習の拡充に努められたいとの要望がありました。 

         （台東区議会議事録平成 6 年第 1 回定例会より抜粋） 

 

政府，日銀によりますと，景気の現状について，設備投資の堅調な拡大等を理由と

して緩やかな景気回復が続いているとの認識であると言われております。しかし，我

が台東区内の中小企業の現状を見てみますと，率直に申し上げてこのような認識とは

ほど遠いものがあると感じています。それは，台東区内の地場産業を中心とした中小

零細企業は， 近の景気の低迷による影響もさることながら，大きな産業環境の変化

や流通構造の変革の波の中で非常に厳しい現状にあり，新たな存続と発展の道を模索

していると考えるからであります。 

このような大きな変化の時代は，一面で見れば中小企業の新たな事業機会を創出す

るよいチャンスなのかもしれません。しかしながら，情報収集力や資金力等において，

必ずしも恵まれていない個々の中小企業にとっては困難なことが多いのが実情である

と思います。中小企業政策の充実を図る前提条件といたしまして，それぞれの企業に

よる自助努力が必要なことは言うまでもありませんが，このようなときこそ行政とし

て意欲のある中小企業を積極的に支援していく必要があるのではないでしょうか。そ

の意味で，中小企業がそれぞれの持っている経営資源を持ち寄って有効活用しあえる

交流の場，ネットワークを充実していくことが非常に大事なことであり，異業種交流

の場を積極的に拡大し，充実していく必要があり，このことにより台東ブランド等，

交流の場が産業の発進基地になればよいと考えます。 

          （台東区議会議事録平成 9 年第 2 回定例会より抜粋） 

 

 

19



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの議事録によると，1994 年には 1986 年からの関税割当変更やバブルの崩壊によ

る不況を踏まえてそれまでも数多く施策が施されてきたが，産業の状況が好転していない

ことを認識し，台東区地場産業が崩壊の危機にあると捉えていたことが分かる。1997 年に

は，時代が大きく変化していることに着目し，これは危機的状況であるとともに中小企業

にとってはチャンスでもあると考え，中小企業に対しての支援を行うべきであるという議

論が交わされた。2001 年には，実際に区内の職人に話を聞く等して現状を捉え，後継者不

足をはじめとする問題の存在と地場産業が地域経済に与える影響を認識している。 

 このような行政の問題意識から，産業振興政策として 1999 年に台東ブランド「アルティ

ベリー」を創設した。また，街の魅力を高めるための「スタートアップ」の一環として，

2004 年に台東デザイナーズビレッジ，2009 年には浅草ものづくり工房を設立した。この他

に起業者の区内誘致・定着のために区内で起業するデザイナーやクリエイターに助成金を

支出する等の施策が採られているが，とくに注目すべき政策は，これらの施設の創設であ

った。 

 

3.4.1 アルティベリーの設立 

 行政と業界企業によって成立した台東ファッション実行委員会は，1978 年から行ってい

る「台東ファッションザッカフェア19」をはじめとし，産地の活性化や人材育成を目的とし

て，ファッション流通関係の専門家による「ファッションセミナー」，その他各種ワーク

ショップの開催，機関誌の発行等の産業支援事業を行ってきた。しかし，3.3 で示した通り

事業所数には減少が見られるものの，バブル崩壊までは第 1 章で示すように生産額は減少

していなかったため，産業の活性化に力を入れる必要はなかった。ところが，バブルが崩

                                                  
19 台東区の地場産業の活性化を目的に，デザイン画コンペや展示会等の各種イベントや OEM 企業の紹介

等を行う事業。 

台東区の重要な地場産業である靴・履物産業は，戦後 悪と言われた不況に 

加え，千九八六年四月以降の革靴輸入自由化の影響によって，企業の倒産や廃 

業等が相次ぐとともに，そこで働く労働者，職人は，「仕事がない」という  

悪の事態を迎えています。特に近年は，輸入規制を受けない特別特恵受益国（カ 

ンボジア，ミャンマー，バングラデシュ）からの輸入が，関税を免除されて大 

量に流れ込んできたため，その影響を大きく受けています。 

私どもが業界や職人の方などを直接訪問し，訪ねたところ，靴職人の方から「一カ月

十日も仕事があればいい方で，あとはアルバイトをしながら生活を維持している。病気

でもしたらお先真っ暗です」と深刻な声でした。後継者も途絶え，地場産業が活力を失

えば，浅草北部の地域経済にも重大な影響を与えてくるのであります。 

（台東区議会議事録平成 13 年第 1 回定例会より抜粋） 
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壊し，地場産業の生産力が急激に低下，委員会による活動を見直す動きが生まれた。そこ

で 1999 年にメンバーの刷新が行われ，その体制での中心事業として行われたのが「アルテ

ィベリー」事業である。 

 アルティベリー事業によって，台東ブランド「アルティベリー」が立ち上がった。ブラ

ンド名は，職人を意味する“artisan（アルチザン／英語）”と，強調の“Very（ベリー／英語）”

を組み合わせた造語であり，台東区のものづくりの土壌で長年にわたって培われてきた高

い技術力から生み出されたものという意味を込めたもので，商標も登録している。 

 アルティベリー事業の主な活動は，地場産業の活性化・PR をするために年 1 度，各企業

が出されたテーマに合わせて試作品を出品する「アルティベリーファッションコンペティ

ション」の開催であった。「アルティベリーコンペティション」に出品された作品は業種

ごとに審査が行われ，入賞作品が決定される。このコンテストでグランプリ・準グランプ

リに選ばれた企業には「アルティベリー」のブランド名を使用する権利が与えられる。さ

らに，コンテストと同時にファッションショーやファッションコレクション（展示会）も

行うことで，業界関係者のみならず，一般消費者への PR の場になることを目指した。 

 これらの活動によって，異業種交流の場や若者の持つセンスやデザインが高齢優良技能

者の有する技術と融合できる環境が形成された。さらに，コンペティションでグランプリ

に選ばれた企業にはバイヤーに対する展示会と大手百貨店や通信販売によるカタログ販売

等といった特典が与えられるため，中小零細の製造業者が問屋に依存せず消費者との関係

構築を意識し始めるようになった。 

  しかし，大半の製造業者が景気低迷により「アルティベリー」に参加する余裕がないこ

と，当産地には問屋依存型の製造業者が多く，自ら企画開発力を持った製造業者が少ない

ことから，参加企業は少なく，「アルティベリー」に参加可能な資金力を有し，デザイン

開発等の企画力や独自の技術力を持っている企業に限られていた。（山本［2005］） 

 また，この政策の限界も示されている。山本［2005］によれば，東都製靴工業協同組合

に加盟している台東区所在のメーカー58 社への聞き取り調査において，「アルティベリー

事業を知っているか」という質問に対して 16 社が知らないと答えており，出品対象者にこ

の事業が十分に周知されていないことが分かった。出品経験のある企業も少なく，知名度

が低いという原因のほかに，「産地の活性化につながる」，「社員・デザイナーの勤労意

欲を高める」等肯定的な意見もあるものの，「経済的メリットを感じない」，「産地活性

化につながらない」という意見もあることが分かる。さらには，産業内の各部門間におい

て製品単価や組合員数が違う等の理由から，各組合の参加意欲に差が見られるという異業

種交流事業ならではの問題点も抱えていた20。 

 台東区の地場産業として「アルティベリー」の知名度向上という意図をもっていた行政

側も，アルティベリーがたとえ認識されていても東京都台東区の製品であることが周知さ

れていないことを問題点として認識していた。 終的に，アルティベリーはその収益性が

                                                  
20 台東区議会議事録（2000） 

21



問題視され，2008 年度から正式に台東ザッカフェア事業21から外れて各業界団体の管理の

下に移管されることとなった22。 

 

3.4.2 インキュベーション施設の設立・運営 

 （1）台東デザイナーズビレッジ 

 台東デザイナーズビレッジは，2003 年 3 月に廃校となった台東区立小島小学校の校舎を

活用して 2004 年 4 月に設立された。この施設は，日本初のファッション関連ビジネス分野

での起業を目指すデザイナー育成支援施設である。デザイナーや企業が自分のビジネスを

成長させる際に調達の問題が生じるが，台東デザイナーズビレッジに入居することで，安

く店舗や事務所を借り入れることができる等のハード面，経営ノウハウに関する支援･指導

が受けられる等のソフト面，ネットワークを活用し，有利にスタートアップを行うことが

可能となる。 

 また地場産業の企業に対し，インキュベーションマネージャー（村長）が適切なデザイ

ナーを紹介し，商品企画・デザインの依頼を行う。このことにより，企業とデザイナーの

協働による商品開発を促進するという機能も持っている23。 

 

（2）浅草ものづくり工房 

 浅草ものづくり工房は 2009 年 12 月に靴，バック，帽子，ジュエリー，アクセサリー等，

ファッショングッズの全国有数の生産地である台東区の地場産業を振興させるために設立

され，若手デザイナーの育成と地場産業の振興の 2 点を目標として掲げている。若手育成

事業としては，経営指導等のノウハウの伝達に加え，展示会等を開催して出店の場を設け

ている等の取り組みも行っている。とくに台東区内の地場産業推進という面においては，

入居資格に台東区の地場産業であるものづくり分野を支え，業界の活性化に寄与する活動

を行う意欲がある等の規定を設けること，また，卒業後の拠点を台東区にする意志をもつ

企業，個人を入居の条件としていること等が挙げられる。そして，2011 年 3 月末現在にお

いて卒業生の 50%は台東区内に事業所を構えるという結果になっている。浅草ものづくり

工房のシステムは台東デザイナーズビレッジに共通する点も多く，この 2 つの事業は行政

がもつ地場産業振興の共通の意図をもっているといえるだろう24。 

  

以上のように，台東区はデザイナーに創作の場を与えることで地場産業の活性化や，将

来的に地域に貢献する人材の育成を図った。さらに入居に際して，卒業後も台東区で事務

                                                  
21 台東区の地場産業 PR と活性化を目的に開催される事業。デザイン画コンペや展示会等のイベントや

OEM 企業の紹介等の事業を実施。（台東区ホームページ：

http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shigoto/jibasangyo/fashionzakkafair/） 
22 台東区議会議事録（2008） 
23 台東区役所提供資料（2013） 
24 浅草ものづくり工房 HP を参考に記述。http://www.monokobo.jp/index.html 
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所を構えることを条件とすることで，台東区の地場産業従事者と台東デザイナーズビレッ

ジ・浅草ものづくり工房を卒業したデザイナーがつながり，さらに互いに刺激し合うこと

で，新たな「モノづくりの街」を形成することを目指している。 
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第 4 章 産業構造及び産業振興活動に関する検証 
 第 1 章から第 3 章では台東区の地場産業である皮革産業に関する現状，そしてその現状

に対する台東区の産業振興政策について考察した。台東区のみならず日本における地場産

業は事業所数，従業員数共に減少傾向にある。その原因の 1 つは，日本国内の製造業生産

の成長が低迷していると同時に，日本の製造業の海外へのシフト，とりわけ東アジア化25の

急激な進展により，中国企業を中心とした急速な産業発展が進行する中での構造変化であ

る。（渡辺[2011]） 

第 4 章においては衰退傾向にある台東区の皮革産業に焦点を当て，その産業構造及び衰

退の現状に関して解明・分析していく。そのための方法として採用したのは，主に台東区

産業振興課，メーカー，職人をはじめとする関係者への聞き取り調査である。 

 

4.1 皮革産業の構造 

台東区における皮革産業の生産と流通の構造を示すために，先行研究，台東区産業振興

課及び東京の東エリアに位置する革製品 OEM メーカーへの聞き取り調査から作成したの

が図 10 である。 

 

図 10 台東区皮革産業における生産，流通の構造 

 

（出所）先行研究，産業振興課への問い合わせ，革製品 OEM メーカーへの聞き取り調査よ

り作成。 

                                                  
25 製造業の海外シフト化が進み，特に東アジアにシフトしている状態を指す。 
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この図におけるメーカーは主に問屋から製造の委託を受け，必要に応じて材料調達をし，

製造・納品を行う。 終下請けは主にメーカーから製造の委託を受ける。 終下請けの大

半は特定の工程で用いる技術に，原則としてその工程のみを担当する，いわゆる「職人」

と呼ばれる人々である。また職人は，個人で営業しているか，あるいは小規模な工場を経

営している場合が一般的である。 

「OEM とは，Original Equipment Manufacturing （Manufacturer）の略語であり，

相手先ブランド製造（製造業者）と訳されている。OEM を委託する企業から定義すると「完

成品を他のメーカーから調達し，自社ブランドで販売すること」，受託する企業から定義

すると「メーカーが自社製品としてではなく，他社のためのブランド製品として製造する

こと」を意味する。」（田口［2012］）つまり，主として受託先の企業が部品から製品を

組み立て， 終的な品質管理を行って完成させたものを，委託先の企業が自社のブランド

名を付与して販売するケースを指している。 

 製品製造の過程は次のような流れである。まず，製品がデザイナーあるいはアパレル企

業によって企画され，問屋に製造を依頼する。また，問屋の中には，自ら製品を企画する

企業もある。依頼を受けた問屋は上図の OEM メーカーに製造委託をする。この場合は，更

なる下請けメーカー（ 終下請け）に委託する場合もある。製品が仕上がると，問屋に納

入され，市場へと出荷され消費者の手元に渡る。OEM メーカーは，依頼された仕事をする

技術を持たない場合は更なる下請け先（ 終下請け）に製造委託をする。 

 

4.2  台東区における皮革産業衰退の原因分析 

 第 2 章で取り上げた先行研究によれば，地場産業の一般的な衰退原因として指摘されて

いるのは（1）海外移転による取引先からの受注減少，（2）職人の高齢化，（3）後継者不

足，（4）消費者ニーズの変化，（5）代替品の台頭，（6）国際競争力の低下の 6 点である。

（岡本［2013］，辻田［2005］，出口［1999］） 

これらの原因は台東区の皮革産業にも当てはまるのだろうか。台東区の皮革産業に携わ

る従業者が台東区の現状についてどのように認識しているのかという点について，メーカ

ー8 社，職人 4 社に聞き取り調査を行った結果を以下に示した。 

 

＜取材結果―メーカー＞ 

【質問事項】 

皮革産業の現状についてどう思うか。 

【メーカーA】 

資本金：1000 万円 

従業員：15 人 

自社ブランド：有 
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自社は盛り上がっているが，皮革産業全体としては，作り手の数が減っているため衰退し

ていると思う。 

【メーカーB】 

資本金：2000 万円 

従業員数：53 人 

自社ブランド：無 

輸入が増えている印象。事業所数が増えているという実態はあるようだが，メーカーから

独立して起業したところもあるので全体として産業が衰退しているという現状は変わって

いないと思う。 

【メーカーC】 

資本金：300 万円 

従業員数：6 人 

自社ブランド：無 

高品質のものと海外の安いもののそれぞれに柔軟に対応することで生き残ることが出来て

いると感じる。 近は安いものを請け負うようになった。作り手の高齢化が進んでいるこ

とや，革にはシーズンがあることから，収入に波があり，安定性はない。1 代目，2 代目で

リタイアするところが多いこともあり，衰退傾向にあると感じる。 

【メーカーD】 

資本金：2000 万円 

従業員数：28 人 

自社ブランド：有 

生活を維持できるだけの収入がある職人の数は衰退傾向にあると感じる。日本では革の消

費量が下がっており，台東区においても衰退している。 

【メーカーE】 

資本金：2000 万円 

従業員数：30 人 

自社ブランド：有 

台東区における地場産業が皮革産業であることから，皮革産業に従事しやすい環境ではあ

る。しかし， 近は区全体として皮革産業が衰退しており，革は輸入の傾向が強まってい

ると感じる。中国やベトナムで盛んに製造が行われており，世界的に見ると皮革産業は衰

退していないが，日本国内では衰退している。 

【メーカーF】 

資本金：300 万円 

従業員数：3 人 

自社ブランド：有 

衰退という現状は感じており，業界全体でどうにかしなくてはいけない風潮がある。 
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【メーカーG】 

資本金：1500 万円 

従業員数：20 人 

自社ブランド：有 

現在，問屋の発注が減少したため，自社の下請けへの発注も少なくなっている。 

【メーカーH】 

資本金：1000 万円 

従業員数：11 人 

自社ブランド：有 

OEM だけではやっていけなくなりそう。自社ブランドを持ち始めたメーカーが増えた。間

違いなく衰退している。 

   

＜取材結果―職人＞ 

【質問事項】 

①皮革産業は衰退していると思うか。 

②その要因は何か。 

【職人 A】 

担当工程：コバ漉き 

勤務場所：自宅兼工場 

①衰退していると思う。 

②革の材料費や人件費が安く，質もそこまで変わらない上に，一工程を担当できる職人が

日本に比べて多くいるので，中国等海外の OEM メーカーに問屋が発注している。かつて問

屋は職人に注文が一気に殺到しないように発注していたが，近年は安全策を採るようにな

り，在庫が発生しないよう必要なものを必要な時期に注文するようになった。すると職人

の 1 度に生産できる量は決まっているため，職人が受注できる量が減ってしまう。また，

区の産業保護政策として産業廃棄物を昔は無料で処理してくれていたが今は有料になって

しまい，コストが増大したこと，さらには消費者のニーズが変化したのに加え，代替品と

して合皮，プラスチックやビニール等が入ってきて革の需要が相対的に減ってしまったこ

とがある。一番大きいのは 50 代の皮漉き職人はバブルの時期に革漉きより儲かる仕事に移

ってしまい，バブルが終わっても儲からない革漉きに戻ってこなかった結果，現在の皮漉

き職人を構成するのが主に 60 代以上の高齢者であることである。 

【職人 B】 

担当工程：裁断，コバ漉き，縫製 

勤務場所：自宅兼工場 

①衰退していると思う。 
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②メーカーが減っているという印象はないが，中国に受注が移ってしまったために仕事が

減って職人が少なくなった。中国に移ってしまった理由としては，日本で作ると値段が高

いから，というものが挙げられる。 

【職人 C】 

担当工程：革販 

勤務場所：町工場 

①衰退していると思う。 

②中国等の海外から安価な製品が大量に流入し，また原材料の輸入も別の国にシフトする

動きがみられる。日本産の牛皮もあるが供給量は少なく，やはり輸入に頼ってしまう。 

加えて現在人々が海外ブランドを好む傾向がある。海外からブランド製品が入ってくると，

国内の職人や工場が必要なくなってしまう。質や技術としては日本の職人の方が上だが，

製品になってしまうと消費者もそこまでも理解して買ってくれない。 

また後継者問題も深刻である。早い段階から手に職をつけさせたいという考えから子供

に教育をしっかり受けさせるが，親の苦労を見ると子供はその職につきたくないと思い，

親も大変であるため継がせなくてもよいと考えてしまっている。企業化されていれば継ぐ

かもしれないが，個人の職人の後継者はなかなかいない。 

【職人 D】 

担当工程：加工 

勤務場所：自宅外工房 

①衰退していると思う。 

②12 年前は，海外製品は安価であるが質が悪いため，そこまで流入していなかった。しか

し，現在では海外製品の質が上がってきたため，海外にメーカーからの発注が移ってしま

っている傾向がある。 

 

これらのメーカー及び職人への聞き取り調査の結果から，価格の安さのため問屋の発注先

が海外にシフトしており，メーカーの受注が減ったことで 終下請け先や職人への発注が

減っていることも分かった。また両者の実感としても台東区の皮革産業が衰退しているこ

とがうかがえた。 

 

4.3 メーカーとデザインに着目する理由 

 4.2 にて，台東区の地場産業の衰退原因を聞き取り調査により明らかにした。我々はその

衰退の食い止めに寄与する手段として，メーカーにデザイナーを取り入れるという手段が

あると考える。その理由を以下で述べていく。 
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4.3.1 地場産業復興の担い手：メーカー 

現在，台東区の地場産業の担い手として，4.1 の図 10 から，問屋，メーカー，職人の 3

つの主体が考えられる。 

まず，問屋についてであるが，4.2 の聞き取り調査の結果より，問屋及び 1 次下請けメー

カーの発注先が海外にシフトしていることが明らかになった。そのため，仮にデザイナー・

問屋間で連携が生まれ，問屋がデザイン性の高い優れた商品を企画することが可能になっ

たとしても，発注先に海外が選択されてしまえば、台東区の地場産業には利益をもたらさ

ない。ゆえに，問屋が地場産業振興の担い手になることは難しいと考えられる。そのため，

以下では職人とメーカーの役割に注目して地場産業振興の可能性を検討していく。 

 

（1）販路開拓の観点 

まず，販路開拓の観点から考察する。中小企業の顧客開拓の状況は図 11 の通りになる。

ここから鑑みるに，中小企業は既存顧客のニーズの掘り起こしを中心に行っており，新た

な顧客ニーズの掘り起こしはあまり行われていない。しかし，この図から中小企業が既存

の顧客を維持する困難さが分かる。図 12 より，5 年間顧客を 9 割以上維持できる中小企業

の割合は 36%弱にすぎず，顧客の 10%～25％を失う中小企業が 40%弱，25%～50%の顧客

を失う中小企業は 17%，それ以上の顧客を失う中小企業が 7%という現状がある。ここから，

既存の顧客のみに依存して新規販路開拓をしない中小企業は徐々に市場を失ってしまうこ

とが分かる。新規に顧客を獲得しなければ，顧客はますます減少していくのである26。 

 

図 11 中小企業における 5 年間維持できる顧客数割合 

 

（出所）中小企業庁（2005）「中小企業白書」より作成 

 

                                                  
26 長崎県小値賀町商工会 2005 年番中小企業白書「マーケットを見据えた販路開拓」

http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/ojika/maket.html 
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以上のように，中小企業にとって新しい販路の開拓は重要な意味を持つ。しかし，図 12

に示したように新規販路開拓は現実にはきわめて困難である。この図からは，中小企業の

新規開拓の成功率は低く，新規販路開拓の重要性を認知していてもできないという現状が

うかがえる。そのため，中小企業が新規顧客を獲得するためには支援が必要である。 

 

図 12 中小企業の新規顧客開拓が取引に結びつく割合 

 

（出所）中小企業庁（2005）「中小企業白書」より作成 

 

台東区の中小製造業者の場合もその例外ではない。図 13 に示したように，重点経営施策

として，「販路を広げる」の項目がどの時期においても一番に挙げられていることからも，

台東区の中小製造業者がいかに販路開拓を重要視しているかがうかがえる。新たな販路を

開拓できるか否かは台東区の地場産業復興を考える際に必要不可欠な観点である。 

 

 

図 13 台東区中小製造業者が考える重点経営施策 
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第1位 販路を広げる   
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第5位 人材を確保する 
6% 

提携先を見つける 
12% 

提携先を見つける 
9% 

人材を確保する 
9% 

 
 
 

提携先を見つけ

る          
 6% 

 
 
 

 
 

提携先を見つけ

る          
 9% 

（出所）台東区 「中小企業の景況」（2013）p.4 

 

以上のことから，中小製造業にとって販路の開拓が重要であり，かつ台東区においても

販路拡大が極めて重要な経営課題であることが分かる。しかし，職人に関して見ると，台

東区の地場産業の職人の多くは分業制によって一工程（または複数工程）を担い，主に部

品や中間材を製造していることから，一職人では製品を完成させることができない。その

ため，中間工程を受け持つ多くの職人は完成品の販路を持つ必要がない。また職人は零細

企業であるため，ヒトやカネといった経営資源に乏しく，販路開拓に経営資源を割けない

現状がある。つまり，職人にとって販路開拓は行う必要性がない上，非常に困難である。

しかしメーカーは完成品の販路を持ち，また職人と比較すると販路開拓に割くことのでき

る経営資源を多く有しているので，台東区の皮革産業において販路開拓の中心となりえる

主体であると考えることができる。 

 

（2）デザインを取り入れるという観点 

そもそも地場産業振興のためにデザインを取り入れる必要があるのはなぜか。台東区議

会議事録（平成 15 年 5 月 23 日）によると，「台東区の地場産業活性化のためには，やは

り差別化，技術力の評価ということが必要な中で，デザイン力の強化という面もその中の 1

つの用途としてある」とある。このことから，台東区の地場産業活性化のためには差別化

を図るために，デザインを取り入れることが意味を持つと分かる。 

ゆえに，地場産業振興の手段となりうるデザイン取り入れの可能性という観点から考察

する。まず，職人は分業制を有する性質上，専門化による特定技能への固定化という事情

から他の分野に転換していくことが容易にできないため，ある特定の製品の生産にしか存

立の意味を見いだせず，新たな製品への対応を遅らせてしまう。（関［1978］）つまり，

職人は製品をデザインすることが難しいのである。しかしメーカーは分業制を取る職人と

違い，製品の企画に携わることで製品のデザインにも関わることができる。  

以上のような販路開拓，デザイン取り入れの可能性を考慮すると，職人が地場産業復興

を積極的に担うインセンティブを持つとは考えられない。他方で，現在のメーカーの状況

を鑑みると，4.3 の聞き取り調査の結果から明らかなように，問屋からの受注が減っている

という問題を抱えており，問屋から自立していくために競争力をつけていく必要性に迫ら

れている。このことからも，メーカーが自身の競争力を強化することで，地場産業復興を

担っていく意義が大きいことが分かる。 
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4.3.2 メーカーにとってのデザインの重要性 

 図 14 のグラフから，メーカーにおいて「独自技術・独自製品の開発」は重要な位置を占

めていると読み取れる。 

 

図 14 台東区メーカー今後の経営方針 

 

（出所）台東区「台東区製造業実態調査報告書」より作成 

 

さらに，3.3.1 で取り上げたアルティベリーの事例を見ると，アルティベリーが打ち切ら

れることとなった原因として，第一に景気低迷のために，企画に参加する余力のない製造

業者が多かったこと，第二に当産地の大半が問屋依存型の製造業者であり，企画開発力を

持った製造業者の数が少ないことが挙げられた。（山本[2005]）以上の 2 点から，メーカー

は独自技術・製品の開発が必要だと感じながらも，実際にその力を付けきれていない現状

があると理解できる。 

 台東区のメーカーは問屋依存型の OEM メーカーが大半を占めるが，昨今問屋が従来

OEM メーカーに依頼していた仕事を海外に移しつつあるため，日本国内の皮革産業が衰退

傾向にある。この衰退を食い止めるためには，メーカーが問屋に頼らず自ら企画・開発を

行い，自社ブランドを確立する必要がある。よって，独自の技術や製品開発のためにも，

外部のデザイナーを誘致することはメーカーにとって有効な手段であると言える。 

 

4.4 メーカーとデザイナーの実態 

では実際に，台東区においてメーカーとデザイナーはそれぞれどのような業務を行い，ど

のような役割を果たしているのだろうか。 
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4.4.1 メーカーの実態 

4.1 で示した構図におけるメーカーの実態について，メーカーへの聞き取り調査を行った。

今回行った聞き取り調査は電話によるものであり，以下の質問事項に関して，製靴メーカ

ー4 社，製鞄メーカー5 社，ベルトメーカー3 社，革小物メーカー3 社からの回答を得た。 

 

【質問事項】 

①OEM と自社ブランドとの割合はどうなっているのか 

②自社内で行う工程と下請け先の有無 

③取引先及び販売経路 

①については各メーカーの所在地，従業員数と共に下記の表にまとめた。 

 

図 15 皮革メーカー 

 人数 場所 OEM と自社ブランドの割合 

靴メーカーA 30 台東区 OEM50%，自社 50% 

靴メーカーB 20 足立区 OEM45%，自社 55% 

靴メーカーC 50 北区 自社 100% 

靴メーカーD 54 足立区 OEM90%，自社 10% 

鞄メーカーA 3 墨田区  

鞄メーカーB 33 台東区 OEM70%，自社 30% 

鞄メーカーC 11 足立区 OEM20%，自社 80% 

鞄メーカーD 50 足立区 OEM80%，自社 20% 

鞄メーカーE 18 台東区 自社 90%以上 

ベルトメーカーA 15 台東区 OEM がほとんど 

ベルトメーカーB 53 中央区 OEM 中心，今後は自社検討 

ベルトメーカーC 6 台東区 OEM 中心 

革小物 A 4 台東区 OEM5%，自社 50% 

革小物 B 28 台東区 OEM70%，自社 20%，ライセンスブランド 10%

革小物 C 30 台東区 OEM100% 

（出所）聞き取り調査結果より筆者が作成 

 

【靴メーカーA】 

①この割合になっている理由は，会社を発展させるために OEM の仕事が欠かせないと思っ

ているから。得意先の新しい感覚を取り入れて切磋琢磨することが，企業の競争力を高め

ることにつながる。 
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②下請けを中国の協力工場に依頼し，20 年前近くから技術指導・品質管理等を行っている。

小ロット，高価格の靴は日本の自社工場で，大量生産品は中国の協力工場で行うことによ

って生産の柔軟性を実現している。 

③不明 

【靴メーカーB】 

①1970 年代に自社ブランドを立ち上げた後，売り場に足繁く通い消費者の声に耳を傾ける

ことで売り上げの 55%を占めるまでに成長させた。 

②コストパフォーマンスを上げるために手の込んだ部分を中国の提携工場で生産し，半分

完成したものを輸入，仕上げを日本の国内工場で行っている。 

③不明 

【靴メーカーC】 

①従来の大量生産型の靴では対応できない靴の要望に応えるために完全なオーダーメイド

をするようになった。 

②オーダーメイドなので自分の足に合う靴が見つからない人にとっての 後の砦のような

会社になっており，値段は張るが顧客本位のサービスを行うので根強いファンが多い。完

全オーダーメイドなので下請けはない。 

③現在は売り上げの 2 割を通販が占めるが有名百貨店等で多く販売する。ネット市場やメ

ーカー直販等にも力を入れている。 

【靴メーカーD】 

①OEM をすることで数がこなせるという利点があり，若手育成等でメーカーの技術向上に

寄与している。 

②下請けはなく，全工程を国内にある自社工場で請け負う。 

③有名百貨店や自社の直販店等で販売を行う。 

【鞄メーカーA】 

①割合ははっきりしない。 

②OEM でも外注することがある。自社ブランドの場合でも全てを自社工場で製作するわけ

ではなく，外注する場合もある。 

③自社ブランド製品を売る際は展示会に商品を出品し，百貨店のバイヤー等の目に留まる

ことで販路を開拓。 

【鞄メーカーB】 

①特殊な材料から製品化するため，その工程を担当できる競合他社が少なく，必然的に

OEM も多くなる。 

②国内生産にこだわり，製品を自社工場で一貫して生産している。下請けは存在しない。 

③十数年前に流通経路を改革し，通販での販売に力を入れている。テレビショッピングや

大手カタログ通販，機内誌にとどまらず， 近ではネット通販にも進出している。 

【鞄メーカーC】 
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①商品ラインナップを絞りその製品に特化することで高品質を実現。ブランド化に成功し

た結果，売り上げの 8 割を自社ブランドが占めている。 

②外注は一切出さず，仕事を請け負う職人は全て自社社員というこだわりを持つ。高い技

術を社内で共有し，高品質の製品を実現している。 

③展示会の開催や，オンラインでの販売，カタログ販売等に力を入れている。また，自社

ブランド以外の OEM 製品は大手百貨店で販売されている。 

【鞄メーカーD】 

①バブル崩壊後，ブランドよりも自分らしさを求める声が大きくなったため，その時代の

変化に合わせてきた結果，OEM の割合が増えた。 

②国内の自社工場で生産を行う。手作りによる生産を重視するが，問屋からの大量注文に

応えられるように 新鋭の機械も導入している。 

③ネット通販に力を入れる。自社内に常設のショールームを備えている。 

【鞄メーカーE】 

①顧客の声を即座に商品開発に反映させることで成長してきた。それが出来るのも自社ブ

ランド商品ならではの強み。 

②ほぼすべての工程を国内の自社工場で行う。少人数ながら社内に製品管理室や企画開発

室を設け，顧客の声を製品に反映させることを第一にしている。 

③大手百貨店での販売から自社 HP 内でのオンラインショップ等幅広く販路の展開をして

いる。 

【ベルトメーカーA】  

①OEM がほとんどである。 

②製造拠点を国内と中国に分け，コストや製品の特性を考えて下請け先を判断する。国内

では主に小ロットでシンプルな造形で，かつ繊細な製品を製造し，中国では細かな作業が

多く人件費がかかる製品を製造している。 

③OEM が多いので基本的に問屋が多く，直販等は行っていない。 

【ベルトメーカーB】 

①OEM が中心で常時 30 社程の OEM 先を持つ。今後は自社ブランドを持つことも検討し

ている。 

②国内の大規模工場と海外数十か所に及ぶ製造拠点を持つ。海外では主に量販店向けのベ

ルトを製造し，国内工場では百貨店向け等の高級ベルトを製造している。下請け先は生産

地毎に多くある。 

③現在は OEM 中心のため，独自の販路等は持たない。 

【ベルトメーカーC】 

①OEM が中心である。 

②基本的に自社で，皮革の買い付けも含めて製造工程すべてを請け負う。必要に応じて，

バックル等の加工は他の工場に頼むこともある。 
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③現在は OEM 中心のため，独自の販路等は持たない。 

【革小物メーカーA】 

①OEM5 割，自社ブランド 5 割になっている。自社ブランド製品の生産を増やしたいが，

生計を立てるためには OEM がある程度の割合を占める必要がある。 

②二次下請けは行っておらず，全工程を自社工場で担う。 

③大手有名アパレルブランド等を取引先に持つ。その際の流通等は問屋に一任しているが，

一方で自ら HP 内でのオンラインショップ等も開設している。 

【革小物メーカーB】 

①OEM7 割，自社ブランド 2 割，ライセンスブランド 1 割となっている。「問屋から依頼

されたものだけを作っていてはメーカーの開発力は伸びない」との信念から，毎年社内コ

ンペティションを数回開き経営に生かしている。90 年代には，自社ブランド製品が売りげ

の 6 割を占めていたが，自社ブランド生産は，企画した製品があたるかはずれるかが予測

できないため，経営を安定させるために OEM と自社ブランドの割合が逆転した。 

②問屋から注文を受け，まずサンプル品を展示会に出品する。その後バイヤー等の目に留

まった製品をつくる。その際に出来る仕事は自社の中で，出来ない仕事は出来る技術を持

つ下請けに仕事を回す。 

③OEM は問屋等を通すが，自社 HP にて完全オリジナルアイテム製造等も受けている。 

【革小物メーカーC】 

①OEM100%で，自社ブランドはない。 

②生産は全て外注している。担当しているのは生産管理や製品企画。 

③自社で販路を開拓することはコストがかかるので問屋等に一任する。HP やメーカー直販

サイト等も持たない。OEM 先は百貨店に並ぶ有名ブランドの製品が多い。 

 

以上の調査結果より，メーカーの現状について以下の点が指摘できる。 

 ①の OEM と自社ブランドとの割合について，OEM と自社ブランドの割合は各メーカー

によって様々であり，多くのメーカーは OEM と自社ブランドを並行して行っており，どの

メーカーも比較的 OEM の割合が多いことが分かった。また自社ブランドを開発する際には，

デザイナーを外部から招くケースは見られず，自社内で商品の企画やデザインがなされて

いた。一方，自社ブランドの割合が低い，もしくは自社ブランドを持たない理由の 1 つと

しては，問屋等を介さないので市場ニーズを正確に掴むことが難しく，安定した利益が見

込めないことがあげられる。 

 ②の自社内で行う工程と下請け先の有無に関して，品質管理を追求して自社で一貫して

生産することを優先するメーカーと，コストを考え下請けに仕事を発注する，もしくは海

外に製造拠点を移すメーカーの 2 つに大別された。しかし，海外に下請け先を移すという

メーカーは聞き取り調査の結果からみて数はまだ少なく，地場産業振興策としてメーカー

にデザインを取り入れ，企画力をつける意味はあると考えられる。 

36



 ③の取引先及び販売経路では，OEM だけを請け負っているメーカーとその他のメーカー

とで違いが見られた。前者では流通等は全て問屋等に任せており，たとえ流通を担ってい

るとしても，コストが比較的かからないオンラインショップ等に限られた。販路開拓には

コストがかかるため，OEM による製造割合が多くなるといった声も聞かれた。後者の販売

経路として多く見られたのは，大手百貨店であることが特徴的であった。さらに，オンラ

インショップやネット通販，カタログ販売に機内誌での営業，また展示会への出品や，自

社のショールームでの製品展示等，多岐に渡る販売経路開拓の試みが見られた。 

 

4.4.2 デザイナーの実態 

4.1 で示した構図におけるデザイナーの実態について，デザイナーへの聞き取り調査を行

った。台東区の政策による影響をより正確に見るため，政策により台東区に直接誘致され

たデザイナーとその他のデザイナーに分けて記す。 

（1）台東デザイナーズビレッジ，浅草ものづくり工房のデザイナー 

 台東デザイナーズビレッジは，設立された 2004 年から現在(2013 年 11 月）までに 52 社

が卒業しており，うち 25 社が台東区内にショップ・事務所等を構えている。現在 19 社が

入居していることから，計 44 社のデザイナーが台東区で事業を行っている事が分かる。ま

た浅草ものづくり工房は，設立された 2009 年から現在まで 9 社が卒業しており，そのうち

6 社が台東区内に残っている。現在 9 社が入居している事から，計 15 社が台東区で事業を

行っている事が分かる27。 

 私たちは，台東区の政策により直接的に誘致されたデザイナーがどのような工程を経て

商品を製作しているのかを明らかにするため，台東デザイナーズビレッジ，浅草ものづく

り工房の卒業生を対象に，聞き取り調査を行った。結果は以下の通りである。 

 

【質問事項】 

① 社内で行っている製作過程 

②   ①以外の工程の発注先 

③   その他 

＜1＞台東デザイナーズビレッジ 

【A 社（卒業生）】 

① デザインのみ 

② メーカー，職人に依頼 

③ 以前はすべての製作工程を社内で行っていたが，生産量が増えたため現在はデザイン

以降の工程をメーカー，職人に依頼している。発注先は台東区を含めた様々な地域の職人

やメーカーであり，特に台東区に対するこだわりはない。量産化するにあたっては，量・

                                                  
27 台東区提供資料「台東デザイナーズビレッジについて」2013 
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質・値段を考慮して も合理的な委託先を選択するため，台東区内・台東区外というこだ

わりはない。 

【B 社（現役生）】 

① デザインのみ 

② 職人に依頼 

③ 販売をおろそかにしないため，デザイン以外の工程をすべて職人に依頼している。取

引先の職人とは，知り合いからの紹介によって知り合い，これまで築いた職人との信頼関

係，それによる仕事のしやすさを大切にしている。 

【C 社（現役生）】 

① 全工程 

② なし 

③ 事業を始めたばかりであり，現在の生産量であれば製作の全工程を社内で行える，求

めている技術を持っている職人がいないため外注はしていない。しかし，今後生産量が増

えるようであれば，職人に生産を委託する可能性もある。 

 

＜2＞浅草ものづくり工房 

【D 社(卒業生）】 

① 全工程 

② なし 

③ 製作の全工程を社内で行っており，外注はしていない。その理由としては，自ら製品

を製作できること，また求めている技術力をもつ発注先がいないということが挙げられた。 

【E 社(現役生）】 

① ほぼ全工程 

② 職人 

③ 発注先は台東区で紹介してもらった職人である。製作に時間を使いすぎると，宣伝等

の広報活動ができないため，製作の一部は職人に依頼しているが，大部分は自ら製作して

いる。ただ，自ら製作も行っている一方，職人の技術力を高く評価しており，今後も今の

関係を保っていくつもりである。さらに，日本の国内産業のためにも職人に生産を依頼す

る方が良いという考えを持っている。 

【F 社（卒業生）】 

① 試作品の製作 

② 職人 

③ 試作品の製作以外はすべて職人に依頼している。その理由として，自ら製品をすべて

製作することは可能であるが，それによって新商品の考案にかける時間がなくなるという

ことが挙げられた。生産量は今後増やす予定であり，その際には現在取引を行っている職

人との関わりは保持しつつ新規取引先も確保するつもりである。 
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【G 社（卒業生）】 

① 試作品の製作 

② 職人，メーカーに依頼 

③ 全工程を社内で行うことは可能だが，販売をおろそかにしないために試作品の製作以

降は外注している。また，量産している商品に関しては主にメーカーに発注しており，現

段階以上に量産する場合でも，現在の取引先との関係は続けていく。 

【H 社（卒業生）】 

① 全工程 

② なし 

③  現在の生産量程度であれば社内で十分であるため，外注は一切していない。また，オリ

ジナルブランドの作成のみではなく，下請けも行っている。今後生産量を増やすとしても，

可能な限り社内で製造し，納期に間に合わないようであれば外注する。 

【I 社（卒業生）】 

① 商品によるが，全工程社内で行うことはない。 

② 職人に依頼 

③   試作品製作以降の工程を職人に発注している。現在関わっている職人は，仲介業者か

らの紹介，もしくは自身で探した人である。今後量産するとしても，現在の取引先を変え

るつもりはない。 

【J 社（卒業生）】 

① 箔押し（ロゴのプリント） 

② 職人に依頼 

③ 試作品は社内で作り，箔押しより前の工程を台東区内の職人に外注している。それ以

降の製作はすべて自ら行なっている。 

 

（2）その他のデザイナー 

 台東デザイナーズビレッジ，浅草ものづくり工房を設立したことによって，台東区は「モ

ノづくりの街」というイメージを形成した。その影響を受け，若手デザイナーが台東区内

に流入してくるようになった。2010 年には，㈱JR 東日本都市開発によって「2K540」と

いう，若手デザイナーがショップを構えるエリアが開設された。我々は，2K540 内に出店

している 46 社のうち，革小物を扱う 7 社に対し，職人との関わり合いについて聞き取り調

査を行った。結果は以下の通りである。 

 

【質問事項】 

① 社内で行っている製作過程 

② それ以外の製作過程 

③    その他 
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＜3＞2K540 

【あ社】 

① デザインのみ 

② 職人に依頼 

③ 鞄，財布等商品をデザインし，製作はすべて職人に依頼している。製作したものはシ

ョップで販売している。今後も現在の生産量程度であれば，あえてメーカーに発注するつ

もりはない。 

【い社】 

① 全工程 

② 社内の職人 

③ 社内に職人が存在しているため，外注は一切していない。 

【う社】 

① 一部の工程 

② 革問屋で 4 件，金型で 2 件，箔押しで 2 件，パーツで 5−6 件 

③ 一部の工程を社内で行い，その他の工程は職人に依頼している。 

 

（1）（2）の聞き取り調査結果より明らかになったのは以下のような点である。 

 （1）の台東デザイナーズビレッジ，浅草ものづくり工房のデザイナーより，台東区の政

策によって台東区に誘致されたデザイナーは 89 社（台東デザイナーズビレッジ 71 社，浅

草ものづくり工房 18 社）であり，現在も 59 社が台東区で事業を行っている。うち数社に，

発注先との関係についての聞き取り調査を行ったところ，以下のような傾向があることが

明らかになった。①発注先はメーカーより職人が多い，②今後生産量を増やす場合も取引

先を変えるつもりはないデザイナーが多い(メーカーに外注する見込みがあるデザイナーが

少ない)，③自社内で全工程を担っている，あるいは一部の工程を自ら製作できる能力を持

っているデザイナーが多いという傾向が明らかになった。 

 また，（2）その他のデザイナーより，台東区が行った政策によって直接的に誘致された

デザイナーのみならず，政策による「モノづくりの街」というイメージ作りによって台東

区に流入してきたデザイナーが多くいることが分かる。そして，それらのデザイナーを対

象に聞き取り調査を行ったところ，①発注先はメーカーより職人が多い，②本社や工房は

台東区外であり，販売のみ行っているデザイナーもいるが，主に自ら製作する能力がある

デザイナーが多数である，という特徴を持っていることがわかった。 
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第 5 章 デザイナーとメーカーの連携に関する考察 
第 4 章でのデザイナーに対する聞き取り調査結果から，台東デザイナーズビレッジや浅

草ものづくり工房の設立によるデザイナーの誘致，それに伴う「モノづくりの街」という

ブランドイメージの構築，そのブランドイメージによるデザイナーの流入といった点にお

いて，台東区の政策は成功したと言える。しかし，4.3.1，4.3.2 にて示した通り，本来デザ

イン性を取り込むべき主体はメーカーであるにも関わらず，メーカーとデザイナーとの接

点があまり生まれていないことが明らかになった。この章では，デザイナーとメーカーの

現状を分析した上で，台東区内でデザイナーとメーカーの間に連携が生まれなかった原因

を探る。 

 

5.1 デザイナーとメーカーの協働の難しさ 

デザイナーに対する聞き取り調査をまとめると，①外注を必要としているデザイナーは，

メーカーではなく職人に発注する，②そもそも自ら製作を行うデザイナーが多い，という 2

つの背景が見えてきた。 

 ①について，知り合いや台東区から発注先を紹介してもらった場合，メーカーを紹介さ

れることはほぼなく，多くの場合は職人を紹介されている。また台東区に入ってきた多く

のデザイナーは，まだ量産する段階まで成長できておらず，製品を量産する必要性がない

ため自身で生産を行う，もしくは現在取引を行っている職人で十分だと考えている。その

ためメーカーに発注する必要性を感じていないのである。 

 また②に関して，政策によって台東区に来たデザイナーの多くは，自身で商品を製作す

ることができるため，外注すらしていないケースも見られた。さらに，現在はデザインの

みを行っていても，将来的には自身で製作も行うつもりであるというデザイナーが多かっ

た。  

 一方で，メーカーに対する聞き取り調査結果から，メーカーには OEM 生産のほか，自社

ブランドの展開をしている企業も見られたことは，4.4.1 でも述べた通りである。自社ブラ

ンドを既に展開している企業に関しては，外部からデザイナーを招くという事例は見られ

なかった。つまり①自社ブランドを有するメーカーにおいては，外部デザイナーへの需要

が少ないことがうかがえる。 

 また，自社ブランドを持たない(あるいは OEM と比較して，自社ブランドの割合が低い)

企業については，②販路の開拓にコストがかかる，③マーケティング能力をそもそも持っ

ていない，という理由が挙げられる。 

 ②の販路の開拓にコストがかかることに関して，販路を確保することは人的・金銭的に

も多くのコストがかかる。問屋を中心とする従来の販路を使うことでそのコストを削減で

きるのは多くのメーカーにとってはメリットであり，OEM の割合が大きい理由の一つであ

る。 
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③のマーケティング能力をそもそも持っていないことについては本来，OEM を委託する

企業が販売・マーケティングを，受託する企業が製品の開発と生産を分業することが特徴

としてあげられる。OEM メーカーが自社ブランドを立ち上げるとなると，販売やマーケテ

ィングをどう補うかが課題となり，ブランドの確立に伴い，自社による消費市場での新た

な顧客の獲得を目標とするマーケティング能力の開発が不可欠である。すなわち，OEM 受

託により得た資金や評判によって，既存の製造技術だけでなく，製品のデザイン企画や，

マーケティングノウハウをもとに自社のコア技術を確立させ，それらを発展させるための

仕組みづくりへの投資が重要となるのだ。（田口［2012］） しかし，このリスクをとって

まで自社ブランドを持つという選択に踏み切れるかどうかが，現在 OEM メーカーにとって

大きな壁となっている。事実，今回私たちが調査したメーカーの中には，「自社ブランド

生産は，あたるかはずれるかが予測できないため，自社ブランドを持って，上で述べたリ

スクを抱えるより，OEM の方に集中したほうが経営がうまくいく」という声もあったこと

から，マーケティング能力の取得が課題となっていることは明らかである。 

さらにこの 2 点に加え，④OEM 委託企業との競合ということも，OEM メーカーが自社

ブランドを持つうえでの障壁の一因としてあげられる。今まで受託だけを行っていた OEM

メーカーが自社ブランドを持つとなると，必然的に委託企業にも影響を与えることが分か

る。特に，OEM としての機能も保持しつつ，自社ブランドを展開する際には，相手先ブラ

ンドとの競合が大きな問題となる。（石井［2000］）OEM をする限り，双方に部品や完成

品等において共有部分が生まれるが，そこにおけるブランド間の差別は困難になる。パー

トナー間の同一顧客の奪い合いが生じてしまうのだ。（鈴木［2002］）このような OEM

受託企業と委託企業の間で双方が競争相手になることへの警戒心が生まれることから，委

託企業が受託企業にブランド技術の習得をさせないよう制約を設けたり，他の企業に委託

先を変更させられたりしてしまうという事態も実際に発生している。委託企業にとっては，

受託企業は効率的な生産を期待する相手ではあっても，ブランドの自立化を求める相手で

はないため，ライバルになりうることを危惧して防衛的になっているところも多いのであ

る。（田口［2012］）ゆえに，OEM メーカーにとって自社ブランドを持つことで得られる

メリットも大きいが，持つために必要なプロセスへの制約が生じており，容易に自社ブラ

ンドを展開することができないということがうかがえる。 

 以上より，デザイナー側には，①外注を必要としているデザイナーは，メーカーではな

く職人に発注する，②そもそも自ら製作を行うデザイナーが多い，という理由があること，

他方でメーカー側にも，①自社ブランドを有するメーカーにおいては，外部デザイナーへ

の需要が少ない，②販路の開拓にコストがかかる，③マーケティング能力をそもそも持っ

ていない，④OEM 委託企業との競合に対する危惧，という理由があるために，台東区にお

いてデザイナーとメーカーが連携することが難しくなっていると言える。 
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 5.2 他の地域における地場産業振興政策 

 では，デザイナーを地場産業活性化のために誘致したことで，実際にメーカーとデザイ

ナーの連携が生まれた事例はあるのだろうか。ここで，福井県福井市が地場産業振興のた

めに行った取り組みを紹介する。 

 

5.2.1 福井市の地場産業 

 福井市では，古くから繊維産業が盛んであり，福井の発展に大きな影響を与えてきた。

以下の図を見ると，従業員数，事業所数，製造品出荷額数全てにおいて，福井市にとって

非常に重要な産業であり，かつ全国においても福井市の繊維産業の重要性が高いことが読

み取れる。 

図 16 福井市内の事業所数 

 

（出所）工業統計（2010） 
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図 17 福井市の従業者数 

 

（出所）工業統計（2010） 

 

図 18 福井市内の製造品出荷額等 

 

（出所）工業統計（2010） 
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図 19 全国の製造業における福井県が占める割合と順位 

（出所）工業統計（2010） 

 

 繊維産業において，福井を含む北陸産地には，以下の 3 点の特徴が見られる。 

①川上（原糸）から川下（製品）に至る中間工程で蓄積された高い技術力を有する企業

が集積していること，②製品用途面で汎用性の高い合成繊維の産地であること，③行政が

企業間の連携を強め，産業集積を促進する政策を打ち出していること，の 3 つの特徴が見

られる。28 

 

5.2.2 地場産業の現状 

 福井県では西暦 2，3 世紀頃織物産業が始まったが，この地場産業も台東区の皮革産業同

様に，衰退が叫ばれている。その主な理由として，中国の繊維産業台頭による競争激化，

中国における中級品への需要の高まりによる市場の拡大が挙げられる。特に福井市内の繊

維産業においては，上記の要因による全体の構造変化の中で，東アジアと競合する一部分

の工程のみを担っている工場や高齢経営者の工場等の廃業が進み，産業の縮小が著しいこ

とが指摘されている29。 

                                                  
28 日本銀行金沢支店ほくりくのさくらレポート vol.11：

http://www3.boj.or.jp/kanazawa/kouhyou/report/report11.pdf 
29 福井県「福井県の繊維産業」：http://www.pref.fukui.jp/doc/chisangi/sangyou-gaiyou.html 

種別 品名 H22 全

国順位

全国に占める割合

織物 羽二重類（交織を含む）（広幅のもの） 

ビスコート人絹織物 

アセテート長繊維織物 

ポリエステル長繊維織物 

1 

1 

1 

1 

39.1%

55.1%

20.0%

30.4%

ニット たて編ニット生地 

ニット製スポーツ上衣 

ニット製スポーツ用ズボン・スカート 

1 

1 

1 

48.6%

37.8%

36.3%

染色・整理 絹・人絹織物精錬・漂白・染色 

合成繊維長織物精錬・漂白・染色，レーヨ

ン風合成繊維織物機械整理仕上げ 

ニット・レース染色・整理 

1 

2 

  1 

61.2%

11.3%

71.1%

レース・繊

維製品 

編レース生地 

細幅織物 

1 

1 

28.8%

30.2%
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5.2.3 福井市の産業振興政策 

 このような地場産業の現状を受け，福井市では 2002 年より産業振興のためのプロジェク

トを始めた。  

（1）プロダクト X 

 2002 年当時の福井市長である酒井哲生氏の呼びかけにより，若手経営者らによる「地域

産業創造会議30」が結成された。この会議において，推進委員長を務めた二口誠一郎氏は，

「統計データからは見えてこない地場産業の現状を把握するため，推進委員のメンバーで

手分けして市内の企業を回り，ヒアリングを行うことから始めました」と取材に答えてい

る。31そこで明らかになったことは，まず 1 つ目に，福井市には零細企業やものづくりを担

う職人が多く，他の地域には真似できない技術があるということである。2 つ目に，川上か

ら川下へ製造する流れがあることが特徴であり，同じ工程を担う者同士の横のつながりが

あまり見られないということである。そして 3 つ目に，全体的に部品や中間材を製造して

いる会社が多く，福井市を代表する繊維産業においても，彼らが関与している工程は一部

分であるという現状である。 終製品を手がける企業が少ないため，商品の企画力やマー

ケティング力，デザイン性に課題を持っていたのである。 

 そこで，地域産業創造会議が指揮を執りながら，地元メーカーと連携を図り，福井産と

しての商品を生み出すことで付加価値の高い商品を市場に送り出すことを目的とした「第

一次プロダクト X 事業」がスタートした。一般の消費者から公募された商品のアイデア 300

個以上の中から，実現可能な案をいくつか採用し，実際に 4 件が商品化するまでに至った。

結果的に，健康食品や，ごみステーション，ペット商品等の製品が生み出されたものの，

これらの商品に共通点はなく，商品カテゴリーが統一されていないという課題が浮上した。

商品自体に問題はなくても，単品だけでは商品が埋没してしまい，売り場の確保，販路の

拡大という点で苦戦したのだ。良い商品を作った後の「売る」という視点が欠けていたた

め，結果的に，大きな成果を残せずにプロジェクトは 2005 年に終了した。 

（2）おいしいキッチンプロジェクト 

この失敗をふまえ，福井市が行ったのが，「おいしいキッチンプロジェクト」である。1 つ

の製品を複数メーカーで作るのではなく，1 つの製品は 1 つのメーカーに任せ，複数の製品

を掲げた統一ブランドの中でまとめる方針に転換した。ブランド化を行うために福井市は

デザイナーを誘致し，彼らと地場産業メーカーを融合させることで，商品を生み出すこと

に踏み切る。技術はあるが中間材を担っており，自社ブランドを立ち上げられないメーカ

ーが多く存在する福井市だからこそ，彼らの素材の力を引き出すデザイナーと協働するこ

とで，地場産業を盛り上げることができると考えたのだ。 

                                                  
30 「福井市の地域産業の活性化の仕組みを創造するために結成された組織。福井市による助成金事業とし

てスタート。期間は 5 年。福井市への政策提言が当初の目標だった。」（山下，関田［2008］） 
31 商工ジャーナル 2007 年 10 月 p.18-20 
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 実際，福井市議事録（平成 18 年 6 月 27 日予算特別委員会）から，以下のような発言が

商工労働部長からされている。「（プロダクト X において）初めは商品開発から販路開拓

までということで 1 つの商品を，例えばごみステーションとか，これも一応つくりました。

こういうふうな 1 つの商品をターゲットにしてやったのですけれども，なかなか全国展開

までに至らないということで，1 つのゾーンを 1 つのものに例えてそれを全国展開していこ

うということで，このモデルのプロジェクトとしておいしいキッチンプロジェクトを立ち

上げたところでございます。」 

 このおいしいキッチンプロジェクトでは，先ほどの「プロダクト X」の失敗の要因であっ

たカテゴリーのばらつきを改善するため，「キッチン用品」という 1 つのカテゴリーを決

め，その中で福井市の地場産業が作れる商品を生み出す仕組みを作った。おいしいキッチ

ンにおいて，総合プロデューサーとして活躍した二口誠一郎氏は，平成 22 年度 産業技術

連携推進会議 ライフサイエンス部会 第 7 回デザイン分科会 において，「元来，福井は

繊維とか眼鏡とかの産業が盛んでございまして、キッチンウェアーの商品開発とか， 終

商品の開発はあまり手がけておりません。この地域では， 終商品を開発している企業が

少なく部品を作っている会社が多くございまして，特に東アジアとの競争の中で，産業が

地盤沈下していくようにも思えました。このような環境下，なんとかしたいという思いで

始まった。」と述べている。 

 現在，このプロジェクトは，複数の企業でブランドを開発する代表事例としてメディア

でも多く取り上げられている。そして，ただメディアで注目を浴びているだけでなく，成

果を形としても残せているという点が特に評価できると考える。販売を開始した 2005 年か

ら売上を伸ばし，2006 年度に 8,500 万円，2007 年度には 1 億 3,500 万円，2008 年度には

リーマンショックの影響により世界全体で景気が悪くなったにもかかわらず，1 億 1,100 万

円の売上をあげた。店舗数から見ても，2006 年度は 63 店舗だったのが，2013 年現在では

約 300 店舗にまで拡大した。このことから，福井市おいしいキッチンプロジェクトの認知

度が年々高まっていると同時に，売上としての実績も残しているといえる32。 

 

5.3 福井市と台東区の比較 

福井市と台東区では地場産業は異なるものの，産業衰退原因や産業振興政策には共通点が

見られるため，両者を比較することで台東区において改善できる点を明らかにする。 

 

 

 

 

 

                                                  
32 福井市議事録 2006 年 6 月 27 日予算特別委員会，2006 年 11 月 21 日産業イメージアップ対策委員会，

2008 年 9 月 18 日予算特別委員会，2009 年 9 月 9 日定例会参照。 
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図 20 福井市と台東区の比較 

 台東区 福井市 

産業集積 皮革産業 繊維産業 

産業衰退原因 外的要因(問屋の発注量の海外シフト) 外的要因(中国繊維産業の台頭）

産業振興政策 メーカーとデザイナーの連携 メーカーとデザイナーの連携 

（出所）第 4 章，第 5 章検証より作成 

 

5.3.1 福井市の成功要因 

 5.2 で紹介した福井市の「おいしいキッチンプロジェクト」が成功と言われる要因は何で

あったのだろうか。その要素として考えられる 2 点をここで挙げる。 

（1）デザイナーとメーカーの間をつなぐ存在 

 福井市のこのプロジェクトにおいて，デザイナーとメーカーの意思疎通はこのプロジェ

クトが成功するか否かの非常に重要な鍵であった。 

「そもそも工場の現場の方々とデザイナーとでは『言語』が違いますから…。いきなり引

き合わせても，建設的なコミュニケーションは図れないと思ったのです。」「売れる商品

を作るためには，デザイナーとメーカーの間でディレクションする人間が必要。デザイナ

ーが地場のメーカーと直で仕事を進めてしまうと，得てして創りたいものを自由に創って，

それで満足してしまいがち。」と，デザインディレクター33を務めた酒井俊彦氏は指摘する。

（山下，関田［2008］）そこでおいしいキッチンプロジェクトでは，デザイナーとメーカ

ーの一対一の関係を防ぐため，デザイナーとメーカーの間をつなぐ人を設けることでこの

問題を解決した。二口氏も，「売り場に商品を供給して行くには，量産体制とか販売体制，

在庫リスク，経費のリスクをどのように分担するのか，迅速な経営判断をマネージメント

するような中核企業，或いはリーダーが連携の場に必要だろうと考えています」と，連携

役の存在の重要性を説いている34。事実，このようなデザイナーとメーカーの間を取り持つ

人がいたおかげで，当初はこのプロジェクトには乗り気でなかったメーカーも，理解を示

すようになった。 

 

（2）商品カテゴリーの統一による販路の開拓 

 福井市が 初に取り組んだ「プロダクト X」では，商品のカテゴリーにばらつきが見られ，

                                                  
33 基本的に商品の卸先，売価，プレスの方向性からブランド名までを決める。酒井氏は実質 初の 3 年の

プロデュースを担当。（酒井俊彦氏への聞き取り調査より） 
34産業技術連携推進会議ライフサイエンス部会第 7 回デザイン分科会（2010）：
https://unit.aist.go.jp/col/sgr/gijutu/life/katudohokoku/data/20.7.8design-gijiroku.pdf 
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まとまった売り場を確保することができなかったため，おいしいキッチンプロジェクトで

は，この点を非常に重視したことは先程も述べた通りである。二口氏も，「おいしいキッチ

ンは商品開発をしている段階から市場調査，小売店への営業をどんどん仕掛けて参りまし

た。作っている段階から売り方の仕組みを作っていく必要がある35。」と述べている。いく

ら良いデザイン・売れる商品を作ったところで，販路がなければ市場に行き渡らないため，

商品カテゴリーを統一することで売り場を確保し販路開拓につなげたことが，福井市のプ

ロジェクトが成功した一因だと言える。 

 

5.3.2 福井市と台東区の考察 

 先ほどの 4 章で述べた台東区における問題と福井市の事例を主体ごとに比較すれば，ま

ず台東区のデザイナー側には，①外注を必要としているデザイナーは，メーカーより職人

に発注する，②そもそも自ら製作を行なうデザイナーが多い，という問題点があることは

5.1 で述べたとおりである。 

 ①に関して，福井市に誘致されたデザイナーは経験豊富なデザイナーであり，メーカー

と組むことが決められている点で台東区と異なっている。また②に関しては，福井市の事

例におけるデザイナーはデザイン企画のみを行い，台東区のように製品の製作をしないと

いう点で違いが見られた。 

 次にメーカーについて比較していく。台東区のメーカーには①自社内でデザインを行う

ことができ，外部デザイナーへの需要がない，②販路の開拓にコストがかかる，③マーケ

ティング能力をそもそも持っていない，④OEM 委託企業との競合に対する危惧，という 4

つの問題が挙げられた。 

 ④の問題に関して，同様の問題が起きたのかは不明であり比較は不可能であったが，ま

ず①に関して，メーカーが外部デザイナーを取り入れることに消極的であったのは福井市

の事例も共通であった。しかし，福井市ではディレクションを担う人がメーカーをうまく

説得する役割を行っていることが分かった。 

 ②に関しては販路を開拓するために，プロジェクトで「キッチン用品」という商品カテ

ゴリーの統一をすることで売り場の確保へと結びつけたと同時に，商品を一般に公開する

場である展示会にもこだわった。酒井氏によると，この展示会ではプロジェクトに関わっ

たデザイナーのコネクションを頼りに多くのジャーナリストやバイヤーを呼び集め，プロ

ジェクトの情報発信を効果的に行うことを徹底したという。デザイナーや行政が販路開拓

をサポートしたことが，台東区とは異なる点である。  

また③に関して，福井市ではディレクションを行う人の意向として「地場の伝統工芸と

名の知れたデザイナーが組んで，いかにもアートな作品が仕上がって，それがデザインの

賞をとったところで，ビジネスにつながらなければ結局何の価値にもなっていない。そう

した状況は絶対に避けたかった」（山下，関田［2008］）というように，福井市の伝統産業

                                                  
35同上。 
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等その地域色を打ち出すのではなく，消費者のニーズに沿った日用品を提供することに徹

した。台東区では消費者ニーズに沿った商品提供を促すことはなく，大きく福井市とは異

なっていた。 

 福井市の成功要因に学ぶことで，台東区のメーカー及びデザイナーが抱えるすべての問

題を解決できるとは言い切れない。しかし，メーカーの外部デザイナーへの需要のなさや

販路開拓やマーケティング能力を持つことの難しさに対しては，少なからず改善できる余

地があると考える。その方法として，福井市で見受けられたメーカーとデザイナーの間を

つなぐ人の存在や，行政やデザイナーが積極的に商品開発以外の面でサポートをしたこと

等が挙げられ，これらを台東区に応用することによる効果は期待できると考える。 
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第 6 章 結論 

 本稿では，日本の製造業の基盤を築いた地場産業に着目した。現在，地場産業は衰退の

傾向にあり，その原因は，国際競争の激化や高齢化，後継者不足等である。国を始め，地

方自治体，商工会等は地場産業の衰退を問題視しており，振興政策が各地で実施されてい

る。その中でも，地場産業にデザインを取り入れて活性化を図るという試みが注目されて

いることから，我々はメディアでも話題となっていた東京都台東区の皮革産業に焦点を当

てた。 

 台東区では，台東デザイナーズビレッジ，浅草ものづくり工房といったインキュベーシ

ョン施設を設立し，若手のデザイナーを育成することで地場産業にデザイン性を取り入れ

るという他に事例のない特徴のある振興政策を行っている。その政策は，メディアにも取

り上げられ，成功事例として評価されている。しかし，事業所数等のデータから見れば，

この政策によって皮革産業の衰退傾向が劇的に改善したと評価することは難しい。そこで

本稿では，デザインの力を利用して地場産業を再生するという手法が，なぜ台東区で十分

な効果を発揮できていないのかを明らかにしてきた。 

 皮革メーカー，台東区の職人，デザイナーへの聞き取り調査を行った結果，確かに衰退

傾向が当事者の実感としても改善していないことが明らかになった。さらに，この政策に

よってデザイナーから職人に発注が行われ，両者の間に新たな取引関係が結ばれるという

効果が一部に見られた。しかし，職人はそれぞれが特定の工程のみを担当する分業制をと

っており，完成品の販路を持たないため，デザイナーと積極的に連携し，新たな商品を企

画・製作するという主体的な動きは生じにくかった。 

一方，メーカーは完成した商品を流通させる販路を持っているため，デザイナーと連携

した商品を企画し，その商品を製造・販売することが可能な主体である。しかし，メーカ

ーとデザイナーが協働するには問題点も存在していることが明らかになった。まずデザイ

ナー側の問題点として，そもそも自ら製作を担うデザイナーが多く，職人に製造を委託し

ている現状がある。一方，メーカーには自社ブランドを展開する企業と，OEM 主体で自社

ブランドを持たない（あるいは自社ブランドの比率が低い）企業どちらも見られた。前者

においては，自社内でデザインを行うため，そもそも外部デザイナーへの需要が少ない。

後者に関しては，OEM 委託企業との競合や，販路開拓，マーケティング能力の欠如という

問題が，外部デザイナーと連携してデザイン性の高い商品を自力で企画・販売することの

障害となっているのである。以上のような点から，台東区の皮革産業においてメーカーと

デザイナーの協働が行われにくい環境にあることがいえる。 

 地場産業にデザインを取り入れた福井県福井市「おいしいキッチン」の事例との比較で

明らかになったことは，台東区では，産業構造等に見られた問題点を補う，メーカーとデ

ザイナー双方のディレクションを行う人や行政の適切な支援が不足していたことである。

もちろん，福井県と同様の方法で台東区のメーカー，職人，デザイナーが抱える問題をす

べて解決できるわけではない。しかし，メーカーが外部デザイナーをより積極的に活用す
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ることや，販路開拓やマーケティング能力の欠如を行うという点で「おいしいキッチン」

の事例を参考に改善できる点はあると考えられる。 

 以上のように，本稿では台東区の事例を取り上げ，その衰退要因と産業振興政策を考察

することで，地場産業がデザインを取り入れることの妥当性について検討してきた。台東

区の地場産業衰退の要因やデザインを取り入れた際の問題点は，その地域における生産・

流通の構造を正確に見極め，適切な主体に働きかけることができるよう，デザインの取り

入れ方を吟味しなければいけないということを示唆している。その意味で，本稿で指摘し

た問題は皮革産業や台東区のみに当てはまる特異な例ということはできない。地場産業振

興政策にデザイン性を取り入れることは今日注目されているが，デザインを利用しさえす

れば必ず成功するというものではない。それぞれの地域における生産・流通の特徴をとら

え，適切な方法でデザインを取り入れることができるような働きかけが重要となるのであ

る。 
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付録 

 

台東デザイナーズビレッジについて 

  1 設置の目的 

 台東区は、靴、鞄、アクセサリー等のファッション雑貨関連産業が集積している地域

である。台東区の地場産業の活力、競争力を高めるためには、企業の自主企画による高

付加価値・差別化製品を生産することが求められている。 

 そこで、デザイナーに創作の場を提供し、デザイン分野の人材と機能の集積を図り、

創造的なモノを生み出す拠点とするため、デザイナーの創業支援施設（インキュベーシ

ョン施設）として台東デザイナーズビレッジを設置するものである。 

 

2 基本的な機能 

（1）靴、バッグ、アクセサリー、アパレル等のファッション関連産業の分野で事業を

起こし、自立しようというデザイナー（個人や創業間もない法人） 

をハード・ソフトの両面から支援する。 

・低額で利用できる事務所や無料で利用できる制作室、ショールームなど、デザイナー

の創作・制作活動に必要な場所を提供する。 

・インキュベーションマネージャー（村長）を核として、経営やマーケティング、営業、

ネットワークづくりなど様々な支援ソフトを提供する。 

（2）地場産業の企業にとって商品開発等を行う上で有効な機能を提供する。 

・村長のコーディネートにより、企業に対し適切なデザイナーを紹介し、商品企画・デ

ザインの依頼を容易にする。また、企業のデザイナーの協働による商品開発を促進する。

 

3 入居者について 

（1）入居資格 

靴、鞄、バッグ、ベルト、帽子、アクセサリー、ジュエリー、アパレル等ファッション

産業及びその関連産業に携わる業種を中心としたデザイナー等、もしくはファッション

関連産業やデザイナーを支援する業務を行う者等 

で、創業を予定しているまたは創業 5 年以内の企業または個人。 

（2）入居期間 

原則 3 年以内ただし、2 年での卒業を目標とし、1 年ごとに更新のための審査を行う。 

（3）入居者数 

19 社（3 年目：5 社、2 年目：7 社、1 年目 7 社） 
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  （4）利用料金 

①使用料 月額 8 万円～1 万 6 千円 

②共益費  月額 2 万 1 千円～2 万 7 千円 

③保証金 使用料の 3 ヶ月分 

④各室の電気料金、電話・インターネットの通信費、ゴミ処理費等は各自負担。 

 

4 入居者への支援 

（1）総合的支援 

ファッション産業に精通したインキュベーションマネージャー（村長）を配置し、入居

企業の指導育成や地元企業との業務の斡旋・調整など、入居企業支援のための総合調整

マネジメントを行う。村長は公募により決定した。 

また状況に応じて、台東区商工相談員や税理士等を派遣し、経営、税制等の相談を実施

する。 

（2）情報の提供・発信 

セミナーを開催し、ビジネスに役立つ情報を提供する。また、専用のホームページを開

設し、入居企業の紹介・活動内容等の情報を発信する。 

（3）地場産業との連携 

施設公開屋交流会等を通じて地場産業団体と入居者の交流を促進する。また、地場産業

団体の協力を得て、工場・職人の紹介、工場見学等を行う。 

（4）地域との交流 

 地域住民との交流を深めるため、手作り教室や施設公開などのイベント等を企画す

る。 

5 卒業者について 

 卒業者数 52 社（うち 25 社が台東区内にショップ・事務所等を構える） 

 

6 実績と課題、今後の展望について 

（1）開設以来、入居者及び施設が TV,雑誌、業界誌等で度々紹介されている。平成 22

年度は把握できているものだけでも 60 件近く、平成 23 年度、24 年度は 30 件近くの掲

載件数があり、台東区の産業施策のイメージアップ、PR に大きく貢献している。また、

都内デパートから、催事を企画しているので台東デザイナーズビレッジの入居者に参加

して欲しいいう引き合いは多い。 

55



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：台東区「デザイナーズビレッジについて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（2）平成 24 年度は 7 室の入居者募集に対して 54 社の入居申込みがあり 7 倍を超える

倍率となった。常に満室の状態にあり、東京という立地を差し引いても、これまでの活

動や卒業生の活躍が入居希望者に評価されていると思われる。しかしながら、都内でも

ファッション関連の創業支援施設が開設されてきており、今後は競合が予想される。 

（3）台東区の産業集積を活かして、入居者が区内企業から材料を購入したり、生産を

依頼したりするケースは多い。 

（4）台東デザイナーズビレッジ周辺はもともと伝統産業やファッション関連産業が集

積していた地域であったが、そこに優秀なデザイナー・クリエイターが集まることで、

改めて“ものづくりの街”として再注目され始めている。事実、ここ 1～2 年で施設周辺

がものづくりの街「徒蔵」エリアとしてメディアに特集されることが非常に増えた。卒

業生が今後も区内に店舗を構え、来街者がこうした店舗を巡るようになれば、まちの回

遊性も高まり産業面だけでなく観光面でも貢献できる。上野、浅草、谷根千（谷中、根

津、千駄木）に続く新たな観光スポットとなる可能性も秘めている。 

（5）平成 21 年 12 月に開設した皮革関連産業を中心とする、もう一つの創業支援施設

「浅草ものづくり工房」との連携を図り、相乗効果を発揮する必要がある。 

（6）区外に転出した卒業生は区との関係がどうしても希薄化する傾向にある。卒業生

の区内定着をより向上させる必要がある。 
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浅草ものづくり工房について 

  １ 浅草ものづくり工房の設立 

 浅草ものづくり工房は、台東区の地場産業である靴、鞄、バッグ、ベルト、帽子、ジ

ュエリー、アクセサリーなど、ものづくり分野で事業を興し、成長させていこうという

個人や創業間もない法人を支援するための施設として、平成 21 年 12 月、台東区橋場に

開設された。経営、マーケティング、営業、ネットワークづくりなど、様々な支援を提

供することで、入居期間中（原則 3 年以内）に、企業としての充分な競争力を身につけ、

施設を卒業し、独り立ちしてもらうことを期待している。入居者にはものづくりにとっ

て最適な環境が提供される。事業推進のための支援・アドバイスが受けられる。より多

くのビジネスチャンスが得られる。 

 

２ 設立背景 

 台東区は靴、バック、帽子、ジュエリー、アクセサリーなど、ファッショングッズの

全国有数の生産地であり、これらの産業は台東区にとって、大切な地場産業である。し

かし、これらの産業は、昨今の海外からの高級ブランド品や安価な製品の大量流入など

により業績の低迷、事業所数の減少傾向が続いており、台東区でも例外ではない。また、

職人の高齢化及び後継者不足も新奥菜問題となっており、これらの産業の活力と競争力

を高めるため、ものづくり分野を支える人材の育成が必要となっている。 

 さらに行政の議事録では、「台東区の地場産業である皮革履物産業は、大変厳しい状

況にあると認識いたしております。地場産業の将来を担う若手の育成を支援するため、

台東デザイナーズビレッジに引き続き、浅草ものづくり工房を開設したところでござい

ます。両施設を中心として幅広く関係団体との連携を深め、地場産業のさらなる振興を

図ってまいります。」（台東区議会本会議録平成２１年第４回定例会） 

 

３ 設立目的 

 浅草ものづくり工房は、その台東区につどい、各分野のものづくりにたずさわる若手

職人・クリエーターの職業的自立を支援すると同意に、既存の産業・企業との交流を図

り、共に協力して、”ものづくりの明日”を築いていくための施設である。 
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４ 入居者について 

(1)入居資格 

①靴、鞄、バッグ、ベルト、帽子、ジュエリー、アクセサリーなど、台東区の地場産業

であり、台東区内で創業を予定している個人、または創業 5 年以内の法人。 

②ビジネスを拡大する意欲が高く、また創業のための支援が必要と認められること。 

③台東区内の地場産業や地域の活性化に寄与する活動を行う意欲があること。 

④施設の利用期間終了後、台東区内において、引き続き事業を行おうとする意志を有す

ること。 

(2)入居期間 

3 年以内 

(3)入居者数 

9 社(靴の製作販売：７社、鞄の製作販売：1 社、アクセサリーの製作販売：1 社) 

(4)利用料金 

使用料：月額 10,000〜12,000 円 

共益費：月額 18,000〜22,000 円 

※保証金：使用料の 3 ヶ月分 

 

５ 入居者への支援 

(1)ディレクター•マネージャーの存在 

運営のディレクション活動、浅草ものつくり工房全体のプロモーション活動、入居者と

地場産業点企業とのコーディネーション活動、ものづくりい対する指導、アドバイス、

販売に向けたマーケティングの指導をする 

(2)セミナーなどの開催 

「モノコボ交流セミナー」、「月刊モノコボ交流ミーティング」、「モノステージ」などの

開催を行う 

(3)地域との交流 

モノづくり工房施設公開、地域の人を招いてのウォーキングツアー、革の端切れを利用

して「革と親しむ。戯れる」をコンセプトに行う子供向けワークショップなどを行う 

 

6 卒業生について 

第 1 期卒業生の 9 社中 6 社が台東区で事業している 
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資料：台東区議会会議録，浅草ものづくり工房発表資料 

 

 

 

 

台東区内

67%

台東区外

33%

卒業生の活動地域
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