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○　趣旨と目的

「グッドデザイン賞メコンセレクション」プロジェクトによって、ラオスの伝統的産業 6 社が選ばれた。

今回の出張は、その中から日本のデザイナーとの共同開発をおこなう 2 社へのデザイン導入を円滑に進め

るとともに、ラオス政府に事業の趣旨を説明し、バックアップを依頼することにある。

「グッドデザイン賞」は、60 年余の歴史を持つデザインの評価推奨制度で、日本国内では産業界だけでな

く生活者からも高い支持を得ており、その認知率は 90％近くに達している。さらに近年では、この賞によっ

て確立されてきた「クオリティ・スタンダード」を、アジア各国と共有することによって、各国のデザイ

ン開発力を強化し、高品質な商品を求める市場を開拓していくこと、さらには、日本のものづくりとそれ

を支える文化のイニシャティーブを発揮させようとする活動に取り組んでいる。

「グッドデザイン賞メコンセレクション」は、この ｢グッドデザイン賞」を活用し、対日輸出を促進する

とともに、各国の伝統的産業の商品・ブランド開発力を向上させることを狙いとして、またこの事業を通

じて、各国政府が展開する産業振興・輸出振興に、デザインを通じておこなう政策が有効であるとの理解

が生まれることを期待して企画された。

「グッドデザイン賞メコンセレクション」は、以下 3 つのステージを、2014-15 年度の 2 年間で実施する。

１）グッドデザイン賞の受賞。（2014 年度）

　　メコン 4 カ国の伝統産業を調査し、グッドデザイン賞へ応募を勧誘する。応募された商品・ブランド・

活動等をグッドデザイン賞審査委員が審査し、優れているものについてグッドデザイン賞を贈る。

２）日本人デザイナーとのマッチングによる商品・ブランド開発。（2014-15 年度）

　　グッドデザイン賞受賞対象について、日本人のデザイナーからの提案を募集する。その提案をグッド

デザイン賞審査委員が審査し、優れた提案をおこなったデザイナーを現地に派遣する。

　　受賞企業がデザイナーからの提案を是とした場合は、共同でデザイン開発をおこなう。

３）開発商品・ブランドの日本市場への紹介と訴求。（2015 年度）

　　受賞企業と日本人デザイナーが共同して開発した商品・ブランドを、2015 年 10 月末に開催される

「グッドデザイン賞発表展」、および有力見本市（2 月に開催される「国際ギフトショー」想定）に展示し、

日本市場への紹介をおこなうとともに、ビジネスマッチング等を通じて市場導入を促進する。

なお、今回の出張は、２）の商品・ブランド開発の導入段階に位置づけられる。

○　ラオス政府とのミーティング

3 月 9 日午前にラオス政府を訪問。当日は「ラオス女性の日」とかで 休日だったが 、産業貿易省の

Trade and Product Promotion Department の Acting Director General、 Phanh Vilaysom さんと 

Deputy Director General 、 Sysangkhom Khotnhotha さんが 対応。

青木からは、 「グッドデザイン賞メコンセレクション」の趣旨と進行状況を説明するとともに、この事業の

眼目の一つである、参加伝統企業とデザイナーとの共同開発について説明した。ここでは商品開発はあく

までよいビジネスとして進めるべきでり、企業とデザイナーが 利益をシェアすることが良い商品を産みだ

す秘訣。日本においても地域産業の進める商品開発に補助金をだしていたが、これは企業の成長を阻害す

る要因ともなった。デザインを「投資回収の論理」で考えること、そうした仕事のスタイルをつくることも、

この事業を通じて根付かせていきたい、などと述べている。

要は、ビジネスの部分に補助金を入れてはだめだ、という主張だが、ラオス政府も、ビジネスの視点はしっ

かりと理解してくれた。特に Khotnhotha さんは、本プロジェクトの前身である「アセアンセレクション」

の担当で、その後も日本アセアンセンターに 出向していたこともあって、日本が推し進めてきた産業政策

についても充分に理解している。彼は上述の視点について、「ラオスの伝統産業も自立し発展していくた
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めには、 今回のような海外のデザイナーとの共同作業と、それを自分のリスクとして推し進める姿勢が重
要だ。その様な意味で、このプロジェクトはとても大切である。ただ自らのリスクで商品開発をおこなう

政府とのミーティング終了後、参加企業２社の経営者と ランチミーティングをおこなった。
この２社はマインドが高く、昨年 10 月末の来日段階でも事業の趣旨と進め方をよく話し込んできたが、
デザインを投資・回収の論理でおこなうこと、 その趣旨に即して、デザイン料いについては ロイアリティ
ー方式を採用したい旨を再度説明した。企業側には特段の異論もなく、企業とデザイナーの心配するデザ
イン料をめぐるすり合わせができた。
またこのミーティングの中で、この２社の選択が絶妙であったことが知らされる。
日本だけなく、 海外からの支援は カンチャナなどの充分成長した企業が独占していたとかで、参加企業は
「これから成長していく企業に やっと届いた」との印象であり、その様な意味で ｢後に続く企業も期待し
ている」という。

○　受賞企業訪問

今回の「メコンセレクション」では、ラオスの伝統産業 6社がグッドデザイン賞を受賞しているが、その
うち 2社のみが、日本人デザイナーとの共同開発に進むことができた。マッチングができなかった理由は、
受賞企業に「商品としての成熟度がたかく、デザイン開発の必要性が少ない企業」が含まれていることに
よるが、事業の公正性を担保するためにも、「マッチングへ進めなかった受賞企業」4社を訪問し、その
理由を説明し了解を求めておいた。
そこで、9日午後 11 日午後に各企業のショールームを訪問、経営者と面談し了解を得るとともに、今後
の協力をお願いした。以下、各企業の印象と課題等についてメモ的に整理する。

・Maly Indigo
藍染めを中心とするデザイナーブティックという印象のお店。
オーストラリアで勉強した息子さんがデザインとショップを経営している。現在は衣料中心だが、商品の
質も高くパターンも伝統的かつ大胆なので、インテリア系への展開も可能であろう。今回はマッチングで
きなかったが、デザイン開発が成長に寄与しうる企業と思われる。
なおオーガニックなコーヒーを提供するカフェを併設。フランス人がのんびりしていたが、こうしたビジ
ネスが、ビエンチャンでは根付いていくのであろう。
・Nikone Handcraft
高級シルク織物のメーカで、ラオスの伝統的な礼服を中心に展開。和服和装との連携も進んでいて、亀山
の繊維メーカー（問屋）と共同開発による新しい織物は魅力的である。訪問中も、日本からのお客が絶え
なかったが、日本向けビジネスという意味では成功者であろう。ただ、次の一手がみえない。
・Kanchana The Beauty of Lao Silk
一般に購入できる商品としては、最高級の織物を提供している。職能訓練をおこなう学校（日本やオース
トラリアの支援で建設）や、織物体験ができる施設などもある。伝統的な技術を保存し発展させていく活
動の草分け的存在でもある。なお、ラオスや社会主義国家であるため、いわゆる会社の設立についてハー
ドルが高く、人材育成など公益的活動を合わせておこなう必要があるという。
クオリティも高く見事な商品ばかりだが、その市場が国際的な広がりをもってるかは疑問。中長期的にみ
れば、何らかの転換が不可欠なようだ。
・Phontong Co-op Handicraft & Cama Craft
販売店も規模が大きく、観光客が多い繁華街に位置している。
販売されている商品も、生活財として充分になれているでだけでなく、食品化粧品衣料食卓インテリアリ
ネンと続いていく品揃えもよい。訪問中もお客が絶えず、フランスのバイヤーとの商談が進んでいたが、
商品開発力、マーチャンダイジング力も極めて高く、恐らくラオスでは最も成功する企業へと成長するの
であろう。日本のデザイナーが登場しうる余地はなさそうだが、ラオスでのデザイン成功者として評価し、
日本のマーケットや消費者に紹介していくことは有効であろう。

なお、それぞれのショップでは、グッドデザイン賞の「表彰表」が飾られていた。グッドデザイン賞を大
切にしていただいていることは嬉しい限り。東南アジアにも支持者支援者が拡大していることに、グッド
デザイン賞の新たな意義と役割をみいたしていくべきと受けとめた。



なお受賞企業の経営者によれば 、「グッドデザイン賞表彰状」を飾ったったことで、特に日本人のお客に

は信頼度がアップし売上げ向上につながっている、とこのとである。こうした「わかりやすい効果」をひ

きだせることが、｢グッドデザイン賞」の魅力であろう。

○　デザイン開発　Magic Lao Carpets Handicrafts

4 月 10 日、青木とコーディネータの高田さんは、受賞企業である「マジック　ラオ カーペット」のデザ

イン開発 の導入をサボート。ここでは中西さんが提案の趣旨と方向性を説明。企業側も異存はなく、相互

に「協力してやりましょう」を 確認 し スタートした。

また開発に先立ち、工房とショウルームで技術や素材についての詳しい説明を受ける。絹糸を紡ぐ工程、

織手 4 人で 1 日 1 センチしかか進まない作業の緻密さに感激。またショールームでは、打ち込みの差に

よる感覚触覚を体験。新しいチャレンジに失敗した試作品も手に取ることができた。

企業を訪問して、「なぜラオスでペルシャ絨毯なのか」という謎がとけた。

経営者の女性は、昨年の表彰式に見えた方で、英語も巧な洗練されたビシネスウーマン。彼女の旦那さん

はトルクメニスタンの人で、ご自身曰く「ソ連の圧政を嫌って ラオスに流れ着いた」という。彼が本格的

なペルシャ絨毯の製作技術を もっていたことが、そもそもの出発という。

ラオス女性の繊細な手と絹を染色の技術、それに絨毯の制作技術が加わることによって、ラオスに新しい

可能性が生まれたということであろう。ちなみに本場のペルシャ絨毯は、量産体制があまりに整備された

ため、緻密な作業を嫌う傾向があるという。

中西さんの 提案は単純で、ペルシャ絨毯はあまりに高価、この豊かさを誰もが楽しめるようにするとした

ら、新しい発想が必要と考えたもの。無論、安物まがい物は作るべきでない。本物はそのままに、バッグ

や アクセサリーとして商品化していこうという提案である。比喩的に言えば、絨毯の値段が 10 センチ平

方 100 ドルなら、その 10 センチ平方で 200 ドルの商品を提供しようという発想である。

「マジック　ラオ カーペット」側でも、新展開を模索しバッグなどを試作していたので、中西さんの提案

も素直に呑み込めたようである。またバングルなどのアクセサリーへの展開も、絨毯の緻密さを体験して

みると、可能性が高いことが理解できた。

経営者はビジネスセンスも、デザインセンスも高いので、提案の趣旨と可能性を直ちに理解。また新規の

商品・ブランド開発であるので、ロイヤリティーによるデザイン料支払も馴染にやすい。絨毯の端切れ？

を使ってのイメージづくりに直ちに着手、次回訪問予定の 6 月までの作業スケジュールも、組み上げるこ

とができた。

共同作業をすぐに開始できた背景は、経営者の理解力とデザイナーの提案力にき加え、双方とも英語が堪

能であったことも一因となっている。｢語学の壁」の解消が鍵であることが改めて理解された。

○　デザイン開発　Houey Hong Vocational Training Center for Women



11 日は、「紙布（紙のこよりを横糸に使った布）」を制作している Houey Hong Vocational Training 

Center for Women へのデザイン導入支援をおこなった。

ここは企業というより、日本とラオスを結びながら文化的人材育成的活動を展開している、チャンタソン

姉妹の活動拠点といった方が適切であろう。工房には、紬、藍染め、織りを担当する作業場が散在している。

デザイン提案をこおこなった四国丸亀のデザイナー出淵さんは、後述する紙の技術移転に関連する「うち

わ」のプロジェクトを通じて、チャンタソンさんとは既知の仲。今回は「紙布の可能性を訴求する提案」

が採択され参加している。  

「紙布」はもともと日本にあった技術で、それがラオスに移転したのは、チャンタソンさん（お姉さんの方）

の努力による。彼女は日本人と結婚し、日本で生活するようになってから、ラオスの伝統技術の可能性に

目覚めたという。以下は彼女に聞いた技術導入のストーリー。

・・・ラオスの山間部にいるモン族には紙すきの技術が伝承されている。しかし宗教的な場面で使われて

いるだけで遠からず後継者を失う。今後も伝承していくためには、その技術を高度化し、現金収入が得ら

れる仕事へと育てていく必要がある。そこで JICA の支援によって「流し漉き」の技術を導入した。たた

し紙だけでは商品力に乏しい。そこで丸亀の支援で「うちわ」を生産。さらにご主人のお父さんが縁となっ

た日本文化との出逢いも加わって「紙布」に辿りつく。高知に住む織手（技術を伝承する最後の一人という）

の指導を得て、ラオスへの技術移転が始まる。・・・

ただしこの ｢紙布」は、日本向けの「帯」なのど和装として細々と生産されているだけである。

紙と布のコンビには、まだまだ可能性があると思われるので（イタリアのデザイナーが試作したバッグな

ど興味深いものもある）、チャンタソンさんは、その用途を広げる機会を得たいと考えていたという。

出淵さんの提案も、同様な方向性をもつもので、「布紙」の魅力をつたえる、わかりやすい商品を作り、

消費者を含めて広く訴求する。商品開発というより、コミュニケーション・プロモーションに近い計画で

ある。具体的には ｢紙布」の強さを生かして、ランプシェードなどへと展開する。また紙であることを意

図的にみせて、ハンドバックなどへの展開も試みる予定である。今回のプロジェクトでは試作品的ではあ

るが、それを発展させれば ｢商品」へと辿り着く。チャンタソンさんも出淵さんも、将来を見据えればロ

イヤリティーによる支払も可能と判断して、デザイン開発に着手することとなった。

ただし双方とも、話しが広がり易い性格であるので、商品開発の対象を絞り込む、クオリティを高める作

業工程のチェックなどを、コーディネータの高田さんと相談することを提案している。

なお、「マジックラオカーペット」も同様だが、Houey Hong でも女性労働者の待遇改善に率先して取り

組んいる。「ものづくり」を大切におこなおうとする姿勢が、従業員の能力向上を促す人材育成的活動を

促し、高度な技術を取得した人材を確保するために待遇改善が図られる。

発展途上国（ラオスがそうであるかは別として）における「ものづくり」は、人間の安全保障はや人権問

題と常に直結している。こうした健全さを求める眼差しは、フェアトレードだけでなく、「ものづくり」

の現場においても常に求められるが、日本人デザイナーは極めて鈍感であるようだ。 国際社会で活躍して

いくためには、こうした基本的常識を踏まえた理解と実践をも学んでいく必要があろう。

○　その他のミーティング



・JETRO ビエンチャン訪問

10 日午後、JETRO ビエンチャン柴田所長を訪問。

柴田さんは、タイにおけるデザイン賞連携についてご尽力いただいたが、メコンプロジェクトの概要を報

告すると共に、JETRO が 2 月に東京でおこなった「ラオスフェア」の成果等を聞いた。

｢ラオスフェア」を踏まえた柴田所長の次のような見解は興味深い、「NIKONE や KANCHANA のような

成熟度が高い企業の場合は、生産技術のさらなる高度化が鍵となるようだ。デザイナーの紹介ではなく、

同様な日本の伝統的な産地メーカー（例えば結城紬の産地）のと連携を促進することが有効ではないか」。

短期的には日本のメーカーの OEM となるが、長期的には、足腰のしっかりした製造業へと発展できる可

能性は高い。これは伝統技術分野も同じではなかろうか。

・日本大使館による夕食会

11 日夜、出淵さんのラオス人脈の縁で、在ラオス日本大使館の広報担当の二元祐子さんが、公使の鈴木

亮太郎さんをポストに夕食会をしていただいた。青木からはプロジェクトの概要やラオスでの活動などを

紹介。特に今年は「日本ラオス交流 60 年」とのこと。「メコンセレクション」はすでに記念事業に登録さ

れているので、大使館からのプレスを出していただく、またグッドデザイン賞発表展にラオスのメディア

を招待し、日本のデザインやものづくりを紹介するなど、広報面での連携を深めていくこととなった。

○　成果と若干の印象

今回のラオス訪問は、「メコンセレクション」の中途段階であるため、その成果を云々する時期ではない。

ただし、伝統的企業 2 社とのデザイン開発は順調に進むと想定できること、また受賞企業へのフォロー的

訪問を通じて日本および日本デザインへの関心をさらに助長できたこと、さらにラオス政府とのデザイン

を通じての協力の端緒が開かれつつあることから、今回の訪問は、想定していた以上の効果を上げること

ができたものと思う。以下この訪問を通じて得られた、若干の印象を述べておく。

・技術移転という創造

ラオスにおいて日本のデザイナーとの共同開発に取組むこととなった 2 社は、いずれも外部からの技術移

転をきっかけに事業を興している。一方はトルクメニスタンから ｢絨毯」技術を、また一方は日本から「紙

漉き」技術と ｢紙布」技術が導入されているが、それらにラオス固有の絹糸紬、藍染草木染、機織技術が

融合することで、新しい可能性が生まれたものと容易に想像できる。創造的思考や行為は、「未知との遭遇」

が契機となるようだが、今回開発に取り組むこととなった 2 社もその典型でもあろう。

海外で日本人デザイナーがさらに活躍するためには、日本が蓄えてきた編集的デザイン技術や、日本のデ

ザインを支えてきた文化性に着目するだけでは充分ではなく、日本が確立してきた技術とその地域に蓄え

られている技術との「融合」を指向すべきであろう。

・観光とものづくり

今回訪問した受賞企業 6 社は、いずれもショールームやショップを持ち直接販売をおこなっている。

Cama Crafts のショップは大賑わいで、Maly Indigo のショップも客がついていた。また Nikone など

も購入を目的とした見学者や体験者が来ており、総じて「みせる = うる」機能ももったメーカーといえよ

う。こうした空間は、単なる販売ではなく、「丁寧につくる思想」を共有するための装置であり、その共

有の証が商品として売られていると考えてもよいであろう。

日本の場合、作ると売るは長らく分断されていた。しかし生活者の要求が、消費するから体験するへ、も

のからことへと変化してきたことを念頭におくと、ラオス的な「つくる = みせる（魅せる）= 共有する =

うる」を生産拠点でおこなおうとする展開は、意外なほどに 21 世紀的なビジネスモデルであるようだ。

・評価者としての日本

2004 年から 3 年間にわたり実施された「アセアンセレクション」の段階から、アセアン諸国の企業やデ

ザイナーは「グッドデザイン賞」に大きな期待を寄せていた。その後継である「メコンセレクション」の

展開からも、この期待は信頼へとさらに加速しているように思われた。受賞企業は「表彰状」を店頭に掲

げていたが、これは ｢クオリティの高い商品を提供できる企業であることの証」であろう。

日本企業はその誠実なものづくりを通じて、世界の人々の信頼性を築きあげてきたが、そのエッセンスが

「グッドデザイン賞」という評価システムに凝縮していると受けとめられているようである。このことは、

ものやサービスのクオリティについて基準点を、日本が提供できることを意味しよう。そうした日本の財

産を戦略的に活用にしていくことが、いま求められているのではあるまいか。



○　参考資料　グッドデザイン賞メコンセレクション　ラオス受賞企業

Nikone Handcraft

Kanchana The Beauty of Lao Silk

Maly Indigo

Phontong Co-op Handicraft & Cama Craft

Houey Hong Vocational Training Center for Women

Magic Lao Carpets Handicrafts
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