
一次産業や工芸などに代表される、その土地の風土を活かした産業は、

輸入や機械化による安価な商品との価格競争にさらされ、全国的に困

難な状況にあります。もしもこのような産業が途絶えてしまったら、そ

の土地らしい風景も失われてしまいます。

梅原さんは、多くの地方が抱えるこの課題に向き合い、デザインの力

で地域そのものを再生してきました。なかでも、高知県の漁師からの

相談でプロデュースした『一本釣り・藁焼きたたき』は、８年間で年商 20

億円もの事業に発展しました。

本事業の構想にも大きな影響を与えた梅原さんが考えるデザインとは

何か、どのようにして土地の力を引き出し、競争力の高い産業へと結実

させるのか。

今回は、一次産業の盛んな由布市庄内エリアで、地域のものづくりと

活動・交流の拠点として生まれ変わりつつある旧大津留小学校を舞台

に、じっくりと伺います。

豪快かつユーモア溢れる梅原さんのお話にご期待ください !
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一次産業 × デザイン

土地の力を引き出すデザイナー・梅原 真さんに聞く！

ゲスト = 梅原 真 （デザイナー／梅原デザイン事務所 代表 ）
モデレーター = 山出淳也（CREATIVE PLATFORM OITA 編集長 ）

日時 = 2017年10月6日（金） 16 :00 〜18:00　
会場 = 旧大津留小学校 体育館（大分県由布市庄内町東大津留636）
※ 会場内の駐車場をご利用いただけます（無料）。
※ 会場にはエレベーターがございません。介助を必要とされる方は、恐れ入りますが申込みの際にお知らせください。

参加費 = 無料
定員 = 50名程度
主催 = CREATIVE PLATFORM OITA

時間 = 18:15〜19:45
参加費 = 3,000円（税込） ※事前申込みが必要です。

SPECIAL INTERVIEW
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梅原 真

［ イベント詳細 ］

［ 交流会］



山出：まずは『一本釣り・藁焼きたたき』

のお話をお聞かせいただけますか。

梅原：漁師さんから「このままだと船が潰

れてしまう」と相談を受けたところから始ま

りました。当時は魚価が下がり、消費も低

迷し、効率の悪い一本釣りが続けられな

い状況になりつつありました。そのときに

漁師さんから渡されたビデオテープを家に

帰って見たら、家族に見送られながら船が

出航する場面の映像だったんです。漁師

たちは出航したら10ヶ月間、海の上で暮ら

すんですね。鰹を獲って、船倉がいっぱい

になったら最寄りの港に揚げて、自分たち

の食料や 餌を積んで、また漁に出る。ビ

デオを見ながら、その風景が僕の頭に浮か

んできました。この生業が、効率のいい

巻き網漁船に取って代わられてしまったら、

この風景がなくなってしまうわけですよ。

山出：土佐の漁港の風景がなくなってしま

う、と。

梅原：そう。もともと鰹のたたきは家庭で

焼くものでした。いまはみんな効率を求め

てガスで焼いているけれど、婆さんは藁で

焼いていたんですよね。それを思い出して、

「藁で焼くのが１番美味しいことを知っても

らえるようにしませんか?」と提案しました。

普通だったら「そんなの面 倒くさい」ってい

う話になると思うのですが、その漁師さんは

「そうしよう! 」って賛同してくれました。

山出：この商品が世に出るまでの過程で、

梅原さんは具体的にはどのようなことをな

さったのでしょうか。

梅原：コミュニケーションですね。今から

買おうとしているものの情報がうまく相手

に伝われば、それを買う気になるわけです

よ。まずそれが何なのかわからなければ、

全くお金を出す気になりませんよね。

パッケージデザインは商品「そのもの」です。

それを持ってレジを通過するかどうかとい

うのがパッケージデザインなんです。「いい

デザインだね」と言うだけで、カゴに入れ

ずにそのまま通過して帰っちゃったら、い

いパッケージデザインとは言えないんです。

僕は、「言いたいことがうまく相手に伝わっ

ているか」「お金を出すところまで到達する

デザインができているか」ということがデザ

インだと考えています。

山出：梅原さんはその商品を購入する人と

提供する人の間を繋ぐコミュニケーション

を作っていらっしゃるのですね。

梅原：まさにそれが仕事です。その土地か

ら湧き出てくる情報じゃないと、いくらデ

ザインをしてもうまくいきません。

その土地で活動しているデザイナーも、そ

こが抜けて、かっこよく見せることや表面

的なビジュアルに捉われたデザインをして

いませんか? そんなもん、どこに行っても

あるんです。東北に行っても同じデザイン、

九州に行っても同じデザイン。僕は「デザイ

ンって何なんですか?」と問いたいですね。

山出：デザインというものを梅原さんはど

のように捉えていらっしゃいますか ?

梅原： 「デザイン的に考える」とか「デザイ

ン的思考」というような言い方をしています

が、たとえば、鰹を獲っても売れないとなっ

たとき、「ガスで焼いてるからじゃないの?」

「 藁で焼いた方がいいんじゃないの ?」 と

考えますよね。それから、一本釣りという

言葉を前に出した方がいいんじゃないかと

か、その名前をどんな文字で書くかを考え

る。藁で焼こうとしたこともデザイン、名

前をどう付けるかもデザイン、商品のこと

を知ってもらうために作った文章もデザイ

ン、それを編集してロゴにするのもデザイ

ン、最後にパッケージにするのもデザイン。

全てデザイン的に考えたことなんですよ。

山出：梅原さんは特 に高知県という地元

にこだわってお仕事をされていますね。

梅原：僕は高知で生まれて、高知で育ちま

した。高知の製造品出荷額は全国最低で

す。そういう土地柄なので、自然と一次産

業に関する仕事が増えます。このフィール

ドで 面白いものをさがすうちに、まさに、

高知の海、山、森が仕事になっちゃったと

いうことです。

僕は、自分の仕事を『土地の力を引き出す

デザイン』という言葉で括っています。その

土地が持っている力をうまく掘り起こして、

世の中に出すことによって、失われつつあっ

たものが復活していったり、時代に受け入

れられるようになっていく。僕の仕事は、そ

聞き手：山出淳也
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デザイナー／梅原デザイン事務所 代表

今回お話を伺ったのは、高知県を拠点に

1980年代からデザイナーとして活躍なさっている梅原 真さんです。

梅原さんは、一次産業×デザインの先駆者として、

その土地が持っている力を引き出し、

失われてはいけない風景を保つデザインをいくつも手掛けてこられました。

1988年にプロデュースした『一本釣り・藁焼きたたき』は、

８年間で年商20億円の事業に発展し、土佐の港の風景を残しました。

その梅原さんが考えるデザインとは ?

長時間にわたりインタビューさせていただきました。

梅原 真

『 一本釣り・藁焼きたたき』のパッケージ



のスイッチを入れ直すことなんです。そのま

ま放っておいたらダメになってしまうけれ

ど、目線を変えれば新しい価値を生み出す

ことができる。そこが面白いところですね。

山出：最近はどのような商品にたずさわっ

ていらっしゃいますか。

梅原：今やっているのは、栗です。もう15

年も放置している栗山があったんです。そ

んなに長く放置されていると、とんでもな

く山が荒れ果てているんです。もうこの荒

れ果てた山に価値はないのか。そう思って

山を見つめ直してみると、15年も放置して

いるということは、15年間も化学肥料が

入っていない、ケミカルフリーな土壌やな

いかとひらめいたんです。

その栗の総称は今まで『四万十栗 』でした

が、『しまんと地栗』という名前にしました。

この栗を使った商品はデパートの催事で１

日70 万円売れるんですよ。この価値をど

のように見るか。山の奥深くの荒れた栗山

がですよ、デパートの地下の有名ブランド

のブースの横でどんどん売れていく。山と

デパートの地下が直結したわけです。

山出：山とデパートが直結するということ

自体も重要なデザインですね。

梅原：『しまんと地栗』のきんとんには、も

ともと砂糖 が 30％入っていて保存料が

入っていたんです。それを食べてみて、「甘す

ぎる。砂糖を減らせ」って調整を繰り返して、

今は10％が 砂糖で 90％が 栗です。１箱

800円するんですが、すぐ売り切れてしま

うんですよ。どの部分が商品開発かという

と、砂糖を減らしたことですよね。あとは

ネーミングとデザイン。でもコストはかけ

られない。たとえばお歳暮用のパッケージ

にも、ほとんどお金はかかっていません。

山出：梅原さんには「弱い者の味方をす

る」というメンタリティがあるのではないか

と感じます。

梅原：相当ありますね。これまでやってき

た仕事を見たら全部そうですね。「絶体絶

命のデザイン」なんです。漁師の話も『しま

んと地栗 』も、絶体絶命だったでしょ? だ

からこそ、そこに逆の目線で逆のスイッチ

を入れることが面白い。

山出：ホームページに「マラソンで言えば、

シンガリランナーです。シンガリからは、こ

の社会の行方がしっかり見えています」と

書かれていますね。これも梅原さんならで

はの面白い観点ですね。

 

梅原：ラストランナーだから、全部見えるん

です。「間違ってるやん!」みたいなことも、

後ろからだったらよく見える。経済界や行

政のやっていることや、世界がどう動いて

いるか、そういうところもシンガリだから

全部見える。「トップランナーも１回ここに

来て見てみぃ ! 一番前ばかり走ってたら見

えてないやろう」って思いますね。間違い

だらけのマラソン大会の様子を後ろからも

ちゃんと見て理解していた方が、トップか

らまた切り拓いていけると思います。

山出：地方におけるデザインの仕事にとっ

て大事なことは何でしょうか。

梅原：どんな土地でも、長所もあれば短所

もある。その長所もよし、短所もよし。大

事なのは、その土地から発するその土地

の個性ですよね。自分たちの土地の悪いと

ころもまた個性だと捉えて、そこでクリエ

イティブなこととは何かと考えていくことが

一番大事なことだと思っています。

山出：梅原さんがお仕事を引き受けるかど

うかの選択のポイントは何ですか。

梅原：まず１番は、その問題が 面白いかど

うかですよね。２番目はやる気。３番目は

ユーモアがあって、笑えるかどうか。笑っ

たらOKじゃないですか? コミュニケーショ

ンって、相手を笑わせることができたら、

もう伝わってると思いますよ。

高知市生まれ。デザインを一次産業再生のために使いたいと、1980年梅原デザイン事務所主宰。1988年、高知県土佐佐賀町にて、『土佐一本釣り・藁焼きたたき』をプロデュース。
1989年、高知県大方町にて、４kmの砂浜を巨大なミュージアムに見たてる『 砂浜美術館』をプロデュース。1995年から（株）四万十ドラマのプロデュース。『 四万十のひのき風呂』

『しまんと紅茶 』『しまんと地栗』などの商品開発をベースに、流域の産業を再生する。主な著作に『ニッポンの風景をつくりなおせ』（羽鳥書店）など。「土地の力を引き出すデ
ザイン」で『 2016 毎日デザイン賞』（毎日新聞社主催）にて特別賞を受賞。

梅原 真 （ デザイナー／梅原デザイン事務所 代表）

『しまんと地栗』をふんだんに使った
『ジグリキントン』
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CREATIVE PLATFORM NEWS とは
大分県ではクリエイティブな手法による新たな

産業創出を目指し「クリエイティブ・ プラット

フォーム構築事業」を実施しています。 本事業

は、大分県内の企業が有する技術やノウハウ

に 、クリエイティブな発想や考え方を組み入れ

ることによって、競争力の高い商品・サービス

の開発や、新規マーケットの創出に繋げること

を目的としています。

本紙『 CREATIVE PLATFORM NEWS』で

は、本事業の最新の情報と、全国各地でクリ

エイティビティを活用した事業に取り組む方々

へのスペシャルインタビューをお届けいたしま

す。また、本紙でご紹介する方々をゲストに

迎えるトークイベントや交流会『 CREATIVE 

PLATFORM CAFÉ 』も定期的に開催してい

ます。大分のクリエイティブを刺激する情報の

発信・共有の場となるよう、毎回異なるテーマ

や演出を予定しております。ぜひお誘い合わせ

のうえご参加ください。

本事業の最新情報は、公式 Webサイト『CR

EAT IVE PLATFORM OITA 』および Faceb

ook、twitterからもご覧いただけます。

また 、メールマガジンにご登録いただくと 、イ

ベント情報 の先行告知や 先行予約などの特

典のほか、事業の最新情報や会員だけが読め

るスペシャルコラムなどを無料でお届けいたし

ます。
※本紙は、交流イベント『CREATIVE PLATFORM  C

AFÉ 』開催時に参加者に配布しています。

メールマガジンへのご登録は公式Webサイトから http://creativeoita. jp

7月26日、大分県国東市の廃校となった小

学校を再活用したアキ工作社の社屋に金谷 

勉さん、中野伸哉さん、松岡勇樹さんの３

名をゲストにお迎えして、『“目の 付けどころ ”

をヒット商品に繋げる―鯖江と国東の事例

から』をテーマに『CREATIVE PLATFORM 

CAFÉ 』を開催しました。

まずはダンボールを素材に開発したマネキン

やクラフト製品『d- torso』シリーズを展開す

る株式会社 アキ工作社の松岡勇樹さんにご

登壇いただきました。

『d-torso』は構造で面を表現した革新的な

商品としてマネキンの市場に新しい価値を生

みましたが、コピー商品が多く出回るように

なり、同業他社との差別化が新たな課題と

なったそうです。資材置き場やレーザー裁断

加工室などを案内しながら、松岡さんは「田

舎で仕事を作ることが仕事なんです。国東半

島の歴史や風土と対話しながら事業を生み

出し、新しいライフスタイルを提案したいで

すね」と語りました。

続いて、セメントプロデュースデザインの金

谷 勉さんには、５年間で12倍に売上を伸

ばし地元の雇用増加に繋がった『Sabae 

mimikaki』をはじめ、数々の商品開発事例

をもとに、協業のプロセスや他商品との差

別化などについてご紹介いただきました。

金谷さんはただ売れる商品を作るのではな

く、メーカーが自走できるようになるための

商品作りが大事であると言い「クリエイター

の視点を活用して自分たちがどんな武器を

持っているのかを整理することが大事です」

と語りました。

最後に同敷地内にある『七
しち

島
とう

藺
い

学舎』に会

場を移し、国東半島の地域産品・七島藺を

使った商品を国内外に展開する株式会社 国
くに

東
さき

七
せぶん

の代表取締役会長を務める中野伸哉さ

んに、ご自身の活動や七島藺の現状につい

てご紹介いただきました。中野さんはこれま

でにユズやミカンなどの農産物からホテルま

で、さまざまな案件をプロデュースしてきまし

たが「伝統工芸は一筋縄ではいかない」と語

ります。値段の割に手間がかかる七島藺は

ニーズはあるものの作り手が少なく、発注の

７割は断っているのだそうです。これを受け

『くにさき七島藺振興会』の細谷さんらと会場

のお客様も参加し、意見交換を行いました。

商品開発については、金谷さんから「素材の

特性から何を作るかを考えるべき」「市場を広

げるには誰もが売りやすい商品を多数展開

し、入口を増やすことが有効」というアドバ

イスもありました。

七島藺に限らず多くの工芸が抱える、作業量

と対価が見合わず産業として成り立たないと

いう課題は一朝一夕に解決できるものではあ

りません。さまざまな観点からの意見交換は

熱を帯び、山出編集長が「絡み合う複数の

課題を同時に考えながら解決を図る必要が

ある」とまとめ、閉会となりました。

CREATIVE PLATFORM CAFÉ vol. 6 開催レポート

交流会では『国東食彩 zecco 』と『生活工房とうがら
し』とのコラボレーションによるケータリングを囲
み、参加者同士の会話が盛り上がりました。


