日本の工芸業界に新風を送り続ける改革者

伝統と革新とを
並行して行うバランス感覚
な

ら さらし

１７１６年︵享保元︶
︑初代中屋喜
兵衛が奈良 晒 の商いを始めたのが中川
政七商店の起源となる︒創業から３０
う

１周年を迎えた現在も︑当時と同じ製

︶
︑社長に就任

法で手績み手織りにこだわった生地づ
くりを続けている︒
２００８年︵平成
した中川政七さんは伝統の生地づくり
の一方で︑分業を基本としていた工芸

今や衰退しつつある工芸業界を再生させるため
新しいビジネスモデルを確立させた老舗の十三代当主︒
小売り業態︶を導入した︒そして工芸

プロモーション︑販売を一貫して行う
た生活雑貨の経営を３年で立て直すこ

に立ち上げ直営店を出店し︑赤字だっ

業界にＳＰＡ業態︵企画製造︑物流︑

その経営手腕が︑
いま注目を浴びている︒
とに成功した︒２００９年からは中小

︶

﹁３・ 以降︑日本のものづくり︑工

ーム〟のように見えるのだが︒

代にも広がっており︑一種の〝工芸ブ

大切に長く使うという価値観が若い世

にでき人気を呼んでいる︒良いものを

ンの生活雑貨を扱う店が街のそこここ

工芸の良さを生かしたモダンなデザイ

若い工芸作家やデザイナーが登場し︑

る︒それが数字的現状です﹂

そして現在は５分の１にまで落ちてい

した２００２年頃はその３分の１に︑

の５４００億円をピークに︑僕が入社

荷額を見ると︑１９８３年︵昭和

﹁経済産業省による工芸品の生産地出

現状について聞いてみた︒

そんな中川さんに日本の工芸業界の

り流通サポートも手掛けている︒

や展示会﹁大日本市﹂の企画運営によ

工芸メーカーのコンサルティング業務

をベースにした新しいブランドを次々

創業300年を記念して作られた鹿のオブジェ。
右は一刀彫など伝統工芸の技術で、
左は3D
スキャンなど先端技術を駆使して造形したも
の。彫刻家の名和晃平氏がディレクターを
務める「SANDWICH」
の制作による。
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取材・文 ●大西香織

昨年1月、
表参道にオープンした中川政七商店ブランド初の路面店にて。信楽焼の鹿のオブジェはイギリスの作家ステファニー・クエールが手掛けたもの。

撮影 ●藤牧徹也

株式会社中川政七商店
代表取締役社長 十三代

老舗で培ってきた
マネジメント力で
伝統産業を蘇らせる
中川政七
20
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1974年奈良県生まれ。
京都大学法学部卒業後、
富士通株式会社を経て、
2002年に家業の中川政七商店に入社。
08年、
十三代社長に就任。09年からは
「日本の工芸を元気にする
！」
というビジョンのもと、
業界特化型の経営コンサルティング事業を開始。
波佐見焼の新ブランド「HASAMI」
を大ヒットさせた。
16年、
「十三代 中川政七」
を襲名。
主な著書に『日本の工芸を元気にする！』
（東洋経済新報社）
、
『経営とデザインの幸せな関係』
（日経BP社）
、
『小さな会社の生きる道』
（CCCメディアハウス）
など。

芸が注目されているのは感じますし︑
２０２０年のオリンピックまでは︑間
違いなく追い風があると思います︒に
もかかわらず出荷額の実数は︑ものす
ごい勢いで減っているのです︒追い風
がなくなったらどうなってしまうのか︑
危機感が募ります﹂
なぜそうなってしまったのか︒
﹁決定的な原因を１つあげるとすれば︑
中小の工芸メーカーに﹃経営がない﹄
ことだと思います︒実際︑ほとんどの
会社に予算表がないんです︒収支予算
も事業計画も何もない︒注文がきたら
作る︑という流れだけ︒昔は産地問屋
がいて︑各工房は形式上独立してはい
ても実質は一製造部門であって︑経営
は産地問屋が担っていた︒それが︑あ
る時から産地問屋が機能しなくなり︑
工房が経営もしなければいけなくなっ
た︒でも︑やったことがないからわか
らない︑そんな状況です﹂
日本のものづくりをなんとかしよう
という取り組みは︑行政も含め︑あち
こちで行われているが︑経営面への意
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地方と世界をつなぐ
ビジネスリーダー
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Masashichi Nakagawa

（写真提供：中川政七商店）
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税金の投入ではなく、
民間活用による取り組み

た

バリューマネジメント株式会社 代表取締役

日本の使用されていない歴史建造物を ダイヤの原石 と択えて︑
〝
〟
宿泊施設やレストランとして再活用するビジネスを展開する︑
バリューマネジメント︒

撮影 ●テラサカトモコ︵人物︶ 写真提供 ●バリューマネジメント

Jun Tarikino

式エレベーターや昭和初期の照明とい
った伝統美とモダンデザインが調和し
た空間は︑結婚式やパーティができる
フレンチレストランとして見事に﹁鮒
鶴﹂を再生させ︑大きな人気を呼んで
いる︒
そのほか︑１９１９年に建てられた︑
神戸の西洋建築を代表する﹁神戸迎賓
館 旧西尾邸﹂を︑結婚式場兼レスト
ランに改修した﹁神戸迎賓館﹂
︑昭和
初期に建てられた銀行を︑近代建築の
面影を残しつつ︑フレンチを味わえる
客 室５ 室 の オ ー ベ ル ジ ュ に 改 修 し た
﹁オーベルジュ豊岡１９２５﹂など︑
現在︑関西圏を中心に約 棟の施設再
生に成功している︒そのほとんどが︑
国や都道府県指定の有形文化財となっ
ている歴史的建造物だ︒
同社の代表を務める他力野淳さんは︑

鶴﹂で︑宿泊施設や宴会場として︑地
﹁幼少期から︑街が一瞬でなくなるこ

じ日付けの８月９日に生まれた︒

んが︑それ以上のことはできず︑無力
感を抱き続ける人生になると思いまし
た︒それで︑ 代は修業期間に充てて︑
歳で起業しようと︑方針を変えたん
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﹁日本文化を紡ぐ﹂を理念に掲げ︑
税金ではなく︑
民間の力で︑
古い建物に新しい価値を加えていく︑
その取り組みに追った︒
取材・文 ●永峰英太郎

関西圏を中心に、
約 棟の
歴史的建造物を再生する
ふ なつ る

京都・鴨川沿いに佇む﹁鮒鶴京都鴨
川リゾート﹂
︒その前身は︑１８７０年

元に愛され続けた老舗中の老舗だ︒し
とについて︑親や祖父母からリアルに

原爆被災地の長崎で︑原爆投下日と同

かし︑バブル崩壊後︑経営が悪化し︑

聞かされ育ちました︒その後︑神戸に

︵明治３︶に創業した元料亭旅館﹁鮒

︒その再生に携わったのが︑

︱

閉店

移り住みますが︑長崎の記憶は︑私の

ていました︒それが独立心につながっ

るのか﹄と︑ずっと考えるようになっ

中に生き続けて︑
﹃自分には何ができ

バリューマネジメントだ︒
１９２５年︵大正 ︶に竣工された
旧館と︑ 年︵昭和９︶に新築された
５層楼閣純和風建築を︑できる限りそ

阪神・淡路大震災を経験し
自分の無力さを実感した
１９９５年１月 日︑ 歳︵大学３

し︑悔しさと同時に︑自分の無力さを

前でなくなることを︑身を持って経験

ること︑当たり前だったことが当たり

違いはありますが︑街が一瞬でなくな

いうものだったのかと︒人災と天災の

らく２︑
３割の建物が不要になってい

今後︑人口が減っていく日本で︑おそ

られていて︑不動産価値が低いんです︒

﹁結婚式場という建物は︑使い道が限

そこで何が見えてきたのか︒

大震災で街がなくなる瞬間を体験して︑
まちづくり が関心ごとになった

くなかで︑新しく結婚式場を造るのは︑

配属されたのは︑結婚式を扱う部署︒

業力を磨こうと考えました﹂

です︒そのマーケットを見ながら︑営

ました︒街の中核を担うのは︑ホテル

づくり﹄は大きな関心ごとになってい

目の当たりにして︑自分の中で﹃まち

﹁大震災で︑神戸の街が消える瞬間を

旅行︑あるいは結婚式の事業体だった︒

したのは︑ホテルがマーケットである︑

力の強いリクルートに入社した︒希望

をリストアップ︒大学卒業後は︑営業

ルとして︑営業力やマネジメントなど

起業に向けて︑身に付けるべきスキ

です﹂
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実感しました︒このまま起業しても︑

﹁伝え聞いていた長崎の状況は︑こう

路大震災を経験する︒

年生︶だった他力野さんは︑阪神・淡

21

個人として生活はできるかもしれませ

たのでしょう︒大学時代には︑卒業後

2

のまま保全しながらリノベート︒手動
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すぐに起業しようと決めていました﹂

1 鮒鶴京都鴨川リゾート。京都・鴨川沿いに
建つ、
１４7年の歴史ある元老舗料亭旅館で、
2008年に、1934年築の5層楼閣純和風
建築をリノベート。2 結婚式場やフレンチレス
トランとして人気で、建物は、国の登録有形
文化財に登録されている。
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1973年長崎県生まれ。
大学卒業後、
リクルート入社。
「関西ゼクシィ」の企画営業に取り組む。
2000年、
人材コンサルティング会社に入社。
05年、
バリューマネジメント株式会社設立、
代表取締役に就任。
文化財など歴史的建造物、
行政の遊休施設の修復運用や、
ホテルや旅館、
結婚式場などの施設再生を行う。
1

10

歴史的建造物などの文化財を
保存・活用し︑
日本文化を紡ぐ
他力野 淳
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