お茶の水地理 (
Annal
so
fOc
hanomi
z
uGe
ogr
a
phi
c
alSoc
i
e
y),vol
t
.
46,2006

2004年度卒業論文要 旨

北九州市紫川周辺 の再開発 による都市の イメージの変化
赤坂
北九州市紫川周辺地区は､元来 ｢
鉄の町｣ とし
て戦後の近代化,高度経済成長 を担 って きた｡ し
か し鉄冷 え とともに町の活気 も失 われ､｢
工業の
町｣か ら ｢
商業の町｣ ‑ と生 まれ変わるために大
規模 な再 開発 が行 われた｡｢
北九州市の新 しい顔
づ くり｣ とい うコンセプ ト通 り､奇抜 な色合いの
建造物,オブジェの付いた橋が隣接 し､異色 な空
間が生 まれた｡私 は事業の大胆 さに驚 き､地域住
民にとって小倉の まちはどの ように変化 したかに
ついて､聞 き取 り調査 を中心 にまとめた｡
北九州市の行 う市民意識調査 によって再開発 を
求める声 は住民か らも多いことが明 らか となって
お り､望 まれた開発 が行 われ た とい える｡ 実際､
再 開発 に よって町へ の観光客数 は増加 してい る｡
しか し､全般的に施設 オープン当初 は好調 な もの
の､継続的な入店者数 を保つ ことがで きず リニュ
ーアルオープンを繰 り返す苦 しい展 開 となる店舗
が多い｡
ところが この ような商業施設 に対 し商店街 は好

え りか

大型 シ ョッピングモールの人気 に対 し､同 じ商業
圏 として協力が不可欠であることが原因 として挙
げられる｡
もう一つは ｢まちづ くり｣ に対す る個人の意識
の高 さがあるようだ｡特 に魚町銀天街 など商店街
の方 は､商店街内の店舗 も目まぐる しく入れ替わ
り､変化の必要性 を強 く感 じている｡
この ｢
変化｣に対 し再開発 によって整 え られた
のは外観のみである｡ ここに住 む人々にとって心
地 よい町 となる こ とが これか らの課題 であ ろ う｡
現在､商店街や紫川周辺,小倉駅周辺一帯が協力
してそれぞれ 自前のイル ミネーシ ョンを行 う ｢フ
ァンタステ ィ ックイル ミネー シ ョンi
n小倉｣ と
いうイベ ン トが行 われている｡ 北九州市の独 自性
はこういった団結力か ら､生 まれるのだ と感 じた｡
新 しい建造物 ばか りで はや は り馴 染みが薄い｡
旦過市場 な どまだこれ らの建造物 とかかわ りの薄
い歴史あるもの ともかかわ りあってい くことで新
しい小倉の町が生 まれるのであろう｡

ミネラル ウオーター販売 にお ける地場産業の振興
:岩手県岩泉町 ｢
龍泉洞｣ を事例 と して
親川 麻 由美
水道水質‑の不安､ 自然健康 ブーム､水不足等
の要因で､ ミネラルウオーターの消費量が年々増
加 している｡ この ことで､ ミネラルウオーター販
売 を地場産業 に し､地域経済 を活性化 させ ようと
する取 り組みが各地で起 こっている｡ 本論文では
その うち､｢
龍泉洞の水｣ (
岩手県 閉伊郡岩泉町)
を事例都市､ どの ようにして地場産業の振興 に成
功 したかを明 らかに してい く｡
｢
龍泉洞の水｣ は､良質な龍泉洞湧水 に着 日し
985年 に
た橋本勢津氏 に よ り開発が提案 され ､1
｢
龍泉洞地底湖の水｣ とい う商 品名で発売 された｡
生産量 は､ ｢龍泉 洞 の水 ｣に名称 変更 した こ と､
コス ト削減 によ り価格競争 に対応 したこと､モ ン
ドセ レクシ ョンで世界最高品質賞 を受賞 したこと

などか ら､概 ね右肩上が りで推移 している｡ 現在
は通信販売､卸売販売 ともに､東北 ･関東地方 を
中心 として全都道府県で販売 されている｡
以上の ように成功 したことにより､町外 か ら収
入 を得 る手段 になるなど主要な地場産業 に成長 し
た｡その要因 として､埋 もれた資源 を発見 した橋
本氏の存在､良質な水 を地域経済活性化 のために
積極的に売 り出 したこと､ どうすれば売れるのか
を常 に考 え商品開発 にあたったことが挙 げ られる｡
主要な地場産業 に成長 したことで､様 々な波及
効果 をもた らした｡｢
龍泉洞の水｣ の関連商品 と
して コーヒー､烏龍茶､緑茶が開発 された｡ また､
1
982年の会社設立時 には 1
5人であった従業員が
70人 にまで成長 し､岩泉 町の雇用 の場創 出 に大
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きく貢献 している｡ そ して観光面であるが､｢
龍
泉洞の水｣販売 によ り岩泉町や龍泉洞の知名度が
上が り､誘客 に子かがあった とされている｡ しか

し岩泉 町や龍泉洞 の観光客 は年 々減少 している｡
そのため､｢
龍泉洞の水｣ は本 当に誘客効果があ
るのか どうかを改めて検討す る必要があ る｡

東京都心 に立地 する都道府県 自治体 ア ンテナ ショップの機能

山田 亜理紗
ここ数年､東京では地方の各 自治体が次 々 とア
ンテナシ ョップを出店 し､情報誌や新 聞な どで も
取 り上 げ られ､賑 わってい る店舗 も少 な くない｡
しか し､一口にアンテナシ ョップといって も､そ
の内容や場所 は多様 であ り､｢
高い家賃 を払 って
まで､運営 す る効果 は どの くらいあ るのだろ う
｣とい う疑問がわ く｡
か?
そこで本論文では､アンテナシ ョップが登場 し
た過程か ら､現状 を全体的な視点で調査 し､アン
テナシ ョップの存在価値 を考 え､今後の行 く末 を
考察 した｡
現在東京周辺ある自治体 アンテナシ ョップの数
は 50ほ どで､立地は都心 5区が圧倒 的に多い｡ ま
た､県単位 の出店 は平成 に入 ってか らであ り､平
4年あた
成 7年の農産物の輸入規制緩和や､平成 1
りの昔か ら各都道府県が観光案内所 をおいていた
東京駅八重洲 口の国際観光会館 と鉄道会館 の閉鎖
等か ら､ア ンテナシ ョップは急増 した｡
また､アンテナシ ョップを機能別 に､物産品販

売重視 ･多店舗展開型､情報提供限定型､オーソ
ドックス型､多機能型､イベ ン ト重視型の 5つに
分類 し､富 山 ･新潟 ･愛媛香川 ･島根 ･福井など
の店舗 で聞 き取 り調査 を行 なった｡そ して､一 日
に千人以上訪れ､年間売 り上げが億単位 の店舗 は
少 な くない とい うことが判明 したが､年 間の家賃
たけで数千万 円かか り､人件費 な ども考 える と､
ほとん どの店舗 は多額の県の補助金 な くしては成
り立たない ことがわかった｡それで も､お金では
表せ ない効果があるとい う｡ その中で最大の効果
は､メデ ィアに店舗の ことを取 り上げ られ､お金
をかけず にアンテナシ ョップや､物産品､ さらに
は県の宣伝がで きることにある｡
しか し､ 目には見 えない効果 を相手 に し､財政
事情 によってはいつ まで続 けてい くかわか らない
とい う声 も聞かれた｡そ うはいって も､地方経済
の活性化や癒 し ･健康志向の中で今 しば らくはア
ンテナシ ョップの勢いは衰 えないだろう｡

諏訪の風車 と風
藤森
長野県 にある諏訪湖 の南岸 の地域 には､ 1900
年代初頭 か ら 1
930年頃 まで､最盛期 には 3000期
に及ぶ風 車が見 られた とい う ｡ 先行研 究や､郷
土記録 ､聞 き取 りな どをま とめ る と､ この風 車
は､ 田の肥料 として利用 された窒素分 を含 む地
下水 の くみ上 げ用 に作 られ､構造 は垂直 固定式
SE方向の風 を受 け
で､ この地域 で卓越す る NW‑
る ように して設置 されていた とい う｡ だが､見
回 りの手 間や化学肥料 の普及 に伴 い減少 し､今
現在ではその存在 を知 る人 も少 ない｡
地下資源 や利用 目的 な ど､様 々な視 点で この

芙美香

風車 を捉 えることがで きるが ､1
901‑ 1
930年当
0時､風 向 8万位 の上諏訪観測所の
時 ､1日 1回 1
気象記録 を中心 に ̀
風 ' と風車 の関係 を考察す
る｡

当時の 1
0時､風 向 8万位 の気象記録 を整理す
SE方向の風が卓越す る ことがわ
る と実際 にNW‑
か った｡ また､風 の吹 き方が変 わっていない も
の として､現在 の毎時 ､ 16万位 の気象 記録 とア
メダスデータと比較す ると､1日を通 して もNW‑
sE方向の風 が卓越 している｡ これ によ り､風車
の向 きと卓越風 の向 きが一致 していた ことが確
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