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地域産業集積の先進地事例から学ぶべきこと

Ⅰ　視察調査の概要 

　本考察は、『成熟経済におけるケミカルシュー

ズ業界の新たな挑戦』プロジェクトに基づき、

実施された先進地事例研究の一部である。この

研究は、2015年 2月19日から20日にかけて福

井県鯖江市を訪問し、行われた眼鏡産業に対

する視察及びヒアリング調査、2015年 4月1日

から2日にかけて新潟県燕市を訪問し、行われ

た金属洋食器産業に対する視察及びヒアリング

調査からなる。調査の概要は次の通りである。

１．調査実施内容

(1)福井県鯖江市　視察･ヒアリング調査日・

訪問先　

2015 年 2 月 19 日（木）13:30-16:00

一般社団法人福井県眼鏡協会

2015 年 2 月 20 日（金）9:30-11:30

有限会社谷口眼鏡

2015 年 2 月 20 日（金）13:30-15:30

竹内光学工業株式会社

(2) 福井県鯖江市　訪問先・ヒアリング対象

一般社団法人福井県眼鏡協会　専務理事

福井県眼鏡工業組合　専務理事

宮嶋康行　氏

福井県眼鏡工業組合　理事長

竹内光学工業株式会社　代表取締役社長

竹内良造　氏

福井県眼鏡工業組合　副理事長

有限会社谷口眼鏡　代表取締役社長

谷口康彦　氏

(3) 新潟県燕市　視察 ･ ヒアリング調査日・

訪問先

2015 年 4 月 1 日（水）13:30-14:15　　

燕市役所商工観光部

2015 年 4 月 1 日（水）15:00-17:00

株式会社本間製作所　津雲田工場

2015 年 4 月 2 日（木）10：00-11:45

燕物産株式会社

2015 年 4 月 2 日（木）13:00-14：40

燕市磨き屋一番館　

玉川堂（鎚起銅器工房）

2015 年 4 月 2 日 ( 木 )14：50 － 16：10

燕市産業史料館

燕三条地場産業振興センター

(4) 新潟県燕市　訪問先・ヒアリング対象

燕市役所商工観光部商工振興課　課長

大谷聡　氏

燕市役所商工観光部商工振興課商工振興係

山﨑聡子　氏

燕商工会議所　サービス課長

高野雅哉　氏

株式会社本間製作所　代表取締役

本間一成　氏

株式会社本間製作所　取締役・津雲田工

場　工場長

松井亮二　氏

日本金属洋食器工業組合　理事長

燕物産株式会社　代表取締役社長

捧　和雄　氏

日本金属洋食器工業組合　常務・事務局長

池田健男　氏

地域産業集積の先進地事例から学ぶべきこと
(1)

          甲南大学経営学部教授　　

兵庫韓商戦略研究特別委員

西村順二



2

燕市産業史料館　主任学芸員

齋藤優介　氏

２．調査目的

　2000―2001 年に実施された『ケミカル

シューズ業界の現状と課題：戦略的マーケ

ティングの見地から』プロジェクト（2001

年）(2)から 10 数年以上が経ち、当時目指して

いたものの実現を確認すると共に、ケミカル

シューズ産業は依然としてこの地域の産業集

積でありながらも、今後重要な地域資源とな

り得ることを確認する。

　なお、一部の質問については、2001 年調

査との比較考察も行うものとする。以下は、

この調査に基づく調査結果と若干の考察が加

えられたものである。

Ⅱ　福井県鯖江市における眼鏡産業の考察

１.鯖江市地域産業の歴史

　先ずは、鯖江市における眼鏡産業の歴史的

経緯 ･変遷について概観しておこう(3)。

　福井県鯖江市において眼鏡産業がはじまっ

たのは、明治 38 年（1905 年）とされている。

産地のアンテナショップとして機能してい

る MEGANE MUSEUM の HP にある「産地の歴史」

等によれば、「その歴史は、雪深く産業がな

い農業だけの地元の暮らしを向上させるため

「国産のめがねの祖」とも呼ばれる増永五左

衛門が、大阪からめがね職人を招き、足羽郡

麻生津村生野 (現・福井市生野町 )で農家の

副業として広めたことから始まっている。五

左衛門は、大阪の眼鏡ケース製造会社で働い

ていた弟の幸八が眼鏡卸の橋本清三郎から眼

鏡作りを勧められたことを受けて、生野地区

で増永工場、河和田地区で分工場を建てて進

めて行った。

　眼鏡の枠作りは、合金素材の溶解、インゴッ

ト作り、打ち伸ばし、引き伸ばし、やすり掛

け、型曲げ、ロー付け、研磨等の細かな作業

工程すべてにおいて手作業で行われた。次第

に専門の製造者が、パーツごとに分業するこ

とで、鯖江のまち全体が、ひとつの大きな工

場としてめがねづくりを行うまでになった。

　第二次世界大戦終戦後、眼鏡の需要がさら

に高まり、セルロイドフレームやサングラ

ス、そしてそれを作り出すブランドが数多く

生まれた。1981 年には、世界で初めて、軽

くて丈夫なチタン製眼鏡を開発・生産し、国

際的な眼鏡産地としての地位を築き上げて

いった。一方で中国など海外の廉価製品の波

を受け、福井産の眼鏡はブランド化の必要性

を感じ、2003 年には産地統一ブランドとし

て「THE291（ザ ふくい）」を創設している。

　近年では産地が培ったチタン加工の技術を

医療や電子機器などに生かし、幅広い異分野

に広がっている。この間、産地は積極的に他

業界の新技術導入という革新性を有して、製

品開発に臨んでいると言えよう。これは、も

ともと「帳場制」という、制度により地域に

組み込まれた DNA であるといっても良いであ

ろう。帳場制の工場では「親方」と呼ばれる

数人が配置され、そのもとで職人や徒弟が生

産を行うものである。親方は自分の帳場で

作った出来高に応じて評価されるため、競争

意識を持つようになる。これにより、後に徒

弟養成の完全独立性や生産技術の向上を目指

す競い合いが生まれたのである。

２．鯖江市の眼鏡産業へのヒアリング結果

(1) 集積と分業の特性

　以下は、ヒアリングの一部を纏めたもので

ある。

「鯖江に最初にメガネ産業ができたときは真

鍮でフレームを作っていました。当時は分業

制になっていないので自社の中で部品も作っ

て完成品を作っていました。」

「社内でデザインを作ります。それをお客様
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に提案します。ＯＫがでるとハンドメイドで

現物（サンプル）を一つ作成します。それを

お客様に見て頂いて修正を加えていきます。

ＯＫがでますとその次に金型を作成して 250

トン 300 トンという力を加えて各部品を作成

します。　その後、細かい部品－テンプルと

かブリッジとか全部バラバラで左右の部品を

組み合　わせていきます。各部品をロー付け・

ねじ込みとかしてアッセンブルな形にしてい

きます。

　その次は、手磨き・機械磨きなどをしてピ

カピカに光らせるまで磨き上げます。そして

それを検査して、メッキ屋さんなど外装する

専門工場に持ち込み加工が終われば、最終の

調整－レンズ入れ、鼻パット付け、全体の調

整を加え完成となります。これが一連の流れ

です。

　鯖江には 530 社ほど眼鏡関係の会社があり

ますが、この様な一連の流れを一貫生産して

いるのは 7社か 10 社です。」

「組合の中には、枠屋（メーカー）以外にメッ

キ屋、材料屋、ねじ屋もみんな入っています。」

「産地の良いところは情報が早く入ってくる

ところですが、逆に情報がすぐ逃げていくこ

ともあります。利点と欠点がありますね。」

「産地には金型屋、磨き屋、メッキ屋などい

ろいろな小さな事業所・専門工場があり、そ

こに発注して製作することは問題ありませ

ん。一方で品質管理の上で、外部発注に否定

的で内製化を目指す企業もあります。」

「分業下請が、この辺りに集積しています。

鯖江に集積しているメリットは、部品や材料

が足りないとなれば、すぐ持ってこられます

し、メッキが必要であれば、すぐそこでメッ

キもできます。」

　　　　

「眼鏡はプラスチックの物とメタルで作る物

があります。全てを作ると底辺が広いんです。

精密な微細加工の部分とかプラスチックなど

を使っての先セルの部分とかです。底辺が広

いので他産地や他国で全部を追い抜いてしま

うには、裾野が広い分だけ時間がかかります。

守りには強いということでしょうね。外側か

らは簡単に壊されないですが、ただ内側から

壊れかかっている部分がありまして、例えば、

眼鏡には必ず必要なチョウつなぎの役目をす

る丁番を作る会社は結構高度な技術力がある

わけです。鯖江には丁番メーカーが十数社あ

るのですが、メガネ産業の縮小の中で、その

方々が食べていけないので異業種に活路を見

い出している方もいます。チタンは軽くて人

体に無害なので、医療分野でも活路がありま

す。しかし、軸足が眼鏡業界では無く、医療

機器メーカーと取引をするメーカーもあるな

ど産業の内側からほころびが出ている、危険

になっています。」

　これら、各社のヒアリングの一部からでは

あるが、福井県鯖江市における眼鏡産業の地

域産業ビジネス ･システムとしての特徴が浮

かび上がってくる。第一に、分業体制の存在

と多工程の製品であるがゆえに、生産上の集

積が必要であるということである。下の図１

にあるように、完成品までの生産工程が他段

階に及び、それによって地域での雇用が多

様 ･多面的に準備されるようになったのであ

る。それによるバッファーが機能することが

重要である。また、技術的な分業 ･分散によ

り需要変動への適応も弾力的に行える。さら

には、空間的な隣接性を集積がもつため、工

程上の迅速な対応が物理的に可能である。こ

れらに実効性を与えているのは、業界団体の

存在であろう。後に消費者ニーズの汲み上げ

に関して言及するが、一般社団法人福井県眼

鏡協会の構成が製造業者と卸売業者からなる

ことにより、最終販路の確保や開拓、また消
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費者市場の情報等の情報流通の存在が担保さ

れ得る組織構造であるということが重要な制

度的環境要件となっているのである。

図 1：鯖江眼鏡産業の工程分担
出所：竹内光学工業株式会社資料を一部加筆修正したもの。

　第二に、上記に対して、一方で内製化への

流れも存在するということである。すなわち

内製化と分業のジレンマ問題である。細かな

工程への分業はリスクへのバッファーとなる

一方で、品質管理の上での問題が生まれてく

る可能性は存在する。そのため、眼鏡枠の製

造業者には幾つかの工程を内製化へ向かわせ

る動きもある。また、コスト対応できない分

業取引先への対応も問題となってくる。しか

しながら、最も重要な課題は全体として疲弊

しつつある当該業界の中で分業企業がその規

模の小ささが故に、廃業などにより離脱して

いくことである。それを防ぐには、業界とし

ての支援施策を講じていくか、相対的に大規

模な企業の内部機能化や内部組織化というこ

とになる。

(2) 消費者ニーズへのコミット

　以下は、ヒアリングの一部を纏めたもので

ある。

「昭和 45 年ぐらいになるとメタルフレームが

流行に変わりました。設備には大変な経費が

かかるんですが、それを導入して市場・マー

ケットにあわさないといけないということで

変えてきました。

 その後、昭和 50 何年かにはメガネフレーム

にブランドがつきました。ある眼鏡卸屋さん

の後継者がアメリカに留学に行っていて帰っ

てきたらブランド化がいると、ある有名ブラ

ンドをつけました。これは業界としても驚き

ました。メガネにブランドがつくのかと！　

それから一気にブランド化が進みました。」

「消費者ニーズの汲み上げは、意外とないん

です。イタリア製品や雑誌を参考にしたりと

かです。いわゆる独創的なデザイン・独創的

な商品でいえば商社、いわゆるデザイン商社、

開発商社などそこには専門のデザイナーが居

ます。そのデザイナーが独創的な商品をデザ

インしてきます。」

「産地の大きなテーマは、独自性、オリジナ

リティをどうして出していくか。そして販路

をどの様に開拓していくか、規模は関係なく

それで成り立っていく仕組みをどの様にして

いったら良いかだと考えます。今まで OEM 産

地としてニコン、ホヤ、シチズン、服部など

の開発商社に頼って、ある程度はやってこれ

ました。ところが、開発商社が撤退した状態

になるとキャパに対して受注が足りない状況

になる。そうなると価格の勝負になってしま

います。」

「協会の産地銘柄の全てが「The 291」ではあ

りませんが、協会の直営店 GG291 を、平成

20 年に東京の青山に、平成 23 年 3 月にこの

ビル 1階に直営店をオープンしました。これ

は産地のメーカーや出展社から眼鏡フレーム

を預かって、売れたらお金を出展社へ支払う

という仕組みにしております。店の方では日

報を書いています。出展社の眼鏡が売れると、

フレーム
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客層はどんな人です、何でこのお店を知った

か、なぜこの眼鏡が気に入ったか、眼鏡のど

こが気に入ったかなどを書いた日報を、毎日

出展社 (東京 20 社 ･ 鯖江 40 社 ) に翌日には

データを返しています。」

「青山は年間の来客数 6,000 人、眼鏡しか売っ

ておりませんので、眼鏡を買いに来られる方

で、売上が 1億 4千万円です。鯖江のこの建

物は、販売では 1億円、来客数はこのビル全

体で年間 8万人ぐらいです。アンテナショッ

プまで入らずに、ここを訪れた方、3 階の博

物館を見学された方もいますので。ここでの

購入者が 2,700 人ぐらいいますが、この人数

の情報が収集されているのです。」

「鯖江もそうですが、日本中の地域中小企業

が OEM で長らく食いつないで楽を憶えてし

まって、そこから戻れないという所にいます

ね。OEM の大きいところでいうとヨーロッパ

ブランドの OEM 部分と大きな力を持っている

日本の大手小売店さんの OEM という、その両

方の楽さを長く味わってしまっていてそこか

らの脱皮ができない状況です。」

「鯖江市役所が「SBW」といって鯖江ブランド

ワーキンググループという組織を 3年前に作

りました。次の時代の立役者になってもらい

たい、やらせたい人たちのブランディング力

を育成しようという組織です。眼鏡の材料屋

さん、ネジ会社さん、デザイナー、フレーム

会社などから構成されています。若い世代な

ので眼鏡に限らず柔らかい思考でいろいろな

展開をしています。」

「ブームがあるとしたら、というか作らなけ

ればならないブームは鯖江という産地ブラン

ドなんだという認識を若い世代は持っていま

す。産地のブランディングをあげる“正面突

破”に挑んでいくしかないという感覚は産地

の次のリーダー世代は理解しています。」

「ぼやけている中で段々見えてきた現時点の

考え方ですが「鯖江基準」というんですか、

そんな物を作るのが望ましいなと。それは鯖

江に係わる企業の品質基準であったり、企業

の考え方・方向性・レベルが上がるはずです

よね、そうしようと思うと。その姿に価値が

あるだろうし、それを小売店さんがお客さん

に説明するということが鯖江のブランディン

グだと思うんです。」

「メーカーは、顧客ニーズ情報を展示会、フ

ランスやアメリカなど海外の展示展を見てみ

たりしてとっていますね。それと OEM などの

代理店があって、日本と海外の両方の代理店

からの情報もありますね。」

　分業化が進む中での消費者ニーズの取り込

みについては、その重要性を認識しつつも、

これまであまり進んでは来なかったのが現状

である。それは、OEM 供給として生産活動に

関わる企業が主であったからである。しかし

ながら新しい技術の取り込みには積極的であ

り、技術開発は進められ、時代に提案をする

ようなプッシュ型のマーケティング戦略も進

められていたといえよう。とは言え、大手の

OEM 供給先の要望に応える部分も有り、自身

のブランド化を図る事はあまり進められてこ

なかった。消費者ニーズは、これら大手取引

先からの情報と自ら行う海外展示会などから

の情報収集であった。

　アジアにおける新興国からの突き上げもあ

り、輸出においても国内市場においても苦戦

が続く中で、低価格競争から高品質高価格製

品の生産への舵きりも検討され一部実施され

てきている。それが、「The 291」や「SBW 鯖

江ブランド」として機能しだしてはいるが、

まだまだ今後の展開が待たれるところである。
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(3) 産地でのゲートウエイ機能

　以下は、ヒアリングの一部を纏めたもので

ある。

「販路は複雑です。一つ目はメーカーから卸

業者にいって小売にいく取引です。これが一

番基本です。二つ目はメーカーからニコンな

どの商社にいって卸業者にいって小売にいく

取引です。三つ目はメーカーから大手小売店

との取引店です。しかしながら、安価な眼鏡

小売店とは我々の価格帯が高いので、あいま

せん。」

「間に商社が入ることの価値は、オリジナリ

ティのある商品開発を商社がしてくれるとい

うことです。」

「メーカー 200 社からなる福井県眼鏡工業組

合と、問屋 30 社からなる福井県眼鏡卸商協

同組合で一般社団法人福井県眼鏡協会は構成

されています。2013 年度の眼鏡フレームの

国内生産で福井県は、96.9％のシェアとなっ

ています。」

「小売りは難しいですね。視力測定、レンズ

加工、調整、フィッティング等が可能な店舗

が必要ですね。インターネットでは、できな

いものですね。人それぞれ違いますから、や

はり調整が必要なんです。顔にフィットさせ

る技術も必要なんですね。」

「全国小売展開は出ないですね。あくまでも

我々はアンテナショップとして、運営するこ

とができますけれども。小売店がものすごく

多いですから。全国 1万数店舗。そのような

中で自社の眼鏡だけでは勝負できないです。

やはり、いろんな産地の眼鏡を取り揃えてお

かないと駄目ですね。ハウスブランドだけで

は小売店はできません。お客様もチタンが好

きな人もいれば、セルが好きな人もいますし。」

「ここまで状況が厳しくなり、鯖江にあるメー

カーなど生産業者と産地の卸業者との連携に

関しても、一緒にやっていかないと立ち行か

なくなってきています。」

　生産地における産業集積では、分業が進む

ことにより、これらをコーディネートしていく

機能が重要となってくる。さらに言うならば、

ある種のゲートキーパーとしての役割を果た

す企業が重要・不可欠となってくるというこ

とである。鯖江市における眼鏡産業において

は、その役割を卸売商が果たしていると想定

される。基本的な流通経路においても、代理

商･商社としての卸売商が海外や国内市場の

情報を提供し、他地域企業などとの取引関係

の構築を支援してきている。モノ作りに特化

し、さらには分業化しているが故に各工程に

特化している製造業者にとって、地域全体を

見ながらの製品開発提案や取引先提案などが

ないと、地域産業のビジネスシステムが機能

不全を起すことが多いが、鯖江市地域におけ

る眼鏡産業では、それが卸売業者の存在によ

り回避されているといっても良いであろう。

Ⅲ　新潟県燕市における金属洋食器産業

の考察

1. 燕市地域産業の歴史

　燕市における金属洋食器産業の歴史的経緯

について、燕市産業史料館ホームページ「日

本の金属洋食器室について」と、荒澤茂市

（1997）「燕市産業の起源と変革」に基づいて、

概観しておこう(4)。

　文明開化で都市部に洋風化の波がおし寄せ

はじめたころ、燕は銅器を中心に家庭用品、

農具を製造する人口 5000 人ほどの町であっ

た。1911（明治 44）年、東京銀座の輸入商

十一屋商店が石油王の自宅用カトラリーを受

注し、その生産先として銅器産地として知ら

れた燕の捧吉右エ門に依頼が届き、これが燕
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地域産業集積の先進地事例から学ぶべきこと

と金属洋食器の出会いとなった。

　もともと、地域産業としての和釘、銅器、

鈩（やすり）や煙管作りが盛んに行われてい

たため、地域資源としての金属加工技術の職

人、資材、支援する問屋が存在し、ヒト、モ

ノ、カネという経営資源が内在的に存在した

こと、三条市などとの立地的関係から生産と

販売の分離や日本海と繋がる河川という地形

的状況から情報の流通も盛んであり、ヒト ･

モノ ･カネにさらに情報という経営資源が揃

い易い環境にあったのだろう。

　それは、燕における金属洋食器生産が、地

域の余剰資源から生み出されたということで

もある。すなわち、1914（大正 3）年、第一

次世界大戦によってヨーロッパの工場は軍需

生産への転向を余儀なくされたため、ヨー

ロッパにおける生活用品の供給は滞り、需要

に対する不足分の注文が日本に集中すること

になる。燕では、銅器生産と販売が不振であ

り、金属洋食器への転換を考えた企業 ･事業

所が、これまで培ってきた技術を生かして生

産に取り組み、輸入商からの金属洋食器の大

量注文に対応したのである。

　昭和初期には、金属洋食器の国内需要が伸

びたとはいえ、国内だけでは限界もあり、さ

らなる販路獲得のため取引を開始した東南ア

ジアで、「ヨーロッパ製品よりも値段が安い」

と言う評判を得ることになる。そして、その

後欧米や中南米、アフリカにまで販路を広げ、

輸出量は大きく伸び、燕における「産地産業」

の代表となっていったのである。

　1940（昭和 15）年の「奢侈品等製造販売

制限規則」により、金属洋食器産業は生産の

全面的禁止と言う大きな打撃を受けることに

なるが、技術保存を図る一方で、軍需産業へ

の転換も行われ、組織としてはしたたかに存

続していった。その後、アメリカ輸出品にお

ける錆問題に直面し、それを契機にステンレ

ス技術を修得して、この苦境をのりきる。ま

た、この際に行われた電解研磨をはじめとす

る研磨技術の開発などにより、それが後の磨

き技術の高度化につながり、周知のアップル

社から依頼された iPod の鏡面加工技術での

評判へと至っている。それは、航空機の主翼

や尾翼の研磨にまで至っている。

　世界的に普及してきた燕の金属洋食器の

大量輸入に危機感をおぼえたアメリカは、

1957( 昭和 32) 年の 4 月に輸入制限措置を実

施した。これもまた一つの契機として、燕の

金属洋食器産業ではデザイン性、機能性、加

工性から高級品、中級品、コンセプト製品、

機能型製品など多様な製品ラインの拡張を

行っている。これは、1970（昭和 45）年の ｢

外食元年」においてもさらに進められること

となった。

　さらには金属ハウスウエアも、これら燕の

地域の技術伝承の流れの中で、産業として育っ

てきている。また、業界の継続性の観点から、

業界一丸となって技術の伝承への取り組みも

行われている。それの一つが、「燕市磨き屋一

番館」であり、次代を担う地域人材としての

技術者の養成も確実に進められているのであ

る。繰り返しになるが、長い年月にわたり培

われてきた和釘、銅器、煙管、金属洋食器等

の金属加工技術が地域基盤として存在し、こ

れらがヒト ･モノ ･カネ・情報という経営資

源を取り込むことによって、次代にと共に姿

を変えて現れてきているのが燕の地域産業の

大きな強みであると言えるであろう。

２．燕市の金属洋食器産業へのヒアリング結

果

(1) 分業とゲートウエイ機能

　以下は、ヒアリングの一部を纏めたもので

ある。

「燕市の事業所は、平成 24 年の工業統計で

2082 社と申し上げたのですがその規模別で

は 1 人～ 3 人、それから 4 人～ 9 人では約

1700 社になりますので、およそ 8 割が小規
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模の事業所です。洋食器などの工程が多岐に

渡っていて、1 工程 1 社というような形の分

業体制が極められているところです。」

「1 社 1 社その扱っている職人が高齢化して

きており、選択と集中が進む中、あそこでし

かできないような技術、あそこのおじさんで

ないとできない技術もあるのが事実で、技術

の継承といったところが、地場産業としての

課題と考えています。」

「部品加工もやりつつ、こういう自社商品も

やってて、OEM と自社商品両輪でやっている

のですね。下請け仕事ってやっぱり安定しな

くてそういう時に下請けしながら自社商品も

やっていくということで稼働率を上げて、売

上も上げています。」

「重要なのは、情報が集まるということなの

です。磨き屋シンジケートのおかげで、金属

加工の情報が集まってきます。情報が集まっ

てくるので、連携できる、売り先が既に有る

わけです。商工会議所がコーディネートして

いますので。」

「燕も産地問屋というのは、力があるところ

があって、その業務用だったら〇〇〇、民生

品だと〇〇〇という感じで、産地問屋が力を

持っている。工業団地の隣に物流団地があり、

問屋が重要な役割をはたしています。」

「問屋も半分メーカーで、半分材料屋という

感じで。問屋自体も工場を持っていたり、工

場は持ってないけど商品の企画はするし、金

型機も自分で作り出す。商品企画して、燕の

工場で作ってもらったり、もちろん海外から

もひっぱってきますけれど、だからこういう

問屋がいるのも、一挙に大量に販売するには

非常にいいですね。」

「やはり一番は、1 社で一貫製作しないとい

うところ、その設備や技術も複数の企業で持

ち合っているので、リスクが分散されるわけ

です。売上が下がったりするのも 1社でかぶ

るのではなくて、複数の企業で、となります。

しかし、洋食器の分野で、この人がいないと

この工程が作れない、後継者が居なくてその

工程の担当企業がなくなりそうな所もありま

す。」

「この産地は、江戸時代の和釘からの変遷が

長らくありまして、その流れで、フォークを

作り始めているし、今、複合金属加工基地と

いう言い方をしてる方がいますが、いろんな

金属加工がここでできるのです、金型から始

まって、金属のものは。逆に言えば、他の地

域に移っても仕事がない、仕事ができない、

分業になっていないからです。」

「今後の燕の金属洋食器産業については、衣

食住に必要なものなので、需要は無くなるこ

とはないと思いますから、継続していきます。

その材料がプラスチック等に変わらない限り

は。私は、今節目にきていると思います。海

外に出て行き評価される時代が来たと思いま

すし、本当に今度は「メイド・イン・ツバメ」

ということも含めて、海外に向けて評価され

る物を作りたい。今までは、ヨーロッパ、ア

メリカの OEM から学びましたが、あくまでも

それ模倣だったわけです。形にしろデザイン

にしろ。向こうの文化で、それは本当に日本

の食文化にあうのかどうか、そんなことも含

めて燕から発信できる物を作っていきたいと

思います。後継者を育成して次の世代に受け

継いでいく。そのために、業界全体今まで分

散していたものが、分散が続かなくなったこ

とを踏まえて、各社お互いの強みを活かして

物をつくれるのか、お互いが同じ物を作り、

しかも技術開発して共同受注するような、前

向きな教育が必要になってくるわけです。」
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　燕市における金属洋食器産業は、和釘、銅

器、煙管産業という歴史的な地域産業展開の

特性から燕地域に農家の農閑期対策として分

業化システムが定着している。鯖江市の眼鏡

産業と同様に、中小零細規模の事業者が、多

段階に分かれる製造工程を分割 ･分業化し発

展してきた。特に、磨きの工程については特

殊な人的能力・専門職的な職人能力が求めら

れ、この部分の外注が必要不可欠な工程と

なってきた。しかしながら、廉価な海外製品

の進捗により産業全体の成長性は鈍り、停滞・

縮小する中でこれら分業化した工程の担当企

業 ･事業所が廃業 ･撤退などで減少してきて

いる。この状況への対応として、ゲートキー

パー的な立場で、卸売業者が従来の OEM 供給

の役割だけではなく、他産業への技術の転用

など、金属洋食器だけに留まらず、その技術

の可能性についての提案を進めている。

(2) ブランド化と消費者情報へのアクセス

　以下は、ヒアリングの一部を纏めたもので

ある。

「大きく分けて、自社のブランド名で洋食器

であるとか、ハウスウェアで最終製品をつく

られているメーカー、OEM という形で、他社

のそのブランドなり他社製品の加工を受託し

てやっているような企業と、大きく２つに分

けることができます。さらに、伝統的産業と

いうことで、３本立てです。」

「中国製の商品も最近は出てきて、値段も安

いし、価格競争になりますが、地域ブランド

的な感じで磨き屋シンジケートっていうのも

商標はとりましたし、あと「メイド・イン・

ツバメ」という商標をとり、地域ブランド的

な感じで、消費者にアピールしている。それ

で、高くても買ってもらえているというのが

現状です。」

「燕の企業というのは、汎用性があります。

医療分野、受託建材分野、ゴルフ用品分野等

同じ技術で違う物、部品を作れるし、洋食器

も作れる。だから下請けもやりながら自社商

品もやってるというところが、強みといえば

強みなのですが。」

「燕は、下請け加工の技術と自社製品製造と

いう両方持っているところで、地場が強いっ

て言いますか、物作りが強いっていうところ

はあります。」

「技術が高いのが機能に直結していて、しか

もその機能っていうのが、今までになかった

もの、技術が機能になって、それが最終製品

の付加価値になり易いので、値段が高くても

売れる。」

「燕の金属洋食器メーカーでは、デザイナー

はどこにもいないですね。フランクフルトの

アンビエンテ、ニューヨーク等での展示会 ･

市場流行をみています。そこがデザインの発

信なんですね。」

「ファッションの流行があって、インテリア

ができて、で食卓に置く、もちろんメニュー、

料理もかわりますよね。卓上に置く物と食器

はまたそれにあわせて変わってくる。今、細

め長めの流行ですね。」

「先程市場が 3 つありますと言いましたが、

実は 4つめが介護、病院介護。形状記憶の樹

脂の青芳製作所が最先端です。ユニバーサル

デザインていうコンセプトが、特別なもの

じゃなくて、障害者も健常者も皆が使い易い、

というようなモノを作った。今、介護施設が

増えていますし、需要がありますから。差別

化というか高級化が進んでいるというより、

もう高齢化ですよね、年を取っても、食事に

しても食器にしても楽しめるようなものが、



10

ほしいということになります。」

「目指すところは、次は食文化だろうなと思

います。銀の匙で文化があります。それは、

まだ燕から発信していないし、日本の中で金

属洋食器の歴史は 100 年と、まだ短いです。

生活の中の文化、その中に美しさがあったり、

機能があったり、潤いがあったり。そんなも

のを目指したいと思います。」

　燕地域における金属洋食器産業では、技術

力の高さを背景にブランド化への試みは行わ

れては来た。下請けとしての OEM 供給だけで

はなく、自社製品を製造販売もしてきている。

ハウスウエア関係では、自社製品販売もみら

れる。技術は製品の機能への展開として進め

られ、「メイドインツバメ」地域ブランドも

開発されている。一方で、他産業への転用を

積極的に進め、それも各工程にあった転用も

考えられている。

　また、消費者情報については、自社製品化

への試みが進む中で十分に行われているとこ

ろまでは至ってはない。しかしながら製品コ

ンセプトの明確化や、ツバメという地域ブラ

ンドへのこだわりがみられ、今後の展開が期

待されるところである。

(3) 内製化と共同化への試み

　以下は、ヒアリングの一部を纏めたもので

ある。

「“磨き”という作業が非常に重要な工程に

なっておりまして、そこが洋食器製造が盛ん

な頃は市内にたくさん、それこそ父ちゃん、

母ちゃん、じいちゃんでやってるような、そ

ういった所が非常に多かったです。しかし、

少なくなってきているというのは事実です

し、一方でその磨く技術というのが見直され

ているところで、磨き屋シンジケートと言わ

れているような受注グループを組織する動き

が起こってもいます。」

「産業構造のなかで磨き自体の出荷額ってい

うのは、平成 3・4 年ぐらいの時は 100 億円

位あったんですけど、今はたぶん 40 億円を

切ってるくらいです。また減ってきてて、当

然、後継者もいなくて、仕事も少ないです。

地場の仕事だけでは存続が厳しいもので、こ

の地場以外の仕事をとろうっていうことで、

平成 15 年に磨き屋シンジケートを立ち上げ

ました。その当時の成長産業といわれる半導

体、そして自動車・家電といった仕事をとる

には、結構な量をこなさないといけないので、

1 社でできないから、シンジケートを作ろう

ということにしたんですね。」

「磨きの仕事をとれるのはいいけれども、仕

事も長続きしないし、磨きだけではなくて、

地場の他の鍋屋の方とか、地場産業をやって

いる人たちと、一緒に仕事を取っていくべき

だっていうことになり、コップを開発しまし

た。平成 16 年か 17 年位にかけて、ビール用

のコップを開発しまして、それは当然プレス

屋とかいろんな企業とやっており、結構ヒッ

トしました。今は、燕全体で出荷額 10 億円

円くらいあります。」

「今生き残っているっていうのは、やっぱり

OEM、洋食器の自社商品を販売する仕事の他

に、同じ会社が別の仕事もやってるんです。

例えば、道路標識を作ったりしています。ノー

ベル賞の晩餐会に使われているスプーンを

作っている会社はステンレス鋼材の輸出販売

しています。洋食器一本でやっているところ

もありますが、いろんな仕事をやりながら洋

食器もやっています。」

「OEM と自社製品の両方を取り扱っていかな

いとダメなんです。下請け仕事しないで、自

社製品だけを製造・研磨だけしていると精密
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な仕事ができなくなってしまう。両方やるこ

とによって技術も良くなっていきます。」

「企業同士が連携して物を作る、あるいは売っ

ていく。もともと燕がずっと、そのようにやっ

てきたもので、各企業は連携して物を作って

いくのは、昔からあります。一工程しかやっ

ていないけれど、完成品を作ろうと思えば、

周りに工場いっぱいあるので、一緒にやろう

よということですぐ連携できる。裏を返すと、

分業企業は少数化し、内製化せざるを得ない、

内製化が進みつつもあります。」

「昭和 32 年に対米輸出規制に対して、輸出枠

を調整していくため日本金属洋食器工業組合

が始まりました。それで OEM 供給がずっと続

いていきます。その後、業界全体の大変な

危機が何度かありましたけれど、ニクソン

ショックだとか、オイルショックだとか、円

高とか、そのような海外からの影響も受け

て、荒波にもまれて、どんどん輸出の競争力

を失ってきました。また、東南アジア市場で

は台湾と韓国、そして中国が台頭することで、

燕からの輸出がほぼ無くなるという大きな変

遷があった。そこでは、OEM で物を作って輸

出してきたために、アメリカ・ヨーロッパの

市場には燕とか、燕の産地とか燕物産という

名前がどこにも残らない。ただ、品質と技術、

ヨーロッパ・アメリカのメーカーから学んで

きた品質技術、それは自社の工場、生産現場

に残りました。そこに自分たちのオリジナル

デザインを考えて、そしてブランドと呼ばれ

る、ロゴを入れ、国内市場に販売していくと

いう大きな転換をする。それが 1993 年くら

いでした。」

「国内洋食器市場は、1 つ目がホテルレスト

ラン向け、業務用です。これは高級レストラ

ンの有名シェフが使われるものからファミ

リーレストランに至るまで。2 つ目がリテー

ルと言っておりますが、百貨店、専門店、小

売店での販売。それで 3つ目の市場がノベル

ティー、記念品とか感謝品とか粗品です。最

初はリテール、百貨店から始めました。ただ、

どんどん売り場が少なくなり、その中で商品

の回転が速過ぎて、1 年に 1 回、半年に 1 回

とデザインを変えていきました。そうすると、

メーカーとしては品物が変わるので、製造は

大変で、それに付随する化粧箱だとかパッ

ケージの無駄がでてきます。売上は大きくな

るのですが、結局残らない。その経験から、

1993 年ぐらいから業務用を中心に取り扱っ

てきました。」

「本格的に業務用に向かってきて、なお且つ

そこに向けて、自社のオリジナルデザインを

計画して販売した上で、それから毎年のよう

にデザインをずっと作り続けている。デザイ

ン開発した商品としては業界として 16000 く

らいでしょうか。」

「カタログの中に、質感だとか、デザインを

いかに、どのようにして、見せるか、それが

大事な拘りなんです。艶だしだとか艶消し、

銀メッキは、すごく違いがあるんです。それ

がちゃんと写ってる。」

「手で磨かなくちゃいけない部分、そこは、

今までずっと外注の人たちに頼っていまし

た。燕の兼業農家が多様な経済ショックを和

らげてくれていたんですね。しかし、円高や

グローバル化の波の中で、3 Ｋ化するように

なってしまった。後継者も居ないということ

で、その技術があるうちに内製化せざるを得

なくなったんですね。」

　燕市における金属洋食器産業の今後におい

て、各企業が内製化に向かうというよりは基

本的には地域での分業体制の維持への期待が

大きいといえる。ただし、そのためには分業
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･ 分担企業が生存を確保できるような成果を

あげていくことが当然ながら必要である。そ

のために自社製品ブランド化や地域ブランド

確立への志向は強く意識されている。もちろ

ん OEM 供給などは存続していく、また仕事量

を増やすという点で、全く不要なのではなく

必要なものとしても認識されている。共同化

の可能性もノベルティ製品などでの経験もあ

り、期待できるところである。

Ⅳ　ケミカルシューズ産業への示唆

　最後に、神戸市長田区におけるケミカル産

業において、上記先進地事例から学ぶべき点

をいくつか提示しておこう。

　第一に、技術の汎用性問題である。技術集

約的という点では鯖江市眼鏡産業、燕市金属

洋食器産業との類似性は高い。しかしなが

ら、その技術の汎用性については、ケミカル

シューズ産業においては、十分に検討されて

いるは言いがたい。靴の提案なのか、歩行器

具の提案なのか、快適な二足歩行提案なのか、

改めてその提供できる価値について深く考え

てみる事は必要であろう。少なくとも、上記

の 2つの事例では、当該産業が提案する付加

価値とは何かについての検討が行われてきて

いる事は明白である。ケミカルシューズ産業

でも行われているが、それは製品レベルに留

まることが多いといわざるを得ないだろう。

　第二に、この上記の課題をクリアするため

の一つの方策として、卸売業者・商社などの

逆活用が必要であろう。エンドユーザーの情

報収集の必要性だけではなく、事業としての

多角化の可能性検討などは、異業種との間で

発生するものでもある。そのためには積極的

に問屋・卸売業者を活用していく方法を検討

するべきであろう。自社ブランド構築などを

進め、問屋離れしていく一方で、逆活用効果

を考えていくこととも必要であろう。そして、

これら問屋 ･卸売商との連携を前提に産業集

積としての強みを活かしていくなら、地方自

体や地元経済団体などとの積極的な連携もま

た不可欠であると言える。すべては、ゲート

キーパーの存在をどの様に地域に埋め込んで

いくかということになるのであろう。

　そして第三に、育成・継承問題である。地

域の産業集積においては何処も高齢化問題に

直面し、また産業自体の停滞・縮小に伴い廃

業・離脱する分業企業の存在も、産業集積の

ビジネスシステムにおいては、大きな不安材

料である。個別企業の内製化という方向も含

め、業界としての育成事業や継承支援につい

て、特に相対的に規模の小さい分業企業・パー

トナー企業への手立てを考えていくことが必

要である。これについては、個別事情もある

だろうが、燕市の磨き屋シンジケートのよう

な試みは、有益なヒントを与えてくれるであ

ろう。
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