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シャン州タウンジー・ワークショップまとめ  (2019 年 2 月 3 日～5 日) 

  
 

 
最初にタウンジーを訪れた印象は、空港に到着した時ヤンゴン近郊の

地方都市よりまだ開拓が進んでいない地域のように思いました。その

後、インヤー湖への視察に同行しましたが、大変海外旅行者の数が多

く、ロータス・テキスタイルや様々な伝統織物の工房で多数の人が見学

をしていました。観光客向けの定番見学ルートとなっており、視察後立

ち寄ったスーベニアショップでの品揃えも充実していました。到着当初

に持った印象よりも観光産業に特化した施設作りがなされていると感じ

ました。 
 
 
その一方、インレー湖周辺の様子を伺うと閉館しているホテルや、閉

店している水上レストランがあり、観光客の減少が目立つスポットであ

ることが理解できました。と同時に、スーベニアショップやクラフトマン・織手職人達の作業現場の

展示・商品製作の展開など多少工夫する必要がある、と感じました。 
 

 
インレー湖をクルージングし移動していますと、多くの汚れやプラスチックゴミなどが投棄され、

ジェットスキーのエンジンオイルがインレー湖に流れているのも見られ、観光地の環境対策への取り

組みも必要だと感じました。この視察を基に、今回のワークショップでの講演はシャン州の観光資源

をいかにして、またどのように発信するか、さらに自分達の発信したい、販売したいソフトをどのよ

うにプレゼンテーション、ディスプレイするかに重点を置き伝えていこうと考えました。 
 

 シャン州にはヤンゴン市民と比べて、非常に穏やかで素朴

かつ伝統的な暮らしを営んでいる人々が多くいるように思っ

ていましたが、今回、偶々医療センターや病院を個人的に視

察出来る機会があり、そこで非常に先進的な医療技術と科学

的技術による医療サービスをシャン州とタウンジーの人々が

受けていることを知りました。そのため、必ずしもその人の

風貌やその気質を先進的でない、とか現代社会にはまだ到達

していない、という先入観で判断すべきではないと実際に訪

れることによって改めて感じ取ることができました。そこで
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ワークショップでの題材を予め用意した内容から少し変更し、ワークショ

ップ講演会へと臨みました。ワークショップの当日は、USB を使用しての

プロジェクターへの投影によるプレゼンテーションで何の問題もなくスム

ーズに進行しました。 
 
 
その中で私の祖父の曽祖

父がシャン州出身のシャ

ン民族であること、ミャ

ンマーパゴー州パディゴ

ン郡区を建都したことを

紹介し、プレゼンを行い

ました。私のような日本

でまたはアジアで活動する一人のファッションデザイ

ナーに対して親近感を持っていただこうと思い、私自

身の衣装もまたシャン民族の象徴であるシャン上着を

スーツのインナーベストに、またはベストをアレンジ

してプレゼンテーションの衣装としました。 
 
 プレゼンテーションの冒頭、私、渋谷ザニーのファ

ッションデザイナーとしての経歴を紹介し、仕事内容

を一つ一つ紹介しつつシャン州ではどのようなプレゼ

ンテーションが必要か、どのようなソフトのマーケテ

ィングが必要かを丁寧に説明することに努めました。 
 
 日本のデパートでの商品展開の仕方、上海・中国マ

ーケットでの展開方法、その二点の違いについても解

説しました。また観光客を取り込むための実用的な準

備事項や、身近な BtoC としての観光客、一顧客への

販売と BtoB としての輸出に対する準備、そして海外企業との交渉について二つに分けて解説し、両

者に共通するマーケティングに必要な準備・計画・行動について話しました。 
  

プレゼンテーションの中で世界のスーベニアとし

て、私が ASEAN 地域、東アジア各国、そして北朝

鮮・平壌で収集した非常に稀な珍しい民芸品・製品

を一つ一つ時間が許す限り紹介しました。その中で

例としまして、日本の 100 円ショップで海外観光客

に人気の高い土産品も紹介し、一つの工夫、一つの

アイディアがあれば苦労して加工せずとも、このよ

うなマーケティングができることを説明しました。

そしてハワイ・ワイキキで見たコカの実のスーベニ

アも紹介しました。様々なアイテムがマーケティン

グにより土産品になり、価値を見出すことが出来る

ということを実際に手に取り、目に触れ、解説を聞

くことで新鮮なインスピレーションを受けていただきたい。このような私自身のプレゼンテーション

が、いい形で会場を盛り上げることができたことを非常に実感することができました。 
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 企業間の取り組みに関しましては、日本で貿易を行

っている会社を具体的に列挙し、ダイソーやイトーヨ

ーカドー、ダイエー、無印良品などが ASEAN 地域で

ものづくりを始めていること、商品の仕入れがなされ

ていること、そしていかにして日本の大企業の信用・

信頼を得るためのクレジット（商品に関する信用を獲

得するための記載・詳細）の提出が重要かを、日本で

販売展開されている商品の下げ札を例にとり解説しま

した。品質に関しましても無印良品のベトナムで制作

された竹製籠の小物入れを例として提示し、「怪我す

る恐れがある」などマイナスの表示も包み隠さず提示

することが重要というところで、遠い世界の厳しい基

準が設けられているというアドバイスではなく、明確かつ努力可能な輸出活動であることを説明しま

した。 
そして私自身ミャンマーで生まれ日本で活動している身として、このような品質を確保し、信用・信

頼を得て行けば私のような小さな会社運営であっても、時の総理や総理夫人、そして日本のご皇族に

認めていただけるプロダクトを制作・展開させることが出来るということを披露し、シャン州タウン

ジーに於けるビジネスパーソンまたはクラフトマン・職人のモチベーションを上げることに貢献しま

した。 
 
  

 
また、展示品のディスプレイ方法についてもふれ、渋谷ザニーであればこのような形でプレゼンテー

ションするということで画像を通して丁寧に説明をし、発表しました。アパレルだけではなく、アボ

ガドやマンゴーと言った果実類の展示、石材やアクセサリー・ジ

ュエリーの展示、そしてお茶や米などの食品関連の展示に対し

て、ひとつひとつ異なる商品であっても共通したディスプレイの

コンセプトがあるということを解説し、説明しました。それらに

続き、私自身が日本アセアンセンターで、アウン・サン・スー・

チー国家顧問をお迎えして披露させていただいた、㈱大松のミャ

ンマー・カレン州のシルク製品のディスプレイがいかにして、ど

のような形で展示されたかをプレゼンしました。空間の使い方、

異なるものの展示の仕方、そして主役を主役として見せるもの

と、その役割を引き立たてる副材などをどのようにしてディスプ

レイすべきか、披露すべきかをワークショップ会場で発表しまし

た。 
 
 ワークショップは当初の予定時間を大幅に越え、最終的に 2
時間半という長時間で進行しました。質疑応答セッションでは、

経営者・ビジネスパーソン、そして職人・クラフトマンから積極
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的に質問があり、それらに対し一つ一つ丁寧に回答しま

した。質問内容は一人のデザイナーとしていただいたも

のもあれば、ビジネスパーソンとしてまた経営者として

の質問もありました。出席者のその熱意ある姿勢と反応

から、ここタウンジーがヤンゴンとヤンゴン市のビジネ

スパーソンと同じステージに立ち、そして経済都市にな

りうる可能性を非常に深く感じるとることができまし

た。 
 
 講演終了後、ロータス・テキスタイルを運営する企業

よりロータス・テキスタイルを託され、商品開発を私渋

谷ザニーが進め、別の機会にそのロータス・テキスタイルを使用した商品を披露していただきたい、

と言ったオファーを受けました。私はこの依頼を真摯に受け止め、このシャン州のため、そしてミャ

ンマーのため、日本で学んだデザイン、技術を活かした作品を制作し、発表させていただきたいとい

う思いを胸にしました。私自身のためだけではなく、日本とミャンマーの架け橋になればとの思いも

あります。 
 
 ワークショップの翌日は、若い世代の職人たちが通う伝統工芸を学ぶ教育機関を訪問しました。若

く、エネルギッシュな世代の男女クラフトマンの姿を見て、非常に心強く思えました。やがてはより

良い作品を世界に発信し、メイド・イン・ミャンマーを一つの誇りとして提供したいという共通の彼

らの意思を聞き取ることができ、私自身も非常に勇気を持てた視察でありました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カイン州パアン市・ワークショップまとめ（2019 年 2 月 7 日～9 日） 



 

CLMV サポートプログラム in ミャンマー <出張期間：2019 年 2 月 2 日～10 日＞ 

                               ザニー株式会社     

                  ファションデザイナー・代表取締役 渋谷ザニー

   

 4 

 

  

カイン州パアン市は㈱大松のスーチーシルクのプ

ロジェクトで訪れたことのある土地でしたので、タ

ウンジーよりもその土地を理解していたつもりであ

りました。しかし講演会前日、カイン州ジャコット

の機織工房・織物訓練学校などを視察した際、ヤン

ゴン市ともシャン州とも違う民族がカイン州で暮ら

し、カイン民族独特の伝統織物と伝統デザインがベ

ースとして成り立っていること、その中で物流や経

済活動がなされていることを深く理解できました。 

 カイン州は以前に比べ観光客が増えてきましたが、ヤンゴン市からまたミャンマー各都市からの来

訪だけではなく、隣国のタイ王国からも来訪客がいます。特にシャン州タウンジーに比べて、土産品

や民芸品といった店が充実していない現状を強く感じました。ワークショップの出席者はとても謙虚

で控えめな印象が記憶に残っています。感情を表に出さずとも、私自身は参加したカイン州の皆さん

の瞳や表情で、その情熱的なエネルギーを感じ取ることができました。 
  ここ個 

こうした背景から、急遽今回のカイン州でのプレゼンテーシ

ョンは海外への輸出や貿易に関するトピックよりも、カイン州

の歴史を踏まえた現在のカイン州の経済活動に触れながら、出

席してくださった若い世代の職人やビジネスパーソンのモチベ

ーションを高めるためのトピックに重きを置いたプレゼンテー

ションを展開したいと決めました。カイン州で制作されたカイ

ン民族独自の衣装・プロダクト・織物のデザインをいかにして

観光客が求めるプロダクトになり得るか、またカイン民族とし

ての誇りをいかに対外的に発信できるかに焦点をあて、ワーク

ショップの講演をスタートしました。 

 講演途中でカインの独特な織

物を制作している工房で購入し

た、カイン民族の頭に巻く帽子

用の織物とされている非常に小

さな横 40cm 縦 20cm のテキス

タイルを手に取り、これを私な

らばこのように使うという例を

出してジェスチャーを交えな

がら説明しました。またお客

様が「これはなんですか」と

聞いた際に頭に巻くものだと

は一切言わず、様々な形で使

えるテキスタイルであること

を主張すべきであると伝えま
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した。このようなささやかな発信であっても、コアとなる相互の交流が大事であるというポイントを

説明しました。 

 私はその小振りなテキスタイルをプロジェクターの上に置き、このような形で家具・インテリアの

アクセントとして使用できることを披露しました。そして会場のソファーを動かし、ソファーの背も

たれにかかっていた中国製のレースのソファー掛けを取り払い、カイン

民族のこの独特なデザインがあしらわれた生地をソファーに掛けまし

た。このカイン州で行われたカイン民族のためのワークショップ会場

は、その意義に相応しいディスプレイをすべきであると主張しつつデモ

ンストレーションを披露しました。この発言の直後、会場で非常に大き

な喝采が起きたことは私の記憶に鮮明に残っています。 

そして言葉を選びながら、私の考えや発言が出席者の皆さんの心を傷

つけるようでしたら、前もって謝罪します、と前置きをした上で話を続

けました。クッションカバーやベッドカバー、ベッドスプレッドがバス

マット・足拭きにも代用できることを説明し、これらの共通事項として

デザインが魅力的であると伝えました。アラビアンカーペットを例に出

し、非常に高価なものでもデザイン・品質が良ければ海外の顧客に受け入れられ、大変高い評価をい

ただく場合もありますと話ました。そこは一つ考え方

を柔軟にし、自分たちの民族のデザインがいかに世界

に広まるか、他の民族の人々に理解してもらえるかに

重点を置いて発信したら良いかと思います。私の発言

に対し、当初とても控えめだった出席者からとても大

きな拍手を頂いたことに私自身とても嬉しく思ってい

ます。 

 カイン州パアン市でワークショップを行う中で、こ

の土地の人々が非常に民族精神に溢れ、民族の誇りと

してこのデザイン、テキスタイルを求めているという

ことが参加している出席者の大変美しい衣装から見受けられました。 

講演において、かつてのミャンマー王国時代、古都マンダレーでの宮中におけるドレスコードの説

明から始まり、カイン州の伝統的な織物と㈱大松の絹のプロジェクトがいかにして歴史的なステージ

を作り上げたかを説明しました。 

それは昨年、私がメコンサミットで日本アセアンセンターに

於いてアウン・サン・スー・チー国家顧問をお迎えし、プレゼ
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ンテーションをしたそのままの内容をパアンの土地で行いました。その当時はマンダレーを中心とし

たミャンマー王国の宮中に入るためにはシルクの衣装でなければ、城門が開くことはありませんでし

た。つまり、シルクの文化を持っていなかった地域の人々、そして少数民族は自分たちのアイデンテ

ィティである自らの衣装を脱ぎ、ミャンマー民族のシルクの衣装を身にまとい、宮中に入ることを意

味していました。その歴史から見ますと、かつて私が初めてパアンを訪れた時、カイン州州首相ド

ー・ナン・キン・トゥエー・ミェが私に言った言葉を思い出します。それは「ようやく長い時代の中

でカイン民族が制作する、カイン民族独自のデザインのカイン民族衣装をシルクで織ることができ、

着用することが出来るのは非常に民族としての誇りである。これを日本の技術支援と教育支援により

開始することが出来たのは非常に歴史的なことであり、カイン民族の誇りを再び構築するものであ

る。」と。 

その言葉はこれからのミャンマーの

歴史に通ずるものであり、経済的技術

支援よりもその地域のアイデンティテ

ィと誇りを尊重した、非常に人道的か

つ文化的な活動であると私は出席者に

述べました。 

このカイン州は自分たちの伝統的な

デザイン、織物に対して遺伝子的に大

切なものとしている姿勢がうかがえま

す。それらを継承するためには、この

カイン州の衣装だけで終わらせず、

様々なものに加工しデザインし広めていくことが重要であるのだと私

は強く申し上げました。その後再び、温かい拍手と歓声に包まれたことは今回の旅で私の心に残る場

面の一つでもありました。 

 

総括 
 今回、タウンジーとパアンのミャンマー二都市でワークショップを行った際に改めて気づいたこと

は、その都市の民族性、発展の具合や違い、そして商業の成り立ちが大きく違っている点です。ワー

クショップではデザインや製品の品質だけではなく、輸出全体に対する必要な準備、そして日本市場

における需要についてなど、多くの情報提供が求められます。そのため、定期的なワークショップを

開催する必要性を強く感じました。私もまた、すでに理解していたはずのミャンマーにもかかわら

ず、このような地域差、地域構造の違いなどを現地訪問により認識を新たにしました。今後は更に今

一度事前に十分にその地域を理解し準備した上でワークショップに臨みたいと思いました。 
 
今回は私に取りましても、非常に素晴らしい経験になったことをここにて報告させていただきます。 
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