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 諏訪巡検

   今年度の巡検は，6 月 29 日（月曜日）から 7

月 3 日（金曜日）の 4 泊 5 日で，諏訪湖周辺で行

われた．ここ 15 年ほどの巡検先を調べたところ，

中部地方で実施したのは，佐渡巡検のみであった．

そこで，長谷川の卒論のフィールドである諏訪地

方を巡検先に選んだ．諏訪は，日本列島の地帯構

造の中でジャンクションにあたる地域であり，ま

た植生，湖沼，産業集積，伝統産業，観光，宗教

などが総合的に結びついた，まさに地域的な個性

が見られる興味深い土地である．前期の「地理学

フィールドワーク演習」で，巡検での調査を行う

ための準備，すなわち地形図の読解，統計資料の

収集，先行研究の輪読，各人の小調査のテーマ作

り，調査対象者へのアポイントメントなどを行っ

た．実質的に２ヶ月の準備で，諏訪への関心を高

め，具体的な調査項目を練っていくことは難しい

作業であったが，各自で調査のスケジュールを組

み，調査地へのアポイントメントを取り始めるに

つれて，実際の巡検への準備が最低限，整ったと

いえる．

　現在の地理学コースでは，学部 3 年生のみ宿泊

巡検が設けられていて，今回の巡検「地理学フィ

ールドワークＡ」はそれにあたる．また，この巡

検は院生（主に修士課程 1 年生）のフィールドワ

ークの演習「地理環境学講義実習」もかねている

ので，参加学生は学部の 3 年生（今年度は 6 名）

と修士課程の学生 5 名（うち 1 名はティーチング

アシスタントとして），教員は水野と長谷川の 2

名の計 13 名で行った．宿泊は諏訪湖のほとりに

ある信州大学山地水環境教育研究センターを利用

　資料

した．１泊１名 1,900 円という破格の値段で泊ま

ることができた．センターの方のお話では，大学

附属の臨海実習宿泊施設としては，日本で唯一温

泉があるそうで，源泉掛け流しの温泉を満喫する

ことができた．大学の実習目的などの場合には信

州大学の学生以外でも宿泊できるそうである．

   6 月 29 日は 5 限まで授業がある学生があった

ため，夜 10 時に現地集合，簡単なミーティング

を行った．6 月 30 日は終日バスをチャーターし，

諏訪湖周辺の見所を周った．7 月 1 日から 3 日は

おのおの興味のあるテーマを事前に設定し，近い

興味の学生とグループを作り，グループごとに現

地調査を行った．調査テーマは，霧が峰・蓼科の

地形・植生，産業集積（精密機械），伝統産業（味

噌，寒天），観光，民俗などである．このなかで，

本誌では，院生に限って調査報告のダイジェスト

版を載せている．学部生の調査内容や，院生の報

告の詳細版は「巡検報告書」として発行する．安

い費用で快適な宿泊・研修施設を提供してくださ

った信州大学山地水環境教育研究センター，およ

び聞き取りで学部生・院生が訪れた先々でお世話

になった皆様に，紙面を借りてお礼申し上げる．

諏訪の一日バス巡検
長谷川　直子

　以下の行程で，個別の諏訪調査の前の地域概要

をつかむための巡検を行った．

9：00 宿泊所を出発

9：15 ①諏訪大社（下社秋宮），御柱など神社

内の観察，下諏訪の宿場町観察

概要
水野　勲
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10：10 ②下社木落し坂見学，

10：45 ③釜口水門見学

11：15 ④湖岸通りを通って，間欠泉センター（セ

ンター職員による説明）

12：00 昼食（甲州名物ほうとうの小作・信州名

物そばのそば蔵）

13：00 ⑤高島城，諏訪市役所

13：30 ⑥諏訪市図書館

14：15 ⑦諏訪市博物館（学芸員による説明，そ

の後自由見学），足湯

16：00 ⑧宮坂醸造（製造工程 DVD，酒造りの話，

きき酒）

19：30 ⑨立石展望台

20：30　宿泊所に戻る，おやきの夕食

①下社秋宮

　諏訪地方には言うまでもなく諏訪大社がある．

諏訪大社は上社（男神が祭られている）と下社（女

神が祭られている）に分かれており，上社は本宮

と前宮，下社は春宮と秋宮に分かれている．今回

は秋宮を訪れた．御柱は「御山の大木，里に下り

て神となる」という歌にあるように，神社の裏に

ある山で見立てられたりっぱなもみの木を数え年

で 7 年に１度切り出し，氏子らが綱で神社まで曳

いてきて，神社のご神体の四隅に建てて，天と結

ぶ空間を作り出しているものである（写真１のよ

うな柱が 4 本立っている）．全国にある諏訪神社

では，その御柱の一部が飾られているところもあ

る． 

②下社木落し坂

　下社の御柱を里まで引いてくる途中，急な坂を

下らねばならない．この坂を木落し坂と呼ぶ．氏

子たちはこの木落しの御柱の一番先頭に乗りたが

り，昔は死者が出たこともあったらしい．学生た

ちはその勾配に驚いていた．

③釜口水門

　諏訪湖から天竜川が流出しており，その流出口

にある堰が釜口水門である．現在はこの水門に

よって諏訪湖の水位が調整されている．昔は，こ

の流出口付近に土砂が多くたまり，諏訪湖が頻繁

に氾濫していた．水門付近に，わずかだがアオコ

の発生が認められた．

④間欠泉センター

　間欠泉の噴出は，現在，源泉の使用水量が大幅

に増加したため，昔と比べて高さが低くなったそ

うである．間欠泉センターの源泉は七ツ釜源泉で

あるが，センターの方のお話では，現在はこの源

泉を茅野市まで引いているらしい．間欠泉が噴出

する瞬間は学生たちから歓声があがった．　　　

⑤高島城，諏訪市役所

　この２施設は隣接している．市役所では諏訪市

内の公共交通手段である，かりんちゃんバスの路

写真 1：秋宮　一の御柱 写真２：間欠泉の噴出
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線図や時刻表などを入手した

⑥諏訪市図書館

　諏訪市図書館には郷土資料が多く所蔵されてい

るため，どのような資料があるのか簡単にチェッ

クをした．何人かの学生は，翌日からの個人調査

でも再訪していたようである．

⑦諏訪市博物館

　学芸員の方から御柱と御神渡りの説明をうけ

る．御柱の木落しの映像にはみな驚いていた．博

物館の敷地内にある足湯（神宮寺足湯，上諏訪温

泉発祥の地と書かれた看板があった）は 45℃あ

り，とても熱くて足をつけていられなかった．ち

なみに，前日の夜，上諏訪駅構内の足湯に入った

学生の話では，駅の足湯はちょうど良い温度だっ

たそうである．

　なお，次の宮坂醸造へ行く前に，学生の希望に

より，タケヤ味噌の売店にあるごまみそソフトク

リームを食べた．ほんのり味噌の味がして，とて

も美味であった．

⑧宮坂醸造

　諏訪の銘酒「真澄」の醸造元である．東京のコ

ンビニでも売っていたし，学生の話ではＪＡＬの

ファーストクラスでも採用されているようで，銘

酒としての認知度は高いお酒であろう．今回のバ

スツアー企画にあたり，諏訪の地域に根ざしたも

のづくりの現場を訪ねたいと思っていた．味噌か

お酒が良いだろうと思い，ほんの軽い気持ちでこ

の蔵元に見学をお願いしていたのだが，実際行っ

てみると，社長さん自ら対応してくださった．ま

た，別室にパンフレット，お茶，スライドやビデ

オなどが用意され，２時間近く社長さんの詳しい

お話を伺い，クイズに景品，いろいろなお酒の試

飲をさせていただき（写真３），本当に恐縮する

ほど厚遇していただいた．お酒の試飲のときに今

の時期お勧めの期間限定生酒をいただいたのが，

「若い方にはまず，良いお酒を飲んでもらいたい

ので」とお店の方がおっしゃられていたのが印象

的であった．蔵元を出たとき，営業時間を終了し

てすでに 1 時間半が経過していたと思う．のべ 3

時間以上お世話になったことになる．学生たちも

社長さんのお酒造りに対する熱意に感激を受けて

いた．見学先として，宮坂醸造にお願いしてよかっ

たと思った．

⑨立石展望台

　この展望台からは諏訪湖とその周辺が一望でき

るので，諏訪湖の地形が良く分かる．展望台に着

いた時には薄暗くなりかけていたが，それが予想

に反して，諏訪盆地の夜景を見れることになり，

学生たちは喜んでいたようだ（写真４）．

写真３：お酒を試飲しながらインタビュー 写真４：立石展望台から諏訪湖を望む
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久島　桃代
１．歴史

諏訪の醸造について，宮坂醸造株式会社での

インタビューで得られた内容を中心に，概要を述

べる．宮坂醸造は 1662（寛文 2）年信州上諏訪に

おいて創業し，高島藩の御用酒屋を務めた．酒屋

になる以前は諏訪家に仕える武士であった．銘柄

名の「真澄」は，江戸後期から用いられ，諏訪大

社上社の宝物殿に展示されている「真澄の鏡」か

ら名付けられている．

　江戸時代から大正時代にかけては規模が小さ

く，一家で内職をしたり，茶葉を商ったりして生

計を立てていた．明治の一時期には借金の形に酒

蔵を差し押さえられるという経験もした．大正初

期，家業を継いだ宮坂勝氏（現社長宮坂直孝氏の

祖父）は，「日本一の美酒を醸す他なし」と意を

固め，当時まだ 20 代半ばであった窪田千里氏を

杜氏に抜擢，蔵の立て直しをはかった．両氏は日

本全国の酒蔵をめぐり，特に広島県の西条（現東

広島市）の蔵元に熱心に通った．このような努力

が実り 1943（昭和 18）年には全国清酒鑑評会で

第一位を受賞，世間に名が知られるようになっ

た．また 1950（昭和 21）年には真澄諏訪蔵で発

酵中のもろみから優良な性質を備えた酵母が発見

され，「醸造協会酵母 7 号」と命名された．現在

でも全国 70％の清酒メーカーで使用されている．

２．酒造りを支える風土

真澄の酒蔵がある諏訪市と富士見町は，周囲

を霧ヶ峰・蓼科・八ヶ岳連峰に囲まれた盆地平坦

部に位置する．気候は最低部である諏訪湖でさえ

759m の高地にあるため，全域にわたって内陸高

冷地の様相がきわめて強い．

真澄はこのような諏訪の地形を生かして作ら

れている．原料である水は霧ヶ峰の伏流水を利用

し，秋から春の初めにかけての寒冷な気候は，も

ろみの発酵において重要な温度調節を簡便にす

る．また乾燥し澄んだ空気も酒造りには不可欠な

条件である．酒米は長野県産の「美山錦」と「ひ

とごこち」のほか，兵庫県産の「山田錦」といっ

た高品質米を使用している．

3．経営戦略

　消費者に歓迎される商品を作り続けるため，真

澄では先代から伝わる技術の継承にとどまること

なく，時代に対応した新しさの追及にも力を入れ

る．「純米吟醸山廃造り」や「純米吟醸あらばし

り」等の季節商品の開発は，その試みの一つであ

る．これは現社長である宮坂直孝氏が，伊勢丹の

表１　銘柄「真澄」の歴史

　真澄ホームページより作成

諏訪の醸造

西暦 和暦

1662年 寛文2年
1837年 天保8年
1893年 明治26年
1916年 大正5年
1919年 大正8年
1933年 昭和8年
1943年 昭和18年

1970年 昭和45年
1982年 昭和57年
1999年 平成11年
2001年 平成13年
2007年 平成19年

1946年 昭和21年
全国清酒鑑評会にて第一位・第二位・第三位を受賞．吟香特に認められる．大蔵

省醸造試験場の手で真澄酒造から優良清酒酵母(協会第7号)が発見される
大阪万博博覧会〈EXPO'70〉に長野県の代表酒として参加

出来事

信州上諏訪において酒造業創業．高島藩の御用酒屋を勤める

火災の厄に会い，事業が次第に衰微

酒造業の傍ら，銀行・茶店・石炭販売など様々な事業を行い始める

諏訪市内に丸高工場を設立，味噌・醤油の醸造を開始

窪田千里，杜氏に就任

真澄富士見蔵設立
清酒メーカーとして初めてVINEXPO'99 に出展
真澄　富士見蔵ISO14001認定を取得
酒類事業会社と食品事業会社を分社

宮坂醸造株式会社を設立
全国清酒鑑評会にて第1位を受賞
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婦人服売り場で働いていた際の経験を生かしたも

のである．そのほかボトルの形やラベルのデザイ

ンにも配慮し，工夫を重ねている．

現在真澄には，諏訪蔵・富士見蔵に 20 名ずつ

スタッフが勤務している（そのうち 10 名は農閑

期のみ仕事に従事）．その中には，海外への日本

酒の普及を目的に雇用されたフランス人，アメリ

カ人スタッフがいる．近年海外では日本酒ブーム

が広まっており，真澄でもこうした状況にあわせ，

日本酒に詳しい外国人に普及活動を任せている．

た香港には，小規模のオフィスも設置している．

参考文献

真澄蔵元パンフレット

真澄蔵元ホームページ　http://www.masumi.co.jp/

（くしま・ももよ　博士前期課程２年　

ジェンダー社会科学専攻　地理環境学コース）

信州味噌

１．はじめに

日頃，普段使いの味噌で，マルコメやハナマ

ルキといったメーカーは意識しても，それらを「信

州味噌」だと認識している人はあまりいないので

はないか．産地としては，味噌が売れること自体

は喜ばしいが，消費者から産地名（信州味噌）が

意識されないことは，どのように評価されている

のだろうか．そして，「信州味噌」という地域ブ

ランドのもとで，大手メーカーと小規模メーカー

がどのような関係で存在するのだろうか．

２．味噌業界の現状

　味噌は企業数が非常に多いといわれる．味噌

メーカーは全国に約 1,130 社，出荷額は 1,100 億

円である．比較のため，調味料では醤油，ソース

類，醸造品として清酒，焼酎（乙類）を表１に示す．

　市場規模は醤油の半分程度，寡占度もかなり低

く，小規模の生産者が多数存在することが伺え

る．『信州味噌の歴史』（1966,p368）によれば，

長野県下の味噌メーカーは，昭和 32 年で稼働工

場が 205 存在し，このうち従業員 10 人未満が

156 工場で生産量は 13%，一方 50 人以上の工場

は 5 社で生産量の半分近くを占めていた．

　業界上位企業は次のとおりである．半数以上が

長野県と何らかの関係を持つ企業である．全国味

噌工業協同組合連合会に所属する企業は全国で

1,039 社（2009.7.1 現在）あり，うち長野県味

噌工業協同組合連合会に所属する企業は 105 社，

全国 47 組合のなかで最大である．50 社を超え

る企業数はほかに福島県（77 社）と新潟県（56 社）

である．生産量は全国の約 40％を長野県が占め，

これだけでも長野県は味噌の産地であるといえる

だろう．県下には 8 つの組合があり，今回訪問

した諏訪地域は「信州諏訪味噌工業協同組合」に

所属する．

表 2　味噌メーカー上位 10 社

企業名の出典は表 1 に同じ

表 1　味噌や他の食品のメーカー数、市場規模

データは 2006 年，矢野経済研究所「日本マーケット

シェア事典 2008 年版」より

池田　和子

品目 メーカー数
出荷高
（百万円）

上位寡占度

味噌 約1,130 110,000 6社39.7%
醤油 約1,490 213,590 6社60.4％
ソース類 約180 76,650 5社53.6％
清酒 約1,520 452,750 5社28.9％

焼酎（乙類） 約850 370,400 6社49.0％

企業名 所在地 商品名の例など
マルコメ 長野市 マルコメ君

ハナマルキ 東京都、長野県伊那市

マルサンア
イ

愛知県岡崎市 調整豆乳

宮坂醸造 東京都（丸高工場諏訪市） 「神州一味噌」
かねさ 青森市
ひかり味噌 下諏訪町
マルマン 飯田市 Ｓ19速醸法を開
山印醸造 東京都（創業は長野県丸子

町）岩田醸造 札幌市
日本清酒 札幌市 清酒「千歳鶴」
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３．多様性と団結

　まず訪問したのは「竹屋」である．「竹屋」で

のインタビューによると，味噌の好みの地域性は

根強く，また業務用のメーカーが多いため，それ

ぞれ市場が異なるとのことだった．また全国展開

のスーパーマーケットが登場する以前は，大手の

独占にならないような，暗黙に販売先の棲み分け

が存在している．

　タケヤは，明治政府から赴任する役人や役所に

燃料や米などの食料品を納める商売を皮切りに，

味噌の製造販売もその一環として，明治 5 年に始

められた．明治 45（1912）年に諏訪味噌製造組

合が設立されるが，その際中心となったのはタケ

ヤだといわれている．タケヤ事務所の１フロアを

利用した味噌会館も，「諏訪に味噌ありというこ

とが伝われば」（F 氏）という思いから作られて

いて，企業が地域とともに歩もうとする姿勢が感

じられた．

　生産設備は蔵に古い木の樽と金属のタンクが並

ぶなど混在しており，歴史を感じさせた．見学ル

ートが設定され，通路からの見学など，大豆を蒸

す設備のベルトコンベアなどは近寄って見ること

が可能だった．また樽にはスコップが掛けてあり，

その場で尋ねると，職人が樽に入り，仕込んだ味

噌をかき混ぜるためとのことだった．機械化も当

然進んでいるが，例えば麹ならば，商品によって

機械製麹と人手によるものとを使い分けている．

　「くらぐせ」とはメーカーごとの個性を表し，

たとえ同じ材料で同じように仕込んでも，蔵にそ

れぞれの個性があり，風味が異なる，ということ

を意味する．「信州味噌」として品質は担保され

た上で，各社の個性は「くらぐせ」として風味の

違いに現われ，それぞれの固定客を得ることにな

る．また味噌には「くらぐせ」があることが一つ

の特長でもあり，多数の中小メーカーが存在しう

る一因であると考えられる．

　信州が味噌の産地として成長した要因のひとつ

として，その冷涼な気候が挙げられる．製麹や仕

込みに害となる有害なバクテリアが生じにくく，

湿度も低いためカビも生えにくい．さらに熟成に

長期を要することが結果として風味の向上に結び

つく，というものであった．温度や湿度管理の設

備のない時代には，この重要性は大であったと思

われ，それが産地としての品質につながっていた．

「信州味噌」は 1955 年に特許庁に登録された

（457925 号）団体商標である．信州味噌の人気が

定着するにつれ，信州味噌を銘打つ他府県のメー

カーが登場，また県内でも出荷を急ぐあまり，信

州味噌の質の低下が表面化し，その対応として商

標登録に至ったのである．結果，全国のシェア４

割を占める「信州味噌」の名の下，各メーカーが

個性やアイディアを競い合うことになった．組合

の結束も強化され，味噌研究所を設立，「信州味噌」

としての品質向上を図っていった．

今回，組合の紹介で，比較的小規模なメーカ

ーを見学させていただいた．岡谷市の W 社であ

る．岡谷市の味噌メーカーの誕生は，驚くべきこ

とに，製糸との関係が深い．昭和 2 年の金融恐慌，

4 年の世界恐慌により，岡谷の製糸業者は次々と

倒産していくのだが，このとき味噌製造に転じて

いったのである．住み込みの女性工員の食事用と

して味噌を自家醸造しており，その技術と設備を

活用したといわれている．W 社は明治の創業で

あるが，賄いや自家醸造目的の麹の製造販売から

出発した．味噌造りは戦後からとのことだった．

W 社は，通年で稼働する味噌メーカーとして

は最も小規模なのではないかとのことだった．見

学した際も，家族 3 名のほかに従業員の女性が 1

名おられるだけであった．そのためか，製法には

こだわり，伝統的な製法を維持していた．麹を手

造りし，味噌玉を作ってから仕込んでいた．熟成

も，木の樽で 1 年近くかけてなされている（市

販されている一般的な味噌の熟成期間は 3 カ月

程度）．見学時は，煮た大豆をチョッパー（挽肉

機のようなもの）で潰し，約 10kg 単位でまとめ，

味噌玉にしていく作業を行っていた．
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W 社は味噌のインターネット販売も行い，ホ

ームページにも手間をかけている．元デザイナー

だった社長の手腕でもあるだろうが，ネット通販

を利用する顧客，また本物志向の顧客の存在を意

識している．雑誌「自遊人」にも登場している．

見せていただいたが，W 社のターゲットとして

いる顧客層の一端を見た．その他，飲食店や近隣

の学校給食などの固定客もあるようだ．「他の料

理がおいしいのに味噌汁が美味しくないと感じる

ときは営業をする」（社長）こともあるようで，

味とこだわりの製法を武器に，若い社長らしく現

代的なやり方で，販路拡大を図っていることが伺

えた．

　諏訪味噌工業協同組合では，理事長自らが会っ

てくださった．茅野市のメーカーの社長でもある．

組合には，100 余りのメーカーが参加している．

設立は明治 45 年で，資金借入れを円滑にするこ

とを目的として設立された．味噌の組合の特徴は

「大手が控えめ」（理事長）で，そこが醤油とは異

なり，皆が発言しやすいよう，そうしているのだ

という．メーカー数や，上位寡占度の違いが表れ

ている．組合の結束は強く，先に述べた商標登録

をはじめ，研究所設立，共同販売など，信州味噌

の品質向上と販路拡大への貢献は大きい．また小

規模メーカーが多数存在することも，組合の存在

と無関係ではないだろう．理事長は「競争と共生」

ということを強調された．組合としては，競争の

なかで皆が良くなっていくことが大切で，特に中

小メーカーが頑張れるようにしたい，とのお話だ

った．味噌のような伝統産業は非常に厳しい状況

にあり，また不況になると消費者は安い商品を求

めるようになる．中小メーカーが淘汰されてしま

うと，その個性，味のバリエーションや技術が消

えてしまうことを危惧していた．味噌はメーカー

数が商品多様性の源でもあるので，メーカー数の

減少は，味噌そのものの良さも失われることを意

味するのである．

４．いくつかのポイント

　岡谷の味噌醸造が，製糸と関係があることは既

に述べたが，単に製造ノウハウや設備だけが活用

されたのではない，と思われた．例えば W 社で

使用していたチョッパーは，諏訪市内の企業が製

造したものであった．また岡谷で味噌醸造が伸び

た背景には，自前の研究所の存在があった（組合

理事長）．現在も，研究所が技術向上の役目を果

たしている．

　この地域の，技術向上の重要性に対する認識と

実現力は，製糸や精密機械に限らず，味噌醸造に

も存在したのではないだろうか．それゆえに，速

醸法（加温により，味噌の熟成を速める技術．現

在多くの商品で採用されている．マルマン社長の

中田氏が発明）の技術も公開，研究所で新たに開

発された酵母も配るなど，独占せず全体のレベル

アップを図っている．それだけではなく，タケヤ

の社史『タケヤ味噌百年史』（S47）は古い資料

が充実している．自らの足跡を残し，後へ伝える

こと，歴史から学ぶことの重要性を認識している

証拠である．「信州味噌」の商標登録も，このよ

うな方法で品質の維持と責任を果たそうとする発

想に，ビジネス感覚に長けた人材の存在を感じさ

せた．これは，諏訪の「風土」ではないだろうか．

　前述したとおり，味噌醸造は，現代的食品工業

の管理方法にはやや馴染まない部分がある．味噌

は本来，保存食である．「3 年味噌」という言葉

もある（味の良い味噌の代名詞のように用いる言

葉．3 年熟成すると味が良いという意味のほか，

それだけの食料を蓄える必要性，また実際に蓄え

ていることを表す言葉でもある）．しかし，商品

として市場に送り出すには，賞味期限を定めなけ

ればならない．現行では，ある環境下で変質しな

い範囲として，６カ月と定めている．また，味噌

は通常，生味噌として酵母が生きたまま出荷され

ている．しかしそのままではビニールの包装が膨

らんでしまうため，「酒精」というアルコールを

添加する．これは，アルコールは酵母が生成する
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ものだが，環境下におけるその量が一定になると，

活動を停止する，という原理を利用している．こ

のような物であっても，酒精は添加物として扱わ

れる．

　W 社で蔵を見せていただいたが，樽も非常に

古い木樽で，特別な衛生管理が施されているよう

には見えなかった．加熱した材料と塩分，作業者

の目視で充分カバーできる範囲内の生産量のた

め，混入などの危険はクリアできているのだろう．

この樽でなければ W 社の味噌の味にはならない

のではないかと思うと，この業界が現代的な管理

方法に移行することには抵抗が大きいだろうと想

像した．しかし一方で，現代的なルールに則った

生産設備を整え，それを特長にしているメーカー

も存在するそうだ．

　味噌の多様性は，訪問先でもよく酒に例えられ，

私自身もそのことを強く感じた．日本酒では麹を

用いるという共通点もある．上位寡占度の低さも

それを物語っている．味噌が蔵ごとに味が異なる

もので，それを楽しむことが重要であることを知

らされた．しかし，嗜好品である酒と，日常の調

味料である味噌では，楽しみ方，購入時の選択基

準には違いがあるだろう．

　味噌の消費量は低下を続け，1980 年と比較し

て 1 キロも減少している．2008 年で 1 人あたり

購入重量は 2,300 ｇである．味噌汁にすれば 130

食程度と考えられる（1 食 18 ｇ程度で計算）．利

用のしかたの違いを踏まえつつ，今後の需要維持

や小規模メーカー生き残りの対応にも，酒造から

ヒントを得られるのではないだろうか．

５．まとめ

　当初の疑問点に関し，訪問で得たことをまとめ

る．まず，長野県は味噌メーカーが非常に多いが，

全体としてまとまっている．諏訪では，老舗で大

手である竹屋が中心的存在となっているようだ．

次に「信州味噌」の品質維持を目的に，1955 年

に商標を登録，研究機関を設立するなどブランド

力維持に努めている．各メーカーはその品質を基

礎に，「くらぐせ」と呼ばれる個性を生かしてい

図１　一人当たり味噌購入量の推移

全国味噌工業協同組合連合会ホームページ（「家計調査」）より筆者作成
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る．そして，各メーカーは組合に加盟し，団結を

維持している．組合は，資金借入れや原料共同購

入，協同販売など，歴史的にも小規模メーカーの

多い味噌業界に貢献してきた．
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開発型企業を目指す諏訪における中小企業調査

１．はじめに

　諏訪といえば，製糸業や，時計やカメラなどの

精密工業が盛んな場所を想像する人が少なくな

い．「東洋のスイス」とまで呼ばれ，賞賛を浴び

ていた．かつて諏訪精工舎（精工エプソン），オ

リンパス光学，ヤシカカメラ（京セラ），オルゴ

ールの三協精機は諏訪の名刺となった．高度成長

期において，親企業と下請け企業のピラミッド型

垂直統合が形成された．この時期，諏訪地域の中

小企業は下請け企業の性格が強く，頼まれたもの

しか生産しなかった．また，工場での事務は生産

管理だけだった．そして，1970 年からは，事業

拡大を目的に諏訪地域外への工場の移転が始まっ

た．更に，1980 年代に入ってからは，価格競争

の激化のため海外移転が進んだ．受注の激減は諏

訪に集積している中小企業に多大な影響を与え，

諏訪の中小企業は連鎖倒産の危機に晒された．こ

の局面を切り抜けるため，部品生産の下請け企業

から研究開発型の下請け企業への道を模索してい

た．

諏訪の基盤技術は，現在の中小企業群にとっ

て不可欠なものだった．しかし，研究開発型の企

業へと転換していくためにはただ基盤技術を持つ

だけでは十分ではない．研究開発型を目指す企業

がどのような課題を抱えているのか，今後，技術

創造（イノベーション）を継続させるために，い

かなる要素が必要なのだろうか．以上のような問

題意識に基づき，諏訪東京理科大学の N 氏，諏

訪中小企業集積研究センターの O 氏，諏訪市役

所工商課の K 氏，M １社の M 氏に，聞き取り調

査を行った．

２．開発型を目指す企業の現状

平成 16 年の『下諏訪統計』によれば，事業所

は 563 社あり，授業者数が３人以下の事業所は

274 社近くあって，総数の 48％を占めている，3

人以上 10 人以下の事業所は 170 社あって，総数

の 30％を占めている．

　聞き取り調査を行った M1 社は諏訪湖畔に立地

し，精工舎（精工エプソン）に育てられた典型的

な諏訪の中小企業である．1927 年に雑貨商とし

て発足した．戦時中には，あられ菓子の製造販売

を行い，東洋のスイスと諏訪が賞賛を浴びる時期

に，二代目社長がカメラフィルムを開発したこと

がきっかけで，腕時計部品の加工へと転業した．

現在，三代目の M 社長の元で，「技術開発研究室」

として研究開発型の企業をアピールしながら，事

業を展開している．諏訪では，このような部品加

工型の下請け企業から開発型企業と転換する形が

一般的である．

　M 社長は小学校時代から，よく工場で父の作

業ぶりを見たり，機械を触ったりしていた．自然

と，親子の間で技術経験の伝承が行われていたと

張　金帛
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いう．先述したように，諏訪で従業者の数 10 人

以下の企業は過半数以上を占め，かつ，家族企業

が一般的であるため，後継者はほとんど息子とな

る．したがって，諏訪の基盤技術は，多くの場合，

工場現場で親から子へと伝承される．昔は親の経

験技術だけ覚えれば生産に対応でき，親から学ん

だ現場経験がとても大切だった．しかし今は，開

発企業にならなければ，将来がない時代であると

いう．部品の生産では，商品のブランドと違って，

常に他社より一歩先を考えたものでなければいけ

ない．経験技術だけでは開発には不十分である．

うまく加工できない時に経験技術は役に立つが，

新しい素材を加工する場合，その基盤となる理論

的な知識が問われる．中小企業は，研究開発に莫

大な資金を投資する大企業と違って，資金の制約

がある．ミスを何回も犯せば会社が潰れるリスク

を負っている．理論的な知識の蓄積は，自分のア

イディアを検証してコストを抑える意味合いをも

っている．M 社長は以上のような理念を持ち東

京農工大学を定期的に訪れ，理論的な知識の充足

を図っている．これをきっかけに，東京農工大学

や大阪府立大学と連携を行っているという．

　M 社長は研究者・営業者・経営者の三職を兼

任する．諏訪市役所工商課の K 氏によれば，諏

訪では社長が社員を兼任するのは一般的だそう

だ．M 社長は営業を行う際，開発・技術力に乏

しければ，受注先にアピールできない，経営を行

う際には，多品種小ロットの工程管理を視野に入

れる必要があると実感している．人材を確保しに

くい中小企業にとって，後継者を育てる際に，経

営学と工学を身に付けさせることはもっとも有意

義なことだとＭ氏は語った．

３．技術者が交流学習できるネットワークを促進

　諏訪の中小企業では社長が社員も兼任し，企業

内においては一人で研究開発に没頭し，チームワ

ークを形成することが出来ない．「暗黙知」によ

って既存の加工技術を継承できるとはいえ，技術

創成は難しい．このような中小企業が数多く集積

している諏訪にとって，情報共有・交流学習でき

るネットワークは必要不可欠である．

同業他社の出会いは，技術力を向上させ，技

術創出を生じさせる．前述した M1 社の M 社長

は自社で東京農工大学の U 准教授と同業他社を

招き，企業間の研究会を開いた．諏訪中小企業集

積研究センターの O 社長も，さまざまな形での

企業間の交流会を開催している．企業の間に限ら

ず，諏訪東京理科大学は学習交流の面で，ネット

ワークの結節点の役割を果たしている．また企業

技術者，職場管理者を対象としたゼミナールも行

っている．主に，技術文化講座，ものづくり道場，

環境フォーラム，職場のメンタルヘルス対策研究

を包含している．N 教授によれば，企業からの相

談は年間 300 件以上あるという．企業との共同研

究のほかに，地域学術普及・情報共有の公共空間

としてネットワークを推進している．

そこで，諏訪市役所工商課の K 氏に，企業の

ネットワークについて，さらに詳しい話を聞いた．

中小企業が試作に投資する資金の制約を受けてい

る現状に対し，下諏訪町では精密機器研究試験場

を作って中小企業の研究試作を応援している．以

降の聞き取り調査では，ここを利用している返答

も得られた．多くの企業に利用されているとすれ

ば，ある種のコミュニケーション機会ともいえよ

う．精密機器研究試験場は試作の応援に限らず，

場所の二次利用が働き，地域学習のネットワーク

の結節点として利用されている．諏訪地域（6 市

町村）では，諏訪圏工業メッセが毎年 200 社以上

の規模で開催されている．今年すでに出展の決ま

った企業は 252 社である．展示場は加工・技術（132

社），機械・完成品（54 社），産学・研究（15 社），

ソリューション（41 社）と四つのゾーンから構

成されている．市場開拓の狙いのため，中国大連

を誘って，会場を設けていた．地域を跨るネット

ワークが構成できることを市役所の K 氏は期待

している．
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このことに関して，諏訪東京理科大学の N 教

授に対する聞き取り調査では「Family 化の構想」

について話を聞いた．ドイツの中小企業の間で展

開し望ましい効果をもたらしたことを実感し，諏

訪にも導入すべきと考えたという．しかし，特許

の壁や企業文化の差異は Family 化を暫く日本で

は普及できないとも語る．諏訪中小企業研究セン

ターの O 氏は，諏訪は部品加工を中心とする地

域である，すなわち，下請けの性格が強い企業が

集中している地域であると話す．受け入れる相手

がいないならば，意味がない．東京に近接してい

ることは有利な条件である．この近接性を活用し

て，東京と結びつくのは，諏訪地域の戦略である

べきだという．これが実現できれば，市場の拡大

はともかく，ネットワーク拡大にかなりの波及効

果をもたらすだろう．

４．産学連携について

　中小企業の研究開発において，人材不足と資金

不足のネックがあるので，外部資源を活用する取

り組みが進んでいる．大学を，知識の普及と研究

機関として誘致する事例は多い．アメリカでは大

学は公共的研究機関として広く認識されている．

研究大学は公的であれ，私的であれ容易に近づく

ことができ，開かれた教育・研究機関として理解

されている．研究大学は技術創成の原動力と言え

るほど，産学連携の分野において重要な役割を果

たしている．スタンフォード大学やカリフォルニ

ア大学とシリコンバレーの事例は諏訪中小企業集

積センターの O さんに，諏訪の産学連携につい

て話を聞いた．O 社長は自分の人脈を通して，京

都大学，東京工業大学との連携を行っている．し

かし，日本では産学連携は始まったばかりであり，

大都市の企業では大学を研究機関として近づける

が，諏訪ではあまり大学に頼れないとのことであ

った．

　産学連携の重要性について，諏訪東京理科大の

N 教授に詳しく話を伺った．産学連携は今後，日

本の研究開発分野においてますます活躍していく

という．N 教授は産学連携に携わった当初から，

これまでの経験を語った．日立での経験で産業と

学術の融合する価値を見出して，産学連携を推進

しようとしていたが，認められなくて最初は大変

だったという．しかし今では，日本学術界は産学

連携への態度が抵抗から積極的に参加に変わって

きている．これは，大学の多くが助成を受ける省

庁からの資金が限られているので，企業からの資

金を受け入れて研究を続ける必要があるからとの

ことである．

　諏訪東京理科大学は，地元の 6 市町村から 130

億円の援助で平成 2 年に短大として発足した．し

かし，開発に役立つ人材を育成するためには四年

制の教育が必要と感じて，四年制学科を設置し，

四年制の卒業生を今年度やっと迎えた．98% は

地元出身の学生であり，卒業生の 70% が長野県

内の企業に就職している．地元に若手の技術者を

育成するという産学連携の目的は達成されている

といえよう．経営と工学の融合の理念は，中小企

業が集積する諏訪にとって後継者を育てるのに好

都合である．諏訪東京理科大学は，地域の行政・

企業間のコンソーシアムで，企業のニーズに基づ

いて地域コンソーシアム事業を実施している．地

元の技術者や管理者向けて公開フォーラム，環境

フォーラム，経営者ゼミナールを行って，大学と

しての学術交流・情報共有の役割を果たしている．

地元の援助で作られた小さな大学は，地元に貢献

している．しかし，諏訪東京理科大学の古舘・佐

藤両氏の調査によると，産学協同で得意技術を獲

得するのはわずか 4％にすぎず，費用のかかる特

許の取得には諏訪地域の中小企業は高い関心をも

っていないという．産学連携による技術創成の割

合は少なかった．N 教授の研究室を訪問したとこ

ろ，大きな研究室は資料や素材（山から運んでき

た石），機械で占められ，3,4 人の院生がパソコン

を見ていた．現在，加工技術を工夫している諏訪

の中小企業にとって，新しい素材を開発できれば，
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精密工業に画期的貢献をもたらすだろう，産学連

携をもたらすだろうとＮ教授は述べた．大学は自

ら学術の成果を企業にアピールするなら，知的保

護を確保できるかが問われる，共同開発や委託開

発においては，知的保護の紛争が過去にあった．

今度の産学連携の聞き取り調査で，地元企業が地

域外と連携が多い結果を得られた．諏訪地域で立

地する大学は諏訪東京理科大学だけで，かつ若い

大学である．基盤技術が強い諏訪地域では，大学

を研究機関として容易に近づける意識を宣伝，普

及する必要がある．産学連携の促進において，知

的保護において公の橋渡し役が強く期待されてい

る．

５　二つの M

　諏訪中小企業集積センターの O 社長の聞き取

り調査では，「二つの M」がよく聞かれた．二つ

の M と は Marketing と Management を 指 す． 不

況に見舞われた経験をして，O 社長は諏訪地域

の下請企業はあまり地元の親企業に依存しすぎ，

Marketing・Management が親企業にお任せ，自分

が作った部品はどのような価値を持つかも知らな

い．自ら市場にアピールできなくて，市場は限ら

れていると指摘していた．技術創成を高める同時

に，営業力や管理にも力を注ぐべきであり，諏訪

の中小企業で作られたものはただの部品ではな

く，商品としてグローバル規模の市場を目指すべ

きだと語られた．

６．おわりに

　製糸業時代，繁栄を極めた諏訪地域はグローバ

リゼーションの分業体制の元で，親企業の下請け

が集積する場所からイノベーションを生み出す開

発型の企業の集積地域へと転換せざるを得ない時

期を迎えた．初代社長から現代の二代目，三代目

社長まで，食品・製糸⇒精密機器の下請け⇒開発

型の下請けを転換し続けてきた時代の流れが読め

る．

中小企業において，開発は一人が担って，チ

ームワークが形成できない．伝承された経験を用

いて，自社の内部でこつこつ開発して，加工技術

を改善することができるが，技術創成できるかど

うかはわからない．人材・投資の不足の元で，開

発を担う二代目，三代目の社長達は，自分が受け

た伝承経験だけではなく，高度な専門教育を受け

ることが望まれる．諏訪の調査により，省庁の参

与より民間の組織が活発に活動している．技術創

成に不可欠のコミュニケーションができるネット

ワークを，より広く構築する省庁の力は必要であ

る．

大学は人材育成機関としては地元に多くの若

手技術者を供給している．学術情報共有において，

結節点の役割も果たしている．しかし，産学連携

においては，地域内より地域外との連携が多い．

アジア諸国の技術レベルアップに伴い，先進国の

中小企業には先端的な技術創成が必要とされる．

大学は容易に近づける研究機関であるという認識

を，関連省庁から宣伝してもいいのではなかろう

か．
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