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成願■始まりましたね。皆さん、こんばんは。今日は、私の友人の大町憲治さ

んと１時間対談させていただきます。では自己紹介を大町さんから。 
 
大町■京都で蒔絵師として活動しています。１時間よろしくお願いいたします。 
 
成願■私は京都のきものの図案化を本業としています。成願義夫と申します。

よろしくお願いいたします。 
 
今日のテーマは「伝統産業の未来は明るい」という非常に前向きなテーマでお

話しますが、とりあえずそのハッピーな気持ちで伺います。 
大町さんが最近うれしかったことは何ですか。 
 
大町■iPhone5に変えたことですかね（笑）。いろんな意味でメリットが多くて、
いまこれですごく遊んでいます。 
仕事に関して言えば、いろんなところで自分の仕事を認めていただきつつある

状況で、さまざまなところから声をかけていただいていることです。 
これから自分が発信しようとしていることについて、お声をかけていただくの

がうれしいですね。 
 
成願■わたしは、この仕事をさせていただいて今年で 40年になります。修業時
代をのぞいての 30年目を迎えられたことがうれしいですね。そうでなくても続
けられない方はたくさんいらっしゃるので、やはり続けられたということに関

して非常に私自身が喜んでいます。節目の40年ということをうれしく思います。 
大町さんも私も伝統産業に関わっているわけで、特に大町さんは伝統工芸のほ

うですよね。そうすると、いまたまたま修業時代という話をしましたが、やっ

ぱり、修行ということで弟子を思いつくんですが、大町さんは徒弟制度は伝統

工芸の継承において必要だと思いますか。 
 
大町■徒弟制度…弟子と師匠という関係ですね。ええ、僕は必要だと思います。

特にこういう手仕事においては、専門の学校を出ただけでは身に付かない物が

必ずあると思います。直接、師匠、先生と呼ばれる人から学ぶのは、日々の生

活から共に過ごすわけで、徒弟制度は必要になってくると思います。 
 



成願■大町さんは修業時代、弟子の期間はどれくらいですか 
 
大町■10年です。 
 
成願■私と一緒ですね。じゃあ今、師匠さんとしてお弟子さんがいらっしゃる

わけですね。 
 
大町■はい、２人おります。 
 
成願■師匠が弟子に必ず与えなくてはいけないことって何だと思いますか。 
 
大町■むずかしいですね。成願さんはどう思いますか。 
 
成願■私は、ハングリーな状況を与えるということだと思います。10年も修行
するということは、昔は、大町さんもそうでしょうが、徒弟制度がある程度い

ろんな業界で存在していた時期は、続けることが前提でした。今は嫌になった

らすぐやめてしまう現実があります。なぜ続けていたかというとハングリーさ、

餓えということが必要だったんです。今は親もそんなハングリーな状況は与え

てくれないし、社会も甘いというか与えてくれない。 
だから、今師匠が与えなくてはいけないのは、実はハングリーさじゃないかと

思います。誤解をおそれずに言えば、死なない程度に餓えさせるというか、（笑）

これは切実に思います。 
弟子は、半年一年と弟子を続けるなかで、今やめたら何と無駄な年月だ、これ

は絶対に無駄にできないと思わせるためには、ハングリーさが必要だと思いま

す。 
 
大町■なるほど。 
 
成願■いつやめても、どこに行っても何とかなるというのではなくて、せっか

くここに入ったからには師匠の立場で言えば私自身の経験で言えば、「飢えさせ

ていただいたことに尽きるな」と思います。 
 



大町■わたしも、修行時代で言えば「悩まさせていただいた」ことですね。そ

の悩みが勉強になったし、自分のベースになったかなというところですね。 
成願さんがおっしゃったのに近いのかもしれませんが、今いる弟子，スタッフ

と言っているんですが、彼らには常に希望を与える、夢を持てるようなことを

発したいし、行動したいと心がけています。 
こんな時代であること、伝統産業に対しても衰退していることを若い人たちは

分かっているし、でもその中から見いだせるものは何か、自分の技術でできる

ことは何か、ということを希望を持てるような、技だけではなくて、その気持

ちを絶やさないようには見せてあげたいなと考えます。 
 
成願■伝統産業，伝統工芸に関わっている人の一番切実な問題は、やっぱり継

続して食っていくか、ということだと思うんです。 
常々そういう人に言うのは「ほめてもらっても、売れなければ何の意味も無い

ですよ」ということなんです。まずほめてもらいたいということころから入る

人が非常に多いのですが、それはあまり現実的ではない。 
売るつもりでつくったものが売れない。それは否定されたということなんです。

過去の価値観で言えばすごくいいものかもしれないけれど、売るためにつくっ

て売れないのは、否定されたということです。 
市場性が無いもの、ですね。だけどそれをプライドとか自分の価値観で言えば、

「ほめられたし、すごくいいのに売れない」というところが、皆さんジレンマ

になっています。 
例えば、私のいる呉服業界は最盛期から言えば３割の売上げです。企業は４分

の１に減りました。同業者も廃業した人がものすごく多い。が、私がなぜまが

りなりにも食べていけているかということですね。ここは申し上げたいところ

ですが、きものが売れないということは、きものの全てが否定されたわけでは

ないんです。きものをつくる技術までが否定されたということではないんです。

きもののデザインまでが否定されたわけでもない。それを一緒くたに，きもの

はダメだというのではなく、まず大きく分けてみる。「もの、技術、デザイン」

と分けられるんです。「もの」は否定されても、技術は否定されていない、デザ

インも否定されていない。ですから「きものが売れなくなった。もうダメだ廃

業しよう、じゃなくて、和のデザインへのニーズ、ウォンツはあるんだと思う

こと。それをどうやって表現するかとなって、私はデジタル化しかないなと思



い、デジタル化を始めたんです。そして、今ここにあるんですが、素材集にな

もなりました。きものの図案が本業なんですが、デジタル化したことでいろん

なところからオファーをいただけるようになりました。私がデジタル化して和

のデザインを提供していますということから入ったので、こちらが思いもかけ

ない業界からお声をかけていただくことが増えてきました。 
そういうことで言えば、大町さんの漆の世界では、食って来れている人、来れ

ていない人の差は何だと思いますか。 
 
大町■私自身食って行けてるかと言われたら答えづらいところですが、お声を

かけていただけることが最大の喜びですが、違いと言えば、技だけではだめで

発想力があるかどうか。自分の持てる技をどのように生かしていくかがこれか

らの課題だと思います。 
おっしゃるように、漆の世界でも技術というのはとても大切にされていますの

で、いかに生かしていくかが大事です。蒔絵は器だけでなく、いろんなところ

に生かせると思います。発展途上ですが、ガラスであったり、プラスティック

であったり、真鍮であったり、籐であったり、そういったものに技をどう活か

すか。一つの製品だけではなくて、大きな工業製品というところでもどう活か

せるかは常々思うところです。 
 
成願■最初に少しおっしゃったコラボレーションでいくと、今ここに置いてら

っしゃる京セラさんとのコラボレーションについてお聞かせ願えますか。 
 
大町■はい。京都にある京セラさんというところで今、人口素材で京都オパー

ルという素材がつくられています。単体の天然の石ではないので、薄くスライ

スすることができるんです。それを供給していただいて、細かくちぎって、螺

鈿の技法を生かして貝の代わりに京都オパールを使って研ぎ出したものです。 
これは、（実物を手に）チョコボールのケースです。そこに京都オパールを張り

付けて、漆で固めて研ぎ出しているんです。 
 
成願■これもちょっと、映りますか（京都オパールを使った碁盤）。ぜひ映して

いただきたいんです。 
わたしから言わせてください（笑）。先ほど初めて見て、スイッチを探しました。



光って動き出すんじゃないかと。漆で京都オパールを使ってつくられたもので

すが、すごく未来的な、新しいプロダクトのような感覚があります。 
漆の鏡面仕上げですばらしいなと思うんですが、ちょっとご説明いただけます

か。 
 
大町■これは、隣にいらっしゃる政光順二さん 
（http://ameblo.jp/kyotogoban/entry-11123606179.html） 
の企画なんです。形自体は意匠登録されていて、そこに「銀河」というテーマ

で彩輝光（R）加工させていただいたものです。技術は、伝統工芸そのものです。
デザインと発想をいかに変化させるかということですね。 
 
成願■今は受注があって、仕事をするわけですか。 
 
大町■それもあるんですが、まず自分で発想します。 
「こんなのがあればみんな笑うんじゃないか（笑）」とかいうことを念頭におい

ています。例えばさきほどチョコボールの箱を見ていただきましたが、こっち

は「ミンティア」のケースです。 
 
成願■それ、ほしいと言ったらいくらですか（笑）。 
 
大町■ああっ、決めてません。公表すること自体初めてなんです。 
 
成願■そのおわんもよかったら、ちょっと。 
 
大町■普通ろくろでまいておわんをつくるんですが、これは木の粉を固めて集

積してつくったものに、漆を施しています。 
 
成願■今拝見したのはコラボ、素材コラボですね。 
今までいわゆるデザイナーとコラボされたことはないんですか。 
 
大町■ないですね、いままで自分でデザインしていたので。形は、これは政光

さんがもともとお持ちだったものですが、その意味では形のデザインとのコラ



ボですね。 
もともとあったものは、活用して、表面デザインは行う。これがコラボの面白

さだと思います。全てが全て、自分でではなくて、皆さんの力が結集されてい

いく、それがこれからのコラボだと言う気がします。 
 
成願■じゃあ、次のステップとしてデザイナーとコラボして新しい図柄を、例

えば私がデザインしたものを漆で仕上げていただくのは可能でしょうか。 
 
大町■もちろんです。お願いしたいくらいです。 
 
成願■京都市京都府が後押しする異業種交流で、染織業界がその技術を使って

きものや帯以外のものをつくるというのがあります。私が十何年前それを見て

がっかりしたのは、デザインの重要性というのがまったく考えられていなかっ

たことです。 
京都というのは実はデザインにお金を使わないという驚くべき場所です。もの

の価値はまず素材、職人の技術、そしてできたものそのものであって、そこに

付加された図案化の意匠への評価はまったくなされませんでした。 
しかし、実は市場では、きものも帯もデザインで売れているんです。だけど供

給する側が、デザインで売れているという事実を認めたがらない。これが不思

議なところで、私のように図案家が人前でしゃべるというのは今まではほとん

どなかったことなんです。 
図案家は、ずっと縁の下の力持ちで、帯屋さん染屋さんの陰に隠れて注文で言

われたものを描いていたわけです。ほとんど名前が出ることはなく、「きものの

デザイナー」として名前が出る方々は、きものの染織作家さんです。 
私が自分のことを「デザイナーです」と言うと皆さんよく言われるのは「きも

のの作家さんですか」と聞かれます。「いえ、生地には描かないです」と言うと

「じゃあ何に描くんですが」とおっしゃるんです。で「紙に描いたりとか…」

と言うと「そんな必要がどこにあるんですか」と言われるので、「どうしてそう

思うんですか」と聞き返すと「きものは過去からある柄を染屋さんが勝手に繰

り返して使っていると思っていた」とおっしゃるんです。 
つまり、きものについてデザインという認識がない。訴えてこなかった。デザ

インで売れているにも関わらずデザインの重要性を認めていない。これが京都



の現実でした。 
伝統産業には結構多いことです。先ほどの話に戻ると、異業種交流で私が見た

のはランプシェード。傘に、友禅が施してあるのですが、私は「この柄がなけ

ればいいのにな」と思いました。形がよくて、素材がよければ、そんなところ

に柄をつけないほうが売れるんです。そういうことをやってあかんなと言って

いる。それはデザインじゃないんです。たまたまきものに使った柄を、職人さ

んの手持ちの図柄をそこにはめ込んでいるだけの話で、それに合ったデザイン

は一切なされていなかったんです。 
それで「いいでしょう、華やかでしょう」と言ってる。市場性は全く考えられ

ていないし、ライフスタイルに落とし込めていない。 
 
最近で言えば、カーボンファイバーと西陣織がコラボしたものでバッグをつく

ったりというのを見かけますが、そこでもやはりデザインというものをないが

しろにしているんです。カーボンファイバーと西陣織がくっついただけのもの

を「素晴らしいでしょう」と提示している。しかし、一般消費者は「色、形、

デザイン」で買うわけで、「カーボンファイバー製のかばんください」と商品を

探す人はいないわけです。 
BtoB でカーボン繊維を使った医療器具という機能性の素晴らしさを訴えるな
ら成立します。しかし、BtoCで一般消費社に対してカーボンファイバーで西陣
織で織っていますというところで、デザインを無視してやっても何の意味も無

い。そういうことが案外行われているんですね。 
たまたま柄らしきものはついているけれどデザイン優先ではない。でも消費者

がほしいものはデザイン優先なんです。そこのギャップが非常にあります。 
 
京都というところはたまたま伝統があって技術が継承されてきているのでプラ

イドもあるために、自分の技術がよくて売れていると思いたいのは分かります。

でも実は消費者はデザインで買っている。あとはそれに見合った価格かどうか

というだけです。 
そこで大町さんにお聞きしたいのは、私が今言ったようなことは、突き詰める

とユーザビリティの追求ということになりますが、大町さんが関わってらっし

ゃる伝統工芸でも追求することは可能でしょうか。 
 



大町■使いやすさとかいう意味ですか。 
 
成願■それも含めてですね。 
 
大町■あると思います。工芸というのは、見て美しい、使って美しい。という

のがまずあります。でも、やはり見る美しさというのも工芸にあると思います。 
そういうものを尊重したものづくりをやっていきたいなと思っています。 
 
成願■それは例えば、大町さんがこういうものをつくられると非常に高価に感

じるんですが、それは高価な物を買える方の価格帯であればいいということで

しょうか。 
 
大町■それは一概には言えないと思います。ただ購買層のターゲットをどこに

持っていくか、と考えた時、薄利多売的で工業的につくられたものより、わた

しは小さな規模でやっているのでやはり高級層ですね。そこに視点を置いてや

っています。ただし日頃から使える物も今後必要になっていくと思います。 
 
成願■今、手がけてらっしゃる商品はどこで買えますか。 
 
大町■個展ですね。ただ、自分の仕事のやり方としてこれだけを販売して生計

が成り立つということだけでなく、これをご覧になった企業の方が「これを使

ってで何かできないか」「タイアップできないか」と思っていただけるようなと

ころをこれから開拓していきたいし、発信していきたいです。コラボレーショ

ンというところですね。 
 
成願■この間 FBで拝見した万年筆は、メーカーさんとのコラボですか。 
 
大町■そうですね、日本の某メーカーさんと今進めている話です。 
 
成願■非常に初歩的な話をうかがいますが、漆はイメージとしてかぶれること

があるという気がしますが、その点はどうですか。 
 



大町■敏感な方で、かなり長時間触れていると、かぶれる方も中にはいらっし

ゃいます。日常使う分には問題ないのですが、特異な例としてはありますね。 
 
成願■修行時代にかぶれたりしましたか。 
 
大町■ありますね。私は高校時代から漆を触っていたので高校時代はかぶれま

くりました。人前に出るのが恥ずかしいくらいでした。修行に入ると、免疫も

すでにできていて、かぶれなくなりました。 
 
成願■免疫ができるまでには人それぞれですか。 
 
大町■ばらばらですね。免疫もありまますし、体力も。全く受け付けない方も

なかにはいらっしゃいます。 
私の同級生も家業が仏壇屋さんや漆器屋さんという人は子供の頃からの免疫が

あるみたいです。 
 
成願■今一番つくってみたいものはありますか。 
 
大町■つくってみたいというより、これに漆を施してみたいというのはありま

すね。工業製品ですね。自動車の内装など。 
 
成願■漆の加工は素材を選ばないのですか。 
 
大町■天然素材と人工素材をどうマッチングできるか研究中です。 
これはガラスですがこういう形で生かせたら、美しいんじゃないかと。 
 
成願■例えば皮などはどうですか。 
 
大町■もちろんあります。従来から印伝というものがあります。それから銅や

真鍮など金属にもやっていけたらいいなと思います。 
実際今万年筆でやろうとしてるのは真鍮です。真鍮に蒔絵を施せたら素敵じゃ

ないかと、研究しているところです。 
 



成願■大町さんが今活躍されている要因は、異素材とのコラボに活路を見出し

てらっしゃるところでしょうか。 
 
大町■そうですね。京都オパールに出会いったことが第一大きかったと思いま

す。純粋に蒔絵だけでコラボしただけでは見てもらえませんが、京都オパール

にであったことで手技の範囲が広がりました。加工する対象物も幅が広がり、

素材も碁盤やお菓子のケースなど多彩になりました。 
 
成願■伝統産業の未来は明るいという事で言えば、私自身も先ほどから申し上

げているように何か売れなくなったからダメだではなくて、デザイン、技術、

ものという要素ごとに分けてみた時に、何がいま否定されているかを判断して、

その部分を排除していく。そして新しい要素と出会えたときに、現代のライフ

スタイルに落とし込めていく。そこが伝統産業の未来のキーワードかと思って

います。 
今全部否定する人も結構いますが、きもののデザインまでが否定されたわけで

はありません。私自身がそのことを実践し、きもののデザインもおかげさまで

いろんなところに提供しています。どんな産業でもそうですが、要素の中喉の

部分が今のライフスタイルに落とし込めないかを見極め、それを排除していく。

それが伝統産業の未来を明るくするキーワードだと。 
 
大町■そうですね。伝統工芸は決して廃っていくものではなく、これからどん

どん花開いていく。私たちが切磋琢磨すると同時に研究していかねばと思って

います。 
 
最後に質問がありましたら…… 
質問者■漆は食洗機にかけられますか。 
大町■最近そういうものは対応できる物はでてきていますが、できるものなら

本漆ののもは食洗機はやめておかれたほうがいいですね。できれば丁寧に扱っ

ていただくほうがいいです。 
成願■このなかで漆の商品を使っている方いらっしゃいますか。 
 
会場から、「おわん」「おぼん」など。 



「櫛、かんざし。蒔絵、螺鈿の物などよく使います。ほとんどはアンティーク

です。」 
 
大町■正月にお重箱を出しておせちをつくられる方いらっしゃいますか。 
（手が挙がる） 
大町■すばらしい。 
それはどこの塗りとか分かりますか。 
 
「分からないです」 
 
大町■日本には会津、京都、木曽などいろんな産地があります。これからもし

漆のものを使われるなら「どこのだろう」とちょっと気にしていただくと、さ

らに楽しいと思います。 
 
成願■ぜひまたコラボさせていただきたいですね。 
 
大町■そうですね。その時はぜひ、成願さんにデザインしていただいて。 
 
成願■私は伝統産業に関わっていますが、デザインしかできないし、逆にデザ

インが必要なものであれば何でもできます。最近「これにできませんか」とご

依頼を受けて、驚くようなものがあります。 
例えば葬儀関係など、ですね。これまで、おめでたいものばかりをデザインし

てきましたが、葬儀関係も実は日本的で伝統的なアイテムではあるわけです。

最近葬儀関係も簡略化が進みますが、そんな中でも棺桶だけは 
棺桶の新しいデザインをとなったり。葬儀でもパッケージで 30万コース、●万
コースなどありますが、その場合ブランディングが必要になるのですね。そう

いう想定していなかった業界からお声がかかるようになりました。高齢者が増

えてきて、最近良く見かけるのが、杖です。 
あの杖もカラフルな図柄が入っていますが、あれも想定していなかったジャン

ルです。ゲームでも「キャラクターのアイテムで購入する意匠に成願さんの柄

を使いたい」というお声があります。BANDAIの鉄拳に使われています。セカ
ンドライフの衣装デザイナーからも私の素材を使いたいのでライセンス契約を



したいというお話もあり，契約しました。驚きましたね。バーチャルな世界は

全く想定していなかったので。 
また，海外でもあらゆる分野でジャパネスクブームが続いていて、定着してき

ています。そういうことも日本的デザインが必要でいろんなところからオファ

ーが来るので、やっていてよかったと思います。 
きものが売れにくくなっても、きものの伝統美、様式美そのものが否定された

わけじゃないんだと。何度も言いますが、伝統産業をそのものだけでひとくく

りに捉えず、分類して捉えることが大事ですね。 
外国の方に聞いたのですが、日本の漆や織物など素晴らしい知っているので HP
など探すけれど、全くないと。日本のメーカーさんは自分の得意先に対しては

発信するけれど、広く発信することをしないんです。世界に必要とする人はた

くさんいるので、まず HP をつくってみてください。非常にもったいない話で
す日本の伝統的な技術は世界中が認めることなので、小さな分野で駄目になっ

たとあきらめず、それを生かしたいいろんな企業がたくさんあると知っていた

だいてアピールしていただきたい。 
いま、海外に出ているといういう人は、お宅で使いませんかと言う人は案外い

ない。完成品を持って海外で展示会などするけれど、それだとほしいかほしく

ないか、２つに１つしかない。しかし、技術であれば、今度あの製品に使おう

とか考えることができるわけです。それをしないのは、もったいないし、宝の

持ち腐れです。それがとても多い。必要とされているところにアピールしまし

ょう。そのことが伝統産業の未来を明るくする道です。 
長年培った技術をいろんな分野にアピールしていこうと伝えたいですね。それ

を私は言いたい。ひとりでできなければ、技術集団のようなものをつくってみ

んなでアピールしましょうと言いたい。そして、とりあえず HP をつくりまし
ょう。 
大町■アイデアとか、感性とかそういうものを PRしていけたらいいですね。 
成願■色とデザインということで一つ事例を申し上げると、ご覧になったこと

があるかもしれませんが、南部鉄瓶で紫や黄色のカラフルなのが出ましたね。

それを取材したことがあるんです。生まれたきっかけは何ですか、と。有志が

海外の展示会に出そうと持ち寄って並べた時に「真っ黒やなあ」「これはあかん」

となったそうです。で「展示会用に色をつけよう」と好きに塗ってみたら、オ

ーダーはカラフルなものばかり。しかし色つきは火にかけられないんです。と



ころがたまたま日本ブームなのと、紅茶や日本茶が入れられるティーポットと

して使ってもらえた。鉄分も取れるし、和的な形がインテリアのアクセントに

なると非常に海外で売れたんです。瀕死の状態だった南部鉄が盛り返したのは

「色」だったんですね。 
やっぱり伝統にこだわるがゆえに市場をなくしてしまっていたところに、色の

制約を外したとたん大化けした。こういうささいなきっかけで生まれ変われる

ことがあるのでぜひチャレンジしてみてほしいです。 
せっかく何代にも渡って培った技術だと思うので、あきらめずに続けてほしい。

少なくとも「息子につがせたくない」と悲しいことを言わないでほしい。」自分

で思いつかなければ、思いつく人と組んでみるとか、何とかして活路を見出し

てほしい。それが未来を明るくします。 
 
最後に一つだけ質問よろしいですか。 
仕事のやり方で一匹狼的なことも必要だと思うんです。やめたいと思われたと

きもあったんじゃないかと。そういう時点がどんなときか、どうやって立ち直

ったかということを聞かせてください。 
 
成願■やめたいと思った時は食えなかった時です。家族がいますから，借金し

てでも他のことをしますが、ことごとく失敗するんです。結局私の武器は何か

と考えた時、意匠を生み出す力だと思い、これで一生食っていくと決断したと

たんに好転したんです。それまでは、あれが儲かっていそうだと中途半端にや

って失敗するんです。インクジェット機を何百万もするのを買って投資して失

敗してみるのも嫌になって… 
好転したのは自分でこれが天職だと分かった時。神様に「これでいきます」と

言った時に「よう分かった。仕事あげるわ」と神様がくださったように思いま

す。 
 
大町■上がったとき、下がったときありますが、下がったとき何を考えるか。

続けていれば浮いてくるものが必ずあります。モチベーションが下がったとき 
何を考えるか、そこで得るものが、後に上がったとき活かされるそういうもの

もあると思います。 
 



成願■続けることを前提に考えてほしいです。私は４０年やっていますが、た

いしたことないんです。今朝エベレストを80歳で登ったと報道された三浦さん、
すごいですよね。きりがないです。何年やったからどうということはないです

ね。 
大町■まだまだベテランの域ではないと思っています。これからまた成願さん

と一緒にやっていけたら、そこでまた模索していきたいです。 
 
成願■せっかくなので、最後の質問を香川から来られた方に。 
 
デザインって自分の使う先がぼんやりするとできないのですが、これから成願

さんご自身でどうしたいというのはありますか。 
 
成願■やればやるほど人を幸せにするデザインがしたいです。自分のためにと

思っているうちはだめで、法人化したことで、クライアントのその先にいる人

がどれだけ幸せになるか、そう考えるようになりました。 
直近のクライアントが「これはちょっと」と言っても、私はその先を見ている

ので「こうしないと儲かりませんよ」と断言できるし納得してもらえます。そ

れによって、売上げが倍以上になりましたし、仕事も「おまかせで」となりま

した。一つのデザインを仕上げるのに従来は１週間２週間かかっていました。

それがもうお任せなので、効率がいいんです。私は柄を生み出すプロですし、

これを使えば売れますよ、と自信を持って渡せるわけです。それができないと、

ただの描き屋になるし責任転嫁をしてしまいます。売れなくても「言われた通

り描いたでしょう」と相手のせいにしてしまいます。 
そうじゃなくて、「これを使えば売れますよ」というために、勉強もします。ク

ライアントが「売れなかった」とならないようにどんなデザインにしようか真

剣に考えます。だから女性スタッフもたくさん置いていて、聞く耳を持つよう

にしています。振袖を描くのに、おじさんが独りで描いてもだめですから。デ

ザイナーはそういうご意見番を自分の周りに置いて、その意見も反映させない

と市場性のないものになります。 
 
大町■私は、自分が持ってうれしいもの、喜べるものをつくっていければと考

えています。つくったものを愛したいし、愛せるものをつくっていきたい。 
 



成願■それもすばらしいですね。楽しめるというのは基本の基本です。 
 
大町■そうですね、やってて楽しければ、できあがったものは愛せるものにな

るし、それが認められたらつくって良かったと思えますね。 
技術より発想力やアイデアを見ていただけるような仕事が主流になっていくと

思います。 
 
成願■ということで、本日は〆とさせていただきます。 
ありがとうございました。 
 
 
 


