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国や学者が関心を寄せる
産業集積地

新型コロナは私たちの暮らしを
確実に変えそうだ。

テレワークの普及で、大都会の
密集を避け、本社や拠点を地方に
移すケースも増えてくるのは間違
いない。

その意味ではあらたな地方創生
の幕が上がったといえるかもしれ
ない。地方創生というとこれまで
はインバウンドがらみの観光業や
工場誘致が主体だったが、永続的
な「創生」のためには地元の資源
を見直すことも重要だ。

その一つの鍵を握るのが特産品
であり、その生産システムである。
特産品が集まった地域を一般に「産
業集積地」と呼ぶ。

地域経済に詳しい法政大学大学
院の岡本義行教授は、産業集積地
を「産地」を含んで、その定義を「限

定された地域に同業種の企業が多
数立地している状態」としている。
諸説あるが、日本にはおよそ500あ
まりの産地があるとされる。

たしかに日本には「ここしかな
い！」という特産品がたくさんあ
る。野菜や果物など青果物などの
ほか、伝統工芸品などの加工品
もかなりの数にのぼる。１つのカ
テゴリの製造物や商品が長年高い
シェアを保っている地域や企業群
が、全国のいたるところに存在し
ている。

たとえば福井県鯖江市のメガネ
フレーム、北海道旭川市の家具、
新潟県の燕市・三条市一帯の金属
洋食器、福岡県福岡市の明太子、
埼玉県岩槻市一帯の人形、福岡県
久留米市のゴム産業、静岡県富士
市の紙・パルプ産業、岡山県倉敷
市のデニム、広島県福山市のユニ
フォーム、愛媛県今治市のタオル、
香川県のうどん、埼玉県加須市の

こいのぼり、山梨県の印章、長崎
県佐世保市のハンバーガー、山形
県天童市の将棋駒、長野県長野市、
大町市の国産ギター、秋田県横手
市の納豆などなど。

産業集積地の多くは、古くより
地域の人々の生活様式、人材や技
術、交通網などを含めた地域資源
を活用しながら、地域経済や国の
経済の発展に寄与してきた。

実は近年、産業集積が果たす役
割についての研究が進み、学者や
政治家、行政の政策担当者、金融
関係者、企業人など多方面の人た
ちが注目している。国も高い関心
を寄せているようで、集積促進や
集積地の活性化などを目的とした
政策も打ち出している。

1999年に施行された「新事業創
出促進法」などがそうで、これに
は“経済地域産業資源を活用した
事業環境の整備”が盛り込まれて
いる。
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国全体の経済力を底上げするに
は、関連する企業を集め、シナジー
を高めながら新しい技術や商品を
生み出すことを奨励しているのだ。

とくに近年は産業集積地の商品
は国内のみならず、世界各地との
競争にさらされている。企業間の
競争力や国内の地場産業だけの技
術開発力だけで生き残ることは難
しくなってきている。

たとえば、日本の時計は一時、
クォーツなどの高い技術力を背景
に、スイスやドイツなどの時計を凌
駕し、高いシェアを誇っていたが、
スイスなどが国を挙げての機械式
高級時計で巻き返しをはかり、そ
の座からひきずり下ろされた。

これに対してお隣韓国や中国で
は、挙国体制でスマホをはじめIT
機器・電子デバイス、鉄鋼や造船
などの企業を育成、官民一体で世
界に売り込んでいる。

いずれにしても関連する産業を
集積させることで、経済にインパ
クトを与え、国や地域を発展させ
ることは、古くから行われている
のだ。

「◯◯バレー」、
「産業クラスター」も
新しい産業集積地

近年では産業集積を「産業クラ
スター」などと呼んでみたり、あ
るいはアメリカのシリコンバレー
を模して「◯◯バレー」という言
い方をしたりしている。

クラスターというと、いまは危
険なイメージを持つ人もいるだろ
うが、もともとはぶどうの房の意
で、複数の企業がぶどうの房のよ
うに寄せ合い、１つのカテゴリや
特定のジャンルの商品を生む企業
群を形成しているさまをいう。「産

業クラスター」とは行政などが一
定の計画を立てた上で「ぶどうの
房」ができる行政主導型のケース
の総称として捉えられているよう
だ。
「◯◯バレー」はシリコンバレー
のように、企業が自然発生的に集
積するケースが多く、日本でもベ
ンチャー企業やスタートアップと
いわれる企業が集まる渋谷を「ビッ
トバレー」と呼ぶ例などもあるが、
最近では行政主導の「◯◯バレー」
も増えている。

たとえば横須賀市が唱える「横
須賀ITバレー」や、静岡県浜松
市の「フォトンバレー」、徳島市の

「LEDバレー」、静岡県沼津市・三
島市の「ファルマバレー（医療健
康機器集積）」、山形県米沢市の「有
機ELバレー」、島根県松江市の「ル
ビー（プログラム言語）バレー」
などがある。

産業集積地の
分業システムと
問屋が集積地成長力の鍵

先の岡本教授によれば、産地の
形成時期は約37％が江戸時代とそ
れ以前に誕生しているという。次
いで多いのが明治時代および第二
次世界大戦後で、約4分の１が形
成されている。業種ではとくに窯
業や土石業の３分の２が、江戸時
代およびそれ以前に誕生している。

日本は世界一の長寿企業大国と
して知られているが、全国の産地
にはその産地を代表する老舗企業
が営々と事業を続けていることが
多く、産地形成に影響を与えるケー
スが多い。またその産地内での事
業者の役割や関わり方も業種に
よって違いがみられる。

産地が生き残ってきたのはどん

な理由があるのだろう。
岡本教授はその産地内の分業構

造にあるとみている。分業が細か
く複雑であればあるほど、１社の
倒産や廃業の影響を受けやすく、
好調期には生産高を上げやすいも
のの、逆に不調期、不況期となる
と一気に廃業転業が起こってくる
という。

たとえば、窯業や土石業の産地
の場合、ほとんど分業せず、１社
で最終製品を内製する。いわば「作
家」タイプが産地の競争力を引き
上げる。実際窯業や土石業の場合
は約85％が独立企業だ。

一方、繊維は複雑な工程間の分
業を要するものが多く、景気後退
などの要因で工程途中の企業が廃
業したりすると分業全体に影響が
出てしまう。また繊維産地の６割
が下請け企業であり、元請け企業、
最終製品メーカーの業績に左右さ
れやすいのも特徴だ。

単に制作工程の分業化だけでな
く、産地では問屋の存在がその発
展、競争力強化に大きな影響力を
与えてきた。販売ルートの開拓や
新製品の提案、あるいはメーカー
を育成する際のファイナンスなど、
業種や産地のしきたり、文化によっ
て多様な対応をしているのだ。

もちろん産業集積地の形成は一
様ではない。歴史の長い集積地で
は、明治維新や二度の世界大戦、
大震災など数々の変革を乗り越え
てきた。二度のオイルショックや
関税の引き上げ、為替レートの激
変、貿易摩擦など世界経済の荒波
も受けている。

衰退や停滞してる地域もあるが、
その起こりや発展の歴史、今後の
展望などをみていくことで、今後
の商品開発や事業提携のヒントが
見いだせるはずだ。
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具体的に産業集積地をいくつか
見て行こう。

シェア8割。知る人ぞ知る
「豊岡の鞄」の原点は「行李」

まずは豊岡の鞄。エルメスやグッ
チといった舶来物を好む方にはピ
ンと来ないかもしれないが、豊岡
で生産されている鞄は実に全国の
８割を占めている。

もともとは奈良時代から作られ
てきた行李という柳や藤などの蔦
で編んだ物入れを、行李柳（コリ
ヤナギ）という素材に変えたこと
が、始まりだとされている。また
冬の長い日本海側の豪雪地帯とい
うこともあり、行李づくりは冬の
屋内で行う作業としても豊岡に適
していた。

大きな転機となったのは江戸時
代に入り1666年に藩主として京極
高盛が赴任してきたことだ。高盛
は藩内での行李柳の栽培や製造販
売を奨励。これによって行李柳を
使った行李づくりが発展し、全国
に知られるようになる。

明治になった頃には、日本全体
の行李の生産高は年間約18万個と
なるが、うち飯めし行李が約75％、
柳行李が約17％を占めるように
なっていた。

オリンピック式鞄に採用、
人気に火が点く

現在の豊岡鞄の原型は1881年に
職人の八木長右衛門が、３本革バ
ンドの「行李鞄」を博覧会に出品
したのが始まり。外見はトランク
だが、柳行李で名高い豊岡で作ら
れたためトランクと呼ばれず行李
鞄と呼ばれたのだ。

明治に入ってからは、交通手段

が発達し、人々が旅行する機会が
増え、そのための携帯運搬用の容
器が求められるようになった。行
李鞄はその堅牢さと軽さから人気
を集め、そのニーズも多様化して、
それに応じる様々な工夫や発明が
なされていった。

1928年には紙を圧着した「ファ
イバー鞄」が誕生、全国に普及す
る。このファイバー鞄は1936年に
開催されたベルリン・オリンピッ
クで選手団が持つ公式鞄に採用さ
れ、人気に火が点いた。1954年に
は月産15万個に至りピークを迎え
ることになる。

さ ら に1953年
頃 からビ ニー
ルレザーなど
が鞄素材とし
て出始め、また
ミシン加工による
縫製技術が導入されていくと、 
1955年から1960年にかけて豊岡の
鞄産業が急速に拡大していった。

またこの頃から輸出も盛んとな
り、1968年の最盛期まで毎年50％
の伸びを示していた。しかしなが
ら1960年代の後半、高度成長期を
迎えると地元から鞄産業の構造改
革の必要性が叫ばれるようになっ
た。外国や国内の他の産地との競
争に勝ち残るためにも、住宅と離
れた独立の事業所の必要に迫られ
ていたのだ。

日本で唯一の鞄専門の
工業団地を造成

当時、鞄産業の実態は住宅兼工
場または店舗が一般的で、事業者
は市街地に散在していた。しかし
将来を考えると増産体制を整え、
後継者問題や嫁問題の解決のため
にも近代的機械設備を整備し、効
率を高める必要があった。しかし
ながら市街地では交通規制や用途
指定、建築制限などを受けて拡張
の余地がなかった。

そこで1964年と65年に豊岡商工
会議所主催による視察研修が行わ
れ、姫路市の木工団地や神戸市の
鉄工団地の見学が行われた。関係
者は、今後の発展のためにも鞄専
門の工業団地をつくることに思い
を強くした。

そして1970年に市の郊外に確保
した敷地面積約31万平米に、国内
唯一の鞄専門の工業団地が作られ
た。

1995年度からは円滑化事業計画
を策定。既存製品の高機能高付加
価値化や豊岡オリジナル鞄の研究
開発、産地従業員のデザイン力や
企画力、新製品開発力の向上を図っ
ている。同時にその技術を活かし
て、医療福祉関連商品・防災関連
商品の開発も行っていった。

豊岡の鞄が高いシェアの割には、
全国的知名度が低いのは、その多
くがOEMであるところにある。そ
の高い技術力を活かし、世界的な
有名ブランドのOEM供給先となっ
ている場合が多く、ほとんどがB 
to Bの事業者であるのも豊岡の特
徴だ。実際、鞄の町とは言え一般
の観光客向けの鞄店は少なく、土
産物店が並ぶ観光地のようなイ
メージを抱くと肩透かしを食らう。

鞄はその完成まで要する工程数
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が多く、一つの鞄ができるまでに
標準的なものでも57工程もある。
それゆえ豊岡では鞄の外注加工が
古くから行われてきた。特に農家
の主婦の家庭内職が重要な役割を
果たしていて、その収入が豊岡市
の経済を潤してきた。そのため、
豊岡市は人口に比べ、女性の洋品
店などが多く見られるのも特徴と
なっている。

なぜ枕崎は
シェアトップの
鰹節産地となったのか

九州南端の鹿児島県枕崎市はカ
ツオ漁で知られる漁港のまちだが、
ここは鰹節業の集積地として有名
だ。とりわけ枕崎は最高級品の本
枯節を中心に高い評価を得ており、
全国シェアは約44％を占めている。
市内には鰹節工場が47軒集中して
おり、初めて枕崎に向かう人は市
街地に入るかなり前から鰹節のい
い香りがすると異口同音にいう。

カツオと言えば高知や静岡県の
焼津市なども有名で、鰹節もつく
られている。しかしながら鰹節の
シェアに関しては枕崎市が圧倒的
で、次いで指宿市が27％と、鹿
児島県だけで７割強を占める形に
なっている。その次が静岡県の焼
津市の約22％で、全国の約93％
をこの３つの産地で占めている

（2018年）。
もともと鰹節は縄文時代から保

存食としてあった。
鰹節の製法は、素干しから、煮

て天日と火熱で乾かすという煮日
干（ニビボシ）となり、さらに煮
火乾（ニビカン）へ。そして江戸
中期になると燻蒸（クンジョウ）
して乾かすという“燻乾（焙乾）法”
が開発され、その後カビ付けなど
の技法が加わるなどの変遷を経て
今日に至っている。

四方を海に囲まれた日本では、
カツオ漁が昔から盛んだった。室
町時代には簡単な焙乾法が確立し
たとされていて、沿岸部には囲炉
裏の上に平かごを乗せて焙乾する
焙乾小屋がつくられ、九州の五島
や平戸、紀伊、三重の志摩、土佐
などで盛んにつくられていた。

江戸時代は
紀州の熊野節が
最高級だった

鰹節が大きく発展したのは、紀
州の漁師が製法技術を高めてから
だ。紀州の漁師がつくった鰹節は

「熊野節」として京都の上流層に浸
透していく。江戸時代になると調
理本の普及と相俟って、その調味
料のニーズが高まり、なかでもこ
の熊野節が高い評価を得るように
なった。

熊野節は従来藁で燻蒸してい
たものをナラやクヌギなどの薪を
使った煙で燻す方法に変え、また
カビ付けという技法を確立したこ
とで一躍有名になった。

この熊野節の先導的役割を果た
したのが紀州の漁師、角屋甚太郎
とその一派であった。

熊野節の製法を積極的に導入し
たのが土佐藩である。土佐藩はこ
の甚太郎を招き入れた。土佐藩に
出向いた甚太郎は土佐節の改良を
重ね、とくに悪いカビの付着を避
けて、良質なカビで乾燥と質を高
めた。

一方江戸時代の後期になると、
同じ紀伊の土佐与一という鰹節職
人が安房と伊豆にその技法を伝え
る。伊豆では土佐節のいい部分を
取り入れ、とくにカビ付けを２度
３度繰り返すことで、乾燥度の高
まった良質の鰹節に変化していく。
この伊豆節を改良したものが焼津
節だとされている。

枕崎の鰹節の場合、江戸中期の
宝永年間（1704 〜 11年）に、同じ
紀州の森弥兵衛が本格的な製造法
を伝えてから変わっていった。当
時より紀州の鰹節製法は秘伝であ
り、門外不出だった。しかし折し
も紀州では大地震と津波により沿
岸部が壊滅状態となってしまった。
そこで薩摩藩が移住を条件に弥兵
衛を呼び寄せたのだ。

以後、枕崎の鰹節は品質を高め、
寛政年間（1789 〜 1800年）には、

「土佐と薩摩を名産とする」と言わ
れるまでになっていった。

漁業と鰹節製造業を分離し、
特化して名産の名を奪還

しかし、明治に入り各生産地が
行政と一体になって品質向上に取

枕崎市44%
27%

焼津市22%

指宿市
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り組むと枕崎は取り残される。品
評会でも土佐、焼津に差をつけら
れるようになったのだ。そこで枕
崎の鰹節業者は遅ればせながら県
と官民一体で改良に取り組むこと
にしたのだった。焼津から指導者
を招いて指導を受ける一方で、乾
燥機械の工夫がなされた。こうし
て明治の終わりには、土佐や焼津
の製法ノウハウやエッセンスを取
り入れ、再び名声を回復した。

枕崎の鰹節は従来、カツオ漁を
営む船主が自営で製造していた。
しかしまた時代が下るにつれて製
造工程が多くなり、複雑化すると
日数もかかるようになっていった。

一般に鰹節は燻蒸乾燥途中まで
行う「さつま節」で約１週間。完
全に燻蒸焙煎を行う「荒節」で約
１ヵ月。カビ付けを行って乾燥を
さらに徹底する「枯節」が約１年。
最高級と言われる「本枯節」もの
となると２年以上かかるものも出
てくる。

またカツオ漁も時代が下るにつ
れて沿岸から近海、遠洋へと次第
に広がっていく。すると漁も鰹節
づくり、それぞれが手間も時間も
かかるようになり、船主がそれを
両立させることに負担を感じるよ
うになる。

そこで枕崎では1925年に漁業と
製造の分離を行う。カツオ漁と鰹
節製造を分け、鰹節製造を専業化
することでさらなる品質の向上や
生産の合理化を図ったのだ。

またカツオ漁にも一本釣りとま
き網があるが、一本釣りのほうが
魚のストレスが少なくて済み、質
が保てる。枕崎は一本釣りを守っ
ている。材料である魚の扱い方に
も差が出ているのだ。その漁法の
差も枕崎をシェアトップに君臨さ
せている理由の１つなのだ。

北の海で獲れる
スケトウダラの卵が
なぜ福岡で
明太子となったのか

明太子といえば、福岡市を代表
する特産品だ。しかし原料となる
たらこは北海道の北の海で獲れる
スケトウダラの卵だ。ではなぜ九
州で明太子として特産化したか。
実はたらこは日本産だが、辛子で
ぴりからにした明太子は韓国の伝
統食で、ルーツは別物なのだ。

日本では戦前から明太子を輸入
していた。福岡でも博多港を通じ
て輸入していたが、その扱いはそ
れほど大きくなかった。ところが
戦後になると福岡県は一躍明太子
の生産地として発展する。2004年
には辛子明太子全国生産量26,437
トンの約71％を占めている。

福岡を一気に明太子のまちと知
らしめるようなったのが、「ふく
や」の初代社長の川原俊夫さん
だった。川原さんは、戦前韓国の
釜山に住んでいた時期があり、そ
こで毎日のように明太子を食べて
いたという。

終戦後沖縄から福岡に引き上げ
て中洲市場で食料店をひらいてい
た川原さんは、釜山時代を思い出
して、自宅で辛子明太子を作り始
めます。近所にも韓国や中国から
引き上げてきた人がおり、おすそ

分けをするようになっていく。
やがてその味が“本物に近い”

と評判となり、これを売ってみよ
うということになったのが始まり
だった。しかし実際に売り出した
ところ、最初はクレームの嵐。味
が辛すぎたのだった。どうしたら
売れる明太子にできるかと川原さ
んは試行錯誤を繰り返していく。
単に辛さを抑えるだけでなく、鰹
節や昆布で出しをとったりなど旨
味を加えることで、日本人好みの
味にたどり着く。納得のいく明太
子にたどり着くまで約10年の月日
がかかっていた。

つまりふくやの辛子明太子は、
韓国の辛子明太子とは違い、日本
人向けにカスタマイズされたもの
なのだ。

製法特許を拒否、
作り方を周りに伝授した
「ふくや」の創業者

やがてふくやの明太子が話題に
なるにつれ明太子を売り出す業者
も出てきた。とくに1960年頃から
75年頃にかけて明太子は福岡市内
を中心に製造業者が急増する。

　実はこの広がりは、川原さん
自身が明太子の製造を周囲に勧め
たことがきっかけだ。

ふくやの存在が話題になるにつ
れ、福岡への出張者が中洲市場に
入っているふくやを訪ねてくるよ
うになる。しかし市場のなかの位
置が複雑で、客のほとんどが場所
を間違えていたのだ。毎回間違え
られてしまった店の主人は丁寧に
お客を案内してくれた。しかしあ
まりに同じことが繰り返されるの
で、その店の主人は親切心で「う
ちにふくやの明太子を置かせてく
れないか」と申し出たのだ。
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しかし川原さんは「卸はやらな
い」と即座に断り、代わりに「お
たくも明太子をつくったらどうか」
と提案したのだ。驚く主人に川原
さんはその店の主人に10年かけて
つくりあげたレシピをあっさり教
えたのだ。そして間もなくふくや
の隣と斜め前の店が自社製の明太
子を販売するようになったのだ。

こうして明太子メーカーが徐々
に増えていきます。すると危機感
を抱いたふくやの社員は川原さん
に「商標登録」や「製法特許」の
取得を勧めた。しかし川原さんは
これを断った。
「漬物にはさまざまな味がある。
同じ大根でも白菜でも漬け方次第
で味がかわる。そんな漬物に商標
はあるか？ 製法特許はあるか？ 明
太子は誰がつくってもいいではな
いか」と。

1975年に東京〜博多間で新幹線
が開通すると福岡への出張者はま
すます増え、お土産や特産グルメ
としてさらに認知度が高まってい
く。1980年頃にはふくやのレシピ
から派生した大手明太子製造業者
が一般消費者向けに、惣菜用パッ
ク入り明太子を販売したことで、
全国的に明太子の売り上げが拡大
していった。

福岡の明太子が今のポジション
を確立した陰には、創案者である
川原さんが独り占めせずに「明太
子を漬物のように広めたい」とい
う思いがあったからこそだ。

なぜ山形の天童は
将棋駒のまちとなったのか

日本の産業集積地をみていくと
内職文化が特産品を創り出してい
る例が多いようだ。経済産業省は
地域で一定の歴史、技術をもった

特産品を日本の伝統的工芸品とし
て指定しているが、そのなかには
地域の人々の内職技術と文化から
花ひらいたものも多くある。

山形県天童市の将棋駒もその１
つ。天童の将棋駒は江戸時代末、
上野の国（群馬県）から、出羽の
国（山形県）高畠に移封された織
田氏が、その所領の３分の２が飛
び地となっていたので、これを所
領交換で天童に集中させた。しか
し凶作が続き、藩の財政が困窮、
家臣に将棋駒の内職を積極的に奨
励したのが始まりだった。藩士の
中には、武士が内職をするという
ことに抵抗を持つ者もいたという
が、内職奨励の命を受けていた藩
士の吉田大八が「将棋は兵法戦術
にも通じるので決して恥じること
ではない」と諭し、将棋駒づくり
を勧めたといわれている。

当時の将棋駒の製法は米沢藩か
らもたらされたと言われ、その米
沢藩は大阪から学んだとされてい
る。将棋駒づくりは各地でそれな
りに行われていたのだ。ただ多く
はその藩内で流通する程度だった。

天童の将棋駒づくりが産業化す
るのは、明治維新以降。武士とし
ての奉公先を失った旧下級武士た
ちが、その身につけた内職の技を
生かして、木地づくり、駒書きなど、
分業体制を整えていったことが始
まりとなる。

小学生が
「書き子」として弟子入り、
量産化を下支え

当時は鋸と鉈による手作業だっ
た。その手作業も玉切り、大割り、
荒切り、小割りと一枚一枚仕上げ
るので、非常に手間と時間がかか
り、大きさや形も不揃いだったよ

うだ。そこで機械化を進める話が
持ち上がり、明治末から次第に足
踏式や動力式の木割り機械などが
考案されていく。

駒書きについては、長らく徒弟
制度が続いていた。しかし大正か
ら昭和時代に入ると小遣い稼ぎに
なるとのことで、次第に小学生が
弟子入りして「書き子」となって、
大量生産化を支えていく。

こうして明治から大正時代まで
に機械化・電動化が進み、本格的
な大量生産を実現していくが、天
童の将棋駒は書き駒中心で、当時
東京や大阪でつくられていた彫り
駒の高級品はまだ天童にはなかっ
た。

状況が変わったのは満州事変以
降だった。人々の暮らしに軍靴の
足音が近づくにつれて外地に向か
う兵隊の慰問品としての将棋駒の
需要が急増したのだ。こうしたニー
ズに大阪の業者が押駒（スタンプ
駒）を生みだし、生産するように
なる。ところが需要に追いつかず、
一部を天童に委託するようになっ
た。天童は押駒を大阪より低価格
で提供できたので、次第に天童産
の将棋駒が日本全体に行き渡るよ
うになった。

こうして高度成長期に天童の将
棋駒は最盛期を迎える。その後、
天童では彫り駒も生産するように
なった。東京で修行を積んだ職人
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が技術を持ち帰り、書体に工夫を
加え、誰でも内職できるように工
夫し、彫り駒の底上げを図った。
当初は書き駒の普及品の天童駒の
イメージが強く、苦戦をしたが、
つげの木などの高級素材を使った
りして、木地から見直し、彫り駒
の品質改善に努めると次第に彫り
駒の天童のブランドが浸透、現在
では７割が彫り駒となった。

隠れた日用雑貨のまち、
和歌山県海南市

和歌山県海南市と言われて特産
物をイメージするのは難しいかも
しれない。実は海南市は日用雑貨
製造の集積地なのだ。日用雑貨と
いうと幅広いが、キッチン用品や
バス・トイレ用品などまさに日用
雑貨品の製造業者が集まっている。
とくにたわしを含むクリーナー類
では、シェア９割を占めていると
言われている。

日用雑貨産業の直接的起因は近
世の棕櫚（シュロ）産業にある。シュ
ロはヤシ類の植物で、耐寒性に優
れ、東北地方以南の各地で栽培が
可能だが、本来温かい気候を好む
ため紀伊半島の温暖な気候は生育
条件として最適だった。その繊維
の耐久性、強靭さは古くから業網
などに使われ、大坂や江戸に売ら
れていたという。

明治時代になるとシュロの需要
は水産関係以外にも田引縄など農
業用や建築用、造園用に拡大して
いく。その一方で、産業用以外に
も用途を広げた。消費材として、
マットやブラシ、たわしなどの新
製品が生まれ、その素材として使
われていったのだ。

こうして用途が拡大していくと、
やがて縄や箒などの完成品の生産

を行う人も出て来る。するとこれ
を消費地に販売する問屋が発達す
る。一帯で誕生した製品を「旅」
と称して全国を訪ね歩き、販路を
拡大していくことも行われるよう
になった。

また地場問屋のなかには、需要
を満たすために普及し始めた製縄
機を農家に貸す者も出てくる。そ
こから次第に問屋制工業が広ま
り、一帯の生産性が上がっていっ
たのだ。

和雑貨の原料
「シュロ」不足が、
日用雑貨のまちへ
進化を促す

ところがこうやってシュロを
使った日用雑貨商品が増えていく
と、次第に原材料のシュロの供給
が追いつかなくなっていった。し
かし結果的にそのことがそれぞれ
の原料の個性を活かした新たな商
品開発に結びつき、「和雑貨産業の
まち・海南」が確立していくこと
になる。

戦争を挟んで、高度経済成長期
の到来は、海南の和雑貨産業の大
きな転換期となった。

その第１の要因は国民生活の洋
風化だ。生活の洋風化に伴い新し
い商品アイテムが創出されていっ
たからだ。また核家族化が進展し、

これに応じた新規の住宅と生活物
資の需要が喚起され、日用雑貨市
場が広がっていった。

もう１つの要因は、石油化学工
業の発展に伴う化学素材の開発で
ある。

プラスチックやナイロンなどの
新素材が次々と誕生していくと、
生活雑貨は世の中に急速に普及し
ていった。これらは従来の天然素
材と比較しても加工が容易なため、
量産化しやすく、価格も抑えるこ
とができ、その結果さらに商品が
多様化していく。

年を追うごとに多様化していく
商品は、やがて雑貨という範疇で
捉えきれなくなった。1986年には
業者の組合も海南特産“和雑貨” 
協同組合から、海南特産“家庭用品” 
協同組合に名称変更されている。

現在海南一帯では、主に３つの
タイプの事業者が家庭用品の開発
製造を続けている。

１つは量販店向けの製品を提供
する事業者。低価格志向の量販店
では、より低コストの海外で生産
を行うところも多いが、すべてを
海外に頼ると品質や納期の点でリ
スクが生じる。そのためある一定
量については、問屋を通じてこう
した海南地域の製造事業者に依頼
することになるのだ。

２つめは独自ブランドで勝負
する事業者。低価格競争を避け、
価格設定を自分で行う事業者だ
が、消費者に納得してもらう価格
にしていくためには、消費者や市
場からの情報を常に感度を上げて
キャッチし続ける努力が求められ
る。品質や耐久性、デザイン性、
さらには環境に配慮した付加価値
の高いニッチ商品を開発していく
ことが必要だ。それゆえ独自ブラ
ンドで勝負する事業者は、問屋任
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せではなく主体的に商品価格に取
り組んでおり、集積地の商品の幅
を広げることに一役買っている。

３つめは従来型の事業者だ。総
じて経営規模が小さく高齢化も進
んでいるため、地域的な生産流通
パターンの中で仕事を分け合うこ
とで設備投資や人件費を抑制し、
小さな市場の中で経営を成立させ
ている。自前で営業をかけての新
規開拓は難しいため、地場の問屋
にマージンを乗せて販売委託をす
ることが多いようだ。

海南の日用雑貨集積地では大別
してこうした商品構成や流通経路
の異なるタイプが混在しているが、
３つめの従来型事業者は高齢化な
どもあり衰退しつつある。ただ従
来型事業者は、独自ブランドの事
業者や低価格大量生産型事業者の
下請けとして利用されることもあ
り、地域のなかでは重要な役割を
担っている。

雑貨のまちを支える、
頼れる「問屋」の大きさ

海南の日用雑貨集積地において
は、こうした３つのタイプの事業
者に加え、その規模や販売ルート、
扱う商材、集積地の中と外の取引
といった多様な要素が絡み合う複
雑な構造になっている。

そのなかで重要な役割を担って
いるのが問屋だ。海南の問屋は全
く製造部門を持たない「卸問屋」と、
自社もしくは外注で商品を生産す
る「製造問屋」があるが、その多
くを製造問屋が占めている。製造
問屋は販売先や消費地の問屋、商
社などのつながりを持つだけでな
く、自社ブランドで展開する場合
はデザイン会社や企画会社、弁理
士、素材メーカーなどとの連携と

情報を持ち、集積を続けている。
インターネットでの直販が普及し、
問屋の持つ役割が薄れているとさ
れるが、集積地として蓄積したネッ
トワークと情報は一目も二目も置
くところがあり、量販店にせよブ
ランド・メーカーにせよ、「いざと
なった時に頼れる」という安心感
がその存在を際立たせている。

なぜ気仙沼は
フカヒレのまちと
なったのか

日本は島国であることから、海
産物や水産加工品の集積地として
知られている地域も少なくない。
宮城県気仙沼市は古くからフカヒ
レのまちとして知られている。

日本のフカヒレは海外でも高級
品としても認知されており、江戸
時代から明や清へ輸出されていた。
気仙沼のフカヒレは江戸時代末期
頃に製造が始まった。市内で毛皮
を取引きして商売をしていたある
店主が、横浜に出向いた時にフカ
ヒレが商売になるというのを知っ
たのがきっかけだ。

なぜ気仙沼だけが「フカヒレのま
ち」と呼ばれるようになったのか。

気仙沼は近海漁、遠洋漁の拠点
で、マグロやカジキなどを獲る延縄
漁（はえなわりょう）が盛んだ。延
縄漁ではマグロやカジキに混じっ
てサメが獲れてしまうことが多かっ
た。その水揚げ量は日本一で、現
在では日本の約８割から９割を占め
るとされている。そのため、気仙沼
市内では古くからサメを原料とした
水産加工業が盛んだった。サメ肉を
すり身にして、かまぼこやちくわな
どの練り物の原料として使い、でき
たかまぼこやちくわは東京など首都
圏に出荷していた。

フカヒレのための
乱獲はしない。
環境団体からも評価

食のグローバル化によりいまや
フカヒレが中華の高級食材という
ことは世界中に知られている。

それゆえ近年サメの乱獲が海外
で問題視されるようになった。海
外では獲ったサメを、フカヒレの
材料であるヒレだけを取り除いて
その場で海に捨てるような残酷な
乱獲が問題となっている。

しかし気仙沼では獲れてしまっ
たサメの身はフカヒレ料理のほか、
かまぼこ、ちくわなどの原材料に
し、軟骨をサプリメントにしたり、
皮をベルトや財布などの革製品に
したり、徹底して利用している。

こうした自然の命をまるごと利
用するという考え方は、海外の自
然環境団体からも評価されており、
フカヒレだけ獲ってあとを捨てて
しまうという悪質な業者と区別さ
れている。

2つのタオル産地、
今治と泉州を
分けたものとは

国産タオルというと「今治タオ
ル」が有名だが、もう１ヵ所、タ
オル業界で存在感を示している地
域が大阪府の南、泉州地区だ。タ
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オルは、今治、津、久留米、青梅、
泉州が５大産地と言われているが、
内訳は今治を中心とした愛媛が
53.7％、泉州を中心とした大阪が
31.7％でこの２地域で85％以上を
占めている（2014年・経済産業省
工業統計）。

泉州タオルの立役者、
井上コマと里井圓治郎

泉州は知る人ぞ知るタオル製造
業の集積地だ。泉南地域にタオル
工業が根付いた背景には江戸時代
初期から一帯が綿作や綿布生産の
拠点であったことが挙げられる。

タオルと綿布は原料が同じ綿で
あり、また糊付、製織、晒・染な
どの生産技術に類似点が多く、綿
布生産からタオル生産の移行が比
較的スムーズに進んだ。

大阪におけるタオル産業の誕生
には２人の人物が大きく関わって
いる。

１人は大阪中之島のメリヤス織
物業者井上伊八の妻コマ。もう一
人が大阪タオルの創業者である里
井圓治郎だ。

井上コマは1880年頃、取引先の
雑貨商で舶来雑貨の中からタオル
を見つけ出し、国内製造を思い立
つ。その頃タオルは極めて高価な
輸入品だ。コマは国内で製造販売
すれば、膨大な利益が得られると
考えた。コマはビロードとタオル
に類似点があることに着目し、京
都西陣のビロード機業家に相談し
たところ、ビロード製機の模倣か
らタオルの輪奈（わな）を作り出
すことに成功する。

里井の場合は、ドイツ製のタオ
ルを知ったことに始まる。彼はタ
オルの吸水性が高いことに着目。
特に輪奈による表面のでこぼこが、

体をこするのに適していると考え、
1885年頃、研究に着手し、タオル
生産体制を確立する。井上コマと
同様にタオルを低価格化すること
でその普及を図ろうと考えていた。

里井は当初、井上コマが創業者
となった竹織法と言われる技術で
タオルを生産していたが、しかし
その方法では手間がかかり、コス
トダウンを図っていくことは容易
ではなかった。

1887年、里井はテリーモーショ
ンと呼ばれるパイル（布地表面に
できた輪状の織のこと）を作り出
す技術を確立した。これが大阪タ
オルの工業化の起源といわれてお
り、また日本のタオル産業の発祥
とされている。その一方で、海外
からの生産技術も導入されていて、
1906年には大阪の佐野村（現在の
泉佐野市）ではイギリス式のタオ
ル織機が運転されていた。

泉州タオルはこのように輸入タ
オルに触発された複数の人物が、
生産技術を学び取り、あるいは自
社開発し、改良を加えながら発展
していく。

明治期の市場を牽引したのは海
外への輸出だった。

里井が期待するほど国内ではま
だタオル需要はそれほど伸びず、
国産タオルは主に大阪の貿易商を
通じて中国や台湾、朝鮮などに送
られていた。輸出港である大阪と
のアクセスが良かったことも、泉
州タオルの発展に有利に働いたよ
うだ。この頃の全国のタオル輸出
量は全生産量の７割程度と言われ
ている。

国内のタオル市場が広がってい
くのは大正時代である。いわゆる
モダンガール・モダンボーイをシ
ンボルとする西洋文化が都市を中
心に広がり、タオルが認知されて

いったのだ。国内需要は日清戦争
直後（1895年）の30％から大正初
期には40％に拡大している。

明治から大正期にかけてのタオ
ル産業の特徴的な現象は、全国的
に生産地が集中していったことだ。
大阪においては、佐野地区を中心
とする泉南地域に生産が集中して
いく。その理由は当時電力事業の
発展に伴い、力織機による生産が
本格化したため、スケールメリッ
トを求めた経営者たちが集まって
いったから。またこの地域には南
海電鉄が通り、原材料の購入や運
搬、販売が抜群によくなったこと
も大きな要因だ。また1906年には
佐野タオル共同会や23年には共同
染色試験場が設置されている。

こうして泉州では物流や先端の
技術などが共有されやすい環境が
整っていった。

戦火に遭う遭わないが、
２つの泉州と今治の
タオル史を変えた

一方、今治のタオルは、泉州の
タオルとは違った歩みを見せる。

今治も泉州同様、江戸時代は綿
布の産地だった。しかし明治時代
に入ると、廉価な木綿製品が出回
るようになり、今治の綿布産業は
衰退していく。そこで今治繊維産
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業の父と言われる矢野七三郎が、
紀州ネルを改良した「伊予ネル」
を考案し、後進の育成を行うよう
になる。そのなかの１人、阿部平
助が1894年に綿ネルの織機を改
良し、タオル織機を開発、これが
今治タオルの工業化の起源となっ
た。 そ の 後、1910年 に は 麓 常 三
郎が二挺式バッタンと呼ばれる織
機を考案し、生産性を飛躍的に高
めた。さらに明治時代末期になる
と現在の今治タオルの特徴である
ジャガード織の技術が中村左衛門
によって導入される。大正時代に
は菅原利としはる鑅らが、柄の自
由度を広げるなどしてその存在価
値を高めていった。

こうして泉州と今治はタオル産
業の集積度を増していく。

その後この２つの集積地は、第
二次世界大戦を境に発展の仕方が
大きく変えることになる。

戦後戦火に遭うことがなかった
泉州地区は工場整備が残り、生産
技術も戦前のものを継承する形で
生産が再開する。

一方、今治は戦火に遭い、多く
の設備を失ってしまう。再開には
設備を更新する必要があった。今
治ではこのタイミングでジャガー
ド織り機を一気に設置していく。

戦後の高度成長期を迎えると消
費者の高級志向を受け、色柄物厚
地タオルへの需要が高まっていく。
その生産に適したのがジャガード
織だった。

生産工程でみていくと今治は「先
晒さきさらし」を採用しています。
これはジャガード織にマッチした
手法さ。つまりタオルの高級化に
対応しやすかったのだ。ジャガー
ド織はタオルケット生産にも応用で
き、その生産量を拡大していった。

一方泉州は「後晒あとさらし」

【参考】
●『21世紀型地場産業の発展戦略』 関満博、佐
藤日出海編 ［新評論］●『東北地域産業史』 岩本
由輝 ［乃水書房］
【参考論文・レポート】
●「地理学報告第118 号」●「枕崎地域における
伝統的地域資源＜鰹＞を核とした地域活性化方
法」農林漁業金融公庫鹿児島支店／日本政策投
資銀行南九州市店 ●「産業集積の課題」 財団法
人商工総合研究所 ●「天童市と将棋駒」 天童市
観光物産課 ●「東北を代表する水産都市の震災
からの産業復興」 明星大学教授 関満博 ●「地方
都市における地場産業と産業集積の現状―兵庫
県豊岡市の看板産業を事例として」 岡山大学 三
野ちずる ●「日本の産業集積の特徴」 岡本義行 
●「産業集積は偶然の産物か？ 我が国製造業の
集積動向とその要因に関する実証研究」 富士通
総研経済研究所 絹川真哉
【参考WEBサイト】
●「東北経済産業局サイト」 ●「にんべん公式サ
イト」 ●「枕崎水産加工協同組合公式サイト」 ●「IT
メディアビジネスオンライン」 ●「サメまち気仙沼
サイト」 ●「TABILABO 公式サイト」 ●「NEWS
ポストセブンサイト」 ●「地域の入れ物（サイト）」 
●「『豊岡鞄』オフィシャルサイト」 ●「フーディー（サ
イト）」 ●「今治の観光と地域の情報サイト」 ●「今
治タオル工業組合」 ●「大阪タオル工業組合」

を採用していて、これは糊が取り
除かれるので、タオルの吸水性と
いう面では優れているものの、複
雑な織には適していなかった。こ
のため高まる色柄ニーズには対応
できず、白タオルへの名入れ、印
入れが中心となってしまい、それ
が製品開発における２つの産地の
差となってしまったのだ。

国産タオルは輸出によってその
生産量、技術の発展がなされてき
たが、高度成長期に入るとどんど
んその比率を下げて、1970年代に
はその比率は１％を切った。

ここに至ってタオル業界は完全
に内需型の市場となる。

70年代以降タオル産業は長期的
な低迷を続けているが、インター
ネットをはじめ新たな流通ネット
ワークの構築、時代のニーズを取
り込んだ新しいデザインや新しい
ブランドの育成、PRの積極的展開
などに危機感をもって取り組んで
いる。

人気ファッションブランドなど
との提携も積極的に行い、近年は
再び海外への展開を図っている。

とくに今治ではその技術や品質
を保証する独自品質基準を設け、
ロゴをつけたりなど、ブランディ
ングを強化。またタオルソムリエ
資格試験などを設定し、ソフト面
からの裾野拡大と底上げにも積極
的に取り組んでいる。

このようにその地に集まる特定
産業には、それまでのそれぞれの
歴史があり、かつさまざまな産業シ
ステムと技術革新、システム革新の
積み重ねがある。決して伝統に溺
れない、したたかで粘り強い、かつ
柔軟な発想を持つ人がその未来を
拓いていくことは間違いない。機会
があれば、また紹介したい。
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■ 産業集積地の活性化は地域だけでなく国の成長力に影響する

■ いまどきの集積地は「◯◯バレー」「◯◯産業クラスター」

■ 産業集積地の分業システムと問屋が集積地成長力の鍵

■ 藩主の奨励で柳行李の名産地になった豊岡

■ 柳行李をトランクにして鞄の町の豊岡に

■ 鰹節の技術革新の中心地だった紀伊・和歌山

■ 鰹節の熾烈な産地間競争が日本の鰹節品質を上げた

■ 外部の職人を積極的に呼んで品質を上げた枕崎の鰹節

■ 一緒に獲れてしまうサメを余すことなく利用する気仙沼

■ 独占を良しとしない発想が広げた福岡の明太子

■ 内職と独自の分業、機械化で将棋のまちを築いた天童

■ シュロの活用が一大日用雑貨の集積地に

■ 戦火の有無がその後の発展を分けた今治タオルと泉州タオル

■ 綿布の技術と輸出港そばの立地で発展した泉州タオル

■ 紀州ネルから発達した今治タオル

POINT



「たくのむ」サイト
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コロナで広がるリモート・オンラインビジネス

苦肉の策か新市場か

コロナ禍という言葉が定着しつつある昨今。逆境を

チャンスに変えようとする人たちもいる。キー

ワードは「リモート」と「オンライン」だ。

まず、思い浮かぶのが「オンライン呑み会」である。

最近は代表的オンライン会議ツール「Zoom」を接頭語

につけた「Zoom呑み」も一般化しているが、このオン

ライン呑みをビジネス化した会社もある。

東京のWebサービス会社「1010（じゅうじゅう）」は、

オンライン呑み会サイト「たくのむ」を提供している。

もともと遠く離れた人をつなぐツールを考えていた社長

の清瀬史さんが、新型コロナウイルス感染症による自粛

要請を受け、急遽サービスを開始した。

　特定のツールに依存することなくパソコンやスマホが

あれば、登録して時間になったらURLをクリックする

だけですぐに使える。お開き時間も設定でき、8人まで

無料だ。

　緊急事態宣言が明けても、コロナの終息宣言が出ない

限りは、居酒屋なども平常運転とはいかないだろう。と

くに人との距離が近い狭いスナックなどは常連でも敷居

が高くなっているのではないか。さらにスナックにつき

もののカラオケも、あまり大声で歌うことが憚れるご時

世、利用しにくいだろう。そういったスナックのママの

救世主となっているのが、「オンラインスナック横丁」

だ。手掛けたのは地域のブランディングなどを手掛ける

「Make.合同会社」の五十嵐真由子さん。自ら「スナッ

ク女子＝スナ女」として、全国のスナックを回るスナッ

ク通。知り合いのスナックの惨状を見て急遽このプラッ

トフォームを起ち上げたという。もともと楽天でPR部

門を担当していたこもあり、ノウハウはあったが急ごし

らえでどうなるかは不安だったようだ。

　料金は2500 〜 3500円で、予約制。プランも「ママ

と１対１」、他のお客様との相席の「フリー」、「貸し切り」

がある。事前にサイトのカレンダーに予約を入れてクレ

ジットやPayPayなどのキャッシュレス決済などでチ

ケットを購入する仕組み。オンラインだけに北海道から

九州までと日本各地だけでなく、アメリカなどのスナッ

クも出店しているのもオンラインらしい。

サイトにはママや店主の顔と店の様子などがわかるの

で、スナック初心者でも割と気軽に入店しやすいようだ。

酒は自前となるが、酒が飲めない人でも、スナックの雰

囲気を楽しめる。敷居が低くなった分、さまざまな人が

入店できるようになったが、あまり雰囲気を乱したり、

迷惑な行為をする人については、店からの追い出し機能

もある。



オンラインスナック横丁の店画面。ママが顔出しをしているので安心

オンラインスナック横丁サイトトップ

オンライン居酒屋「イキツケ」サイト

イキツケの登録店舗（「イキツケ」サイトより）
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　イキツケでは、登録して予約すると予約した時間まで

に食事や飲み物などが届き、オープンの日時に、オン

ラインで他のお客と一緒に食事などを楽しむことができ

る。飲食店が中心だが、陶器店やプログラミング講座な

どイベントなどの店もある。

　政府や東京都の「Stay Home」の掛け声で進んだ自

宅のリモートオフィス化。会議や打ち合わせをZoomや

Meetなどの専用アプリを使ってリモートで行うスタイ

ルは、かなり定着しつつある。ただ自宅にこもって仕事

をし続けるのは、慣れないとうつにもなりかねない。気

分転換にどこか別の空間で仕事をしたい、というニーズ

もじわじわ出てきている。こうしたニーズを取り込んで

いるのが、ホテルや旅館の「テレワークプラン」だ。

　東京渋谷に本社を置く、温泉コム㈱は、貸し切り温

泉のある温泉旅館を紹介するサイト「貸切温泉どっとこ

む」を運営しているが、「温泉テレワーク」と称した特

集を組み、テレワークが可能なWi-Fi環境の整っている

旅館を紹介している。紹介する宿の温泉は貸切であるた

　出店しているママは、アフターコロナの状況を見てリ

アル店舗に戻す予定だというが、週末など曜日を限定し

てオンラインスナックを続けたいというママもいる。ア

フターコロナではスナックのリアルとバーチャルの融合

が進んでいくかもしれない。あるいはママとちいママが

リアルとオンラインをシフトを変えながら店を回してい

く、というケースも出てくるかもしれない。

　一方、馴染みのアノ店に行きたいが、外出が憚れると

いう人に対しては、馴染みの店の食事と空気感を自宅で

楽しめるサイトも出てきている。アプリ開発を行う株式

会社iTANと、東京にこだわらない働き方を支援するシ

ビレ株式会社は、家にいながら飲食店の味や空気感を体

感できる「イキツケ」を開発。全国各地の飲食店の逸品

を自宅で楽しみながら、実際のお店と同じようにお客さ

んと交流できる、新しい体験を提供している。



厚労省のオンライン診療の紹介チラシオンライン宿泊を展開している和歌山の「WhyKumano」のフェイスブック

温泉テレワークができる温泉宿を紹介する「貸切温泉どっとこむ」サイト

女性誌「ELLE」のサイトでは、ホテルのテレワークプランを紹介
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め、密を避けることができる。旅館やホテルのリモート

オフィス化は各所で進んでおり、老舗旅館でもWi-Fi設

備を謳うところが増えてきている。

　緊急事態宣言下では県をまたいでの移動制限を要請し

ていた自治体も多く、地方の宿泊施設は大ダメージを受

けた。リアル宿泊は無理でもオンラインなら気分は味わ

える……ということで、オンライン宿泊を始めたのが、

和歌山県のゲストハウス「WhyKumano」だ。

　１泊1000円。先の「オンラインスナック横丁」と同

様に予約を入れ、予定の時間になると実際にあるラウン

ジに集まったような感覚で、画面上でオンライン呑み会

が始まる。定員は１日６人ほどで、話題性もあって連日

満員という。宿泊代には実際に宿泊時に使えるワンドリ

ンクがついている。いずれ、当地を訪れてほしいという

願いもこめられた価格だ。オンライン宿泊の試みは神戸

など全国でじわりじわり広がりつつあるようだ。

　医療機関でもオンラインが広まっている。オンライン

での診療である。オンライン診療は厚労省が進めていた

医療改革の一つだが、新型コロナで一気に広まった。オ

ンライン診療は、患者が直接医療機関に行かず、スマホ

やPC、電話などを通じて医師の診察を受ける方法。医

療機関によって初診は直接足を運ぶ場合と、初診からオ

ンラインで対応する場合がある。診察を受ける患者は事

前に予約を入れ、診察券や保険証のコピーをFAXまたは

メール添付する。診察時は医療機関側から電話やオンラ

インアプリなどのアドレスが送られ、それをクリックす

ると診察が始まる。診療後は薬が必要な場合は処方箋、

または薬を問診票に書いた住所に郵送されることになっ

ている。薬の到着には若干時間がかかるが、クラスター

になりやすい病院などに直接出向かなくても受診できる

ことは、かなり安心だ。



オンライン診療の専用アプリ「クリニクス」と「ポケットドクター」

株式会社コンセプト・コアの展開する「真剣武士道オンライン道場」

オンライン道場で指導する居合「真観流剣法」のサイト
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スポーツでは、プロや専門家の指導のオンライン化が

進んでいる。こちらも前出のスナック同様、ハードルが

下がり、オンライン化することで授業や指導を受けやす

くなっているようだ。サッカーや野球、テニス、陸上、

バスケットなど人気競技はもとより、ふだん馴染みのな

い居合などもオンライン指導がなされている。ただ居合

の場合は、人気アニメ「鬼滅の刃」の影響も色濃いようだ。

　新型コロナで進む「オンライン化」「リモート化」。総

じていろいろなサービスや体験がこれまで以上に間口が

広がりアクセスしやすくなっていることは、一般消費者

にとっては歓迎すべきことだろう。

　一方企業側や団体側の視点に立てば、事業のオンライ

ン化、リモート化はいずれ起こる新たな大災害時の新た

なBCPとして捉えていいし、事業の新たな柱として育つ

可能性もある。

オンラインやリモートの半仮想空間での体験は必ずリ

アル体験を求めてくる。その導線だけはしっかり引いて

おいたほうがよさそうだ。




