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Ⅰ．はじめに 

 

 バブル経済崩壊以降，東京への一極集中が加

速している．その背景には，グローバル化の進

展に伴う都市・地域システムの世界的再編があ

るが，各地域が，従来の中央資本の進出や中央

政府の再配分政策による外発的発展様式から，

内発的で自立的・持続的な発展様式へと移行で

きていないことも大きな要因である． 

 そのようななか，地域の内発的発展型の産業

として期待されるのが観光業である．近年，観

光業においてはニューツーリズム１)と総称され

る質的な変化が起きており，従来の全国的な名

所や景勝地を持たない地域もニューツーリズム

の対象となり得る背景が形成されつつある．こ

の新しい観光業の基盤となるのは，地域の風

土・伝統・文化などの表象された，ストーリー

性を有する観光資源である．したがって観光資

源の発見が，地域の観光業の発展にとって重要

な課題である． 

 ところで近年，観光資源として注目されてい

るのが地域の食文化である．実際に，「佐世保バ

ーガー」「富士宮やきそば」「宇都宮餃子」など

地域の名前を冠した「ご当地グルメ」が地域の

観光地としての競争力を高めている事例は多い．

しかし一方，これらの成功事例が「ご当地グル

メ」ブームの追い風を受けている点は否めない．

地域の食文化が一過性のブームに終わらず，観

光資源として地域の観光業の持続的発展を支え

ていくためには，その食文化と地域との密接な

関係が重要な条件である．  

本研究は，山梨県富士吉田市に集積する「吉

田のうどん」店の発展過程，経営実態および立

地展開を，地域の自然・文化・経済・社会との

関係から総合的に考察して，吉田のうどんと地

域との関係を明らかにすることを目的とする． 

研究の方法としては，まずⅡで，おもに文献

資料によって富士吉田市におけるうどん食文化

とその変化およびうどん店の起源と分布につい

て，風土や歴史との関係から考察する．また，

補足的に統計資料も利用する． 

Ⅲでは，富士吉田市におけるうどん店数の推

移を地域の経済・社会環境および「吉田のうど

ん」の観光資源化の動きとの関係から考察した

うえで，「吉田のうどん」店の一般的性格および

創業年代による差異について明らかにする．ま

た，富士吉田市に立地する「吉田のうどん」店

への聞き取り調査に基づき，「吉田のうどん」店

の経営実態を明らかにする． 

 Ⅳでは，富士吉田市におけるうどん店の分布

の変化および分布の規定要因について考察する． 

また，山梨県における市町村別うどん店数の分

布図を作成・考察して，「吉田のうどん」空間の

構造を明らかにする． 

 最後にⅤでは，Ⅱ～Ⅳまでの議論を整理して，

「吉田のうどん」と地域との関係を明らかにし

たうえで，「吉田のうどん」の一層の発展のため

の課題について考察して結びとする． 

 「吉田のうどん」には，明確な定義があるわ

けではない．「吉田のうどん」の広報活動を行っ

ている財団法人 ふじよしだ観光振興サービス

(以下，観光振興サービス)の発行する吉田のう

どんマップによると，「吉田のうどん」の一般的

特徴は第 1 図の通りである． 

 なお，観光振興サービスによるうどんマップ

やホームページに掲載されているのは，富士吉

田市内に立地し，観光振興サービスに年会費を

支払っているうどん店である．したがって，市

内に立地し，第 1 図に示されるようなうどんを 

  
第 1 図 吉田のうどんの一般的特徴 

           出典：吉田のうどんマップ 

山梨県富士吉田市における「吉田のうどん」店の発展と立地展開 

－「吉田のうどん」の地理的考察－ 
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第２図 研究対象地域 
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提供する店であっても，うどんマップやホーム 

ページに掲載されていない店もある．また反対

に，第 1 図のような特徴を有さないうどん店で

もうどんマップやホームページに掲載されてい

る事例も見られる． 

 

Ⅱ．富士吉田市におけるうどん食文化の地

域的基盤 

 

１． 風土と食文化 

１)風土と農業 

 山梨県富士吉田市は富士山北麓の火山扇状地 

上に位置し，海抜高度 652～850m に市街が展開

する高山都市である．海抜高度は市域北部から

南部にかけて上昇していく．第１表は，富士山 

北麓地域の気温を他の都市と比較したものであ

るが，当地域の年平均気温は東京や甲府と比較

して低く，北緯 40 度以北に位置する青森市と同

程度である．また，最低気温は，青森市よりも

低く，夜間の冷え込みは厳しい． 

 一方，降水量は年間 1508mm であり，甲府

(1110mm)や東京(1467mm)を上回っている２)．ま

た湿度は 1 月 62%(東京 50%)，7 月 82%(同 75%)，

年平均 73%(同 63%)と３)，海に面した東京よりも

高湿である． 

 次に，富士吉田市域の地質を見てみると(第 3

図)，市域中央部は火山堆積物，山間部に隣接し

た地域は「丸尾」と呼ばれる溶岩台地である． 

 このような富士吉田の，冷涼で特に夜間に気

温の低下する気候・透水性の強い地質条件は， 

人々の生活の基盤となる農業，とりわけわが国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にとって最も重要である稲作にとっては不利な

条件であった． 

第 2 表は，近世初期における富士吉田市域の

各村の田・畑面積を比較したものである．市域

南部に位置する上吉田・新屋・松山の各村では 

まったく田は見られない．また，市域北部で比

較的標高の低い上暮地村や，最大の田面積を有

する下吉田村にしても，畑の面積の方がはるか

に広かった．さらに，当地域において水田では，

冬季に「水掛麦」という一種の二毛作が行われ

ていたため，米と麦の生産量は後者が卓越して

いたものと思われる．その後，新田開発や農業 

 
第３図 富士吉田市の地盤分類図 

出典：富士吉田市史編さん委員会編(2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 表 富士北麓地域の気温 
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年

河口湖 -0.8 -0.2 3.2 9.0 13.6 17.2 20.9 21.8 17.9 12.1 6.9 1.8 10.3
甲　府 2.5 3.7 7.6 13.5 18.0 21.6 25.1 26.2 22.2 16.1 10.1 4.5 14.3
東　京 5.8 6.1 8.9 14.4 18.7 21.8 25.4 27.1 23.5 18.2 13.0 8.4 15.9
青　森 -1.4 -1.1 2.0 7.9 13.1 17.0 21.1 23.0 18.9 12.6 6.4 1.3 10.1
河口湖 5.3 5.7 9.2 15.4 19.7 22.1 26.0 27.1 22.7 17.6 13.3 8.3 16.1
甲　府 8.6 9.8 13.8 20.0 24.4 26.9 30.4 32.0 27.3 21.5 16.1 10.9 20.2
東　京 9.8 10.0 12.9 18.4 22.7 25.2 29.0 30.8 26.8 21.6 16.7 12.3 19.7
青　森 1.5 2.0 5.9 13.1 18.5 21.5 25.5 27.6 23.7 17.7 10.7 4.5 14.3
河口湖 -6.7 -5.8 -2.1 3.1 7.9 13.0 16.9 17.6 14.1 7.4 1.3 -4.1 5.3
甲　府 -2.7 -1.6 2.2 8.1 12.8 17.6 21.4 22.4 18.5 11.7 5.1 -0.8 9.5
東　京 2.1 2.4 5.1 10.5 15.1 18.9 22.5 24.2 20.7 15.0 9.5 4.6 12.5
青　森 -4.3 -4.3 -1.8 3.2 8.3 13.2 17.6 19.3 14.6 7.8 2.4 -1.6 6.2

注）1970-2000年までの平均値
資料：気象庁ホームページより作成
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第２表 寛文 9 年検地帳に見る田畑面積比較 

村　名 田 畑 山畑
上暮地 628.3 1960.2 336.0
大明見 1152.3 2179.2 316.4
小明見 610.5 1724.3 426.4
下吉田 3404.5 5798.3
新　倉 714.8 3125.9 142.9
上吉田 10237.3 3752.9
新　屋 943.9 2253.2
松　山 1773.8 1359.6

計 6510.4 27742.9 8587.4
単位：a（アール)  
  資料：富士吉田市史編さん委員会編(2001)より作成
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第４図 米・麦の生産高(1906－1941 年) 

資料：『富士吉田市史資料叢書 12 

近代統計編』より作成 

 

 

   第５図 富士吉田市域における伝統的食習慣 

資料：富士吉田市歴史民俗博物館編(1995) 

により作図 

技術の進歩によって，水田面積は拡大した．し 

かし，明治末になっても，米と麦(大麦＋小麦)

の生産高は同程度であって，米の生産高が麦の 

それを大きく上回るようになったのは，昭和時

代に入ってからであった(第 4 図)． 

２)伝統的食習慣とうどん食の位置づけ 

 このような農業の性格に規定され，当地域の

人々の主食は，米に大麦や粟などを混ぜて食べ

るのが一般的で，多くの家庭において，三度の

食事とも白米飯を食べるようになったのは昭和

30(1955)年代に入ってからであった(富士吉田

市史編さん室編，1990)． 

 第 5 図は，富士吉田市域の人々の伝統的な食

生活の一般例を模式化したものである．夕食に

食されるホウトウに典型的に表されるように，

穀物を一度粉状に加工してから調理する「粉食」

慣行は，当地域のうどん食習慣の基層をなすも

のである．しかし，この粉食慣行がすぐにうど

ん食習慣へと結びついたわけではない．奥脇

(1995)は，富士吉田地域におけるうどん食の伝

統的な位置づけと近代以降における変化を，う

どん店の発生との関係において説明している． 

すなわち，従来うどんは正月や結婚式などハ

レの日に食される特別な食べ物であって，日常

食ではなかった．またハレの日の食べ物として

のうどんは，「茹でた麺を皿などに盛り，各自が

箸で取ってオツユにつけて食べ」(富士吉田市史

編さん室編，1990)るものであった４)． 

ハレの日の食べ物であるうどんが日常食にな

るには，明治時代以降のうどん店の発生に伴う

うどんの商品化が関わっていた．商品としての

うどんは，料金の計算や食器の管理の容易さか

ら，一杯盛り切りのかけうどんが一般的となり，

また主食と副食を兼ね備える意味でてんぷらや

肉などの具をのせた食べ物へと進化していった． 

 このように，うどんの日常食化には明治時代

以降のうどん店の発生が大きく関わっていた．

そこで次節では明治時代以降におけるうどん店

の起源と分布を考察する． 

 

２． うどん店の起源と分布 
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 奥脇(1995)によれば，富士吉田市域における 

うどん店の起源は，二つの系統を持っていた．   

ひとつは，明治期における鉄道の開通に伴う

富士山登山客の増加に対応して開業したうどん

店で，「御師の町」上吉田に立地していた．富士

吉田市史編さん室編(1989)によれば，この系譜

に属する常設のうどん店は１店のみであったが，

そのほかに，夏季の登山シーズンに，登山客に

うどんを振舞う臨時的な店舗５)が複数あったと

いう． 

 もう一つは，下吉田の「絹屋町」(第 2 図参照)

で大正末から昭和 40 年代まで行われていた織

物取引に伴って成立したうどん店である．富士

吉田市史編さん室編(1990)によれば，織物を買

い付ける東京や大阪など大都市の問屋の出張員

や彼らに織物を売り渡す機屋相手に，絹屋町周

辺にうどん店が複数立地していた.また，食堂で

もうどんをメニューのひとつとして出している

など，郡内地域において吉田のうどんは一躍有

名となり，大阪周辺から来る問屋もみやげにう

どんの玉を買って帰るほどであった．うどんの

種類としては，馬や牛の肉を入れた肉うどんや

水掛菜を入れた菜うどんなどがあった． 

 かくして，富士吉田市域においてうどんは，

主として地域外から集まってくる人々に提供さ

れる食べ物となっていった．また，その起源を

反映してうどん店の分布も，上・下吉田両地区

のうち，富士みち沿いおよびその周辺に限られ

ていた. 

 

Ⅲ．富士吉田市におけるうどん店の展開 

 

第３表 富士吉田市におけるうどん店数の推移 

店数 資　料
1964年 26※ 商業統計調査
1970年 21※ 商業統計調査
1976年 29※ 商業統計調査
1981年 15 富士吉田商工名鑑1981
1982年 34※ 商業統計調査
1986年 38※ 商業統計調査
1989年 32※ 商業統計調査
1991年 19 富士吉田商工名鑑1991
1992年 38※ 商業統計調査
2000年 44 吉田のうどんマップ・テレ＆パル50
2010年 71 吉田のうどんマップ・iタウンページ・現地調査
※そば・うどんの合計店舗数  

１．うどん店の発展とその背景 

１)うどん店数の増加 

 第 3 表は，諸資料により 1964 年から 2010 年

におけるうどん店数の推移を示したものである． 

『商業統計調査』には，「そば・うどん」として

店舗数が集計されているため，うどん店のみの

数は不明である．しかし，「そば・うどん」の合

計数はうどん店数を部分的に反映していると判

断できる．したがって，第 3 表は，具体的な数

字を把握する資料にはならないが，うどん店数

の増減などの全体的傾向を知るための資料には

なり得る． 

 以上を踏まえたうえで第 3 表を分析すると， 

富士吉田市におけるうどん店数は 1964 年から

1991 年までは漸増傾向を示していた．次に 1991

年から 2000 年にかけてうどん店数は急増した．

また 2000 年から現在にかけてもこの急増傾向

は持続していることがわかる． 

２)社会・経済環境の変化 

前章で明らかにしたように，富士吉田市にお

けるうどん店は，富士山の登山客や織物の市日

取引と密接に結びついて存立していた．しかし，

1960 年代におけるスバルラインや中央自動車

道富士吉田線の開通により，鉄道による登山客

は減少していった．また，同じころ，絹屋町に

おける市日取引も消滅した．つまり，うどん店

の存立基盤であった要因が失われたのである．

しかし，前項のように，うどん店数は漸増傾向

を示している．これはいかなる理由によるので

あろうか． 

第 6 図は，富士吉田市における雇用者数と従 

業者数における割合の推移を示したものである． 

第 6 図によれば，富士吉田市における雇用者数

は 1955 年から 1990 年にかけて 5,660 人から

18,442 人へ，従業者数に占める割合も 32.5%か

ら 65.9%へと増加している．これは，地域の産

業構造が家族労働を中心とした家内工業たる織

物業から，他の産業へと転換し，その過程で従

来織物業に従事すべき労働力が雇用労働力へと

転換したことを意味している．地域の社会経済

環境の変化に伴ってうどん店数は漸増傾向を示
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したのである． 

 次に，1991 年から 2000 年にかけて，うどん

店数はおよそ 2 倍に急増しているが，雇用者数

も倍増したわけではなく，雇用者数の増加傾向

からは 1991 年から 2000 年にかけてのうどん店

数の急増は説明できない．しかしいずれにせよ，

この期間におけるうどん店数の急増によって，

2000 年までには，うどん店は富士吉田市の地域

性を表象する重要な要素のひとつとなっていた．

このことは，自治体による「吉田のうどん」の

観光資源化を促すこととなったのである． 

３)「吉田のうどん」の観光資源化６) 

 富士吉田市商工観光課は 2000 年，市内に多数

立地するうどん店を富士吉田市における観光資

源であると位置づけ，「うどんマップ」を作成し， 

地域内外の観光案内所などで配布した．富士吉

田市は，山中湖と河口湖という富士北麓地域に

おける二大観光地の中間点に位置しているが，

これら二大観光地の通過路として位置づけられ，

市街地に足を運ぶ観光客は少なかった．そこで，

市街地に分散的に分布するうどん店の地図を作

成し，富士北麓地域を訪れた観光客に市街地へ

と足を運んでもらおうというのが目的であった．

現在は，このような広報活動の成果やメディア

に取り上げられたこと，高速道路の値下げや無

料化などによって山梨県外からうどん店を訪れ

る観光客も観光シーズンを中心に増加している．

なお，前述のように，うどんマップの発行やホ

ームページの作成，「吉田のうどん」の幟(写真

１)の販売など吉田のうどんの広報活動は，2003

年より富士吉田市の商工観光課と富士吉田市観 
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第６図 富士吉田市における雇用者数の推移 

                  資料：国勢調査 

光協会が合併して誕生した観光振興サービスが

行っている． 

うどんマップは，2000 年以来毎年発行され， 

2000 年に掲載されたうどん店は 39 店であった

が，2010 年には 61 店である．うどんマップ掲

載数の増加は，うどん店数の増加を反映してお

り，第 3 表によれば 2000 年に 44 店であったう

どん店数は 2010 年に 71 店へと増加している． 

 うどんマップやホームページに掲載されるメ

リットは，新規創業により地域の人々からも認

知されておらず，顧客へのアクセスに乏しい新

しいうどん店にとってより大きい．そのため，

新規創業したうどん店は，うどんマップやホー

ムページに掲載されることにより「吉田のうど

ん」のブランドを付与されることが顧客確保の

ための重要な条件となる．実際に，新規創業す

るうどん店は，ほとんどの店がうどんマップに

掲載されている． 

 かくして，「吉田のうどん」の観光資源化に伴

う「吉田のうどん」の知名度上昇は，うどん店

の新規創業を促すことになったのである．つま

り 2000 年以降のうどん店急増の主要因は，吉田

のうどんの観光資源化とそれによる「吉田のう

どん」の地域ブランド化であった． 

    
     写真１ 「吉田のうどん」の幟 

                       2011 年 1 月 5 日小俣撮影 
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２．「吉田のうどん」店の性格 

１)一般的性格 

 2010 年現在，富士吉田市内には第 3 表のよう 

に，71 店のうどん店がある．そのうちの 62 店 

が観光振興サービスのホームページに掲載され 

ている．ホームページから，住所，営業時間， 

定休日，メニュー及び価格など各店舗の営業に 

関する基本的情報を知ることが可能である．ま 

た，第 3 表で用いた資料より，ホームページに 

掲載されているうどん店が 1991 年，2000 年の 

各時点ですでに存在していたかも確認すること 

が可能である．第 4 表はこれらの資料により作 

成した．また，それを創業年代別に整理したも 

のが第 5 表である． 

 第 5 表の各「計」より，現在の「吉田のうど

ん」店の一般的性格は以下のようにまとめられ

る．①開店時刻の平均は約 10:50，営業時間の

平均は約 3.5 時間である．これらのことから，

一般的な営業時間は 11:00～14:30 という昼食

時間帯を対象とした経営である．②定休日は，

月曜日を定休日とする店舗が多いものの，特定

の曜日への偏りは比較的少なく，金・土を除い

て，どの曜日もまんべんなく定休日に設定され

ている．③価格の平均は約 350 円であり，比較

的廉価である． 

 ２)創業年代による差異 

 次に，創業年代の違いによる性格の違いを検

討する(第 5 表)． 

 

第５表 吉田のうどん店の営業形態 

8:15 10:00 10:30 11:00 11:30 ～3 ～4 ～5 ～6 ～7 ～8 8～
1991年 1 4 2 2 2 2 2 2 1
2000年 2 9 3 3 7 2 2
2010年 4 4 25 6 5 20 4 3 3 4

計 1 8 6 36 11 10 29 8 5 3 7

月 火 水 木 金 平日1) 土 日 無休2) 不定休
1991年 1 1 1 5 1
2000年 4 1 1 3 1 1 1 2
2010年 8 7 6 5 1 2 3 7

計 13 9 8 8 2 1 8 5 8
1)平日のうち，複数日が定休日

2)年中無休

250-299 300-349 350-399 400-449 450-499 500-

1991年 2 4 2 1
2000年 4 4 3 3
2010年 1 8 24 5 1

計 3 16 30 8 2 3

開店時間 営業時間(時間)

定休日(曜日)

価　格(円)

 

                           資料：第 4 表により作成 

 まず，1991 年以前に創業した 9 のうどん店の

開店時間は，平均 10:21 と全体の平均と比べて

早い．また，営業時間は平均 3.5 時間と全体の

平均と同じである．定休日は，9 店中 5 店が日

曜日を定休日に設定しており，日曜への集中が

著しい．価格は平均約 317 円と全体の平均と比

べて廉価である． 

 次に，1991 年から 2000 年の間に創業した 14

のうどん店について，開店時間は平均 11:02 と

全体の平均と近い．また，営業時間は平均 3.1

時間と全体の平均よりもやや短い．定休日の曜

日別分布は，月曜日にやや集中しているものの，

金曜以外のどの曜日も定休日に設定されている．

価格は平均約 400 円と，全体の平均よりも 50

円程度高いが，これは 500 円以上に設定する店

舗が３つあることによるのであろう．これら 3

店舗は，観光振興サービスホームページから判

断すると，第 1 図のような「吉田のうどん」の

一般的性格とは異なったうどんのようである． 

 最後に 2001 年から 2010 年までに創業した 39

のうどん店について，開店時間は平均 11:02 と

全体の平均に近い．また，営業時間は平均 3.9

時間と全体の平均よりも長い．営業時間の時間

帯別分布を見てみると，7 時間以上の長時間営

業をしている店が 7 店舗あるが，このうち営業

時間 8 時間以上の 3 店舗はすべて夜間営業を中

心とする居酒屋が，昼食時間帯にうどんをはじ

めたもので，夜間はうどんよりも居酒屋が中心

である．定休日は，どの曜日にも定休日が設定

されているが，相対的に月～木までの平日に定

休日を設定する店が多い．価格は，平均約 348

円と全体の平均とほぼ同じである． 

 以上の創業年代別の分析から明らかなように，

吉田のうどん店の創業年代の違いによる差異は，

1991 年以前に創業した，いわゆる「老舗」のう

どん店とその後に開業したうどん店でより著し

い．両者の差異が顕著に現れているのが，定休

日と価格である．定休日については，前者は日

曜に休む傾向が強く，後者は平日に休む傾向が

強い．また後者には無休という店舗も 5 つ存在

する．価格については，後者は前者に比べて高 
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            第４表 ホームページに掲載されたうどん店一覧 
19911) 20002) 所在地 開店時間 営業時間 定休日 価　格3)

1 ○ 下吉田 10:00 5.0 火 450
2 ○ 下吉田 11:30 2.5 日 300
3 ○ 下吉田 10:00 4.0 日 350
4 ○ 上吉田 11:30 2.5 月 350
5 ○ 松　山 11:00 3.0 日 300
6 ○ 新西原 11:00 3.0 日 300
7 ○ 新西原 8:15 5.5 日 250
8 ○ 上吉田 10:00 9.0 不定休 300
9 ○ 下吉田 10:00 4.0 水 250
10 ○ 上暮地 10:30 3.5 木 350
11 ○ 小明見 11:30 2.5 月火水木 400
12 ○ 下吉田 11:00 3.5 木 400
13 ○ 新　倉 10:30 3.5 月 300
14 ○ 下吉田 11:00 3.0 火 350
15 ○ 下吉田 11:30 3.0 木 350
16 ○ 下吉田 11:00 2.5 土 400
17 ○ 竜ヶ丘 11:30 2.0 月 350
18 ○ 下吉田 11:00 4.0 年中無休 300
19 ○ 上吉田 11:00 3.0 月 300
20 ○ 新西原 11:00 8.0 年中無休 600
21 ○ 上吉田 11:00 8.0 日 560
22 ○ 上吉田 11:00 3.0 水 320
23 ○ 上吉田 11:00 4.0 月 630
24 上暮地 10:00 4.0 火 300
25 下吉田 11:00 2.5 日 400
26 下吉田 11:00 3.0 日 300
27 下吉田 11:30 2.5 月火水木金 350
28 旭 11:00 10.0 不定休 450
29 新　倉 11:00 3.0 木 330
30 下吉田 11:00 3.5 不定休 350
31 下吉田 11:00 3.5 不定休 350
32 上暮地 11:00 8.0 水 300
33 大明見 11:00 3.0 火 350
34 上吉田 11:00 3.5 木 350
35 上吉田 11:00 3.0 月 350
36 上吉田 11:00 3.0 火 400
37 上吉田 10:30 3.5 木 350
38 松　山 11:00 5.5 年中無休 400
39 上吉田 10:30 3.5 木 350
40 松　山 10:30 4.5 月 400
41 上吉田 11:00 3.0 火 350
42 新　屋 10:00 7.0 年中無休 380
43 下吉田 11:30 2.5 水 350
44 下吉田 11:00 7.5 火 350
45 上吉田 11:00 4.0 木 350
46 新　倉 11:00 3.0 水 300
47 上暮地 11:00 3.0 月 250
48 松　山 11:00 3.0 火 350
49 新西原 11:00 4.0 不定休 350
50 上吉田 10:00 5.0 不定休 350
51 竜ヶ丘 11:30 2.5 水 350
52 新　倉 11:00 3.0 月 350
53 上吉田 11:00 3.0 月 350
54 上吉田 11:00 3.0 月 300
55 下吉田 11:30 9.0 水 300
56 上吉田 10:30 7.5 水 350
57 松　山 11:00 3.0 不定休 300
58 松　山 11:30 2.5 月 350
59 下吉田 11:00 3.0 月 350
60 小明見 10:00 5.0 年中無休 350
61 上吉田 11:00 3.5 不定休 350
62 上吉田 11:30 9.0 火 400

1)1991年の「富士吉田市商工名鑑」に記載あり
2)2000年「テレパル」あるいは「吉田のうどんマップ」に記載あり
3)「かけうどん」の価格

資料：財団法人 ふじよしだ観光振興サービスホームページより作成  
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価である．一方で，営業時間帯は両者とも昼食

時間帯を中心とした営業であるが，前者は後者

よりも，平均で 40 分程度開店が早い． 

 

３． 「吉田のうどん」店の経営実態７) 

 前節で明らかにしたように，「吉田のうどん」

店の性格は，1991 年以前に開業したうどん店と

それ以降に開業したうどん店で異なっている．

本節では，1991 年以前に開業した１つのうどん

店と 2000 年以降に開業した２つのうどん店の

経営実態の事例を提示し，創業年代の違いによ

る差異に留意しながら，「吉田のうどん」店の性

格についての考察を深めることにする．なお，

第 6 表・第７図はうどん店への聞き取り調査結

果を簡単に整理したものである． 

 １)1991 年以前開業のうどん店の事例 

Ｓうどんは創業 50 年以上の，いわゆる老舗で

ある．56 歳になる現店主の父は下吉田の繊維関

係の企業に勤めていたが，当地域における繊維

産業の衰退傾向により独立し，現店主が小学校

に入学するとき，住宅の一部を店舗として創業

したのがうどん店としてのはじまりである．そ

れ以来，店舗は現在の位置から変わっていない

が，十数年前，住宅は下吉田内の他の地区へ移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る． 

転したため，現在，店舗と住宅は分離している． 

Ｓうどんは，店主とその妻，息子の家族経営

によって行われている．第 7 図はＳうどんの営

業日におけるタイムスケジュールを示したもの

である．店主は午前 3 時頃起床して店舗へ移動

し，3 時 30 分にはその日の営業のための準備を

始める．準備はまずかまどを沸かし，汁のダシ

取り・キャベツ茹でなどの業務がある．6 時半

に朝食をとった後，製麺に移る．製麺は息子と

店主で行っている．一般的に「吉田のうどん」

店においては，製麺は営業日前日に行っている

場合が多いが，営業日当日に製麺をするのが，

Ｓうどんの特長である．麺の状態は気象条件，

とりわけ湿度に大きく影響されるため，当日の

気象条件を把握してから製麺するのがＳうどん

の，創業以来一貫した経営方針である．製麺後，

10 時から 14 時までが営業時間である．営業時

間中は，店主は調理，妻は食器の管理，息子は

接客など店内の業務を担当する．14 時の閉店後，

片付け・休憩・翌営業日の準備後，16 時から 17

時にかけて業務は終了する．帰宅後は，3 時に

起床する店主の場合，20 時には就寝する． 

 Ｓうどんのメニューは，第 7 表のように，「温

かいの(かけうどん)」「冷たいの(つけうどん)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６表 事例うどん店の経営実態 

男 女 麺 肉 野菜 平日 土日 有利な点 不利な点
Ｓ 50年以

上前
2 1 日 ○ － 市

内
別 サラリーマン サラリーマン

県外の人
周辺に事業所が多い 駐車スペースが確保で

きない
駐車場の確保

Ｍ 2004年 1 4 火 △ 市
内

市
内

別 サラリーマン
職人　 主婦

観光客 駐車場の確保が容易
周囲の環境が観光客に
はよい

冬季降雪時の交通状況
の悪さ

規模拡大

Ｏ 2009年 1 1 水 ○ 市
内

市
内

別 サラリーマン
市立病院帰りの人

家族連れ 固定客がつきやすい 大通りに面していない
ため，認知されにくい

規模拡大

注)食材の購入における，○は自家製麺，△は系列企業からの購入を示す．

また，市内は富士吉田市内における卸売・小売店からの購入を示す．
資料：聞き取り調査により作成

創　業 経営上の課題定休日
食材の購入従業者 立　地客の属性店舗と住

宅の分離

                          第７表 事例うどん店のメニュー構成 

                      

かけうどん 350 かけうどん 350 かけうどん 350
つけうどん 350 つけうどん 400 つけうどん 350

わかめうどん 400 わかめうどん 350
きつねうどん 450 天ぷらうどん 400
肉うどん 450 肉うどん 450
肉つけうどん 450 肉天うどん 500
冷やしうどん 400 ぜんぶのっけうどん 650
富士山うどん 650 ちく天うどん 450
桜ごはん 200 まぜごはん 200

注)右側の数字は価格(円)．
資料：富士吉田観光振興サービスホームページ

Ｓ Ｍ 0
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第７図 事例うどん店の営業日のスケジュール 

           資料：聞き取り調査により作成 

 

の２種類のみである．主な食材は，麺の原料と

なる小麦粉，だしをとるための煮干，具材とな

るキャベツと油揚げである．小麦粉は食糧品店

２店，煮干は乾物屋，キャベツは八百屋，油揚

げは豆腐屋より購入している．これらの業者は

いずれも富士吉田市内に立地している．キャベ

ツは夏季は鳴沢村産，冬季は愛知県産を中心に

山梨県周辺の主要産地のものを使用している．  

 第 8 図は，Ｓうどん周辺の土地利用を示した

ものである．Ｓうどんの北東，西北西－東南東

方向に走る街路のうち，富士みちから間堀川ま

での地区は，「絹屋町」と呼ばれ，かつて富士吉

田における織物取引の核心地であった．また，

富士みちと平行に走る二つの街路のうち，東側

の街路を東裏，西側の街路を西裏と言うが，東

裏は絹屋町と連結していることから，織物に関

する諸機能の集積が進んでいた．Ｓうどんの立

地は，織物取引に伴う局地的需要を指向してい

たことを示している．Ｓうどんの開店は 10 時で

あるが，当時はこのような時間からうどん店に

来る客が少なくなかった． 

現在でもＳうどんは，富士吉田市における中

心市街地に立地しており，店周辺は金融機関や

小売店を中心として事業所が集積している．そ

のため，短時間・低価格で昼食を取ろうとする，

事業所に勤務する従業者にとって，高い立地上

の優位性を持っている．一方，Ｓうどんは中心

市街地に立地しているために，駐車場の確保が

最大の経営課題である．現在は，Ｓうどんの近

くの住宅の敷地を駐車場として借りているが，

多くの自動車を収容できるわけではない．土曜

日や祝日には，県外からの客も多いが，彼らは

自動車で来店することが多い．つまり，駐車場

スペースの狭さは，県外などから来店する観光

客へのアクセスにとっては不利な条件である． 

 ところで，現店主の父親の代には，「吉田麺類

組合」という主にうどん店から構成される組合

があり，Ｓうどんも加盟していたが，30 年ほど 

前には消滅し，現店主の代になってからはうど

ん店同士のネットワークは皆無である．近年の

うどん店の急増に伴う競争激化により以前に比

べ客数は多少減少傾向にあるが，それほど深刻

化していない．Ｓうどんは，立地・うどんの調 

 

 
   第８図 Ｓうどん周辺の土地利用 

資料：住宅地図により作成 
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理法・食材の内容や購入先，定休日や営業時間

の設定など，創業時からあまり変化しておらず，

そのことがＳうどんの提供するうどんに対する

根強いニーズを生み出している．つまり，Ｓう

どんの経営は創業時からの伝統の保持に規定さ

れているのであり，この守られた伝統こそ，Ｓ

うどんの存立基盤であり，競争優位の源泉であ

る． 

２)2000 年以降開業のうどん店の事例 

 Ｍうどんは，2004 年創業である．Ｍうどんの

経営者は，もともと電子部品工場を経営してい

たが，バブル経済崩壊後の不況により廃業し，

2000 年，主にラーメンの麺を生産する製麺所を

創業した．やがてうどんの麺も生産するように

なると消費者から評判となり，「ぜひうどん屋を

はじめてほしい」という要望を受けたのがうど

ん店創業のきっかけであった．したがって，Ｍ

うどんは製麺業とうどん店の複合経営である． 

 立地の選定にあたっては，駐車場スペースの

確保が重視され，市街地から国道 138 号線を挟

んで南側の，富士山の裾野に広がる森林地帯が

選定された．Ｍうどん周辺は，針葉樹により構

成される森林景観が卓越している．この立地環

境は，創業当初は人々から認知されず不利であ

ったが，認知度の向上した最近では，東京をは

じめとする大都市圏からの観光客にとっては評

判がよいという． 

 Ｍうどんの繁忙期は夏季を中心とした観光シ

ーズンである．Ｍうどんは，吉田のうどんに関

連した商品開発とその流通に成功したため知名

度が高く，また，中央高速道路河口湖インター

チェンジに近接した立地も，他地域からの観光

客を引き付けている．一方，観光シーズン以外

では，平日はサラリーマンなど各事業所の従業

者が客の中心である．それを反映して，来客の

ピークは12時から13時であり,事業所の一般的

な昼休み時間帯に対応している．また，土日・

祝日は圧倒的に観光客が卓越し，営業時間帯は

終始忙しいという． 

 Ｍうどんは，調理を担当する男性１名と，パ

ート雇用の女性４名によって運営されている．

女性はおよそ調理担当２名，接客担当１名，レ

ジ(会計)１名という配置である．Ｍうどんは，

製麺所で生産した麺を使用しているため，製麺

はうどん店では行っていない．Ｍうどんの１日

は(第 7 図)，朝 8 時の仕込みから始まり，11 時

に開店する．14 時に閉店後は，清掃・翌日の仕

込をして 17 時に業務は終了する．ただし，夏季

の観光シーズンはＭうどんも繁忙期となって需

要が高まるため，朝 7 時から仕込みをはじめて

対応している．食材の購入は，キャベツなどの

野菜は富士吉田市青果地方卸売市場から，豚肉

は市内の精肉店から購入している．豚肉には，

山梨県のブランド豚“富士桜ポーク”を使用し

て差別化を図っている． 

 Ｍうどんが複合経営する製麺所は，富士吉田

市内に立地する製麺業者により組織されている

製麺組合に加入しており，製麺業者同士のネッ

トワークを有している．また，他の「吉田のう

どん」店との繋がりも有しており，そこでは富

士吉田市内のうどん店を，他の地域の「吉田の

うどん」店と差別化するためのブランド力強化

について話し合っているという． 

 Ｍうどんは，山梨県中央市に 2008 年 2 号店を

出店した．今後も甲府や東京などで新規出店し，

店舗数増加を指向している．富士吉田市を離れ

てうどん店を立地する際，最も課題となるのは

水の問題である．水は，製麺・調理・飲み水な

どあらゆる面で使用されるが，富士吉田市の水

道水はカルキ臭さが少なくてよいという．Ｍう

どんが，他地域での新規出店とそれによる店舗

数増加を指向するのは，製麺業を営んでいるこ

とによるのであろう．店舗数増加は，麺の販路

拡大に貢献する．さらに，新規出店に伴う「吉

田のうどん」の知名度向上もまた，麺の潜在的

需要を刺激する．その意味で，「吉田のうどん」

の発展とＭうどんおよび製麺所の発展は，相互

依存の関係にあるといえる(第 9 図)．Ｍうどん

の経営者はその関係をよく理解し，吉田のうど 

んの知名度向上のための取り組みに積極的であ 

る． 
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第 9 図 Ｍうどんと「吉田のうどん」の相互依存関係 

               

 

 
第 10 図 Ｏうどん周辺の土地利用 

資料：住宅地図により作成 

Ｏうどんは，2009 年創業の新しいうどん店で

ある．Ｏうどんの店主は，10 年間東京で板前を

経験した後，甲府市に所在する大手企業の事業

所に勤務していたが，結婚を機に富士吉田市に

居住した．甲府市の事業所に勤務しているころ

から「富士吉田といえばうどん」というイメー

ジを持っていたため，富士吉田市に居住するの

がきっかけとなってうどん店を創業した． 

 立地の選定にあたっては，創業費用を低く抑

えることが重視された結果，住宅に隣接し，店

主の所有する土地が選択された．第 10 図は，Ｏ

うどん周辺の土地利用を示したものである．Ｏ

うどんが立地するのは，農業的土地利用から住

宅地への転用が進行中の新興の住宅地である．

Ｏうどんは，この住宅地の角地の１区画を占め

ており，南側には富士吉田市立病院が立地して

いる．また，Ｏうどん西側には幹線道路「富士

見バイパス」が北北東－南南西方向に走行して

いるが，Ｏうどんは富士見バイパスに面してい

ないため，人々に認知されにくい立地環境にあ

る． 

 Ｏうどんの営業日における業務は 7 時よりは

じまる(第 7 図)．店主は 6 時半に起床し，朝食

後，7 時から仕込みに取りかかる．仕込みには，

汁のダシ取り・キャベツや肉など具の調理・麺

をのばす・汁作りなどの業務がある．11 時から

14 時までが営業時間である．10 時から 14 時ま

ではアルバイトの女性を 1 名雇用している．営

業時間帯には店主は調理，アルバイト女性は接

客を担当する．14 時の営業時間終了後は掃除・

片付けをして休憩後，16 時から翌日の準備に入

る． 

翌日の準備には仕込みのほか，食材の買い付け

も含まれる．食材は，豚・馬肉は精肉店から，

キャベツはスーパーから購入している．これら

はいずれも市内に立地している．購入は毎日行

うため，Ｏうどんとの空間的近接は重要な条件

である．18 時には翌日の営業のための準備は一

旦終了となり，夕食など私的時間となる．21 時

より手打ちによる製麺をおこなうが，夏季は湿

度が高いため，朝うどん打ちをおこなう．製麺
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に用いる小麦粉は山梨県内の製粉会社のものを，

甲府市に所在する問屋から購入している．Ｏう

どんが重視するのは汁に用いるダシである．ダ

シはかつお節と煮干から取るが，かつお節は九

州産，煮干は千葉産のものを産地から直接取り

寄せ使用し，差別化している．この結果，材料

費は割高となり，うどんの価格に転嫁したいと

いうが，同業他店との価格差も考えて，第 7 表

のように，Ｏうどんの価格はかけうどんが 350

円と平均並みである． 

 Ｏうどんの営業時間における来店のピークは

12～13 時である．そこからも推察できるように，

主要顧客は，平日は各事業所に勤務するサラリ

ーマンである．また，Ｏうどん周辺には富士吉

田市立の総合病院が立地していることから，そ

の通院者が昼食に立ち寄ることも多い．土・日

は，富士吉田市内の家族連れが卓越する．Ｏう

どんはその立地から，認知度がそれほど高くな

いため，来店時間のピークでも入店できないほ

ど混雑することがない．また，比較的広い駐車

場を備えているため，昼食時間の限られた顧客

にとっては利便性が高い．そのため，Ｏうどん

の顧客は固定客が多いという． 

 ところで，ＯうどんはＳうどんと同様，同業

者組合が未組織であるために，他の同業者との

つながりを持たない．また，前述のようにＯう

どんの店主は地域外から転入してきたために，

友人関係など地域の人々との関係を持たない．

さらに，前述のようにＯうどんおよびその自宅

が立地する地域は新興住宅地ゆえ，自治会等地

縁組織が未組織である．その結果，Ｏうどんと

地域との関係は，経済的関係のみに限定されて

おり，きわめて希薄である．地域との関係が希

薄であることのデメリットは，同業者や顧客の

ニーズなど情報へのアクセスである．Ｏうどん

の場合，来店する固定客が重要な情報源となっ

ている． 

 Ｏうどんの経営課題は，来店客の増加による

収益の拡大である．そのため，Ｏうどんは多店

舗展開や夜間営業なども考えている． 

 ３)吉田のうどん店の存立形態 

 以上の事例うどん店の経営実態分析からも明

らかなように，吉田のうどん店の性格は非常に

多様であり，一般化は困難である．しかし，多

くのうどん店に適用可能な共通の性格があるこ

とも確かである．そこで，本項では，多くのう

どん店に当てはまる共通の性格を整理する． 

 第 1 に，家族労働力による家業的経営である．

雇用労働力は，営業時間帯に補足的に利用する

に過ぎない．営業時間帯は昼食時間帯の 3～4

時間程度であるため，雇用形態はアルバイトや

パートであり，女性が雇用される．このような

家業的経営は，家庭生活と営業を不可分のもの

とする．「吉田のうどん」店によく見られる住宅

(家庭生活)と店舗(営業)の共用や近接は，その

空間的表象として解釈できる．したがって，店

舗の立地選択も，Ｏうどんのように経済外の要

因に規定される場合が多い．このような家業的

経営は，小資本でのうどん店の創業を可能にす

る． 

 第 2 に，製麺工程の内部化，いわゆる「自家

製麺」の傾向である．製麺は手打ちによって行

われている場合が多く，重労働である．そのた

め，製麺工程は男性が担当するが，1 日に製造

される量は制限される．そのため，長時間にわ

たる営業は，麺の生産量からも肉体的にも困難

となる．つまり，「吉田のうどん」店の昼食時間

帯に限定された営業時間は，顧客のニーズの結

果のみならず，うどん店内部の内的論理の結果

でもある． 

 第 3 に，第 1・第 2 とも関係するが，家族労

働力の分業である．具体的には，男性は製麺や

調理，女性は接客や会計などのように，家族内

分業は主に性差によって規定されている． 

 第 4 に，食材の購入圏について，流通業者は

主に富士吉田市内の業者が利用される．食材は，

野菜や肉などは鮮度が重要であるため，頻繁な

納入が必要となる．そのため，うどん店と流通

業者との空間的近接は食材の移動に伴う時間や

輸送費，不確実性８)を低下させる．また，食材

の産地は流通業者による商品の購入圏に依存す

ることとなるが，富士吉田市産の食材は，ほと
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んど用いられていないと推察され９)，ほとんど

が関東地方や東海地方を中心に，市域外から購

入していると判断できる．さらに，Ｍうどんや

Ｏうどんなどのように，特定の食材による差別

化を指向する場合は，購入圏は，食材によって

はさらに広域化する． 

 第 5 に，「吉田のうどん」店の主要顧客は，富

士吉田市内の各事業所に勤務するサラリーマン

などの雇用労働者である．土日，祝日はこれら

の需要が減少するが，地域外からの観光客がそ

れを埋めることになる．したがって，土日両日

を営業日とするうどん店は，このような需要を

前提にしていると解釈できる．前述のように，

1991 年以前開業のうどん店は日曜を定休日と

している店が多く，それ以降開業のうどん店は

平日を定休日とする傾向が見られた．つまり，

創業年代の違いによる定休日設定の差異は，そ

のような顧客の性格と密接に関係していると推

察できる． 

 第 6 に，同業者によるネットワーク，いわゆ

る同業組合の欠如である．同業組合の一般的意

義は品質の維持・管理や投入物の共同購入，価

格競争の調整，情報の共有などである．「吉田の

うどん」店における同業組合の欠如は，各うど

ん店間の競争を促し，「吉田のうどん」の多様性

をもたらした反面，Ｏうどんなどのように，特

に新規創業のうどん店にとっては情報へのアク

セスを困難にしている． 

 以上，6 項目に分けて分析したが，これらの

項目はそれぞれ個別的に存在しているのではな

く，相互に結びついている．すなわち，家族労

働による小資本経営は，新規創業を容易にして

いる．その結果，参入による競争が激化した．

特に新規創業したうどん店は，顧客獲得のため 

差別化をすすめた結果，「吉田のうどん」の多様

化が進んだ．同業組合の未組織がそれを許容し

た．「吉田のうどん」店の店舗数の増加は，自治

体の広報活動とあいまって，「吉田のうどん」の

知名度を向上させ，地域外からの顧客を増加さ

せた．特に新しいうどん店は，地域外からの顧

客が重要な収益源となっている．その結果，従

来は日曜日に設定される傾向の強かった定休日

は，平日に設定される傾向が強まっている．ま

た，地域外からの顧客に対応して，各うどん店

は麺をやわらかくしたり，駐車場を確保・整備

したりして対応している． 

 

Ⅳ．「吉田のうどん」空間の拡大と構造 

 

１． 富士吉田市におけるうどん店の分布の変化 

１) うどん店の分布の変化 

 第 11 図は，1991 年・2000 年・2010 年におけ

るうどん店の分布を示したものである．分布図

作成のために用いた資料は第 3 表作成にあたっ

て使用したものと同じである．そのため，年次

ごとそれが依拠する資料の統一性を欠いている．

しかし，できるかぎり，すべてのうどん店を捉

えられるように努めた．また，分布図に示され

る道路網は 2010 年のものであり，1991 年・2000

年には存在しなかったものも描かれている．以

上を踏まえたうえで各年次の分布図を分析する

と以下の点が指摘できる． 

1991 年にはうどん店は，市域中心部を中心に

分布している．また，その分布は分散的である．  

2000 年にはうどん店数の増加を受けて，うど

ん店の分布範囲は空間的に拡大し，市域全体に

広がった． 

2010 年にはうどん店数はさらに増加したが，

分布の範囲は 2000 年とそれほど変わっていな

い．むしろ従来の分布範囲，特に 1991 年の分布

範囲内部の分布密度が高まっている．しかし，

地区ごとに分布密度の差異があるとはいえ，分

布形態が分散的であることは 1991 年から変わ

っていない．また，幹線道路沿いへの立地傾向

が強まっている． 

 ２)分布の規定要因 

 このような分布の全体的分散傾向および地区

ごとの粗密を規定している要因はなんであろう

か． 

 前章で明らかにしたように，富士吉田市にお 

けるうどん店の主要顧客は，昼食時における富 

士吉田市内の各事業所に勤務するサラリーマン 
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第 11 図 富士吉田市におけるうどん店の分布 

                     資料：第 3 表作成の資料による 
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などの雇用労働者である．また，店舗ごとにう

どんの価格差はそれほどないこともすでに明ら

かであるから，顧客にとって重要なのは事業所

からうどん店までのアクセスとうどんの味であ

ると判断できる． 

ここで，①すべてのうどん屋が同一の営業時

間・味・価格である ②顧客は均等に分布してい

る ③顧客もうどん店も経済的合理性に従って

行動する という条件を持つ仮想空間を仮定す

ると，うどん店の分布は第 12 図のようになる． 

すべての顧客は，立地以外の条件がすべて同

一であれば，最寄のうどん店に行くことになる．

第 12 図で示した商圏が，任意のうどん屋に通う

顧客の地理的範囲である 10)．事業所の密度が同

一の地域内ではうどん店の分布は等間隔である．

また，商圏は，事業所の密度が低ければ広くな

るため，うどん店の分布密度はより粗になるの

である． 

 以上の仮想空間による分析より，うどん店の

粗密を規定している要因は，地区ごとの事業所

とその従業者数の分布であると仮定できる． 

 第 13 図は，上記の仮定を実証するために作成

したもので，大字別にうどん店数と事業所に勤

務する従業者数との相関関係を表している．事

業所数とそこに勤務する従業者数は，少し古い

が 2001 年の統計を用いている．相関図は，大字

別のうどん店数と従業者数の強い正の相関を示

しており(相関係数 0.98)，上記の仮定を実証す

る結果となっている．つまり，地域全体で見れ 

ば，富士吉田市におけるうどん店の分布は，事 

 

 
第 12 図 仮想空間におけるうどん店の分布 

 
第 13 図 大字別うどん店数と従業者数の相関関係 

 資料：事業所企業統計調査により作成 

 

業所とそこに勤務する従業員数の分布に規定さ

れているのである．前章で明らかになったよう

に，各うどん店はその立地選択にあたって，必

ずしも経済的要因を重視して意思決定している

わけではないが，個別うどん店の意思決定を超

えて，経済的原理が貫かれているといえる． 

 

２．「吉田のうどん」店の空間的拡大 

１)近隣市町村への立地とその論理 

 第 14 図は，山梨県各市町村におけるうどん店

数を人口 11)との関係で検討したものである．山

梨県各市町村において，うどん店数と人口の相 

関係数は 0.70 と弱い正の相関が認められる．し 

 
第 14 図 山梨県における市町村別人口 

とうどん店数の関係 

         資料：ｉタウンページ・国勢調査により作成 

注)富士川町は，増穂町と鰍沢町の合計数である． 
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かし，甲府市をはじめ，多くの市町村は，近似

直線付近に分布している．近似直線から隔たっ 

ているのは，換言すれば，山梨県においてうど

ん店数の分布と人口との正の相関関係を偏倚さ

せているのは，近似直線上方の，人口に対して

うどん店数の多い各市町村である． 

 
第 15 図 山梨県におけるうどん店の分布 

資料：第 14 図と同じ 

 

第 15 図は，第 14 図の分析を，地図化するこ

とによって空間的視点から捉え直したものであ

る．円の大きさはうどん店数を，円内部の色は

人口 1 万人当たりのうどん店数の階級区分を示

している． 

第 15 図より，富士吉田市を中心に，富士河口

湖町，都留市，山中湖村，忍野村など南都留郡

の市町村はいずれも人口当たりのうどん店数が

多く 1２)，うどん店の集中地域であることが看守

される．  

これは，「吉田のうどん」店が，事業所に勤務

する従業者数の分布に規定された分散立地とい

う性格を持っているため，富士吉田市域におい

てうどん店数が増加すれば，空間はやがて飽和

状態になり，市域内への立地は困難になる．そ 

こで，市域を超えて，富士吉田市域外への立地 

が促された結果，富士吉田市を中心として，近

隣市町村へのうどん店の集中がすすんだのであ

る．また，甲府市など国中地域でも「吉田のう

どん」を掲げるうどん店が立地しはじめている．

かくして，「吉田のうどん」空間は，富士吉田市

を中心に南都留郡全域へと拡大している． 

 ２)「吉田のうどん」空間の構造 

第 16 図は，南都留郡におけるうどん店の分布

を示したものである．第 16 図より，南都留郡に

おけるうどん店の分布密度は，富士吉田中心部

でもっとも高く，そこから離れるにつれ，分布

密度は低下している． 

 第 17 図は，南都留郡全域に広がった「吉田の

うどん」空間を模式的に示したものである． 

第 11 図の分布図から明らかなように，1991 

年の段階は「吉田のうどん」空間の地理的範囲

は，おおむね富士吉田市における中心市街地，

すなわち富士みち沿いおよびその周辺地域であ

った．この範囲は，現在もっともうどん店の分

布密度の高い地域となっており，南都留郡全域

に広がった「吉田のうどん」空間の核心である．

この地域には，Ｓうどんのように，伝統的なう

どん店が相対的に多い．  

その後，2000 年までにはうどん店は，富士吉

田市全域に広がり，2010 年にはその範囲内にお

ける分布密度の高まりが見られた．つまり，核

心を取り囲む富士吉田市郊外は，「吉田のうど

ん」空間の内帯である．この地域には，Ｍうど

ん店やＯうどん店などのように，差別化を指向 

する革新的なうどん店が相対的に多い． 

 ところで，1990 年代における「吉田のうどん」

空間の拡大は，富士吉田市域内に留まるもので

はなく，近隣市町村へも及んでいた．さらに，

この傾向は 2000 年代になっても続いている．か 

くして，「吉田のうどん」空間は，南都留郡全域

にまで広がったのである．しかし，核心地域か

らの距離減衰効果を受け 13)，他市町村における

うどん店の分布密度は，富士吉田市内ほど高く

はない．つまり，富士吉田市を除く南都留郡全

域は，「吉田のうどん」空間の外帯であるといえ

る． 
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           第 16 図 南都留郡におけるうどん店の分布密度 

                            資料：i タウンページにより作成 

 

      
                  第 17 図 「吉田のうどん」空間の構造 



 19 

Ⅴ．おわりに 

 

 本研究は，山梨県富士吉田市に集積するうど

ん店の発展過程や経営実態および立地展開を，

地域との関係から総合的に考察することを目的

とした．前章までの考察結果は以下のように要

約できる． 

 富士吉田市は，その厳しい自然条件から稲作

には適さず，畑作が中心であった．このような

農業生産の性格に規定され，穀物を粉状にして

食するという粉食慣行が発達した．この粉食慣

行は富士吉田市域におけるうどん食文化の基層

をなすものである．しかし，この粉食慣行が直

接うどん食に結びついたわけではなかった． 

 うどんは元来，ハレの日の食べ物であって，

日常的な食べ物ではなかったが，明治時代以降

の富士吉田市域中心部における都市化によるう

どん店の成立によって，うどんは日常的な食べ

物へと変化していった．またうどん店の分布は，

富士みちおよびその周辺に限られていた． 

 富士吉田市域におけるうどん店は，地域の社

会・経済環境の変化に伴って漸増傾向を示して

いたが，今日のようなうどん店の高度な集積が

見られるようになったのは，1990 年代以降であ

る．2000 年に自治体が「吉田のうどん」を地域

の観光資源として位置づけ，広報活動をはじめ

るとうどん店のさらなる増加が見られた．この

ようなうどん店の急増の要因の一つは，家族の

みの労働力による小資本経営である． 

 富士吉田市における「吉田のうどん」店の性

格は一般的に，主に事業所に勤務するサラリー

マンなど雇用労働者を対象とし，昼食時間帯を 

中心とした営業時間である．また，近年は観光

客など地域外からの顧客も，うどん店によって

は重要になってきている． 

 このような顧客層を反映し，富士吉田市各地

区におけるうどん店の分布の粗密は，事業所に

勤務する従業者数に規定されている．また，各

地区におけるうどん店の分布は分散的である． 

 近年におけるうどん店の増加は，分散立地と

いう立地特性によって，富士吉田市域における

うどん店の新規立地を困難にし，近隣市町村へ

の立地が促された．結果として現在，「吉田のう

どん」空間は，南都留郡全域に広がっている．

かくして富士吉田市は，「吉田のうどん」空間に

おける中心を占めている． 

 以上の要約から明らかなように，富士吉田市

におけるうどん店は，その発展過程や経営実態，

立地から見て地域の自然・文化・経済・社会と

密接に関係して存立・発展してきた．しかし，

近年における「吉田のうどん」空間の拡大は， 

「吉田のうどん」が必ずしも富士吉田市におけ

るうどん店を意味しないという状況を生み出し

つつある．富士吉田市における「吉田のうどん」

店のさらなる発展のためには，地域との関係を

さらに強化して，他地域にはない優位性を生み

出すべきである．最後にそのための具体的方策

について提言する． 

 第一に，うどん店同士のネットワークの形成

である．Ⅲ章で考察したように，富士吉田市に

おける各うどん店同士のヨコのつながりは希薄

である．うどん店同士のネットワークの形成を

抑制している原因のひとつは，うどん店同士が

地理的に離れているということ，分散立地とい

う性格である．うどん店同士のネットワークの

欠如は，うどん店同士の競争を促し，「吉田のう

どん」の多様化が進んだ反面，「吉田のうどん」

としての統一を難しくしている．「吉田のうど

ん」というブランドが，各うどん店が提供する

うどんに付加価値性を付与する存在となるため

には，「吉田のうどん」のなんらかの統一性は不

可欠で，そのためのうどん店同士の連携は必要

である．しかし，ネットワークは自然に形成さ

れるものではない．自治体や関連諸機関による

支援や，自店の利益と地域の利益の相互依存関

係を理解し，ネットワーク形成の中心となるう

どん店の存在が重要である． 

 第二に，うどんに使用する食材を地域内で生

産・供給できる体制の整備である．Ⅲ章で考察

したように，各うどん店が使用する食材は，ほ

とんど地域外から供給されている．地域内で生

産された食材によるうどんは，他地域のうどん
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店では生み出せない付加価値性を有する．富士

吉田市で生産された食材を用いたうどん＝「吉

田のうどん」とすることも考え得る．すべての

食材の供給は難しいにしても，野菜を中心に，

部分的には可能である．たとえば，大明見や小

明見地区では，冬季に水掛菜の栽培が行われて

いる．また，富士吉田市域においても全国的な

例に漏れず，耕作放棄地が見られる．この耕作

放棄地を利用して，うどんの具となるキャベツ

やネギの栽培も考えられる．地域内での食材の

生産・供給は，富士吉田市における他の産業の

振興や創出を意味している．うどんに関連した

産業には，農業はもちろん，製粉業や製麺業な

どの食品加工業も含まれる．さらに，地域内で

の食材の生産・供給は，これまで食材の購入の

ために地域外に流出していた金の流れを地域内

にとどめる効果を持っている．これらの関連産

業の振興や創出が可能になるためには，量的に

まとまった需要が必要である．まとまった需要

を創出するためには，うどん店同士のネットワ

ーク化が不可欠の条件となる． 

 第三に，地域の観光業との連携の強化である． 

うどんは廉価な商品ゆえ，観光客がうどんに消

費する金額は比較的少なく，観光客が地域内に

もたらす所得は限られている．そこで，「吉田の

うどん」を地域の他の観光資源と結びつけ，観

光客にとっての富士吉田市の魅力を強化するよ

うな組み合わせが必要となる．それは例えば富

士山によって育まれた豊かで偉大な自然景観，

富士山の清廉な湧水およびそれを利用した農業

をはじめとする産業，高度な製織技術と伝統に

支えられた織物業，上吉田における歴史的景観

である．これらの要素が観光業を介して，富士

吉田という空間のなかで組み合わされることに

よって，観光客にとって，他の地域にはない唯

一無二の付加価値性を提供する．ここで重要な

のは，地域の多様な観光資源をひとつのストー

リーによって結びつけることによって観光客に

付加価値性を創出する観光業のコーディネート

機能である. 

 以上の議論を要約するならば，地域における

さまざまな要素が地域を絆として有機的に結び

つくことの重要性である．本研究で明らかにし

たように，富士吉田市において「吉田のうどん」

は，地域との密接な関係の上に発展してきたが，

近年，商業的側面が強調されるにつれ，地域と

の関係が希薄化し，地域は「吉田のうどん」店

が立地する“入れもの”になりつつある．本研

究は，「吉田のうどん」店を「地域に埋め込む」

ことによって，富士吉田市における「吉田のう

どん」店の一層の発展と地域の経済や雇用への

貢献が期待できると結論する． 

 

 本研究は，平成 22 年度に山梨県立ひばりが丘

高等学校において実施された地理の授業の単元，

身近な地域の調査のテーマとして，「吉田のうど

ん」について調べた結果をまとめたものである．

調査・整理・考察は，地理歴史科教諭 小俣秀雄

の指導のもと，情報経理科３年の平山芽衣・外

川由梨が行い，レポートの執筆は，小俣が担当

した．執筆に当たり，小俣が補足的な調査を行

った． 

 本研究に伴う聞き取り調査に当たり，ふじよ

しだ観光振興サービスの萱沼直人氏，各うどん

店の店主の方々にはお忙しいなか，懇切丁寧に

質問に返答いただきました．また，富士吉田市

教育委員会歴史文化課の奥脇和男氏には，たい

へん参考となる文献を提供していただきました． 

ここに記してお礼を申し上げます． 

本研究を通して，平山・外川両名の生徒が地

域のすばらしさを発見し，地域に誇りを持ちつ

つ，次世代を担う地域の担い手として成長して

くれたら，地理教育に携わる者として望外の喜

びである． 

 

注 

 

１)ニューツーリズムとは，財団法人九州経済調査協

会編(2010)によれば，グリーンツーリズムや産業

観光，文化観光など，神社仏閣や名所旧跡，温泉，

景勝地を巡る従来型の観光とは異なる新しい観光

形態の総称である．これらの新しい観光形態の浸
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透は，これまで観光資源と認識されていなかった，

その土地独自の文化や歴史，食習慣や生活様式そ

のものが重要な観光資源となりうる可能性を持っ

ているという． 

２)気象庁ホームページによる． 

３)２)に同じ． 

４)奥脇(1995)は，ハレの日の食べ物としてのうどん

は，ハレの日のさまざまな料理によって構成され

る献立中，最後に出される食べ物であったため，

他の具材と混ぜる必要がなかったことや，ハレの

日の食べ物としての神聖さを表象するうどんの白

さの維持のためにも他の具材と混ぜることは禁忌

であったと説明している． 

５)これらの店舗は，デミセ(出店)と呼ばれ，山小屋 

を経営しているために夏季に不在になる住宅を借 

りて，下吉田など上吉田地区以外の人々によって 

営まれていたという．なお，うどん店以外にも金 

剛杖，笠，わらじを販売する店や，かき氷屋もあ 

ったという． 

６)本項の記述は，ふじよしだ観光振興サービスへの

聞き取り調査に基づいている． 

７)本節の記述は，調査に協力していただいたうどん

店への聞き取り調査に基づいている． 

８)たとえば，必要な時間までに食材が届かない， 

  食材が傷んでいるなど． 

９)2005 年農林業センサスによれば，富士吉田市に

おいて販売目的で野菜類を栽培している農家数

は 6，作付面積は 102a に過ぎない．また，麦の

生産農家は皆無である． 

10)ドイツの経済学者クリスタラーによれば，商圏は

円同士の隙間を埋めるため，円ではなく六角形と

なる． 

11)ここで，市町村別の従業者数を用いないのは，他

の市町村におけるうどん店の性格が富士吉田市

のそれと同じであるかの検討を欠いているため

である． 

12)第 15 図における階級区分上の最高階級である人

口 1 万人当たりのうどん店数 5.5 は，香川県高松

市の水準である． 

13)ここで強調したいのは，核心からの距離であって，

市町村の境界はあまり重要ではない．たとえば，

富士河口湖東部の富士吉田市に隣接した地域は，

核心からの距離が近いため，高い分布密度が認め

られる．そう考えると，市町村を地域単位とする

のは適切ではないが，さまざまな統計が市町村単

位に集計されているため，やむなく市町村を地域

単位として用いているのである． 
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