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東北の風土産業

・そもそも人類の生業や生産に関する「技術」は，
すべて周囲の自然を利活用して生まれたものだ
から，産業はみな「風土産業」だったはず。

・周囲の自然条件を"道具"として利用する産業。
… 寒さを利用して凍豆腐を作る
… 温暖な気候を利用してみかんを栽培する

・近代以降，工場制工業が発展し，原材料を遠く
から移輸入するようになると，産業製品と地域
（特に消費地）の自然とは，関係の薄いものに。

・今では，衣服は，渋谷でデザインし，広東省で
縫製し，各地のスーパーで売られる時代に。

⇒「近代工業化」とは，産業が地域の自然と
のかかわりから脱することだったともいえる。

⇒ 「風土産業」が地域づくり戦略として
クローズアップ。

・1988，89年，「ふるさと創生1億円」交付。

・他方，高度経済成長期に過疎化に見舞わ
れた各地の山村で，1970年代後半から「地
域おこし」が展開される。

・地域の自然の利用から生まれた各地の「風土
産業」の多くは，安価な近代工業製品に代替さ
れて衰退。 … 限られた伝統工業として残る。

… 外部資本の工場誘致や観光開発に頼ら
ない，地域固有の「資源」＝自然環境，伝統
産業，生活技能の見直し … 「内発的発展」

・三澤勝衛,1941,『風土産業』（1986復刻）
・宮川泰夫,1988,「新風土文化産業論序説」，
愛知教育大学研究報告 社会科学，37，1-23

・群馬地理学会,1990,『ぐんまの風土産業』
上毛新聞社

・1985〜 超円高，工場海外移転，地方産業
空洞化の中で，地域本来の資源の見直し
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東北の自然環境

日本海側：冬積雪 太平洋側：夏低温

脊梁山脈を挟んで対照的な気候

二宮書店『日本地誌3』,1975
帝国書院『日本のすがた6 東北地方』,2013

「雪」を利用した風土産業

雪中保存 … 野菜，果樹

・庫内の温度が2〜3度上下を繰り返す
冷蔵庫に対して，雪の中は0℃で不変。
・雪の中は湿度も保たれて冷蔵庫のよ
うに乾燥しない。
・作物が寒さから身を守るために糖度
を高めるように変化。
・電気代不要

各地の「寒締め（ちぢみ）ほうれん草」

雄和町の「雪中りんご」

・晴天日に雪上に
麻織物を並べると
漂白効果があり，
黄ばんだ白地部
分が際立つ。

雪晒し… 漂白

・越後上布の産地・塩沢町では2，3月に行われ，
観光資源となっている。

新庄「雪の下」ブランド

・盆地の暑い夏には
雪冷房の機能も
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山形県の雪室マップ http://yamagatayukimirai.web.fc2.com/shiryoushitsu/PDF/yukimuro_map.pdf

雪と斜面の利用

・山菜採取 … 山菜は各地の野山でみられるが，
商業生産は積雪地で多い。
・山菜の多くは「若芽」なので，春先に一斉に伸長。
・積雪地では，斜面の向きや標高によって雪融けが
異なり，山菜の採取も長期間にわたって行える。

http://warabien.ogunikankou.jp/

・豪雪地の小国町では，過疎地振興の方策として，12か所に
「観光わらび園が造成されて，シーズンは賑わう。

・マタギ … 今は狩猟を
生業とする人はいないが，
かつて「マタギ」は積雪地
に多かった。

池谷による

・熊刈りは雪融け時期，
植物が繁茂する前の
見通しの良い斜面に
追い込んで仕留める
ので，積雪は必須条件。

http://www.pref.akita.jp/fpd/matagi/matagi-05.htm，http://www.forest-akita.jp/data/matagi/matagi.html

記録に残る
マタギ集落

の分布

安代安代安代安代りりりりんんんんどうどうどうどう

・1980，県園芸試験場で育種された新品種
「いわて」の生産を本格化。出荷増加。
・1989，岩手県は長野県を抜いて全国一の
リンドウ生産県に。
・80年代末から，産地間競争の激化を見越
して新品種の開発に傾注。
・1992，安代町花卉開発センターを設立。農
家の売上の2％を開発資金に拠出。
⇒均質な苗の供給体制，独自品種の開発

体制を地域をあげて実現

・リンドウ … 夏冷涼な東日本の山野に
広く自生。キクと並ぶ仏前花として利用。

・安代町 … 全農地が300〜400ｍの高地
＋ヤマセで，タバコ，畜産，夏野菜に活路。

・しかし生産性は低く，冬季出稼ぎに。

・1972，転作作物としてリンドウを導入。

※リンドウは水田でも育つため，横手盆
地，奥会津などでも転作リンドウを導入。
⇒激しい産地間の価格低落で，次第に
淘汰競争へ。

・地域性地域性地域性地域性 … やませやませやませやませ地帯，十和田火山の火山
灰土壌⇒米はできず，馬産と炭焼で生計。
それらも戦後は急衰退し，出稼ぎ出稼ぎ出稼ぎ出稼ぎに。
・1962，農協青年部有志がニンニクニンニクニンニクニンニク導入
・1965 初出荷して，好成績
・1969，農協にニンニク生産部会を組織して
本格生産へ。地場品種「福地系」を自主改
良した品種「福地ホワイト六片種」の生産体
制を確立。
・1975年，生産量日本一に。

田子田子田子田子ニンニクニンニクニンニクニンニク
JA田子町，ガーリックセンター，全国町村会webより

・町をあげた支援・町をあげた支援・町をあげた支援・町をあげた支援・PRPRPRPR体制体制体制体制 ………… 1993,ニンニクニンニクニンニクニンニク首都首都首都首都
「ガーリックセンター」「ガーリックセンター」「ガーリックセンター」「ガーリックセンター」設立。 町内商工業者を巻き
込んだ加工品開発と，PR･交流事業に着手。

・独自販路の開拓独自販路の開拓独自販路の開拓独自販路の開拓 ………… 品質の「たっこ」ブランド「たっこ」ブランド「たっこ」ブランド「たっこ」ブランドを武
器に契約出荷先を開拓。ほぼ全量契約出荷全量契約出荷全量契約出荷全量契約出荷に。

・2006，東北初の「地域団体商標」認定。

・1993〜4年，中国産の輸入激増
⇒価格暴落，生産農家が500から200戸に

★生産部会あげて品種・製品開発品種・製品開発品種・製品開発品種・製品開発に取り組む

中国にはできない大玉玉玉玉を作るしかない。「切り札と
してバイオテクノロジーを使った大玉品種を導入す
ることにしたんです。栽培結果は上々ですよ」と，生
産部会長の田沼さんは顔をほころばす。中国には
できない大玉と加工品。この2本柱で中国産に対抗
していけるはずです。（JA田子町web）
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寒風による乾燥食品

凍み豆腐

＜岩出山＞
・江戸末の1842年、斎藤庄五郎という人物が奈良
で氷豆腐の製造法を伝授され，岩出山へ。
・地元の気候にあった製法へと改良を加えて，岩出
山の名産品に。
・宮城県産の大豆とにがりのみを使用し、凍らせて
熟成させた豆腐を，水につけて解凍し、水分をしぼっ
て再凍結するという独自工程。
・これにより，雑味が取り除かれ，豆腐本来の味。
・膨軟剤を使用せず、弾力に富み，滑らかな舌触り。
・現在，5軒の生産者が、年間10万袋（20枚入）生産。
・雑煮など郷土料理に欠かせない食材。
・平成30年8月6日、農林水産省よりGI（地理的表
示）に登録。

http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/24,1058,105,222,html

＜立子山＞
・300余年前、近隣の寺の住職が，高野山か
ら高野豆腐を持ち帰り，福島の気候に合わ
せた製法であみ出した。
・立子山は山峡の地にあり、冬には気温が零
下に下がり，寒風が吹き，凍み豆腐づくりに
適している。
・たんぱく質、カルシウム、鉄分、ビタミンE、レ
シチンなどが豊富な健康食品
・長期保存でき、1 年中，いろいろな料理に
使える。
・凍み豆腐に根菜類の入った具沢山の雑煮
は、福島の正月に欠かせない料理です

http://f-maruka.co.jp/pdf/shokuhin/simi-dofu.pdf

・太平洋側の内陸が
好条件…「からっ風」

・乾燥＝栄養価，甘味，うま味濃縮
・寒風 ⇒ 雑菌・腐敗防止

・全国各地の冬の
気象条件にあわせ
た多様な手法。

阿武隈高地

凍み大根

古殿町，鮫川村で特にさかん

・小寒に入ったら，大根は皮をむいて20 cm位の
長さに切り、太い所は半分に割る。
・上5cmの所に穴を空け、ひもを通しておく。
・熱湯にさっとくぐし，軒下などにつるして干す。
・雨にぬれないように注意。
・乾いてきたら、家の中に入れて、風通しの良い
ところに下げておく。
・大寒に十分凍らせる。凍ると白くロウを塗った
ようになる。
・３月頃にはカラカラに乾く。

http://healthmate-sakegawa.com/?p=1708

https://www.fukushimatrip.com/9779

凍みもち

・もっと乾燥する信州，関東内陸，より低温
になる北海道・北見地方でも盛ん。

・自家消費用には，日本海側を含む
東北各地の農村でみられる。

凍み大根

「凍み」食品

鮭川村

へそ大根
丸森，蔵王

「白石三白」の風土性

『日本地誌4』
二宮書店

1）温麺： 白石城下の資産家・鈴木家が17世紀末に，
近隣で多く生産された小麦を利用して開発し，名産品に。

・白石と周辺は乾麺工場の集中地に。

・生麺の工場はほぼ人口比例で分布するが，
乾麺の製造には，冬の乾燥が好適。

・裏日本の山形盆地にも多いのは，朝日山地の山陰
で表日本的な特徴があることもあろうが，
・それ以上に，江戸時代，小藩錯綜のため，米の石高よ
り商工業に活路を求めた。こうした歴史地理的な地域
特性によると考えられる。

… 温麺，和紙，葛粉

・今も，白石に5社，
蔵王町宮に2社

2）和紙
・障子紙，習字紙，鼻紙の需要が多かった時代
は，各地で広く紙が漉かれる。
・高級な檀紙は「陸奥紙」として都でも有名。
・戦後，洋紙の工業生産と障子紙の需要減で，
多くの産地が消滅。

3）葛粉： 山間部の小原が，吉野葛と並ぶ特産地
・しかし，野生の葛の根を掘り起こしても，粉は重量の
5％程度と，多大な手間がかかり，1980年代に消滅。
・2007年から，葛栽培に着手して復活へ。

⇒商工会が南蔵王の
牛乳を加えて「新三白」
を支援。

檀（マユミ）紙

佐藤忠太郎
（1949）

戦後直後頃の
和紙産地・現況 … 最後の和紙工房が2015年で

閉じ，市民グループが支える状態。

・それでも残ったところ … 冬の乾燥冷風
＋ 原料産地 ※紙漉きは冬の仕事。
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干し柿 ・ころ柿

・大正時代，梁川町五十沢で開発
され、伊達郡内に広がる。
・乾燥度：元の重さの40〜50％程
・伊達市は日本一の干し柿産地。

・渋柿を乾燥することでタンニンを変質させて
渋味をなくし、甘味が強く感じられるようにする。
・甘さは砂糖の1.5倍とも。
・乾燥程度（＝水分量）はさまざま。

梁川町山舟生

・梁川あんぽ柿

・元の重さ25〜35％程度まで乾燥
・白い粉が吹く↓

（天干）

宮城ころ柿は
あんぽ似→

・自給用・地場用には日本各地で作られる
・市場出荷量は少数県に集中 … 福島39.3％，長野
26.3％，山梨11.9％ （対全国出荷量比,2010）
・銘柄 … あんぽ柿（梁川・伊達），市田柿（伊那谷），
ころ柿（宮城県南，能登）

・条件 … 乾燥冷風＋
高品質技術の開発

・小名浜，サンマみりん干し

水産乾物 ・キッピンあわび
11,12月

・アワビ，ナマコ，フカヒレは，中華料理の高級食材。
・江戸時代，三陸沿岸に集荷業者（五十集商人）
が入るようになると，この3品の高品質が知れ渡る。
・やがて，唐船の帰帆物資として中国に輸出。
・長崎から輸出されたので「長崎俵物」の「三品」
として，高評価を得る。
・明治，三陸町吉浜の実業家・水上助三郎が改
良製法を確立，近代的輸出品に。
・中国では「キッピン」（吉浜）ブランドで知られる。
・縁起の良い「吉品」の響き。

http://fukko-todai.com/kippin/about.html

・干物は水産物の伝統的保存法で，どこの漁
港でもみられる。
・「移出商品」となるには，優れた加工技術と，
原料の大量・安定供給，そして環境の好適性。

・小名浜は，常磐の拠点漁港

・もともとはイワシのみりん干しが名産
だったが，戦後，大量漁獲されるサンマ
に変えたところ，大人気に。

http://joban-mono.jp/product/product01

乏水台地の溜め池とコイ飼養 ・郡山西方の地図をみると，多数の溜め池。
・そこには小河川で刻まれた洪積台地群。
・台地は引水困難で，溜め池を築いて開墾。
・明治，安積疎水ができると溜め池は無用に。
・それを活用してコイの養殖が発達。
・郡山は全国一の養殖コイの産地に。

郡山，安積台地

http://bunshiro-fu.com/?mode=f20

… 扇状地上の小麦
＋ 扇状地端の湧水

東根六田の麩

六田宿
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「こけし」の風土性

・こけし（伝統こけし）は木製玩具

・ろくろを利用した円筒型

・素材 … ミズキ，カエデ，ホオノキ
など，白肌の落葉雑木が主 … 
東日本の低山帯に多い。

・しかし，こけしは，東北の積雪地
の温泉場かその近隣に集中。

・構造・デザインに「系統」あり

・最大の集積地は鳴子，次い
で遠刈田，弥治郎。
・他は，1温泉に1・2の工人

宮川
（1988）

遠刈田

鳴子木地山

弥治郎

土湯

・ただし積雪地の温泉場なら
どこでもあるわけでもない。

⇒「自然」条件だけではない
どんな「風土性」が？

前橋市
総社町

伝統こけし
新作・伝統
新作こけし

・原点：遠刈田

・遠刈田温泉は江戸初期，原野開発で
発見。川の対岸に，稲子から木地師が移
住して新地集落が開かれる。
・木地師たちは，温泉町に出て木地物を
売って生計。やがて温泉町に分家。

・こけしの起源は，山間部で他におもちゃ
のない子供に作って与えた木地人形。
・明治初期，東京本所から木地師が新地
に逗留し，ろくろと彩色の技術を伝授
・次第にデザインを洗練させて，ろくろ人
形「こけし」が，温泉場で売る商品に。

・二次的原点：弥治郎

・弥治郎は，遠刈田と木地師の交流が
生まれ，こけし技術も伝来。
・当初は鎌先温泉で売ったが，より大
きな市場を求めて，白石中心部や福
島・山形の温泉町に職人を派生。

★鎌先

★遠刈田

新地★

白石

★青根

★弥治郎

三住★

七日原

青麻山

・原点：鳴子

・鳴子温泉は，9世紀の噴火で誕生。火口「潟沼」

・これを湯治客が土産に買っていくように。
・やがて弟子がつき，工人も増え，妻たちが鳴子〜
川渡の温泉宿に売り歩く。
・その弟子が，近隣の温泉地に技術指導に出向
き，やがて定住。各地の温泉から鳴子に弟子入。

・原点：土湯

・土湯温泉は，鎌倉期の「吾妻鏡」に記載
がある古い温泉
・遠刈田、鳴子と並ぶこけし発祥地とも。

・1840年代，木地職人・大沼又五郎が，鳴子に
湯治に来た小田原の職人にろくろを習得。
・又五郎は，温泉神社にあった人形を模して，
円筒形の「こけし」人形を作った。

※木地製品から「こけし」が誕生した経緯は，
円筒形のろくろ製品から「人形」を発想する
のは「容易」と考えられている。

・木地引の土湯への伝播には三説あり：
・1591年，蒲生氏郷が近江から会津に転

封されたとき，木地職人を連れてきた説。
・寛永8年（1634），保科正之が信州から

会津に入封した際，木地屋を連れてきた説。
・会津の木地屋から伝わった説。

・3つの発祥地
のこけしを比べ
ると，土湯が最
も素朴。

こけしの風土性

・「こけし」は，戦後ブームの中でも「産地」
が拡大せず，旧来からの鳴子，遠刈田，弥
治郎の系譜を引く「系統」の産地に限定

・「陶土」と異なり，材料の落葉樹は山地
ならどこにもあるので，問題は「技術」
・個人伝承 … 親子，徒弟制
⇒「系統」技術の継承⇒ 「産地」保守
＋ 個人ごとの小さな革新＝個性
・革新しすぎると「伝統」ではなく「新作」
こけしに。

・技術は，息子や弟子に見取り（見よう見まね）
で伝習⇒デザインに「系統」が生じる
・他方，弟子たちもいくらかオリジナリティ－を
加味⇒一本一本微妙に異なる「作風」

・「民芸」ブーム：1930年代，柳宗悦が地方の
生活雑器の「美」を称揚 … 知識人・趣味人

・1953，鳴子で全国こけし祭り
・1959，白石で全日本こけしコンクール
⇒表彰制度が職人の励みに。技術の洗練
を促し，美術的価値が高まる。一品生産の
価値⇒職人から「工人」，「作家」へ

・戦後民芸ブーム：1960・70年代，過疎化で
失われゆく「伝統工芸」の再評価

・女性ファン「こけ女」急増 … 自立した女性
たちが，女児であるこけしの表情に自ら投影

・玩具から工芸作品へ

・この頃，各種の「おもちゃ」が登場し，
「子供の玩具」としての意味はなくなり，
「大人」の収集品に

・こけし …人形として素朴な造形 … 東北的

・東北，温泉，積雪山村 … 強い土着性

・こけし制作をめぐる家族・徒弟関係のあり方
・初期の市場だった温泉場
・「系統」の様式性と作家の個性があわさった
独特の作品性を見逃さない目の肥えた顧客


