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研修参加者同士が議論することを通じて、独自の企
画を立案する演習を行いました（図表１）。
◆講義①：歴史ある資源を現代につなぎ世界に拡げる
～小倉織から
「小倉 縞縞 SHIMA-SHIMA」へ～
つい き のり こ

・講師：遊生染織工房 主宰 築城則子 氏
「地域にある資源（地域資源）を活用して、付加
価値の高い商品・サービスを作り出し、消費者に届
ける。」これまでにも多くの地域で取り組まれてき
たことですが、成功している地域は必ずしも多くは
ありません。
今回の研修を企画するにあたって、実際に地域の
現場で地域資源のプレミアム化に取り組まれている
実践者として、福岡県北九州市で伝統の小倉織を復
元し、新たな魅力を吹き込んだ事業を展開されてい
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（写真２）築城則子氏の講義風景

（写真３）小倉 縞縞 SHIMA-SHIMA
（写真提供：㈲小倉クリエーション）

る遊生染織工房主宰の築城則子氏を講師にお招きし

多くの人々の手に届けるために事業化（小倉 縞縞

ました。

SHIMA-SHIMA）を進め、国内外から高く評価さ

築城氏が復元した小倉織は、江戸時代初期から豊

れるようになった自らの30年以上にわたる挑戦を、

前小倉藩で織られてきた織物です。他の織物よりも

築城氏は「先人に学ぶ」「変えるものと変えないも

経糸の密度が高く頑丈であったことから武士階級に

の」「制約と自由」「頑固さと少しの無謀」の４つの

重用され、明治時代以降は全国各地で学生服として

キーワードを用いて説明されました。

広く用いられました。しかし、その後、全国各地で

参加者からは「講師の情熱と熱意が感じられた」

模倣品や粗悪品が出回るようになり、品質・人気が

等の声が多く寄せられるなど、非常に刺激的な講義

低下し、昭和初期には北九州市小倉地区での製造は

となりました。

途絶えてしまいました。
築城氏は大学で能や狂言等の近世演劇を研究した
際に、能装束の「紋様と色」に魅せられて染織の世
界に入られました。ある時偶然に小倉織の端切れに

◆講義②：プレミアム戦略のための地域シンクタンク
の役割と可能性
・講師：北九州市立大学大学院教授

き

ど ひろ し

城戸宏史 氏

出会ったことで、手織り小倉織の復元に挑戦され、

2014年度からの地方創生の流れを受けて、地域シ

1984年に実現。現在、築城氏による手織りの小倉織

ンクタンクに求められる役割はこれまでの公表デー

は芸術作品として国内外で高い評価を受けています。
その後、築城氏はかつての小倉織のように一般の
人々に日常使いしてもらいたいと考え、機械織によ
る汎用製品の開発に着手し、2007年に機械織の小倉
織ブランド「小倉 縞縞 SHIMA-SHIMA」を立ち
上げました。同ブランドも手織り作品と同様に国内
外で高い評価を得ており、オリジナル製品の開発・
販売に加えて、さまざまなブランドとのコラボレー
ションも実現しています。
かつての地域資源（小倉織）を復活させ、さらに

（写真４）城戸宏史氏の講義風景
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タに基づいた調査研究をベースにしつつも、具体的

ご講義いただいた築城氏と㈶日経研メンバーをパネ

な政策立案や個別の地域課題へのソリューション提

リストとしたパネルディスカッションを行いまし

供へと広がりをみせています。

た。主な論点と発言内容は、以下の通りです。

今回の研修テーマである「プレミアム戦略」の立
案に向けて、地域シンクタンクが担うべき役割とそ

〈プレミアム化のポイント：築城氏の講義より〉

の可能性を探るべく、講師としてお招きしたのが北

・地域資源にプレミアムな価値が加わる背景には、

九州市立大学大学院教授の城戸宏史氏です。城戸先

地域の人々の支えがある。「小倉 縞縞 SHIMA-

生は1989年から2005年まで公益財団法人九州経済調

SHIMA」は、地元銀行のキャッシュカードや地

査協会で調査研究業務に携わってこられた地域シン

場百貨店の紙袋のデザインにも採用されるなど地

クタンク研究員の大先輩であり、現在は大学院マネ

元から愛されている。地元の人々に周知されてい

ジメント研究科の教授として、「地域事業創造」「地

ないものは、他地域への広がりにも限界がみられる。

域マーケティング」等を研究テーマとされています。

・小 倉織が地元の人々に愛用されるようになった

講義では、①地域シンクタンクの「強み」である

きっかけは、機械織の導入により汎用品の製造が

地域への精通度を維持しつつ、
「弱み」である国の政

可能となったことが大きい。手織りの伝統工芸品

策・施策に関する情報収集能力や、他地域との比較

のままでは生産量が限られ、価格も高価となるた

分析など複眼的な視点の養成が求められること、②

め事業展開は困難であった。そこをブレークス

地域シンクタンクには地域住民の多くが共感できる

ルーし、かつオリジナルデザインの価値により、

プロジェクトやビジョンを描き出す思考力が求めら

コモディティ化することを回避している点で、

れること、③高度経済成長の均質化の時代から多様

「小倉 縞縞 SHIMA-SHIMA」は極めて優れたプ
レミアム化の取組みとして評価できる。

化の時代へ向かうなかで、今後は地域の独自性が強
く求められるため、地域シンクタンクの果たすべき
役割は増していくこと等のご指摘をいただきました。

〈プレミアム戦略における「ものがたり」の必要性〉

地域の現場における経験談から最先端のマーケ

・プ レミアム戦略には「ものがたり」が必要であ

ティング理論まで、城戸先生の幅広い知識と経験に

る。「ただ美味しい」
、「ただ美しい」だけでは他

根差した実践的な内容の講義となりました。

の地域資源と差別化することは難しい。その資源
特有の「ものがたり」の存在こそが、他地域との

◆パ ネルディスカッション：プレミアム価値の発
見・創造による地域の付加価値力の引き上げ
・パネリスト：遊生染織工房主宰


㈶日経研

差別化、ひいてはプレミアム価値の源泉といえる。
・プレミアム戦略の実現には、①地域資源の発掘、

築城則子 氏、

②研磨、③表現の３つの過程がある。

鍋山徹、佐藤淳、大西達也

・コーディネーター：北九州市立大学大学院教授

〈プレミアム戦略の立案に向けた２つの視点





城戸宏史 氏

～「０から１」と「１から10」の違い～〉

地域シンクタンクの役割と可能性についてご講義

・プレミアム化は「グレードアップ」とも言い換え

いただいた城戸先生をコーディネーターに、小倉織

られる。プレミアム化を数字で表現すると２つの

の復元と「小倉 縞縞 SHIMA-SHIMA」について

パターンに分けられる。例えば、小倉織は一度無
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（写真５）パネルディスカッションの様子

くなったものを復元した点で、「０から１」への

◆演習

プレミアム化といえる。もう一つは、
「１から

当研修では研修テーマに即して、毎回具体的な企

10」へのプレミアム化で、すでにあるものの効

画を立案するための演習を設けています。今回は地

用を広げていくことである。プレミアム戦略を企

域資源をプレミアム化するための方策について検討

画する際には、必ず数字を意識することが重要で

していただきました。

ある。

演習は31名の研修参加者が５～６人ずつ６グルー

・地 域活性化について「ないものねだり」ではな

プ（Ａ～Ｆ）に分かれて、グループディスカッショ

く、
「あるもの探し」の重要性が指摘されて久し

ンを通じて、立案した企画内容のプレゼンテーショ

い。
「あるもの探し」はプレミアム化における

ンを行うワークショップ形式で実施しました。

「発掘」過程ともいえる。地域資源の発掘には、

なお、当研修では研修参加者に事前課題の提出を

まず地域の歴史に着目する必要がある。その際に

お願いしています。今年度はそれぞれの地域におけ

は、小倉織のように一度無くなったものが見つか

る磨きたい資源を５個ずつ列挙し、そのうち特にプ

ることもある（０の発見）。

レミアム化を検討したい資源を一つ選んで、その方

・また、必ずしも歴史（過去）に目を向けるだけで

策を検討していただきました。

はなく、
「余っていて困るもの（マイナス）」をプ

演習のファシリテーターとして、城戸先生に加え

レミアム化する方法もある。例えば、全国各地で

て㈶日経研メンバーが各グループでの議論に随時参

問題となっている放置竹林や杉の放置林等のマイ

加し、他地域での先進事例に関する情報提供や企画

ナスの資源も、樹脂コーティングで耐久性を改善

のまとめ方等についてアドバイスを行いながら、２

した食洗機対応の竹箸や、天然で唯一無二の商品

日間にわたって活発な議論がなされました。

として高価格で販売されている杉材のクリアファ
イル等のようにプレミアム化が可能である。

各グループが選んだテーマ資源とプレミアム化方
策は、以下の通りです。
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（図表２）演習で取り上げた６つのテーマ資源

C

新潟県新潟市
「古町芸妓」

B
A

群馬県高崎市
「高崎だるま」

D

茨城県牛久市
「牛久ワイン」

愛媛県今治市
「芸予要塞跡地」

F
E

静岡県袋井市
「ふくろい遠州の花火」

鹿児島県徳之島町
「長寿子宝」

（図表３）グループ別プレゼンテーション内容一覧
グループ

テーマ資源

プレミアム化方策

Ａ

茨城県牛久市
「牛久ワイン」

牛久市の名所である牛久大仏や茨城県の名産品である結城袖とコラ
ボしたパッケージなど地元と協働する提案。また、製造者目線だけ
ではなく、「人生初めてのワイン」のキャッチフレーズによる消費
者目線でのプレミアム化も図る。

Ｂ

群馬県高崎市
「高崎だるま」

高崎だるまの製作体験などの“コト消費”によるプレミアム化に加
え、インバウンドに向けた情報発信を通じての海外市場への売り込
みも提案。

Ｃ

新潟県新潟市
「古町芸妓」

日本酒、高橋留美子（漫画家）といった新潟県が誇る地域資源を活
かした PR を提案。芸妓による新入社員研修の導入、男性芸妓育成
など、祇園や新橋など他地域の芸者文化との差別化も図る。

Ｄ

愛媛県今治市
「芸予要塞跡地」

日露戦争の遺構である要塞を観光地化することによるプレミアム化
を企画。要塞を舞台としたコスプレイベント開催による付加価値創
出で、インバウンド等の新規顧客の発掘を狙う。

Ｅ

鹿児島県徳之島町
「長寿子宝」

徳之島町の平均寿命の長さや、高い出生率をアピールポイントとし
て、町のライフスタイルのプレミアム化を企画。婚活・妊活カップ
ルにターゲットを絞った集客戦略で地域資源の活用を目指す。

Ｆ

静岡県袋井市
「ふくろい遠州の花火」

グランピングやナイアガラ席設置など特別感の演出によって、他の
花火大会との差別化を図ったプレミアム化を企画。袋井市名産のマ
スクメロンなども活用。
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各グループで取り上げているテーマ資源は、提案

とで、同じような状況の地域資源であっても、市場

者本人以外のメンバーにとっては、あまり馴染みの

が広がる可能性があることがわかった」、「地域シン

ない地域資源でしたが、講義・パネルディスカッ

クタンクが今後どのような行動をとっていくべきか

ションから得られたアイデアを応用することで、限

を考えるうえで参考になった」、「他地域との連携に

られた時間内でプレミアム化のための具体的な企画

よる効果を感じると同時に、今後活かすことのでき

案を仕上げるなど、充実した演習となりました。

る人的ネットワークが得られた」等のご意見やご感
想に加えて、「地域シンクタンクにおける人材育

◆意見交換会
研修１日目のプログラム終了後には、研修参加者
の相互交流を深める意見交換会（懇談会）を開催し

成」や「コンパクトシティ」「６次産業化」「シェア
リングエコノミー」など多様なテーマについての研
修開催のご要望もいただきました。

ました。研修参加者と㈱日本政策投資銀行グループ
の役職員を合わせた約60名が参加し、リラックスし
た雰囲気のなかで活発な交流が行われました。

㈶日経研地域未来研究センターでは、今後もより
一層、研修内容を磨き上げて、皆様にとってより
「プレミアム」な機会をご提供できればと考えてお

◆総括

ります。是非、来年度以降も地域シンクタンク研修

２日間の研修終了後に実施したアンケートでは、

にご期待いただきますようお願い申し上げます。

研修参加者から「さまざまな事例について学んだこ

（写真６）ワークショップの実施風景

（写真７）プレゼンテーションの様子

（写真８）意見交換会の様子

（写真９）研修終了後の集合写真
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