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要約 

伝統産業について具体的に調べるために、いくつかの企業を訪問し、ヒアリング調査を

行った。平成 29 年 11 月現在、国指定の伝統的工芸品は全国に 230 品目あり、京都には最

多の 17 品目がある 。そこで、京都の伝統的工芸品産業のうち、西陣織、京友禅を営む企

業、そして新しい事業を展開する企業を訪問した。また、愛知県の伝統的工芸品である有

松絞を営む企業を訪問し、それぞれの企業に産業の現状・問題から新たな取り組み、企業

展開について伺った。これらの企業の調査研究を手掛かりに、伝統産業の今後の発展につ

いて考えた。考察の結果、伝統産業を存続させていくためには、いくつかの方法で、伝統

的工芸品を“産業”として成り立たせることが必要であることがわかった。伝統的工芸品

を“産業”として成り立たせるためには、まとめると、以下のようなことが必要であると

考える。・1. 伝統産業は閉鎖的になりがちであるが、 オープンなスタンスでやっていくこ

とが必要である。・2. 伝統・技術を上手く伝えられる人たちと積極的に連携していくべき

である。・3. 日常にあるもの×伝統的工芸の技術×素材の 3 つを掛け合わせることで、昔

からあるものを新たな価値あるもとして生まれ変わらせることができる可能性がある。・4. 
3．の可能性を現実に変えるためには、伝統産業で培われた技術を生かせるものと連携する

ことで、時代に合った新たなものを創造していくことを追及することが必要である。これ
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はじめに 
まず、この論文で取り上げる「伝統産業」という言葉について検討する。 
「伝統産業」という言葉の定義については、山田順一郎氏の研究によると、同志社大学

の黒松巌氏の 1950 年代から 1960 年代にかけて行われた西陣と友禅についての一連の研究

に起源を持つようである 1。山田氏は伝統産業の定義についてのいくつかの考察後、伝統産

業について、次のようにまとめられている。 
 
「伝統産業とは、地域において、明治以前より永年にわたり培われ、伝承されてきた高

度な技法を、独自の分業体制のなかで生産され、独特の流通機構と販売取引関係をつくり

あげてきたものということができる。」2 
  
伝統産業のこのような理解は私たちの普段の使い方の実感とも合致している。では、伝

統産業をこのように理解するとして、伝統産業は、実際に国の政策の中で、どのように扱

われているのであろうか。経産省は、伝統産業を次のように規定し、取り扱っている。 
 
「「伝統的工芸品」とは、次の要件を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律

（昭和 49 年法律第 57 号、以下「伝産法」という。）に基づく経済産業大臣の指定を受けた

工芸品のことをいいます。 
１．主として日常生活で使用する工芸品であること。 
２．製造工程のうち、製品の持ち味に大きな影響を与える部分は、手作業が中心である

こと。 
３．100 年以上の歴史を有し、今日まで継続している伝統的な技術・技法により製造され

るものであること。 
４．主たる原材料が原則として 100 年以上継続的に使用されていること。 
５．一定の地域で当該工芸品を製造する事業者がある程度の規模を保ち、地域産業とし

て成立していること。」3 
 
つまり、政府の政策では、伝統産業は伝統的工芸品産業のことを指すものとして扱われ

ており、日本の地方自治体も、これに沿った規定で、政策を展開している。 
                                                  
1  この部分は、山田順一郎氏が論文の中で指摘されている。山田順一郎「伝統産業におけ

る伝統性と革新性」『日本経営診断学会年報』21 巻 (1989)、208 ページ。 
2  同上書、209 ページ。 
3  経産省の次のページを参照。 
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/nichiyo-densan/index.html 

らのことは、今回調査した西陣織、京友禅、有松絞り以外の伝統産業についてもあてはま

ると考えている。 
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伝統的工芸品は、日本の技術の基盤、日本の歴史・文化の象徴として発展してきたが、

時代の変化に伴い日常の中にあるものではなくなり、生産額、企業数、従業員数が年々減

少している。伝統的工芸品産業は、著しい衰退傾向にあり、存続の危機にある。そういっ

た厳しい状況の中で、どのようにすれば伝統産業を守り、存続させることができるのだろ

うか。未来の伝統産業の在り方について、この論文で考えていきたいと思う。 
伝統産業について具体的に調べるために、いくつかの企業を訪問し、ヒアリング調査を

行うことにした。平成 29 年 11 月現在、国指定の伝統的工芸品は全国に 230 品目あり、京

都には最多の 17 品目がある 4。そこで、京都の伝統的工芸品産業のうち、西陣織、京友禅

を営む企業、そして新しい事業を展開する企業を訪問した。また、愛知県の伝統的工芸品

である有松絞を営む企業を訪問し、それぞれの企業に産業の現状・問題から新たな取り組

み、企業展開について伺った。この論文では、これら４つの企業調査を手掛かりにして、

伝統産業の今後の発展について考えたい。 
 

第一章 伝統産業の現状 
近年、伝統産業は働く人々、つくられるものそのものの数も減少しており、減少衰退傾

向が著しいといわれている。厳しい状況にある原因として、生活様式の変化やや海外から

の安価な輸入品の増加などによる「需要の低迷」、「技能者の高齢化」、技術及び技能の高度

化の進行、若者の働く場の不足による「人材・後継者の不足」といったことが考えられる。

今回、取り上げる西陣織、京友禅、有松絞りもこの問題に直面している。 
伝統的工芸品産業の生産額は昭和 59 年にピークを迎えるが、バブル崩壊をきっかけに、

生活様式の変化や海外からの輸入品の増加などによる需要の低迷によって減少、歯止めが

かからない状況である(図 1)。さらに、図 1 で示されている平成 21 年度以降もこの傾向が

続いており、伝統的工芸品産業振興協会によると、平成 24 年の生産額は約 1,040 億円と昭

和 58 年の 5 分の 1 にまで激減している。また、従業者数は、昭和 54 年約 29 万人であった

が、平成 24 年約 7 万人と四分の一程度に減少している。（表 1） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
4  次の書類 2 ページ目を参照。

http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171130001/20171130001-1.pdf 
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図 1 伝統的工芸品産業の生産額と従業者数の推移 

（出典：（財）伝統的工芸品産業振興協会調べ) 
（出所）経産省『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』2011 年 2 月 
 
表 1 伝産工芸品産業の現状 

(出所) 伝統工芸品産業振興協会のページより(http://kougeihin.jp/association/state/) 
 
京都市の繊維産業の事業所数、従業員数、製造品出荷額の推移であるが、調査方法の変

更があったものの、平成 25 年度は平成 16 年度と比べ、10 年でほぼ 4 割減となっている。

(表 2) 
 
 
 
 

http://kougeihin.jp/association/state/
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表 2 

（出所）京都市『京都市の経済 2015 年版』25 ページ。 
 

西陣織 

西陣織とは、京都の西陣で生産される先染めされた糸を使い模様を織り出す紋織物であ

る。西陣織の歴史は古く、平安時代に遡るが、室町時代の応仁の乱後に京都を離れた織物

職人が戻り、西軍の陣地が置かれていた付近に再度集まり、織物業を再開したのが起源と

なっている。その後、織物の町として発展した京都北西部が西陣と呼ばれるようになった。

また、「西陣」、「西陣織」は西陣工業組合の登録商標となっている。 
西陣織は、何千本ものたて糸とよこ糸が交差してできあがる。その特徴として、多くの

品種を少量ずつ生産する、いわゆる多品種少量生産方式で行われている。また、一つの作

品をつくるのに多くの工程を必要とし、各工程を熟練した専門家が行う専業分業化となっ

ている。現在、西陣では着物、帯地の他にもあらゆる織物が生産されているが、西陣織製

品の約 40％以上は帯であり、西陣は日本一の帯生産地である。5 
現在の西陣織は製品の用途拡大が進み、帯地や着物だけでなく、ネクタイ、ショール、

バック、インテリアなど、様々な織物製品が生産されるようになっている。西陣織が、国

                                                  
5  西陣織の概要と歴史については、西陣織工業組合のサイトを参照した。 
http://www.xn--bw2aw7w.com/index.html 
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の伝統的工芸品に指定されるのは、昭和 51 年 2 月 26 日である。 
西陣織は総出荷金額、企業数、従業者数、織機台数が激減していることが表 3 及び表 4

より見てとれる。 
 
表 3 

（出所）京都市『京都市の経済 2015 年版』28 ページ。 
表 4 

 
（出所）京都市『京都市の経済 2015 年版』28 ページ。 
 
京友禅 

京友禅とは、模様を染色するもっとも代表的な技法のひとつで、正絹に手描き染め、型
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染めしたものである。友禅は、京都でつくられる京友禅、金沢でつくられる加賀友禅、東

京でつくられる東京友禅の 3 つが有名であるが、京友禅が最初に生まれたといわれている。

京友禅の起源は、約 300 年前の江戸時代中頃、京都の扇絵師・宮崎友禅斎により確立され

たという。友禅の名称は、友禅斎から名付けられた。現在に伝えられる京友禅の技法は、「手

描き友禅」と「型友禅」に大きく分かれており、江戸時代の友禅染は、現在の手描き友禅

の基本である。明治時代には型紙を使って大量に染めることができる写し友禅が完成し、

写し友禅と摺り友禅が現在の型友禅となっている。明治後期には機械捺染の技法が開発さ

れた。工程は多いもので 14 工程あり、西陣と同じく専業分業化されていることで、高い技

術を伝え、品質の高い製品を受け継いでいる。6 
京友禅が、国の伝統的工芸品に指定されるのは昭和 51 年 6 月 2 日である。 
西陣と同じように、京友禅も、生産数量、企業数など、激減している。（表 5・表 6） 
 

表 5 

（出所）京都市『京都市の経済 2015 年版』29 ページ。 
 

表 6 京友禅の企業数・生産量の推移 
 ピーク時 ＊()内は年 平成 25 年 増減率 
企業数（社） 2,314(S54) 565 ▲75.6％ 
生産量（万反） 1,652(S46) 43 ▲97.4％ 
(出所)京都府『京都の伝統産業の振興について』2014 年 11 月。 
 

                                                  
6  京友禅の概要と歴史については、京友禅協同組合および京友禅協同組合連合会のサイト

を参照した。http://www.kyo-yuzen.or.jp/  http://www.kyosenren.or.jp/ 



7 
 

有松絞りについて 

有松・鳴海絞り（以下、有松絞り）とは、名古屋市緑区、有松・鳴海地域を中心に生産

される木綿の絞り染めである。慶長 13 年に尾張藩によって東海道筋に有松村が開発、その

村に移住してきた 8 名の 1 人が開祖竹田庄九朗である。竹田庄九朗が街道を行きかう人々

に、木綿に絞り染め施したものを土産として販売したことが有松絞りの起源といわれてい

る。 
特徴は、現在に至るまでに、100 種類を超える技法が生み出され、多種多様な技法が考案・

開発されてきたということである。また、西陣織、京友禅と同様に、一つの作品をつくる

までの各工程は専業分業化されている。7 
有松絞りが、国の伝統的工芸品に指定されるのは昭和 50 年 9 月 4 日である。 
有松絞りの統計資料は、ウェブ上で探せないが、ヒアリングによると、有松絞りでは、

最盛期には 1 万人以上いた職人が、現在は 20 人以下まで落ち込み、いちばん若い職人は 60
代半ばという現状だそうである。有松絞りにも、「和服離れ」、「後継者の不足、育成」、「委

託・不法プリント」といった問題がある。 
 
このような現状を打破するために、経済産業省では、「伝統工芸品産業の振興に関する法

律」8に基づく各種支援施策、伝統工芸品産業支援補助金などを展開してきた 9が、大きな

効果は感じられない。伝統産業についての政府の認識として、経済産業省の『ものづくり

白書 2016』において、次のように述べられている。 
「伝統産業においては、これまで脈々と何代にも渡り受け継がれてきた技術や職人の技

がある一方、ライフスタイルや価値観の変化、汎用品の普及などに伴い、伝統的な製品が

そのままでは受け入れられなくなってきていることも否めない。（中略）一方で、モノがあ

ふれる時代だからこそ、伝統品のもつ味わいや美しさ、きめ細やかさなど、伝統品の良さ

が見直されつつもある。」10 
また、伝統産業の今後については、「我が国の技術力の原点として、また、地場産業とし

て、広く地域社会に貢献してきた伝統的なものづくりの技術を継承していくと同時に、新

しい技術やマーケティングなどを取り入れることにより、用途の拡大、展開地域の拡大に

繋げていくこと、今の時代に合った変化や工夫を取り入れていくことが今後の事業継続に

                                                  
7  有松絞の概要と歴史については、竹田嘉兵衛商店のサイトを参照した。 
http://www.takeda-kahei.co.jp/history 
8 法律の具体的な内容については、次のサイトを参照。 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=349AC1
000000057&openerCode=1  
9 今年度の補助金公募は、次のような要領で、行われた。 
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k170110001.html 
10 「伝統技術と新しい技術の融合」経済産業省『ものづくり白書 2016』（経済産業省・厚

生労働省・文部科学省、2016）、178 ページ。 
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おいて重要な要素となると考えられる。」11と示されている。 
今後、伝統産業は新たな取り組みを通じて、産業の立て直し、活性化を図ることが必要

であると分かる。しかし、「新しい技術やマーケティングなどを取り入れることにより、用

途の拡大、展開地域の拡大に繋げていくこと、今の時代に合った変化や工夫を取り入れて

いくこと」の重要性は指摘されているものの、その内容は明確には示されておらず、具体

的にどういった取り組みをしていくべきなのかがこの中では明らかにはなっていない。そ

こで、以下では、新たな取り組みを行っている企業を手掛かりに、今後、伝統産業が発展

していくためにどのようなことが必要かについて考えていきたい。 
 

 
第二章 京都の伝統産業の新しい取り組み 
この章は、京都の代表的な伝統的工芸品産業である西陣織(=有限会社フクオカ機業)と京

友禅の企業(=かね井染織株式会社)と伝統工芸品産業の技術を活かして新たな産業を興そう

としている企業(株式会社京都レザー)の訪問で得た聞き取り調査をまとめたものである。12 
有限会社 フクオカ機業 

フクオカ織業は、シルクの織物や炭素繊維を使った織物などを製造している企業である。

シルクの織物の製品は、宮内庁関係のもの、伊勢神宮の式年遷宮、葵祭・祇園祭にも使用

されているものもあり、価値の高い貴重な絹織物を織っている工場でもある。 
フクオカ織業の特徴の一つは、西陣織の技術を用いて、高機能繊維と呼ばれる繊維を織

っていることである。炭素繊維のデザインは世界唯一の技術を誇っている。工場では 12 台

の機械で製造しており、8 台でシルクの織物を、4 台で炭素繊維などを中心とした繊維を製

造している。西陣織は、シャガードという機械を用いて織るのが特徴の一つであるが、機

械は絹を織る為につくられているため、炭素繊維を織るには向いておらず、機械の鉄が割

れてしまったりする。そこで、フクオカ機業では、炭素繊維を織るためにギアや糸に関わ

る部分などを改良するといった技術を用いて、炭素繊維を織るための新たな機械も導入し

ている。高機能繊維という繊維は、1 つの特徴を伸ばすことで、それ以外の機能はすべて切

り捨てているといった特徴を持つ繊維となっている。その中でも、炭素繊維は、鉄よりも

10 倍強く、鉄の 10 分の 1 の軽さという高強度、軽量かつ高弾性という特徴を持った繊維

である。その特徴から、自動車、オートバイ、レーシングカーなどに使用されている。ま

た、現在では飛行機にも用いられている。機体の 70％が炭素繊維でできており、機体が軽

くなることで莫大なジェット燃料の削減につながるというメリットを生み出すことができ

る繊維である。 
「西陣織」は縦糸と横糸の違う糸を本織することが可能である。そのため、例えば、摩

擦に強いアラミドと縦方向に強いカーボンを混織することなどが可能となる。この西陣織

                                                  
11  同上書、178 ページ。 
12  3 社の訪問調査日は、2017 年 8 月 9 日。 
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の技術を用いて、炭素繊維とほかの繊維をコラボさせることでお互いの弱点を補う新しい

織物をつくる。この技術の開発により、今までは平織やあい織りしかなく、柄を取り入れ

ることができなかったカーボンパーツに、様々な柄や文字を入れることが可能となった。

文字を織り込むことができることから会社名を入れるなど、今までなかった商品をつくり、

様々な用途に用いることが可能となった。しかし、この炭素繊維は横方向からのストレス

に非常に弱く、取り扱いにくく、織ることが非常に難しい。そのため、フクオカ機業だけ

が、炭素繊維を西陣織の技術を用いて織れる企業となっており、圧倒的な技術力で、ほか

にはできない織物をつくっている。 
 
かね井染織株式会社 

かね井染織株式会社は、京友禅一筋に創作加工を専業とし、友禅界の発展に尽力してき

た企業である。着尺、振袖、訪問着の染織加工を中心に事業展開している。近年には、バ

イオマス「ポリ乳酸繊維」で特殊染色を開発した。「耐熱性ポリ乳酸繊維」とシルクの交織

でも「両面染め」に成功し、注目を集める。 
透けるような薄手の生地や織穴にある紋紗への「両面染め」が可能なのは、かね井染織

株式会社のみとなっており、技術力とともに伝統を大切にしつつ革新を求める発想力・企

画力が強みとなっている。 
京友禅は、かつては得意先の委託加工のみだったが、近年では技術開発により、新たな

ものの染織が可能となっている。しかし、高い技術力があり、新たなものを開発しても若

者が継いでいけるような環境を整えるまでにはなっていない。これでは産業として成り立

っているとは言えないので、“世界に誇れる新しいもの”をつくることによって若者が働け

る環境をつくることができないか、産業として成り立たせることができないかとずっと考

えてきた。そういった中で、後に述べる京都レザーの田尻さんと出会い、皮革の染織に取

り組むことになった。皮革は、質が均一でなく、熱に弱いなど染織することが困難であっ

たが、新しい染色技術を開発し、若い人たちと一緒に取り組むということが事業を展開し

ていく上で必要であったという。実際に、「若い人たちがいなければできなかった。下手で

も、若い力がないと絶対にできなかった！」と力強くおっしゃられていた。また、呉服を

つくる側と消費者、売る側の不一致から、経済的に売れるほうを押していく世の中を懸念

されていた。例えば、昔は強くてしなやかな絹を使うことが一番高級とされていたが、今

は安物のほうがいいという時代へ変化し、最高級の仕立屋が潰れていってしまう、つまり

いいものがなくなっていくという時代が来てしまったことを懸念されていた。 
 
株式会社京都レザー 

京都レザーは、皮革素材と伝統工芸を掛け合わせたメイド・イン・ジャパンのレザーブ

ランドであり、皮革に箔加工、墨流し、絞りなど、京都の伝統技術を活用した独自のレザ

ーの開発、レザー商品販売を行っている企業である。京都レザープロジェクトでは、国内
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最大の皮革産地である姫路のタンナーと京友禅・西陣織といった京都の伝統産業の職人た

ちが連携し、日本で育まれた伝統文化である「用の美」を世界に通用する皮革へと生まれ

変わらせ、新しい皮革素材ブランドを伝統的工芸産業と共に創造しようとされている。京

都レザーが目指しているのは、皮革素材と伝統工芸を掛け合わせたメイド・イン・ジャパ

ンのレザーブランドであり、皮革に箔加工、墨流し、絞りなど、京都の伝統技術を活用し

た独自のレザーの開発を行っている。 
京都レザーの新しい取り組みは、社長の田尻さんが、京都の染屋織屋が多く潰れ、売り

上げが激減している現状を知り、呉服業界という産業が成り立たなくなっていると知った

ことがきっかけとなった。そこから、自らの価値をどういった所に出せるか、日常にあふ

れているレザー商品と京都の産業が結びつけられないのかという問題意識を持ち、事業を

始めたという。 
田尻さんは、伝統的工芸品産業の仕事が減少している現状において「伝統工芸を守ると

いうことよりも、“仕事を１つでも作る“ことが必要である」と考え、高く売れる所(=高く

買ってくれるところ)に素材を投入し、展開していくのが面白いのではないかと考え、京都

の染屋織屋と連携するに至ったという。 
2016 年から本格的に事業展開を始め、同年 2 月には毎年パリで開かれる最高峰のテキス

タイル国際展示会「プルミエール・ヴィジョン」のアパレル・ファッション素材のレザー

部門に日本企業として初めて出展した。プルミエール・ヴィジョンで提案されるトレンド

は、ファッション業界の動向に大きな影響を与えるほどの重要なイベントである。京都レ

ザーは、皮革産業の本場と言われるヨーロッパにおいて、国産和牛の素材を通して「ネイ

ティブ・トゥ・ジャパン（純日本製）」の価値を世界中に広め、日本の皮革産業のブランド

化を図った。京都レザーでは以降も海外の展示会に多く出展、海外のブランドに使っても

らう取り組みを進めている。その結果として、海外だけでなく、国内でも振り向いてもら

えるようになり、取引が増加することになったそうである。 
京都レザーが事業を展開していく上で、大切にしていることの一つに“コンセプト”が

ある。日本の伝統的工芸品、地域・地方創生におけるブランディングというのは、日本人

が日本人に売るためのマーケティングプランになっていると田尻氏はおっしゃっていた。

そして、従来の伝統産業は伝統技術、工芸品の枠組みの名前のみを利用して PR していたが、

これには限界がある。つまり、「西陣織の○○」では西陣織の一つとして扱われるだけで、

売り先も広がらないし、売り上げも期待できない。一方で、海外の有名ブランドはブラン

ディングが確立している。そこで、京都レザーのコンセプトとして、革という概念だけで

なく、幅広いブランディング、「世界観」創りをすることを目指すことにしたのである。メ

ーカーには、このコンセプトに賛同して、素材を購入してもらいたいため、素材を魅せる

だけではなく、世界観を魅せることを大事にしているそうである。こうして、京都レザー

の田尻さんは、「用の美」を追及して、世界に通用する新しい価値を持った皮革へと育てら

れたのである。 
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図 2 新しい価値を持った皮革素材の数々 

 
（出所）https://kyotoleather.com/material/ 
 
さらに、皮革という素材は、扇子、うちわ、草履などもつくることができるので、現在、

協同している京友禅や西陣織の染屋織屋だけでなく、最終的に様々なモノを作っている人

たち(=産業)とも関わることが可能である。つまり、皮革事業は既存の様々な伝統工芸品と

も関係をつけることができ、地域全体を活性化できるような 1 つの核として最適である。

こうして、京都レザーは、伝統産業の抱えている問題である若い人の働く場の不足の解決(=
雇用の創出)などを図り、今後、伝統工芸品を新しい産業として生まれ変わらせていく核に

なることができるのではないかとおっしゃっていた。 
 

第三章 有松絞りの新しい取り組み 
この章は、有松絞りで新しいチャレンジをされている企業(有限会社久野染工場)の訪問で得
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た聞き取り調査をまとめたものである。13 
形状記憶加工を用いた新しい取り組み 

有松絞りのでは、1992 年から国際絞り会議が名古屋で開催されている。国際絞り会議は、

文化人、職人、研究者、アーティストなど世界中の絞りに携わる人たちが集まる国際会議

である。第 1 回国際絞り会議(1992 年)から回を重ね、第 3 回国際会議(1998 年)が開催され

た時の議論で「シェイプド・レジスト・ダイイング（立体的に防染された染め物）」という

新たな概念が提出された。これにより、“シワの造形の美しさ”というところにスポットが

当てられた。それまでは、「絞りは模様をつくるための防染技法」と捉え、シワは伸ばして

製品化していたため、“シワの造形の美しさ”というとらえ方は絞り事業者にとって大転換

点となった。この「シェイプド・レジスト・ダイイング」という概念のもと、ハイテク技

術を利用し、絞りのシワを固定化させる新しい絞りの方法を完成させた。この新しい絞り

の開発により、イッセイ・ミヤケなど日本を代表するファッションデザイナーがテキスタ

イルとして有松絞を用いて作品を創作されるようになった。そして、作品をパリコレで発

表したことで、「新しい絞り」は世界のアパレル・ファッション業界から注目された。14 
 
有限会社 久野染工場 

久野染工場は、名古屋市緑区にある絞り染織加工の企業である。先に述べた形状記憶加

工の絞り染めには 20 年前から取り組んでおり、ファッション、インテリア、アートといっ

た既存の概念にとらわれない、幅広いジャンルに進出されている。ファッションでは、イ

ッセイミヤケ、ヨウジヤマモトなどのファッションデザイナーに有松絞をテキスタイルと

して供給している。ファッションデザイナーとのコラボだけでなく、インテリアデザイナ

ーとコラボしてホテルのベットカバー、カーテンなども手掛けられている。その他にも、

舞台衣装・セットも手掛けており、新たな加工技術を開発している。また、若い人を積極

的に取り込み、産業の活性化を客観的にアピールする活動も行っており、それが地域の活

性化にもつながっているという。 
絞りの産業化に向けて、かつては、「着物」の生産が中心であったが、時代の流とともに、

呉服業界は変化してきたという。その変化の内容としては、一つは、和装の着物は日本で

しか売れないことが挙げられる。着物は日本の民族服であり、販売先としては日本国内に

留まってしまう(限られてしまう)。二つ目は、着物離れによる絞り離れの進行が挙げられる。

生活様式の変化、若者の着物離れにより、国内にしかなかった需要そのものが縮小してい

るということである。この二つの変化から着物生産のみに頼ることが困難となり、いった

                                                  
13  訪問調査日は、2017 年 12 月 8 日。 
14  「シェイプド・レジスト・ダイイング」の概念提唱の経緯については、平尾秀夫「有

松絞り産業小史と現況」愛知東邦大学『東邦学誌』32 巻 2 号(2003 年 12 月)  及び 坂口

香代子「有松・鳴海絞（愛知県絞工業組合） “光の波動”に着目した「新しい絞り」を

世界へ」中部開発センター機関誌『CREC』No.164(2008 年 9 月) の中で詳しく述べられ

ている。 
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んは需要を「お土産ギフト」にシフトしようとした。伝統工芸品の多くはどうしてもお土

産品に頼らざるを得ず、お土産利用が促進されていた状況があった。しかしながら、日本

人による需要だけでなく、お土産商品を介して外国人に向けた需要の創出に頼ろうとする

も、産業として成り立たせることはできなかった。その後、国際絞り会議において定義さ

れた概念により、絞り産業の存続を「ファッション」に見出した。デザイナーやブランド

とコラボレーションし、絞りを“テキスタイル”としてファッション業界に提供する。流

行り廃りの激しいファッションには、毎年変わる材料の変化、デザイナーによる用途の違

いがあるため、絞りを素材として提供し、産業として成り立たせることが可能となるので

ある。また、それ以前から「インテリア」に可能性を見出していた。建築関係で、建築デ

ザイナー、インテリアデザイナーといった新しい分野の方とコラボレーションし、絞りの

新たな可能性を形にした。既存の枠を取り払い、新たな有松絞りを提案、形にできる人と

コラボレーションすることで商品を開発していく体制を確立したのである。つまり、有松

絞りを材料（テキスタイル）として供給することで様々なジャンルへの供給の可能性を広

げることに繋がった。 
現在、伝統的工芸品の良さを無視して、安価なものを海外で生産するという現状がある。

このため、今までの技術のコピーしかできないような伝統産業がつくり上げられている。

コピーは、同じものしかつくりだせず、技術的には進化はない。海外でコピー生産されて

いるようなものを無くしていくことに注力することも必要だが、日本だからこそ、今まで

培ってきた技術力を発展させていき、既存のものにプラスされた新たなものをつくり出し

ていくことが求められている。または、市場の開拓、新しい市場に向けての売り方を考え

ていく方向性も必要としている。こうしたことのためにも、情報の入手、戦略の組み立て

といった全体を通したコラボレーションが必要である。これに加えて、若い人を取り込ん

でいくことも必要である。久野剛資さん（久野染四代目、染色家）は、「作品ではなく、あ

くまでも利を得るための商品をやるためには横からの情報をうまく得ることが必要である」

とおっしゃっている。 
 

おわりに 
伝統的工芸品の企業数、従業員数が激減している中において、フクオカ機業、かね井染

織が存続しているのは他が真似できないような圧倒的な技術力を持っており、かつ従来の

技術と他分野の技術を取り入れて新たな商品を開発していくことができているからである。

また、伝統産業を活かした企業として新たな取り組みをされている京都レザーでは、「用の

美」と伝統技術を、革という素材で追及したことで今までにない“皮革”を生み出された。

そして、伝統的工芸品として産業をあげて取り組みをされてきた有松絞りでは、絞りの美

しさがシワの造形美にある、という新しい概念が国際会議で定義されたことを受け、これ

までにない“テキスタイル”を生み出された。 
これらに共通しているのは、伝統的工芸品という枠組みを突破する新たな取り組みによ
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って、今までにない新たな価値を生み出し、価値ある素材として売り出すことができるよ

うになって、新しい用途を広げることが可能になったところにある、と考えることができ

る。 
伝統産業を存続させていくためには、伝統的工芸品を“産業”として成り立たせること

が必要である。 
“産業”として成り立たせるためには、まとめると、以下のようなことが必要であると

考える。 
1. 伝統産業は閉鎖的になりがちであるが、 オープンなスタンスでやっていくことが必要

である。 
2. 伝統・技術を上手く伝えられる人たちと積極的に連携していくべきである。 
3. 日常にあるもの×伝統的工芸の技術×素材の 3 つを掛け合わせることで、昔からある

ものを新たな価値あるもとして生まれ変わらせることができる可能性がある。 
4. 3．の可能性を現実に変えるためには、伝統産業で培われた技術を生かせるもの(＝産業

や企業)と連携することで、時代に合った新たなものを創造していくことを追及するこ

とが必要である。 
これらのことは、今回調査した西陣織、京友禅、有松絞り以外の伝統産業についてもあ

てはまるのではないだろうか。 
現在、多くの伝統産業は、需要の低迷、人材・後継者の不足など多くの問題を抱え、衰

退傾向にあり、困難な状況にある。このままでは、衰退の一途を辿っていくだけである。

伝統的工芸品を産業として存続・継承させていくには、伝統的工芸品という既存の範疇に

留まっているのではなく、時代の変化に合わせて、伝統的工芸品の良さを生かせるものを

つくっていき、積極的に海外に進出していくことで、未来に通じる伝統“産業”として成

り立たせることができるのではないだろうか。こうした方向こそが、需要、雇用、付加価

値を生み出させ、伝統産業を守ることにつながると思う。 
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