
− 16 − − 17 −

地場産業の観光化

堀江　祐至・玉城　勝海

目　次

はじめに　………………………………………………………………… 18

第１章　地場産業　……………………………………………………… 18

　第１節　地場産業とは　……………………………………………… 18

　第２節　地場産業の光と影　………………………………………… 19

第２章　地場産業の観光化　…………………………………………… 20

　第１節　地場産業の観光化　………………………………………… 20

　第２節　福井県鯖江市の事例　……………………………………… 20

　第３節　岩手県葛巻町の事例　……………………………………… 22

第３章　現代の観光と地場産業　……………………………………… 23

　第１節　現代における観光　………………………………………… 24

　第２節　観光に求められていること　……………………………… 24

　第３節　観光と地場産業　…………………………………………… 25

まとめ　…………………………………………………………………… 26



− 18 − − 19 −

地場産業の観光化

はじめに

　私たちのゼミナールでは、観光を学ぶなかで、旅行会社の協力のもと、ツアー
商品の企画・販売を行った。ツアー作成過程で困難だったのは、ターゲティング
や行先にあったテーマの設定であったと記憶している。ツアー企画最終段階の下
見で、私たちは丸亀の「うちわの港ミュージアム」を訪れた。当初は、ツアーの
立ち寄り地の一つとして選んだミュージアムであったが、スタッフの方から丸亀
うちわについてたくさんの話を聞くことにより、私たちはものづくりと観光の結
びつきについて強く関心を持つようになった。
　日本のものづくりは、グローバル化を迎えた現在において、たくさんの不安要
素を抱えている。海外からの安価な製品の輸入や新しい技術の導入により需要が
減り、さらに少子化や過疎化により若い後継者が少なくなっている。それでもな
お、ものづくりは日本の地場産業として根強い地盤を持ち、ある種のブランド力
となってその地域の名が全国に知られることとなる。それらの地場産業と観光と
の関係性を考察していくことが本論文のテーマである。

第１章　地場産業

　地場産業と観光との関係性を考えていくうえで、まず初めに、地場産業とは何
なのか、また現在、どのような状況にあるのかを確認していく。

第１節　地場産業とは
　地場産業という言葉を大辞林１）で調べると、「その地方の資源・労働力を背景
に古くから発展し、その地に定着している産業」と出てくる。しかし、「古くか
ら発展」とはいつからなのか、また「資源・労働力を背景に」とは何なのか、そ
ういった概念を明確にしておく必要がある。
　初めに、なぜ「古くから発展」なのかについて確認していく。現存する地場産
業の産地形成の時期をみてみると、江戸時代またはそれ以前に形成されたもの
が約 36％、明治時代に形成されたものが約 25％、大正時代に形成されたものが
６％、昭和（戦前）に形成されたものが８％、昭和（戦後）に形成されたものが
20％となっている２）。約７割もの産地が大正時代以前に形成されているという事
実から、「古くから発展」という言葉になったと考えられる。

１）……三省堂『大辞林』2006 年改訂版（第三版）を参照にした。
２）……小原久治『地場産業・産地の新時代対応』勁草書房　1991 年　PP12〜14 を参照にしてまとめた。
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　次に、「資源・労働力を背景に」について確認していく。地場産業の産地が形
成された背景の一つとして、農業の副業３）として始まったということがあげら
れる。農業だけでは生計を立てられず、副業的に始まった。農作物やその他の資
源を加工して商品として売り出すことが産地形成の要因であった。もう一つの背
景として、労働力の安さもあげられる。鯖江の「眼鏡」のように都市部から技術
を学び、地方で生産・発展を遂げたものが日本にはいくつか存在する。
　これらをまとめて、私たちは次のように定義づけしたい。地場産業とは、「日
本において、地域の経済を発展させるために形成され、産地の多くは大正時代以
前から発展し、その地に定着した産業」である。

第２節　地場産業の光と影
　日本の固有文化・ものづくり文化の代表ともいえる地場産業は、一部業種におい
て右肩下がりの傾向にある。その要因として、海外からの安価な製品の流入があげ
られる。海外製品との競合に優勢を持てない地場産業には、５つの特性が存在する。
まず、第１に「世界一安いということが武器となってこれまで輸出が可能であった
業種」、第２に「商品企画力、デザイン開発力の余地が狭いか、あまり必要としな
い業種」、第３に「高度な生産技術があまり要求されない業種」、第４に「海外市場

（主にアメリカ）において、もっぱら中級品の下か、低級品市場に向けて販売が長
い間なされていた業種」、第５に「歴史的に単純労働集約的な生産体制をとってき
た業種」があげられる４）。この他にも、後継者不足という問題も抱えている。競合
製品の登場は、製品の価値を下げ、価格の下落にともない低賃金となる。若者への
魅力を失ってしまった産業は、自然と高齢化を招き後継者不足となっている５）。
　しかし、そのような問題を抱えている地場産業の中にも確実に発展していると
ころも存在している。明治時代に形成された「今治タオル」や「鯖江の眼鏡」が
その例である。これらの産業の発展は、地域内でのブランドの統一化や新しい素
材の導入などにより、変化していく時代の流れやそのニーズに的確に応えてきた
からだと言えるだろう６）。

３）……前掲書　PP4〜10 を参照してまとめた。
４）……長谷川英伸「地場産業に関する再考察」
　　……http://libds.tamagawa.ac.jp/dspace/bitstream/11078/179/1/4_2014_45-57.pdf の「第五節　地場産業の衰

退と発展」を参照してまとめた。
５）……米田公則「地場産業の展開と地域（２）」
　　……http://ir.lib.sugiyama-u.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/359/1/%E7%A4%BE10%E7%B1%B3%E7%94

%B0.pdf の「地場産業の展開過程と地域資源」を参照してまとめた。
６）……事業構想 Project…Design…Online　2015 年 12 月号「今治タオル、製紙産業など　歴史から紐解く愛媛製造

業者の強さ」http://www.projectdesign.jp/201512/pn-ehime/002599.php を参照してまとめた。
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第２章　地場産業の観光化

　前章では、地場産業の定義の共有と地場産業の現状について確認した。地場産
業は、地域の発展のために古くから存在し変化する時代の中でほんろうされなが
らも発展を遂げている。
　この章では、地場産業の観光化について事例を挙げながら論じていく。

第１節　地場産業の観光化
　地場産業の発展は、該当する企業に利益をもたらすのはもちろんのことなが
ら、副次的にそのほかの産業にも利益を生み出す。それは、原料を生み出す産業
であり製品を輸送する流通産業だ。
　さらに付随して観光産業にも利益をもたらす。観光産業とは、旅行業・輸送
業・宿泊業・飲食業など観光にかかわる多くの業種の総称である。ではなぜ、地
場産業の発展により観光産業に利益がもたらされるのか。それは、「地場産業が
その地域のランドマーク的存在となるからである。」と私たちは考えた。つまり
それは、地場産業がその地域の広告塔になり他地域から観光客を呼び込むこと
で、鉄道やレストラン、ホテルなどを利用するからである。

第２節　福井県鯖江市の事例
　鯖江市が「めがねのまち」だということをご存じだろうか。
　鯖江市には、眼鏡づくり・越前漆器・繊維産業の３つの地場産業がある。そ
の中でも眼鏡づくりは約 110 年以上の歴史があり、国内におけるメガネフレー
ム生産量の約９割を占めている。2014 年（平成 26 年）現在、市内でメガネ製
造を行っている事業者の数は 174 社あり、従業者数は 3,900 人、総出荷額 568 億
9,608 万円となっている。これは、鯖江市の工業全体の約４割である７）。
　鯖江市における眼鏡づくりは、1905 年（明治 38 年）に「国産めがねの祖」と
呼ばれる増永五左衛門（ますながござえもん）という人物が、冬における農家の
副業として少ない初期投資で収入が得られるものとして着目し、その当時眼鏡づ
くりが盛んであった大阪から職人を招き、鯖江に住む若い人達を弟子にして眼鏡
の製造技術を伝えたことが始まりとされている。また当初は、「帳場」とよばれ
る職人グループごとに眼鏡の各パーツが作られ、その帳場ごとに職人が競い合
い、腕を磨くことで分業・独立が進み、眼鏡づくりの一大産地として形成されて

７）……「鯖江市統計書　目次２」http://www.city.sabae.fukui.jp/bin/010839-08-1.xls を参照してまとめた。
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いった。その後、戦後の高度経済成長の中で眼鏡づくりの機械化などにより生
産効率を追求すると共に、品質の向上と技術開発に力を注いだ。そして 1981 年

（昭和 56 年）に、世界で初めて軽量かつ耐久性に優れたチタンを用いたメガネフ
レームの製造技術の確立に成功した。それにより鯖江は、国際的な眼鏡の産地と
しての地位を築き、世界三大メガネ産地の一つにもなった。また近年では、今ま
で培われてきた製造技術を生かして医療や精密機器などの分野にも進出してい
る８）。
　そんな長い歴史を持つ鯖江のメガネの魅力を知ってもらうために、全国の眼鏡
小売店の販売員を対象に工場見学や職人との交流、眼鏡づくりを体験できる「お
招きツアー」９）を実施した。この他に、「世界にも知られるめがねのまちをもっ
と知ってもらいたい。またこれからの鯖江の未来のために」を目的として「ま
ず、地元の若い人達、そして県外からのお客様にも参加していただける場所に」
という思いから毎年「めがねフェス」というイベントを開催している。ちなみに
2016 年（平成 28 年）の「めがねフェス」は、「サバエメガネメッセ」というイ
ベントと合同開催され、３万 800 人もの人々が訪れた10）。このイベントでは、眼
鏡産地「福井」のものづくりの現場をもっと多くの人に“見て”“聞いて”“触れ
て”もらうために「めがねファクトリーツーリズム」という工場見学ツアーも開
催されている11）。
　このようなツアーやイベントなどを行ったことにより、眼鏡製造に携わる人の
数も 2013 年（平成 25 年）は 3,830 人であるのに対し、2014 年（平成 26 年）に
は 3,900 人と僅かではあるが増えている12）。また観光客数も、2013 年（平成 25
年）には 119 万 4,000 人（県内 81 万 8,000 人・県外 37 万 6,000 人）なのに対し、
2015 年（平成 27 年）には 182 万人（県内 124 万 3,000 人・県外 57 万 7,000 人）
もの人々が訪れた13）。

８）……「鯖江メガネファクトリー　めがねの聖地　鯖江について」
　　……http://www.city.sabae.fukui.jp/users/monodukuri/sabaemegane/about/about-sabae1.html を参考にまと

めた。
９）……前掲「メガネザンマイ」http://www.city.sabae.fukui.jp/users/monodukuri/sabaemegane/mz/29.html より

引用した。
10）……「サバエメガネメッセ 2016」https://www.megane.gr.jp/megane-messe/ を参照してまとめた。
11）……前掲「めがねファクトリーツーリズム」https://www.megane.gr.jp/megane-messe/tourism/ より引用し

た。
12）……「鯖江市統計書　目次２　眼鏡・繊維・漆器の現状」http://www.city.sabae.fukui.jp/bin/010839-08-1.xls を

参照した。
13）……前掲「目次２　観光客入込状況」http://www.city.sabae.fukui.jp/bin/010839-08-1.xls を参照した。
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第３節　岩手県葛巻町の事例
　葛巻町という町をご存じだろうか。
　葛巻町は、岩手県の中部にある人口約 7,000 人の小さな町で基幹産業は酪農と
林業である。そんな葛巻町には、鉄道や高速道路が通っていないにもかかわらず
年間約 50 万人もの観光客を集めている。なぜなのだろうか。
　葛巻町は、1892 年（明治 25 年）にホルスタイン種の乳牛が導入されて以来、
酪農業が盛んに行われてきた。しかし、酪農だけでは生計が成り立たず多くの人
達は町へ出稼ぎに行くという現状があった。このような現状を打開するために、
1976 年（昭和 51 年）に公共牧場の管理と酪農経営の機能分担、後継者の育成な
どを目的とした第三セクター会社（社団法人葛巻町畜産開発公社、くずまき高原
牧場）が設立された。この会社では、地元の酪農家から仔牛を預かり妊娠牛で返
す乳牛雌哺育育成事業（にゅうぎゅうしほいくいくせいじぎょう）と、肉牛と羊
の肥育を行う事業の二つを行っていた。このうち、乳牛雌哺育育成事業を県内外
の酪農家に売り込んでいった結果、預かり料が約 500 円ということもあり全国か
ら徐々に仔牛が集まり主力事業の一つとなっていった。その後、他県で製造して
いた牛乳の製造拠点を葛巻に移し、搾乳から瓶詰めまでを全て行う「くずまき高
原牛乳」を販売するなどしていった14）。現在では、葛巻町全体で乳牛 7,550 頭、
肉牛 1,699 頭の合計 9,249 頭を飼育している15）。
　酪農と並ぶもう１つの事業がワインの製造・販売（くずまきワイン）である。
これも同じく第三セクターである葛巻高原食品加工株式会社が行っている。その
始まりは、当時の町長が葛巻産の山ぶどうを生かしたワインを開発し、地域の活
性化に結びつけられないかと考えたのが始まりとされている。しかし町民は、ワ
インづくりどころかワインそのものを飲んだことさえあまりなかった。そのため
に、職員を東京都国立市の農業科学化研究所へ研修に行かせ、ぶどう栽培とワイ
ンづくりを学ばせた。苦難の末に製造には成功したが、酸味が強くあまり良い出
来ではなかった。そのうえ、ワインを飲む習慣がない町に広めることは容易でな
かった。そこで考えた策は、地元の酒屋に売りに行くのでなく町長自身がお客と
してワインを注文して買いにいくという戦略をとった。酒屋も客の注文には応じ
ざるを得ないので、まとめて買い付けるうちに他の顧客が買いにくるようになっ
た。こうして葛巻町内にワインを定着させ、さらに改良を重ねて値ごろで味わい

14）……フジテレビ「故郷と誇りに自信を　町を変えた仰天のアイデア」2016 年 10 月 27 日（木）
　　……http://www.fujitv.co.jp/unb/contents/161027_2.html を参考にまとめた。
15）……「葛巻町　主要統計情報　産業経済」
　　……file:///C:/Users/horizon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/BJMA0VD6/12.h25-

sangyou-keizai.pdf を参照した。
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があるワインとなり、全国に葛巻ワインを広めることに成功した16）。
　また葛巻町では、クリーンエネルギーの導入を積極的に行ってきた。その始ま
りは、1981 年（昭和 56 年）に木の伐採時に余った木や裁断加工で発生する樹皮
やおがくずを粉砕し、乾燥・圧縮・成形した固形燃料である ｢ペレット｣ の製造
開始、それを利用した「ペレットボイラー」の導入である。1995 年（平成７年）
に「葛巻町自然環境保護条例」が制定されたのをきっかけに、1999 年（平成 11
年）には NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）の補助によって袖山
高原（そでやまこうげん）に１基あたり 400kw（キロワット）を発電できるデ
ンマーク製風車が３基建設されたのをきっかけとした風力発電事業、2000 年（平
成 12 年）には葛巻中学校へ 50kw の太陽光発電システム導入をきっかけとした
太陽光発電事業などを行ってきた。このようなことから、「クリーンエネルギー
のショールーム」とも呼ばれている17）。
　以上のような取り組みを見てもらうために、クリーンエネルギー施設への視
察・見学の開催18）、「しいたけの栽培・収穫体験」や「牛の乳絞り体験」などの
牧場体験や小中学生向けの体験プログラム「くずまき高原牧場ワンダーランド」
の開催などのグリーンツーリズム体験プログラムを、くずまき高原エリアで行っ
ている19）。
　葛巻町は、「北緯 40 度　ミルクとワインとクリーンエネルギーの町」という
キャッチフレーズのもと、人口約 7,000 人の町で約 50 万人もの交流人口の創出
に成功している。

第３章　現代の観光と地場産業

　前章では、地場産業が観光として利用されている現状について事例を挙げなが
ら確認した。産業体験や見学などを旅行商品にすることや「祭り」などのイベン
トを起こすことで、他地域からの集客に成功している地場産業は、事例にあげた
鯖江市・葛巻町以外にも多く存在している。
　この章では、現代の観光と地場産業について論じていく。19 世紀、英国のトー
マス・クックによって観光が大衆化されてから一世紀半の時がたった。パッケー

16）……「おしごとナビ大田区　葛巻町の挑戦　ミルクとワインとクリーンエネルギーの町おこし」
　　……http://www.oshigotonavi-ota.net/blog/column/column-100922.html を参考にまとめた。
17）……葛巻町 http://www.town.kuzumaki.iwate.jp/kankyo.html の「クリーンエネルギーへの取り組み」を参考

にまとめた。
18）……前掲　http://www.town.kuzumaki.iwate.jp/docs/2015111600313/ の「施設見学申し込み」より引用した。
19）……前々掲　http://www.town.kuzumaki.iwate.jp/docs/2015112000013/ の「体験メニュー」を参照した。
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ジツアーが主流の時代から、新しい技術が入ってきたことにより、観光のあり方
に変化がもたらされた。多様化する観光と地場産業との関係性がこの章のテーマ
である。

第１節　現代における観光
　バブル経済崩壊後、国の経済不安やライフスタイルの変化などによって旅行形
態は大きく変化し、低価格で居住地から近い距離にある観光地を訪れる１〜２泊
の旅行である「安・近・短」が主流になった。それにより、それまでの慰安旅行
などの団体旅行から個人や家族・友人・知人等と出かける少人数グループの旅行
へと変化していった。また、インターネットの普及により観光情報の入手が容易
になり、パッケージツアーだけではなく個人の好みや興味・関心にあわせた行動
をとることができるようになった。同時に、ネット上での低価格商品の販売や航
空運賃の自由化等による低価格の旅行が造成され、従来の「安・近・短」に加
えて低価格で居住地から遠い距離にある観光地を訪れる１〜２泊の旅行である

「安・遠・短」の旅行も好調である。また、従来の物見遊山的な観光旅行に対し
て、これまで観光資源としては気付かれなかったような地域固有の資源を新たに
活用し、体験型・交流型の要素を取り入れたニューツーリズムが注目を集めてい
る。活用する観光資源に応じて、エコツーリズム、グリーンツーリズム、ヘルス
ツーリズム、産業観光等のニューツーリズムがあげられ、旅行商品化の際に地域
の特性を生かしやすいことから地域の活性化につながると期待されている20）。
　少人数グループ・個人での旅行が増えたこと、さらにインターネットが普及し
たことで、着地型観光21）への関心が高まっている。本物志向や旅先でしか味わ
えないものを求める志向が強まり、その嗜好も十人十色と細分化した。多様化す
るニーズに対して、旅行者を受け入れる地域では、地元ならではの旅行商品をつ
くろうとする動きがあり、工夫を凝らした魅力的なプログラムが生まれている。

第２節　観光に求められていること
　ニューツーリズム・着地型観光において共通の特性が存在しているのにお気づ
きだろうか。一つは「旅行者が訪れた先の独自性を感じたいという点」、もう一
つは「地域資源の活用により利益が現地に還元されるという点」である。この２

20）……「国土交通省　近年の観光行動の変化と交通の役割」
　　……http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/soukou/ppg/ppg9/kinnennokankoukatudou.pdf を参考にまとめた。
21）……前掲「観光庁　ニューツーリズムの振興」http://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000044.html を参照し

てまとめた。



− 24 − − 25 −

地場産業の観光化

つの特性は、現代における観光の需要と供給をちょうど満たしているのではない
だろうか。
　現在、日本には 790 市、745 町、183 村の自治体が存在している22）。しかし、
2040 年には全国の自治体の約半数にあたる 896 もの町が消滅してしまう可能性
がある。都市部への人口流出が一段と高まり、さらに、経済のグローバル化によ
る激しい競争の中で、一層の費用削減が求められ、人件費の安いアジア諸国等の
新興国への工場移転に伴い、地方都市の雇用問題にも影響が出ているからだ。そ
れらの地域において観光による地域活性化が注目を集めている23）。つまり、観光
によって地域の交流人口を増やし、雇用創出につなげていこうとしているのだ。
　多くの地域が観光による地域活性化を目論んでいる一方で、旅行者は、体験
型・交流型の要素が取り入れられた旅行商品や地元ならではの旅行商品に対して
強い関心を集めている。このことから旅行者は、地域資源（自然資源のみならず
人的・人文的資源）を求めているということがわかる。さらに、観光による地域
活性化を行うためには、旅行者に対して魅力的な地域であることをアピールする
と同時に、現地の住民にとっても、地域の自然・風土・歴史・伝統・文化への学
びが必要であることがわかる。

第３節　観光と地場産業
　地場産業にとって「ニューツーリズム」・「着地型観光」は、観光化につながる
大きな懸け橋になったのではないかと私たちは考えた。日本は、国土面積が世界
で 61 番目でありながら東西南北に大きな広がりをもった島国である。大きな広
がりをもつ日本において、地場産業は立地する地域の自然や風土によって様々な
個性をもち、歴史性・伝統性も兼ね備え地域の独自性を色濃く反映している。そ
の上、地場産業は、ものづくり体験、施設・工場見学を企画しているところが多
く存在している。
　冒頭でのべた、丸亀のうちわの港ミュージアムにおいて、私たちは、次のよう
な体験をした。当初、丸亀のうちわのミュージアムに立ち寄る理由となったの
は、インターネットで検索して、夏に関係したものづくりができるということだ
けであった。うちわを作成するなかで、うちわづくり職人の方から、うちわをつ
くることの楽しさや、うちわに塗るニスのような素材がとても臭いという話を、
楽しくしたことを覚えている。さらに私たちが観光学科という話から、丸亀で有

22）……「JTB 総合研究所　着地型商品」
　　http://www.tourism.jp/tourism-database/glossary/leading-experience-tour/ を参照してまとめた。
23）……「総務省　市町村合併資料集」http://www.soumu.go.jp/gapei/gapei2.html を参照してまとめた。
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名なものは何があるのか、需要のない時期に何をしているか、どんなお客様が
やってくるのかなど、たくさんの話をしてくださった。この交流を通して、楽し
さと同時に私たちのものづくりへの関心が高まった。
　私たちの体験談からわかるように、地場産業の「ランドマーク的存在」は、地
域の集客に大きな影響を与える。少人数グループ・個人での旅行において、旅先
での行動選択は、インターネットからの情報収集、または観光案内所での紹介が
大きな役割を果たしているといえるだろう。そのなかで地場産業は、旅行者の体
験・交流、または「地元ならでは」などのニーズに的確にこたえている。

まとめ

　交通機関の発達やインターネットの発展により、旅行の形は多様化していっ
た。そのなかで地場産業は、「ランドマーク的存在」（広告塔）になり他の地域か
ら観光客を呼び寄せるだけでなく、産業の体験を通して地元の人（従業員）との
交流を行うなど、多様なニーズに応えられる形になっているのではないだろう
か。他の地域からの観光客は、現地に新しい需要を生み、地場産業だけでなくそ
の他の業種にも利益をもたらす。
　地場産業が観光化することは、地場産業のみならず地域全体の利益となり、地
域の振興にも繋がっていくだろう。




