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そ現れるべきではないか。

このようなことを敢えて書くのは，前述の谷岡が担

当した第２巻第４号の「学界展望」の冒頭に，「従来

より教育方面や斯学の普及面に力を入れ過ぎて来たた

め，他の諸科学より厳しい批判を受けていた地理学界

も，漸く本来の研究方面に着々と業績を重ねるに至つ

た」（p. 95）と書かれているのを見出したからである。

新制大学の発足直後といえる時期に書かれたこの文章

からは，その２年前に公表された小田内通敏の言を借

りれば，「大学的発達の遅い日本の地理学が幾多の分

流と伏流に妨げられて今なお大きな力強い主流となり

得ない現実の悲劇」（新地理2-6, 1948, p. 7）に直面し

つつも，ディシプリンとしての地理学の振興に立ち上

がろうとする「地理学界」の気概を読み取ることがで

きる。かかる苦境から出発した戦後日本の（人文）地

理学が，現在みられる姿にまで成長できたのは，ひと

えに，地理学と隣接分野との間に，また地理学内部に

おける理論派と実証派との間に，絶えざる議論が繰り

返されてきたからではないのか。より高度な段階への

成長は，批判とそれに対する応答のなかから，まさに

弁証法的プロセスを通じた止揚としてのみ生じうるの

ではなかったか。むろん，言辞への批判は人格への批

判とイコールではなく，両者の混同を峻拒する透徹し

た文面と態度が，批判する側にも応答する側にも，そ

して取り巻きのオーディエンスの側にも，等しく求め

られるべきことは言うまでもない。

ここで留意すべきは，先行する時代の地理教育や地

理的知識の普及に関わる実践を，地理学研究の進展に

とっての《足枷》とみた谷岡の発言である。教育やア

ウトリーチへの圧が重くのしかかる，現今の地理学界

やアカデミア一般の雰囲気からすると隔世の感がある

が，敗戦直後の教育と研究の関わり方（やそれについ

ての考え方）が，現在のそれらとはかなり異なってい

たであろうことも，併せて考慮に入れるべきであろう。

かかる《足枷》認識は，今でもアカデミアに身を置

く地理学者の一部に根強くみられるようである。わた

しは，「戦後日本の地学（昭和20年～昭和40年）〈そ

の６〉」（地学雑誌127-6）における「人文地理学」の

項目を執筆し，「人文地理学会」への改称や『人文地理』

の発刊と，新制大学の一般教養科目としての「人文地

理学」の設置や，新制高校における新科目「人文地理」

の設置との関連性に触れた。この関連性について，今

般の「学史・方法論」の執筆者は，「肯定的にも批判

■総説

島津俊之

人文地理学会の会誌『人文地理』に「学界展望」な

る欄が設けられたのは，1946年に発足した西日本地理

学会が改称され，新たな学会名から採られた誌名を冠

した会誌が1948年に創刊された時にまで遡る。「人間

と環境」なる副題が付された第１号に現れたその欄

は，河野通博が初代の担当者として執筆したが，西日

本地理学会を含めた地理学関連の諸学会の動静を記

す「学会」と，飯塚浩二『地理学批判』に始まる「文

献摘録」の２項目からなる僅か５ページの短文であっ

た。当初は毎号掲載の意図があったようで，翌年刊行

の第２号では，水津一朗が諸学会の動静紹介もそこそ

こに刊行間もない単行書や雑誌論文の論評に力を注ぎ，

「我々の批判と反省は，常にきびしいものでなければ

ならない」（p. 79）と説く。１号空いた第１巻第４号で

は，藤岡謙二郎が「理論家は理論のためのみに論理し，

実証家は何のために実証が必要であるかを知らない」

（p. 87）として，理論と実証の乖離を厳しく批判する。

次に会誌に姿を現すのは１年後の1950年10月30日の

発行日をもつ第２巻第４号で，そこに谷岡武雄が執筆

した文章から数えて70回目の本号（2019年10月31日

発行予定）に至るまで，「学界展望」は過去１年間の

人文地理学と関連分野の研究成果のレヴューがなされ

る場としてあり続けている。当初の５ページから本号

の69ページへと，当初の２項目から本号の21項目へと，

「学界展望」は地理学の他誌にない『人文地理』のユ

ニークなコンテンツとして成長してきた。

その反面，当初の水津や藤岡のような，古代ヨーロッ

パのフランク人の如き精神は受け継がれてきただろう

か。毎年の執筆予定者に配付される「学界展望」の執

筆要領に，いつの頃からか，過度に批判的な言辞を控

えてほしい旨の注意書きがみられるようになったこと

は象徴的である。率直な物言いは，他者への優しさが

無反省に尊ばれる昨今にあっては，専ら忌避されるべ

きものとして在るのみなのか。「学界展望」の文面に，

例外はあるものの，ある種の寛容さがみられるように

なって久しいが，それは，むしろ学術誌における匿名

のピアレヴューの段階において，《読者の判断に委ね

るべき》という形でこそ発揮されるべきではないか。

逆に，ピアレヴューの段階でしばしばみられる厳格さ

は，むろん過度にはならない形で，むしろ顕名の「学

界展望」のような場における《読者の判断》としてこ
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ツーリズム：35本，自然環境・災害：30本，歴史地理　

近世以前：42本，歴史地理　近・現代：46本，地図：

18本。最大で66本，最小で18本，平均すると１項目

あたり42.9本となる。複数の執筆項目で言及される文

献も多いが，この文献数のカウントそれ自体がなかな

か厄介な作業である。というのは，執筆者により，編

著の単行書を業績として取り上げた後に，個々の所収

論文に再度言及したり，あるいは雑誌の特集号を丸ご

と前年度の成果として取り上げたりするケースがみら

れるからである。上述の文献数は，編著単行書と個々

の所収論文のダブルカウントを避け，雑誌の特集号の

みへの言及もノーカウントとした結果である。むろん，

個々の項目は様々な状況のなかで執筆され，かつ文献

の選択は執筆者の裁量に委ねられるべきものであるの

で，上述の文献数の多寡それ自体を論評する意図はな

いことを断っておきたい。

では，なぜ文献数や文面の基調の話を持ち出すのか

というと，それは，今後の「学界展望」の編集方針に

関わってくる問題といえるからである。じつは，『人

文地理』第72巻第３号（2020年10月31日発行予定）

に掲載される「学界展望」から，この「総説」を含め

た個々の執筆項目には，それぞれ固有の DOI（デジ

タルオブジェクト識別子）が付与される見込みである。

それによって，個々の執筆項目が単体で PDF 化され，

J-STAGE（科学技術情報発信・流通総合システム）に

単体の論文扱いで登載されることになる。また，個々

の執筆項目で引用された文献が J-STAGE や CrossRef

（DOI に基づく学術情報引用リンクネットワーク）に

登載されていれば，被引用文献として引用回数がカウ

ントされることになる。さらには個々の執筆項目が，

単体の論文扱いで CiNii（国立情報学研究所学術情報

ナビゲータ）や NDL Search（国立国会図書館サーチ）

の文献検索の対象にもなる。むろん，すでに『人文地

理』の個々の論文や書評，そして全体としての「学界

展望」への DOI 付与は完了しており，『人文地理』は 

J-STAGE を介して，会員専用の購読者番号とパスワー

ドが必要な直近の１年間分を除き，オープンアクセス

の電子ジャーナルとしての体裁をすでに備えている。

だからこそ，創刊号の「学界展望」も手軽に読めて引

用できるわけだが，「学界展望」の個別執筆項目とい

う『人文地理』の有用なリソースを，高度情報化時代

にふさわしい形で新たに流通させる準備が整いつつあ

ることをここに報告しておきたい。

的にも立ち返るべき重要な原点」とみている。弁証法

的プロセスの起点たるべき批判的精神の発露であって

好もしいし，他ならぬわたし自身も，この種の《足枷》

認識に長く囚われてきた。しかし，前述の「戦後日本

の地学」を分担執筆した後で気付いたことは，新制中

学校と新制高校の社会科教員免許状授与に際して「人

文地理学，地誌学」が要修得科目となったことも，ア

カデミアにおける地理学ポストの増加に寄与した可能

性が高い，ということである。アカデミアに安住して

研究に勤しみ，時として高踏的な言辞を弄してきた地

理学者は，わたし自身も含めて，己の存在や，存在の

相関物としての己の認識を可能ならしめる制度的・物

質的基盤に，どれほど自覚的だったのかが問われよう。

とはいえ，かかる自覚的認識に安住せよということで

はない。己の認識が依って立つ制度的・物質的基盤を

弁えたうえで，さらなる認識の高みを目指すことこそ

が重要と信ずる。

話を「学界展望」の文面に戻すならば，その基調は

言及される文献数の多寡によっても大きく左右される。

編集委員会に代々受け継がれてきた，前述の「学界展

望」の執筆要領には，当該年の研究傾向や論点，成果

と課題を提示してほしいこと，隣接分野より地理学関

連の文献を優先してほしいこと，単なる文献の羅列は

避けてほしいことなどが記されている。しかし現実に

は，これらの諸要請に照らしたときに課題が残る文面

も，時にそのまま読者の手許に届けられてしまう。編

集副委員長を経験しなかった『人文地理』の新米編集

委員長としての立場から言わせていただくなら，そも

そも依頼原稿で採否の判断を伴う査読の対象でないこ

と，多忙のなかで無理をおして執筆いただく場合も多

いこと，執筆項目に関連する文献の量に定常的な差異

がみられ，それに応じて各項目への割り当て枚数に違

いがあること，等々が背景にあり，全ての原稿の内容

を執筆要領どおりに揃えることは難しい。刊行文献数

が少ない執筆項目では，１年間の文献集積によって研

究動向を提示することが困難なケースも出てこよう。

本号の各執筆項目で言及された文献数を試みにカ

ウントすると，次のようになる。学史・方法論：47本，

地誌・地域研究：45本，経済地理一般：21本，政治地

理：54本，社会地理：38本，文化地理：60本，数理・

計量・地理情報：47本，地理教育：50本，人口：30本，

村落：53本，都市：66本，農林業：54本，水産業：

38本，製造業：43本，流通・交通・サービス：41本，
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すべき段階にきているかもしれない。ただし，これら

の執筆項目を担当された方々を批判するつもりは毛頭

ない。むしろ，執筆し辛い項目を放置し原稿を依頼し

てきた編集委員会側の責任を，わたしは痛感する者で

ある。今後，執筆項目の再編や割り当て枚数の再考に

中期的な観点から取り組む必要があろう。ここで「中

期的」と書いたのには理由がある。なぜなら「学界展

望」の執筆項目の名称や順序は，それこそ数十年間に

及ぶ編集委員や執筆者や会員の地理学に対する《考え

方》や《思い》が，葛藤を経つつ調整された集合的結

果として在るのであって，一時の《考え方》や《思い》

だけで変えるべきものではない，とわたしは考えてい

るからである。

地理学と社会のトレンドに話を戻すと，自然と人間

との関わり方の近年の変化は，地理学研究の中身にも

影響を与えていることが看取される。「村落」や「農

林業」の執筆項目にみられる《田園回帰》への注目や，

「自然環境・災害」の執筆項目にみられる，変化とい

うより激変というべき近年の自然災害の在り方への注

目は，《人間－環境関係》という地理学の古典的テー

マが再浮上しているさまを目撃するかのようである。

また，近年の訪日外国人観光客の急増が観光研究の活

性化につながっている有様は，「ツーリズム」の執筆

項目から垣間見える。《コンテンツツーリズム》ある

いは《アニメツーリズム》の流行は，「文化地理」の

執筆項目でも大きく取り上げられている。

しかし，ここで《問い》の立て方を少し変えてみたい。

地理学研究が社会のトレンドに敏感であるのは結構な

ことだが，では地理学者とは社会のトレンドを後追い

するだけの《追っかけ》に過ぎないのか？地理学研究

の中身は，《下部構造》たる現実社会のなかで先行す

る諸現象によって規定される《上部構造》なのか？

かかる問題系に思いを致すとき，わたしの印象に残っ

たのは，「総説」を含む７つの執筆項目で言及された，

中澤高志の「政治経済学的人口地理学の可能性」（経

済地理学年報64-3）と題する論考である。ポリティカ

ルエコノミーアプローチの牙城であったはずの掲載誌

に研究ノートとして現れたこの論考は，官庁統計の政

治性どころか，その正確性それ自体に疑惑の眼差しが

注がれる昨今にあって大きな意義をもつとわたしも考

えるが，ここで中澤は，地理学者たちの学術的貢献が

『縮小ニッポンの衝撃』の刊行に象徴される人口減少・

一極集中論の社会トレンド化に寄与しているにも関わ

ただし DOI 付与に伴って，個別執筆項目の体裁は

かなりの変化を被ることになる。というのは，第72

巻第３号からは，個々の文章の末尾に，論文と同様の

文献表が記載されることになるからである。結果的に，

個別執筆項目の文字数はかなり増加することが予想さ

れる。こうして，より論文に近い体裁となる来年以降

の「学界展望」には，いかなる文面がふさわしいのだ

ろうか。個別執筆項目が論文扱いでウェブを経由して

流通し，より多くの人々の目に触れる機会が増えるこ

とになれば，論評を欠いた文献の羅列では物足りなく

思う読者の数も増えてこよう。かといって，ピアレ

ヴューの内部文書に時としてみられがちな，人格的批

判と見紛う文面が流通することも好ましくないだろう。

今後の「学界展望」の執筆には，ある種のバランス感

覚が，以前にもまして求められることになろう。無味

乾燥な文献の羅列と，激越な批判的言辞のオンパレー

ドの間に，レヴューの道筋は幾通りも敷設されている。

賢明なる執筆者は，この先，どの道筋を選び取るのだ

ろうか。また賢明なる読者は，選び取られた道筋をど

のように評価するのだろうか。

先走った書き方を敢てしたが，今号の個別執筆項目

の全てに目を通した結果，思い浮かんだ私見を幾つか

記しておく。まず眼につくのは，しばしば言われるこ

とだが，アカデミアや一般社会のトレンドに敏感に反

応しつつ研究が進められているという点である。アカ

デミアのトレンドでは，《プラネタリー・アーバニゼー

ション論》を巡る議論が活発化している様子が「学史・

方法論」の執筆項目で紹介された。2016年12月に香

港で開催された第８回オルタナティヴ地理学東アジア

地域会議における，アンディ・メリフィールドの基調

講演の場に居たわたしとしては感慨深いが，この議論

に従うならば，都市の影響を抜きにしては語れない今

日のルーラルエリアに関する文献が集められた「村落」

の執筆項目などは，その存在意義を今後は再考せざる

をえないかもしれない。

執筆項目の再考といえば，「経済地理一般」は範疇

設定が一見曖昧で，「製造業」や「都市」と文献がオー

バーラップする結果を招きやすいことも，夙に指摘

されるところである。私見では，「経済地理一般」は

斯学の性格や位置付けをめぐる論争が一段落した現

在，やはり存在意義が問われる段階にさしかかってい

ると感じる。地理学以外の業績への言及が目立つ「歴

史地理　近世以前」についても，割り当て枚数を再考
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ブサイトへのリンクを付けて編集委員長名で送ったと

ころ，すぐに《ぜひ投稿したい》というリプライが届

いた（10月上旬の時点でまだ投稿はなされていない）。

ちなみに SJR（Scimago Journal Rank）スコアとは，イ

ンパクトファクターに対抗する形でエルゼビア社が開

発したジャーナル評価指標であり，同社の文献引用情

報データベースである Scopus に登載されるジャーナ

ルに付与される。『人文地理』は Scopus の登載対象誌

であり，そのことが件の外国人地理学者のリプライに

つながったわけだが，『人文地理』の SJR スコアは残

念ながら低く，2018年の四分位ランキングでは最低レ

ベルの Q4 に甘んじている。とはいえ，こうした国際

的なジャーナル評価指標が付与されているという事実

それ自体が，『人文地理』の外形的な見栄えを良くす

ることにつながっている。今後は『人文地理』の掲載

論文が，いかにすれば Scopus 登載対象誌からこれま

で以上に多く引用され，SJR スコアや四分位ランキン

グの上昇につながることになるのか，その方策を考え

ねばならなくなるだろう。「学界展望」の個別執筆項

目に DOI を付与するのは，それらが関連学界に単体

の論文扱いで広く流通することで，引用可能性が少し

でも増大することを願ってのことでもある。これに加

えて『人文地理』は，インパクトファクターの付与に

至る途上の登竜門的な文献引用情報データベースであ

る ESCI（Emerging Sources Citation Index）への登載

に向けて受審中だが，引用文献のアルファベット表記

が最低条件との情報を得ており，現状では見通しは厳

しいと思われた。同じ和文誌でも，引用文献の和英完

全併記を実現した『地学雑誌』は2017年に ESCI への

登載を果たし，次はインパクトファクターが付与され

る SCIE（Science Citation Index Expanded）への登載

をめざすという。こうした『地学雑誌』の姿を目の当

たりにするとき，この先，アクティヴな若手・中堅の

地理学者たちが，現状のままの『人文地理』を投稿先

に選び続けてくれるだろうか。わたしは編集委員長と

してこの点を憂慮し，引用文献の英文併記（英訳がな

い場合はローマ字併記）を軸とした執筆要領の改訂を

人文地理学会の理事会に提案した。幸いこの提案は賛

同を得て，『人文地理』は第73巻第１号（2021年３月

31日発行予定）より，ESCI 登載に向けて新たな一歩 

を踏み出すことになろう。そしてこの「学界展望」も，

和英併記の文献表をもつことになるであろう。

らず，その点が評価されない現状を憂えている。地理

学者が社会のトレンドに寄与している光景は他にも観

察でき，《地理総合》の必履修化はその最たる例の一

つといいうる。この意味で，「地理教育」の執筆項目

からは今後も眼が離せない。

ところで「学界展望」の執筆者には，日本在住の研

究者が海外の学術雑誌に発表した論文を，積極的に紹

介することが求められている。この点に関しては，「学

史・方法論」の執筆項目において Food, Culture and 

Society への掲載論文，「数理・計量・地理情報」の

執筆項目において Annals of the American Association of 

Geographers と Environment and Planning B への掲載論

文の紹介がなされた。いずれも，クラリベイト・アナ

リティクス社が公表するインパクトファクターが付与

されたジャーナルであり，今後もこうした国際誌への

掲載論文が増えることを期待したい。しかしその反面，

かかる傾向が今後強まってゆくならば，和文誌の行く末

が気にかかる。海外の出版社から日々送信されてくる，

Progress in Human Geography などのインパクトファク

ター付き国際誌のコンテンツアラートを開くと，先鋭

的な論文タイトルが否応なく眼に入ってくるが，地理

学の和文誌に掲載される人文地理学関連の論文の多く

は，それらとは関わりの薄い世界に安住したままのよ

うにも感じられる。インパクトファクターが全てでは

なく，個々の論考の中身が重要であることは重々承知

の上だが，今後は国内外を問わず，ジャーナル間の競

り合いと淘汰が進んでゆくことになるかもしれない。

このことに関連して，71年の長きにわたり「学界

展望」の掲載母体となってきた『人文地理』の今後に

ついて触れておきたい。今年の６月初旬に，海外の大

学にファカルティメンバーとして在籍する非会員の外

国人地理学者から，『人文地理』に関する問い合わせ

の英文電子メールが学会事務所に届いた。《もしも貴

誌が，SJR スコアか，あるいはインパクトファクター

を付与された国際的査読誌として認められているなら

ば，貴誌に論文を投稿したい。自分の大学では，SJR 

スコアかインパクトファクターを付与されたジャーナ

ルのみが国際的査読誌とみなされているので，貴誌が

それに該当するか教えてほしい》。この程度のことは，

少し知識があればウェブ検索で判明するのだが，《『人

文地理』には SJR スコアのみが付与されている。投

稿する場合は人文地理学会への入会が必要である》旨

の返事を，『人文地理』の SJR スコアが示されたウェ
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いてドイツ語で書かれた報告が翻訳された。文字通り

旅行記だが，東京から東海道を通って京都・大坂へ，

岐阜に向かって北陸へ，碓氷峠を越えて東京へという

旅程の中で当時の地理学者が何に関心を寄せたかが示

されたことは，地理学史だけでなく今後の地域研究に

も資するものであろう。

その他の地理学史的な論考として，ポール・クラ

ヴァル「私の都市研究の50年」（都市地理学13）が寄

稿され，彼の都市地理学にかかわる思考が改めて紹介

されたこと，また2017年に逝去された石井素介氏の

追悼文が，水内俊雄「石井素介先生を偲ぶ」（空間・

社会・地理思想21），山崎憲治「石井素介先生の逝去

を悼む」（経済地理学年報63-2）として，戦争を知る

世代がドイツ，資源を捉え直そうとする姿勢が紹介さ

れたことはここに記録しておきたい。

書籍としては，「ルクリュの19世紀世界地理」第１

期セレクションの最終巻として『南ヨーロッパ』が訳

された（柴田匡平訳，古今書院）。ルクリュ自身の思

想はもとより，フランスの世界地理シリーズとしては

ロジェ・ブリュネ編の『ベラン世界地理大系』も朝倉

書店から刊行中であり，100年を超す時を挟んでフラ

ンスから世界がどのように把握されていたかを日本語

で比較しうる重要な資料がそろってきた。

経済地理学会設立60周年を記念して計画されたと

いう経済地理学会編『キーワードで読む経済地理学』

（原書房）も出版された。75人を超える多様な執筆者

によってそれぞれのキーワードが12ページ程度，コ

ラムでも３～４ページで丁寧に説明されており，学界

全体として人文地理学会編『人文地理学事典』（丸善，

2013年）に続く新たな参照点を得たと言える。

併せて学史・理論を学ぶための教科書として，フィ

ル・ハバードほか（山本正三・菅野峰明訳）『現代人

文地理学の理論と実践』（明石書店）が訳出されたこ

とも特記すべき成果であった。人文主義地理学，批判

地理学，ポスト・モダン地理学などの理論史編と，身

体，テクスト，貨幣などを切り口とした実践編に分か

れており，それぞれ考え方について平易に整理された

うえで，主要な研究者はコラムでさらに解説がなされ

るという形式をとっている。学生が読み通せばもちろ

ん学史を学ぶことになり，事典として用いたとしても

地理学理論への手がかりを得やすくなった。ただし原

書は2002年に公刊されたものであり，「日本語版への

はしがき」には移動性，サイバースペース，インフラ

■学史・方法論

荒又美陽

2018年の『人文地理』（70-1）は，人文地理学会創

設70周年記念の特集で，５人の会長経験者の寄稿から

始まっている。人文地理学全体の底上げと国際化に向

けてご尽力くださった方々のメッセージは，既に日本

の地理学史的資料となっている。

2018年は地理学史的な成果が比較的多く示された

のではないか。日本地学史編纂委員会・東京地学協会

「戦後日本の地学（昭和20年～昭和40年）〈その６〉」（地

学雑誌127-6）は，その中でも大きな成果の一つだろう。

地理学の戦後から1960年代までのあゆみが，自然地

理学，人文地理学，地理学史・地誌学・地理教育の三

つの区分で示されている。人文地理学会発足の背後に

戦後の教育制度改革があったことなどは，肯定的にも

批判的にも立ち返るべき重要な原点である。また自然

と人文の双方にかかわる地理学史・地誌学・地理教育

を一つの区分と考えることは，相互の関係づけを問い

なおすことにもつながりそうである。

個別の研究としては，杉浦芳夫「Edgar Kant の中

心地研究とその現代地理学史上での意義」（都市地理

学13）では，計量革命に影響を与えたスウェーデンの

ルンド学派の存在と，エストニアから亡命することに

よってこの学派に影響を与えたエドガー・カントの中

心地研究の背景と概要がまとめられた。クリスタラー，

グールド，ヘーゲルストランドら著名な地理学者たち

との関係性からもカントの地理学史的な位置づけが浮

き彫りになる論考である。

制度化以前の地理学史的な成果の研究としては，

Patrick Beillevaire, ‘Father Louis Furet, missionary of 

the Paris Foreign Missions Society’（地学雑誌127-4）に

おいて，19世紀後半に沖縄で気象観測を行ったルイ・

フュレ神父の生涯とその調査内容が論じられた。彼

が入手したデータは『地学雑誌』の同じ号で分析さ

れている（Gaston R. Demarée et al., ‘The atmospheric 

pressure observations 1856–1858 by Father Louis Furet, 

at Naha, Japan）。19世紀に宣教師たちが布教以外に何

を行い，またそのデータが調査地に提供されることな

く彼らの本国に送られていたという帝国主義時代の興

味深い事実にも改めて考えさせられる。

山田直利・矢島道子「J. J. ライン著「ライン博士の

1874年日本旅行」邦訳」（地学雑誌127-6）ではドイツ

人地理学者が1874–75年に日本を訪れた際の旅行につ
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地理学全体に対して今後の研究課題や手法を考える際

に慣習に流されずに熟慮すべき視点を提示したと言え

よう。

同特集は地理学や社会学の範疇を超えて広く反響

を呼び，10+1website の11月の特集でも取り上げられ

た（http://10plus1.jp/monthly/2018/11/）。平田周「プラ

ネタリー・アーバニゼーション研究の展開」は，英語

圏での議論状況や関連する出版について紹介したうえ

で，街の一角が工事されている状況に慣れた日々の生

活に言及しつつ読者をこのテーマへの議論に招いてい

る。荒又美陽「ジェントリフィケーションをめぐるプ

ラネタリーな想像力」は，この議論がジェントリフィ

ケーション論にも影響を与えていることを紹介しつつ，

パリの周辺部がまさにそれに照合した変化を遂げつつ

あることを示した。北川眞也「「広範囲の都市化」が

生みだす不均等な地理」は，ミラノの後背地となって

いたローという街が脱工業化の中でロジスティクスの

場へと改変させられ，以前からの住民の生活が奪われ

ていく状況とともに，トリノから50キロほどのスーザ

渓谷において地域を通過するだけの高速鉄道建設に反

対する運動を示すことで，『空間・社会・地理思想』（21）

の特集の議論を具体化した。さらにブレナーへのイン

タビューの翻訳（平田周訳「都市化の時代におけるデ

ザインという媒介作用」）には，本人による一連の論

考の主旨説明が含まれている。日本にも呼応する状況

はあり，変化が起きているその場のみではなく，より

大きなスケールで問題を捉え直すことが世界的な議論

への接続のために求められていると言える。

2018年のキーワードの二つ目は「モビリティ」で

あり，地理学者が多くかかわっている観光学術学会の

特集「ツーリズム・モビリティ・セキュリティ」（観

光学評論6-1）で特に示された。特集の前に置かれた

ダラム大学の地理学者による基調講演 Mike Crang, 

‘Travelling people and things’ では，「移動性はいかに人

びとの中で区別されており，また人々を差異化してい

るのか」という問いを物質性への着目から解き明かそ

うとする。中国の春節の帰省ラッシュにおいては，固

いシートの列車に詰め込まれる人びとと高速鉄道のコ

ンパートメントに乗る豊かな人びとが描写され，また

地中海リゾートで用いられるモノがいかに情動の生産

性に関わるかが論じられる。マス・ツーリズムの移動

現象自体をモノと結びつけることで新しい視野が広が

ることが短い文章によって示されている。

ストラクチャー，自然，生気論，実在性など，著者た

ちが今日であれば取り組んだだろう課題が列挙されて

おり，結果として英語圏での関心のあり方が変化しつ

つあることも示されている。

方法論の動向がそのような新たなキーワード，ある

いは新しい表現で示されるとするなら，これも2018

年には少なくない提示があった。一つは『空間・社

会・地理思想』（21）の翻訳特集のタイトルでもある

「プラネタリー・アーバニゼーション」である。原口

剛・平田周による「解題」では，この用語をルフェー

ヴル読解第３期のキー概念としており，主要な論者と

してニール・ブレナーとアンディ・メリフィールドを

挙げている。それは，現代世界を分析する際に，都市，

郊外，農村といった工業化時代のカテゴリーを用いる

ことの限界を問おうとするものである（ニール・ブレ

ナー，クリスチャン・シュミット（平田周訳）「プラ

ネタリー・アーバニゼーション」，ニール・ブレナー（平

田周・仙波希望訳）「都市革命？」）。資源採掘，発電，

廃棄物集積場，鉄道や道路，「自然」公園などを考え

れば，都市と農村があるのではなく，都市構造に関わ

る地域とそこから外れた地域があるにすぎない。また

その状況は欧米などに限定してみられるものではなく，

地球規模で広がっているというのである。アンディ・

メリフィールド（小谷真千代・原口剛訳）「都市への

権利とその彼方」は，中心と周辺が，資本の第二次循環，

つまり不動産投機に内在していることを指摘し，かつ

ての住民を停滞するグローバルな後背地に追いやって

いるとする。その中で考えられる「都市への権利」は，

連帯を生み出す「出会いの力」の強度を上げ，それが

持続する空間に人びとが「なる」ことだという。

同特集はさらにアントニオ・ネグリとフェデリーコ・

トマゼッロの対話３本（「社会的協働のコミューン」

「〈大都市〉のコモン的なる肺」「一般的知性の住まい」）

とウーゴ・ロッシによるネグリへのコメント１本（「〈大

都市〉について，ネグリへのコメント」）の翻訳（す

べて北川眞也訳）を通じ，パリやブラジルのより具体

的な事例を引用しつつ，「都市への権利」についての

思考を深めている。領域を持った都市と郊外，農村，

あるいはグローバル・ノース，グローバル・サウスと

いった区分は，研究の便宜上の慣習を超えて思考をも

支配する。国際的な統計などは当面これらの区分を放

棄することはないだろう。その中で私たちは何をなし

うるのか。プラネタリー・アーバニゼーション特集は，
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き，都市の繁華街が似たような看板によって均質化し

ていることを指摘している。夜間経済への関心につい

ては，太田慧ほか「東京における新たな若者向けナイ

トライフ観光の具体性」（地理63-9）でも示されており，

IR 法施行などとのかかわりを考慮するなら，批判的

な観点からもこれから重要なキーワードの一つとなっ

ていく可能性が見えてきている。

政策とのかかわりでは，荒木俊之「「都市のスポンジ

化」に対する地理学的アプローチの有効性」（E-journal 

GEO, 13-2）において，空き家や未利用地がランダム

に発生する状況を指して用いられていた「都市のスポ

ンジ化」という表現が国土交通省の委員会で採択され

たこと，それを把握するためにはマルチスケールで分

析する地理学的な手法が有効であることが論じられた。

ただし，なぜそのような現象が生じる中で新規の都市

開発を制限しようとしないのかなど，背景にある政策

の一貫性のなさが問題であることにも併せて迫ってい

く必要があるように思われる。

政策展開に素早く反応し，時宜を得た批判をするの

はたやすいことではない。今現在起きていることに応

えようとする姿勢において例外的な成果として，トラ

ンプ米大統領の来日に際し横田基地から入国した問題

に触れ，戦後の日本文化におけるアメリカ偏重という

歪みを解く森正人『「親米」日本の誕生』（角川選書），

また EU や中東情勢の混迷や難民問題に第二次大戦

後の国際秩序の限界を見る内藤正典『限界の現代史』

（集英社新書）があった。2014年のインタビュー調査

をもとに西成特区構想批判を行ったマー・マシュー

「ジェントリフィケーションと住まいの状況と不安」

（空間・社会・地理思想21）についても，同様の意味

で評価されるべきといえる。

ところで，2018年は1968年の社会運動から50周年

であった。そのころから注目されるようになったいわ

ゆる「新しい社会運動」がもたらした視角は，今では

多くの研究のベースとなり，次々に新しい成果を生み

だしている。ジェンダーに関する研究もその一つだろ

う。橘セツ「英国サフォーク州サットン・フーをめぐ

る景観管理の文化地理学」（神戸山手大学紀要20）は，

自身の領地内での７世紀の遺跡の発掘に資金提供を

行ったエディス・プリティの人生と現在の展示におけ

る彼女の扱われ方を示した。影山穂波「ハワイの桜と

新一世の女性たち」（椙山女学園大学研究論集（社会

科学篇）49）は，桜が日本の近代国家形成に果たした

続く４本の特集論文のうち，地理学者による２本の

みをとりあげると，一つは森正人「スマートなるもの

と確率化される現実社会」であり，スマートフォン・

ゲームのポケモン GO を利用したツーリズム，空港や

施設の生体認証システム，スマートシティにおける交

通システムの集中統御といった現代のモビリティ管理

のあり方を議論している。人々の行動がデータとして

集められ，さらなる監視につながっていく動向を批判

しようとするものである。関連して，神田孝治ほか編

『ポケモン GO からの問い』（新曜社）でも，ゲームに

よる移動と現実の都市空間や社会との関連性を読み解

く方法が18の視点から論じられている。

『観光学評論』の特集の２本目，北川眞也「移民た

ちの船の物質性とモビリティ」では，イタリアのラン

ペドゥーザ島に「北」から来る観光客と「南」から来

る移民という最も先鋭化したモビリティの非対称性の

中で，救助をめぐるスペクタクルを通じた「人間化」

言説に回収されない実態の伝え方を移民の所持品とい

うモノから探る試みが紹介されている。人間が確かに

そこに居たことが逆に人間の不在によって示されると

いうのはモビリティというキーワードを介さずには捉

えきれない視角と言える。

個別の論考での視点としては，立見淳哉「パリの

ファッション産業における価値づけの装置」（人文地

理70-1）においてアクターネットワーク理論とコン

ヴァンシオン理論を人間とモノや技術の関連付けとい

う点において接続することが試みられた。そこでは，

パリのファッション産業が関わるような認知的文化的

経済において，制度や知識などを価値づける「市場的

装置」への考察がなされている。

竹中克行「地中海ヨーロッパの小都市における共同

空間の成立」（人文地理70-3）では，公有地と混同さ

れがちな「公共空間」や，指示範囲が不明確になりや

すい「コモンズ」ではなく，「共同空間」という切り

口で市民の共同的な価値形成を生み出す空間をとらえ

ようとしている。そこでは，カタルーニャの小都市ファ

ルセットを事例に，都市計画上の公共用地と私有地の

区分にかかわらず，公と私が乗り入れた空間利用が行

われることが示されている。

Futamura Taro and Sugiyama Kazuaki, ‘The dark side 

of the nightscape’（Food, Culture and Society, 21-1）では，

「ナイトスケープ」というキーワードを用いて，日本

の企業チェーンの居酒屋が家族経営の店を駆逐してい
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を規定したか，またそれが現在の都市空間にまで影響

を残していることが示されている。もはや古典の一つ

であるイーフー・トゥアン（阿部一訳）『個人空間の

誕生』（ちくま学芸文庫）が文庫化されたことも，そ

のような個々の生きる空間を問う流れの一環であるか

もしれない。

最後に二つ，地理学者の受賞について触れておきた

い。2018年７月，フランスの地理学者・哲学者である

オギュスタン・ベルクがコスモス国際賞を受賞し，11

月から12月にかけて東京と仙台で記念講演会を行っ

た。和辻哲学を基点に人間と大地の持続可能で普遍的

な関係を問い，近代ヨーロッパが作り上げた人間中心

主義を批判する姿勢は現在も続いている。2018年にも

秋道智彌編『交錯する世界　自然と文化の脱構築』（京

都大学学術出版会）に寄稿し，フィリップ・デスコラ

の「自然は誰のものか」という問いに呼応して近代の

自然観を批判している。

またベルクのもとで博士号を取得したリュシアン＝

ロラン・クレルクがその学位論文「日本におけるアイ

ヌの社会文化的変容」で2018年の渋沢・クローデル

賞フランス側受賞者となった。ベルク自身の博士論文

も北海道開拓をテーマとする中でアイヌの処遇につい

て扱っており，フランスでの同テーマへの関心がつな

がっていることも示されたが，日本の地理学における

研究がそれほど蓄積されていないことは反省されるべ

き点であろう。

冒頭で触れた人文地理学会会長経験者からの寄稿の

中で，千田稔「地図なき旅路」（人文地理70-1）は研

究動向の保守性を批判し，「共同研究によって個人研

究の時間が割かれているという現実」があると指摘し

たうえで，地図なき旅路を歩むよう後続の研究者に促

している。新しい視角を持った研究よりも短期で成果

を問われる研究に追われているという状況は評者を含

め多くの研究者の実態である。他方で，他分野の研究

者からは「空間論的転回」以降，地理学への期待や注

目が続いているのを感じる機会が多い。この「学史・

方法論」分野が弱体化しないためには，学界内部だけ

ではなく，挑戦的な姿勢をもって他分野あるいは海外

に向けて時宜を得た発信を続けていく必要があると自

戒を込めて記しておきたい。

役割に触れつつ，ハワイでの植樹に関わる女性たちを

描いた。両者とも女性が文化遺産に対して受け身では

なく主体的に関わってきたことを示している点で新た

な視角を提示している。前者は特にイギリスの女性参

政権100周年と関わる展示に触れられている。2018年

は第一次大戦終結100周年でもあり，参政権の付与が

女性の軍需工場などにおける労働力提供と無関係では

なかったことも思い起こさせる。また福田珠己「ホー

ムの地理学とセクシュアリティの地理学が出会うと

き」（空間・社会・地理思想21）では，日本の地理学

界ではほとんど取り上げられてこなかったセクシュア

リティに関わる英語圏の議論をジェンダー論との接続

から紹介しており，新しい展開が期待される。

エスニシティに関しては，福本拓「エスニック・セ

グリゲーション研究に関する覚え書き」（空間・社会・

地理思想21）は，セグリゲーションが何を意味するの

かを問い直すために先行研究を整理し直している。ま

た福本拓「日本の都市におけるエスニック・セグリ

ゲーション研究の動向」（都市地理学13）では，戦後

の研究において植民地主義に関わる特徴が顧みられな

かったという問題が指摘されている。2018年には安

倍政権が突然，日本への外国人労働者の積極的な受け

入れ策を打ち出した。外国人，移民，難民，エスニシ

ティに関する研究は日本についても海外についてもか

なりの蓄積があるが，そこで積み重ねられた議論が十

分に精査された結果というよりは，労働力不足による

場当たり的な政策であり，むしろ過去の移民・外国人

受け入れにおける世界的な負の動向をそのまま移した

ような展開を見せている。今後，日本のなかのとりわ

けアジア諸国に対する差別意識がどのように表れてく

るのかを検討するうえでも，植民地主義に関する歴史

的な研究が求められているところである。

現実を踏まえたうえで歴史的な視野を持った研究と

しては，時代や社会によって限定された中で人間の生

身の生を問い直す研究成果も出てきている。湯澤規子

『胃袋の近代』（名古屋大学出版会）は，食べるという

生に欠かせない行為に着目し，日本の近代化の中でそ

れがいかに再編されていったかに迫っている。それが

一膳飯屋から女工，残飯屋といった新しい職種や場所

と絡んでいることが具体的な資料を持って示されてい

る。三橋順子『新宿「性なる街」の歴史地理』（朝日

選書）もその流れを持つ著作の一つだろう。隠蔽され

た売買春地帯の許認可を巡る階層性がどのように空間



人文地理　第71巻第 3 号（2019）254

が他地域に波及しており，新たな視点や研究が必要と

されている。

また，両者の共通点の一つがフィールドワークであ

るとされるが，それ以上に，長く地域に関わることの

重要性は論を待たない。『地理科学』（73-3）にまとめ

られた，2017年度学術大会シンポジウム「現代イン

ドの空間構造」は，1967年より開始された広島大学

地理学教室によるインド研究の蓄積を活かし，変貌す

る現代インドを明らかにしている。

地理学以外の分野でも同様である。評者の研究対象

地域である朝鮮半島に関して言うならば，脱北者の手

記から北朝鮮の人々の生活に関する人類学的研究を

行った，伊藤亜人『北朝鮮人民の生活』（弘文社）は，

一見ただの「手記」集のように見えるが，その分析に

は，北朝鮮と基層文化・社会が通底する韓国社会の研

究を長く行ってきた伊藤氏の蓄積が活かされている。

以下これらの論点に留意しながら2018年の業績に

ついて見て行きたい。

2018年の本分野の業績の特徴として，まず挙げら

れるのは，地理学者による地誌の単行本が多く発刊さ

れたことであるだろう。

継続して刊行されてきた朝倉書店の世界地誌シリー

ズでは，新たに石井久生ほか編『中部アメリカ』（朝

倉書店）が刊行された。大学で地誌を学ぶ者のための

文献であるとされるが，編者が「情報不足の地域」と

する中部アメリカについて，他分野の研究者も執筆者

に含め，貧困と社会格差，地政学的位置づけなどにも

論及されており，読み応えがある。

また，同じく朝倉書店から刊行された「地誌トピッ

クス」シリーズの３冊は，それぞれの視点で現代の喫

緊の主題について記される。矢ケ﨑典隆ほか編『グ

ローバリゼーション』（朝倉書店）は，人や物・情報

が移動・越境し，地域間の結びつきが強まり，世界が

縮小する現実をグローバルスケールで論じている。中

でも政治・経済分野ではない，「アジア化する世界」

などの章は興味深い。ただこれを「地誌シリーズ」と

して刊行する論理についてさらなる言及があると良

かったように思う。

同様に，矢ケ﨑典隆ほか編『ローカリゼーション』

（朝倉書店）はサブタイトルに「地域へのこだわり」

とあるように，ローカルな資源や空間に関わる地域や

人々について論じ，矢ケ﨑典隆ほか編『サステイナビ

リティ』（朝倉書店）は，地理学の視点を導入した地

■地誌・地域研究

渋谷鎮明

本欄では，地理学者による地誌・地域研究に関わる

業績について，海外研究を中心としつつ，そのアプ

ローチ方法に着目しつつ紹介していきたい。なおこの

際に，地誌と地域研究の重なり合う，地域情報の伝達

やその表現，あるいはフィールドワークなどの共通部

分や共通の課題を念頭に置いて述べていくこととする。

これまで重ねて指摘されているように，本欄におけ

る地誌と地域研究の相違点について，明確な定義はな

されていない。評者は，「国際」の名称を冠した勤務

先に在籍しているが，地域研究と地誌の関係性につい

て悩まされる立場である。「地理学的手法で海外地域

研究をせよ」と要請されたり，地域研究と地誌の双方

の科目を担当したりする際には，ちょっとした違和感

と居心地の悪さがある。

これは両者が，曖昧な部分を持ちながらも，一定の

設定された「地域」について，フィールドワークや現

地資料を駆使しながら，何らかの手法で地域の論理や

事情を重視しながら考察するという共通部分を持って

いるとともに，相違点を持つことから，「ねじれた」

状態になっているためだろう。

言わずもがなのことかもしれないが，もちろん地誌

と地域研究はその成立の経緯が異なっているための相

違点が存在する。そのため，前者は地理教育と強く結

びつき，地域的特性を叙述し，伝えるという側面も持っ

ている。一方地域研究は，現地語の文献や情報の利用

や，海外研究を中心とする発想や，いわゆる学際性へ

の意識などがその特徴となっている。

一般社会において「地誌」という語はあまり使わ

れないが，「地域研究」は上記のような特徴を越えて，

統一性なく非常に広範囲に利用される傾向にある。た

とえば，大学が地元への貢献を行う際に「地域研究」

を冠したプロジェクトを行う例もみられる。

このような地誌・地域研究については，本欄におい

てこれまでいくつかの論点が指摘されてきたように思

う。例えば「地域」の設定の問題や，そもそも地域を

設定すること自体の問題が指摘されている。特にグ

ローバル化の中での地誌や地域研究のありようは大き

な論点の一つであろう。例えば島田周平「グローバル

化時代の地域研究」（Artes MUNDI, 3）が述べるように，

近年の情報インフラの発展によって世界各地の地方の

人々が自らのローカル性を世界に向けて発信し，それ
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地域研究を考える上で重要な視点であるだろう。

さらに一般への情報提供という側面から考えれば，

明石書店から刊行されている「エリアスタディーズ」

シリーズなども海外地域の情報を伝えるものとして

評価されるだろう。特に近年，国家単位ではない「エ

リア」が設定されつつある。例えば，地理学者の佐々

木史郎も執筆する，梁聖宗ほか編『済州島を知るため

の55章』（明石書店）などは，地域を絞り込むことで

読み応えのある内容になった印象がある。

同シリーズで，イギリス文学の解説から各地域を叙

述しようとする，石原孝哉ほか編『イギリス文学を旅

する60章』では，タイトルはすでに地域名ではない。

地域名のみを冠した地誌に慣れている評者には違和感

があるが，歴史・芸術・文学からイギリスを理解でき

る一般書となっている。地理学者の地誌にはない発想

であるかもしれない。

次に，地理学者による，国内外の地域に関する業績

について，いくつかのアプローチや分野に分けて紹介

し論点を探りたい。

まず，地域と環境の関わりを主題として論究した文

献について見ていきたい。小野寺真一『瀬戸内海流域

の水環境』（吉備人出版）は，水文学を中心とした研

究者による瀬戸内地域の研究であり，自然環境，とり

わけ「水」を軸とした地誌として読むことができるだ

ろう。副題にも示される「里水」の概念は魅力的であ

るが，瀬戸内地域だけではなく他地域にも適用される

概念のようにも思われる。

大谷佑也「ケニア山における氷河縮小と水環境の

変化が地域住民に与える影響」（地理学評論91-3）は，

現地調査により，ケニア山麓の水環境の変化が，地域

住民の生活に影響していることに言及する。芝田篤紀

「ナミビア北東部ブワブワタ国立公園における住民の

生業活動と植生の関係」（地理学評論91-5）は，逆に

地域住民の生業活動が公園内の自然環境に与える影響

を探るもので，参与観察などのフィールドワークによ

る成果である。この両者は，水環境や植生に関する専

門知識と現地調査を組み合わせており，地理学者の行

いうる，人間と自然環境の関連を問う地域研究の好例

である。

同様にして，原裕太・西前出「陝北黄土高原におけ

る農業生産構造の変化が化学肥料・農薬使用量の増加

に及ぼす影響」（E-journal GEO, 13-2）も，中国の陝

北黄土高原の水質汚染や農薬による環境負荷と農業の

球的課題と持続的発展を考える地誌を提案するもので

ある。このような３冊が一度に刊行されたことは，地

理学者からの発信として重要であると考える。

また，それ以外に谷内達『地理的オーストラリア論』

（古今書院），櫻井明久『北西ヨーロッパの空間構造』

（古今書院）を得た。両者ともこれまでの豊富な研究

蓄積を活かしながら作成された地誌書といえるだろう。

加藤幸治『スイスの謎』（春風社）は，「多様性を抱

えるスイスを一体化させるものは何か？」という問い

を提示し，その契機がスイスフラン圏の確立とその下

での豊かさがあったと説くことで，スイスという国の

情報を分かりやすく伝える良好な地誌になっていると

考える。

また海外に関する研究ではないが，外枦保大介『進

化する企業城下町』（古今書院）は，企業城下町の変化・

進化を主題としており，書中に登場する延岡や南足柄

の事例は興味深く，これら地域の地誌としても読むこ

とができる。

一方，より一般向けの文献も刊行されており，月刊

『地理』の特集である「インド　変わる大都市圏」（地

理63-7），「北海道　暮らしと環境のいま」（地理63-8）

などは地理学者の業績を基盤とした情報発信である。

また連載記事として掲載された「パラオにみる「南洋」

の過去と現在」も研究グループの成果を一般向けにま

とめたものである。岡本耕平「日本にとってのパラオ

と南洋」（地理63-8）などからは，日本の南洋統治で，

かつて関係が深かったこの地域の情報が不足している

ことに気づかされる。

林上編『飛騨高山』（風媒社）は，地理学者と歴史

学者によるもので，近年外国人観光客に高い評価を受

けている飛騨高山について，「歴史的重層的空間構造」

との枠を設定してその背景を丹念に述べている。「京

都の文化資源」発掘プロジェクトの研究成果を活かし

た京都学研究会編『京都を学ぶ』（ナカニシヤ出版）は，

第二弾の丹波編が刊行されている。

地誌には地理教育に直結する側面があるが，そのよ

うな分野については，加賀美雅弘ほか編『景観写真で

読み解く地理』（古今書院），栗田明典「小学校社会科

における世界地誌的学習の在り方」（新地理66-1）な

どを得た。南春英「韓国の高校地理教科書における日

本に関する記述の変遷」（人文地理70-1）は韓国の地

理教科書における日本記述の変遷をとらえている。他

国から日本がどのようにとらえられているかも地誌・



人文地理　第71巻第 3 号（2019）256

アフリカ人」「シンガポールの日本人社会」のように，

移動して複数社会を結ぶ人々の姿が描かれる。ここで

は地理学者の杜国慶が「訪日外国人旅行者の訪問先の

分布」の章を担当している。

このような移動する人々の姿をどのようにとらえ，

描くかは，地誌あるいは地域研究の現代的課題の一つ

となっている。

また産業や社会経済的な主題を持った研究成果も多

く発表された。

前述の地理科学学会シンポジウム「現代インドの空

間構造」の内容が『地理科学』（73-3）にまとめられ

ているが，これを見ると社会経済地理学的視点から行

う地域研究がよく理解できる。特に大都市圏の発展，

産業地域の形成，都市農村関係，地域格差の拡大など

のテーマを追究するという手法は，地理学者が「地域

研究」に参与しようとする際に念頭に置くべき姿であ

るだろう。

例えばインドのブロイラー養鶏産業の産地形成を論

じた後藤拓也「ブロイラー養鶏産業の立地シフトと新

興産地の形成プロセス」や，インドの繊維・アパレル

産業について，主要産地の発展から企業間取引関係，

労働者供給地などの空間構造を明らかにした宇根義己

「現代インドの繊維・アパレル産業の空間構造」，人口

増により必要となった郊外住宅地開発の様相と問題に

ついて論じた由井義通「インドにおける郊外開発と住

宅供給」は現地資料や詳細な現地調査により得られた

内容である。

他方，鍬塚賢太郎「インドの空間構造に関するデー

タ分析」や，友澤和夫「現代インドの経済空間構造に

関する一試論」は，上記の研究成果を得て，インド全

体の空間構造を描き出そうとする試みである，

立見淳也「パリのファッション産業における価値づ

けの装置」（人文地理70-1）は，パリのファッション

業界の価値づけの仕組みと大都市集積の役割を探る中

で，パリという空間がその価値づけに必要な，さまざ

まな制度・慣行・媒介者，ネットワーク，共有物など

の要素が集中する稀有な例であることを指摘する。

ギリシャにおける水産物の流通を探る崎田誠志郎

「ギリシャ・アテネにおける水産物市場の特徴と現状」

（E-journal GEO, 13-2）や，スウェーデン北部の都市

移転と産業の動態の関わりについて述べる外枦保大

介「鉱山都市キルナ・イェリヴァレにおける産業動態

と都市移転」（E-journal GEO, 13-2）は，貴重な調査

変容の関連性を探る。

相馬拓也「ユキヒョウの民俗学」（E-journal GEO, 

13-2）は，オーラルヒストリーのインタビュー調査を

基盤に西部モンゴル遊牧民に伝わるユキヒョウ狩りと

狩猟儀礼の伝承を採集し，ユキヒョウの科学的調査に

とどまらない，遊牧民の文化的・社会的コンテクスト

の解明を試みている。

このような環境資源の利用を論じる際には，地域住

民の経済活動との関わりも重要である。例えば藍澤淑

雄「アフリカ農民の零細鉱業へのかかわり」（人文地

理70-3）は，タンザニアにおける農民の零細鉱業の生

計手段への活用について調査し，その農業との両立の

状況について明らかにしている。

局地的災害とその対応も，地域を考える上で重要な

切り口と言えるかもしれない。伊東維年・鹿嶋洋『熊

本地震と地域産業』（日本評論社）は，2016年の熊本

地震が地元の企業に与えた影響とその復旧・復興支援

活動にについて述べている。

また，人の移動や移民に関する主題を持った研究も

見られた。前述のように，例えば申知燕「ニューヨー

ク大都市圏における韓人のトランスナショナルな移住」

（地理学評論91-1）は，ニューヨーク大都市圏を取り

上げ，新旧韓人移住者集団の背景と居住地選択やコリ

アタウンの利用との関係を探るものである。ここでい

う「新期移住者」は，今後さらなるグローバルな移動

を繰り返すようになるのかもしれない。

一方で日本と関わる人の移動に関する成果として，

福本拓「在日朝鮮人事業所の空間的分布と集住地区と

の関連性」（経済地理学年報64-3）や，日本人の海外

移住に関する鈴木修斗「近代期の福島県における海

外移民送出の展開と帰国後の動向」（歴史地理学60-2），

山下亜紀郎ほか「ブラジル北東部サンフランシスコ川

中流域における日系入植者の社会経済特性の変遷」（地

理空間11-2）などの論考を得た。

矢ケ﨑典隆編『移民社会の記憶と継承』（学文社）

は，アメリカ地誌を他地域とのつながりを軸として描

こうとする「グローバル地誌」を目指している。上記

のようなグローバルな人の動きに対応したものでもあ

り，特に博物館での表象に注目している点で興味深い。

昭和堂の「地域研究ライブラリ」シリーズの刊行が

始められ，人類学や政治学の研究者を中心とした海外

地域研究の成果が示されている。この第４巻である栗

田和明編『移動と移民』（昭和堂）では，「韓国滞留
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ニア・中堅の地理学者の編著や単行本と，若い地理学

者の論文が比較的バランスよく見られたように思う。

もしかすると地誌・地域研究とは自認していない例も

あるかもしれないが，海外研究をし，海外地誌（地域

研究）を執筆する地理学者は，これほど存在している

とも言えるだろう。

実際のところどのような時代でも他地域の情報や認

識は必要であり，今後も地理学者による，新たな課題

に対応した，意欲的な地誌・地域研究があらわれるこ

とを期待したい。

■経済地理一般

矢部直人

まずは経済地理学会60周年を記念して企画された，

経済地理学会編『キーワードで読む経済地理学』（原

書房）を挙げたい。この本の刊行の辞には，経済地理

学会設立当初の趣意書の文言が紹介されている。設立

趣意書には「我国の当面せる国際経済・国民経済の地

域的諸問題の解決」が重要であり，その任を担うのが

経済地理学会であるという自負が示されているという。

国家，ひいては組織について論じた古典であるマキア

ヴェッリの政略論には，次のような言葉がある。「宗

教でも国家でも，それを長く維持していきたいと思え

ば，一度といわずしばしば本来の姿に回帰することが

必要である」。経済地理学会という組織が60年もの間

存続しているのは，設立趣意書に書かれた初心にしば

しば立ち返り，絶え間なく改革を行ってきたことがあ

るだろう。

昨今の地域的諸問題は，経済地理学会設立当初とは

異なる時代背景から生じているが，2018年の経済に関

する状況をごくごく簡単に振り返ってみたい。世界的

な経済の動向をみると，2018年は，リーマンショック

以降の各国中央銀行の金融緩和や中国による大規模な

景気対策に支えられた好況期が，米中貿易摩擦もあり，

徐々に不透明感を増してきた期間であった。翻って日

本国内の状況をみると，グローバル化により世界的な

経済の動きから無関係でいられるわけではなく，株価

には先行きの不透明さが漂った。つまり，昨今の時代

背景としては，やはりグローバル化というキーワード

は外せないように思われる。

あと一つ，時代背景を表す重要なキーワードとして

は，日本国内の人口減少があるだろう。その全てが人

報告である。ロシア沿海地方の日露合弁自動車企業の

市場への影響を論じる小泉茜彩子「新興市場の周辺部

における多国籍企業による地域への影響」（地理空間

11-2）も同様である。

大和田美香「ルワンダ・フイエにおける一村一品運

動とビジネス振興」（季刊地理学70-2）は，大分県の「一

村一品運動」のルワンダにおける現地化過程を報告す

るもので，日本とのつながりを軸とした地域の姿が見

え，興味深い。

海外の都市や地域社会に関する論考も見られた。竹

内克行「地中海ヨーロッパの小都市における共同空間

の成立」（人文地理70-3）は，カタルーニャ中山間地

域の小都市ファルセットを事例に，共同空間を可視化

しつつ，それを存立させている要因について論じた。

池田真莉子「ジェントリフィケーションの過程か

らみた文化・消費の役割」（地理学評論91-4），および 

Ikeda Mariko, ‘Temporary use of vacant urban spaces in 

Berlin’（地理学評論 Ser.B 91-1）は，ベルリンのイン

ナーシティに関する論考で，ジェントリフィケーショ

ンや空き地利用について論じる。

さらに蘇徳斯琴「中国内モンゴル自治区における

「トイレ革命」」（季刊地理学70-4）は，中国内モンゴ

ル自治区の省都であるフフホト市におけるトイレ整備

について述べており，観光振興と水の少ない環境の中

での都市基盤整備の姿をとらえている。

ここまで本分野の業績について地理学者のものを中

心に見てきたが，その動向や論点について簡単にまと

めておきたい。

本欄で触れた，グローバル化や情報インフラの整備

と地域の問題などへの関心が，さまざまな分野で高ま

りつつあることを契機に，地域研究と地誌は共通点を

軸にさらに重なりつつあるような印象を持つ。

地理学者が編者の「地誌」と銘打たれた文献に，地

理学者以外の分担執筆者も選ばれ，人類学や社会学な

ど他分野の研究者が編者をつとめる「地域研究」文献

に地理学者が執筆することは，もはや普通の状態であ

ると思われる。

本欄で扱った業績を見る限り，自然環境と地域の生

業や環境利用を組み合わせた研究や，地域格差や産地

形成，集積などの空間構造に関する地理学的研究は，

これまでと同じく，地理学者が行う海外地域研究とし

て有効な「得意分野」であるという印象を受けた。

また，本年の動向を見るに，海外地域を主としたシ
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地域の考察からは，企業城下町の中核となる企業が，

グローバル化を一つの契機とした事業再編をすること

によって，その地域がどのような影響を受け，それに

どのように対応しているのかが分かる。そこでは，ロッ

クインを解除するために産学官連携に取り組み，中核

企業一社依存から脱却する方向に向かう地域と，中核

企業の投資を促し撤退を防ぐ方向に向かう地域の事例

が紹介されている。著者が述べるように，特定の産業

や企業への依存にどのように対処するかは，企業城下

町に限らない問題でもある。

王震霆・鹿嶋洋「熊本県の機械系中小製造業におけ

るイノベーション活動の存立基盤と空間的対応」（地

理科学73-4）は，熊本県に誘致された大企業の工場が

海外へ移転するなど，仕事が減少したことにより，下

請け企業がイノベーションを進めて生き残りを図って

いる様子が描かれている。イノベーションの成功事例

とされている企業では，公的な産業支援機関や行政，

大学といった産学官連携の取り組みがみられた。その

連携には頻繁な対人接触が必要なため，支援機関や行

政，大学が主に立地する熊本都市圏に出先機関を立地

させる企業もあり，地理的な近接性を重視しているこ

とが示されている。

上記の論文は地方都市圏におけるイノベーションを

扱っていたのに対して，大島裕市「大都市圏の産地型

産業集積地域における企業の学習ネットワークと製品

転換」（経済地理学年報64-3）は，名古屋大都市圏に

位置する地場産業の集積地域において，特に大都市圏

の資源を利用できることと，イノベーションにつなが

る知識の学習との関連を探る試みである。そこでは，

大都市圏内外の大学，研究所，他業種の企業などとの

接触を通して，知識の学習が進む様子がうかがえる。

松原宏編『産業集積地域の構造変化と立地政策』 

（東京大学出版会）では，東京大都市圏とその周辺に

おける八つの産業集積地域について，グローバル化が

進んだ現状をとらえた報告が主となっている。そこで

は，産業集積地域内にあった中核企業の大量生産拠点

が海外へ移され，残った工場が研究開発機能を担うマ

ザー工場となっていること，それと関連して産業集積

地域内で専門・技術職の割合が増加していること，産

業集積地域の外に企業の取引先が拡大していることな

ど，さまざまな変化が明らかにされている。産学連携

などのイノベーションにつながる試みは地域によって

差があり，一様に成功しているとは言いがたいようで

口減少に帰する訳ではないが，新卒採用や宅配便のド

ライバーなど，さまざまな職に関するニュースで人手

不足という言葉が取り上げられた。また2018年には，

外国人の新たな在留資格が設けられることが決まった。

さらには，都市部と比べて人口減少が深刻な地方への

移住を促すため，地方において起業する移住者に対し

て補助金を出す施策も，2019年から始められるようで

ある。まずはグローバル化と人口減少，この二つをキー

ワードとして，2018年の研究を以下にみていきたい。

グローバル化は日本企業の海外進出が増えているこ

ととも関係しているが，その実態を特にアジアに注目

して平易な語り口で紹介しているのが，鈴木洋太郎

『国際産業立地論への招待』（新評論）である。著者に

よる豊富な現地調査の事例も交えた論考からは，日本

企業のアジアへの進出は，1960年代の輸入代替政策

をとっている国の需要を狙った市場指向の進出から，

1980年代の低廉な労働力指向の進出に変わったこと，

さらに，2000年代には，経済成長が著しい海外市場

の開拓を狙った進出へと変化していることを理解する

ことができる。

日本企業の海外進出により，海外の日本企業で現地

採用される日本人が増えている。この海外で働く日本

人を扱ったのが，神谷浩夫・丹羽孝仁編『若者たちの

海外就職』（ナカニシヤ出版）である。日系企業が集

積するバンコクなど海外の都市では，現地において日

系企業向けのビジネスという新たな市場が伸びている。

そこでは，日系企業の商慣行に慣れている日本人労働

力への需要が生じるという。日本国内から派遣されて

くる駐在員との格差など，現地採用者は周縁的な労働

力に位置づけられていることがうかがわれる一方で，

現地で起業する若者の実態も明らかにされ，そこから

起業を促す環境について示唆を得ることができる。

日本企業の海外進出は，国内の産業にも影響を与え

ている。日本企業のアジアを中心とした海外への進出

により，残された国内の産業には様々な変化が起こっ

ており，特に製造業の現状をとらえた研究が多くなさ

れた。

外枦保大介『進化する企業城下町』（古今書院）は，

化学企業の大規模な工場を中心とした企業城下町を対

象として，進化経済地理学の視点を導入して分析した

ものである。この中では，時間の経過とともに何らか

の関係が固まることを指す「ロックイン」という進化

経済地理学の概念を使った議論が目立つ。三つの事例
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子が明らかにされている。国内の工場閉鎖というと，

海外移転にばかり目が行く中で，他にもさまざまな理

由があることに思いが至る。

古川智史「日本国内における大手広告会社の事業所

配置とその再編」（経済地理学年報64-2）は，製造業

を扱う研究が多かった中，対事業所サービス業を扱っ

たことが目をひく論文である。第二次世界大戦前から

現代に至るまでの大手広告会社の事業所配置は，民放

ローカル局の開業など，需要の拡大に応じて都市部か

ら地方へと拡大してきた。ところが，2000年代以降

は，地方の子会社を再編・統合する事例もあるという。

経営基盤の強化や管理部門の効率化といったことが再

編・統合の背景にあるとのことだが，このような子会

社の再編・統合といった事例は，都市システムに何ら

かの変化を及ぼす可能性もあろう。

以上，製造業を中心とした国内産業に関する研究を

みてきたが，最後の古川論文で扱われていた対事業所

サービス業の立地は，都市システムと関連が深い。日

本国内の都市システムに関しては，広域中心都市ない

し地方中枢都市と呼ばれる札幌，仙台，広島，福岡に

ついて，これまで様々な議論がなされてきた。人口減

少は大都市圏よりも地方で先行しているが，各地方ブ

ロックの拠点となる広域中心都市はどのような変化に

さらされているのだろうか。

『経済地理学年報』（64-4）には，特集「「ポスト支店

経済期」における地方中枢都市の中心性の変化」が組ま

れ，以下の論文が掲載された。札幌，仙台，広島，福

岡の順にあげると，平澤亨輔「バブル崩壊後の札幌市

の産業構造・都市構造の変化と支店経済の動向」，千

葉昭彦「戦後の仙台の都市機能・拠点性の変遷」，川

瀬正樹「人口流動と開発動向からみた広域中心都市・

広島の変容」，小柳真二「支店経済都市・福岡の変容」

である。これに，日野正輝「地方中枢都市の持続的活

性化のための自都市中心のネットワーク形成」が加わ

る。全国の需要をくまなくカバーするために配置され

る営業活動のための支店が，これら広域中心都市の主

要な部門であり，それが支店経済と言われるゆえんで

あった。しかしこの特集の論文を読むと，支店経済に

限らず，さまざまな機能が集積していることが分かる。

郊外の大規模商業施設，コンベンションやプロスポー

ツ，コンサートなどのイベント開催，さらには訪日外

国人の地方観光の拠点ともなっているようである。こ

れは広域中心都市が，営業活動の拠点としてだけでは

ある。

以上の企業城下町や産業集積地域を扱った研究に共

通するのが，イノベーションにつながる知識の学習と，

産学連携などのネットワークである。この近年の経済

地理学における重要なキーワードである，知識学習と

ネットワークの視点から産業集積地域の発展について

考察を行ったのが，水野真彦「産業集積の進化と近接

性のダイナミクス」（史林101-1）である。地域の産業

が新たな知識を生み出して発展するには，さまざまな

次元で「適度に遠い」相手から学習を行うことが重要

であるとされている。具体的には二つの学習方法があ

り，地理的に遠い相手から学習する方法と，地理的に

は近いが組織，制度，社会ネットワークの点で遠い相

手から学習する方法がある。

イノベーションに重要な役割を果たすものの，これ

まで詳しく考察されてこなかった大企業の研究開発機

能を扱ったのが，鎌倉夏来『研究開発機能の空間的分

業』（東京大学出版会）である。対象は化学企業であり，

主な内容は，旧財閥系や繊維系など国内における研究

開発機能を考察するものと，グローバルな研究開発機

能を考察するものからなる。国内における研究開発機

能では，都市部よりも不利と思いがちな地方において，

蓄積された技術から新たな技術が生じているデンカ青

海工場などの事例があり興味深い。一方，研究開発機

能の海外進出という点からは，海外の顧客と直接日本

国外で対応するために比較的小規模な拠点を設ける企

業が多く，本格的な研究開発機能は日本に置いている

企業が多いようである。また，海外で研究者を獲得す

ることが困難なため，海外における本格的な研究開発

体制の構築に困難を抱えている事例もあるという。

先に，2000年代以降の日本企業の海外進出には，需

要が拡大する海外市場の開拓という側面があることを

紹介した。一方で，成熟期を迎えた日本国内におい

ては，需要の低迷に直面する業種もある。そのような

業種を対象に，全国的な立地の変化を扱う研究もみら

れた。

佐藤正志・瀬川直樹「製紙業における産業再編・企

業合併に伴う立地変動と要因」（経済地理学年報64-1）

は，需要が減少する中，企業の合併，工場の閉鎖・統

合が進む製紙業の動向が分かる論文である。特に印

刷・情報用紙を中心とした工場は設備が新しいため生

産性が高く，また水資源を安価に利用できる基幹工場

に生産を集中する一方，古い工場は閉鎖されていく様
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スや思想を分析するためには，定量的な分析ではなく，

定性的で政治経済学的な分析の可能性を拓くことの必

要性を述べている。NHK が放送しその後新書化され

た『縮小ニッポンの衝撃』を通して，地図や GIS の

使い方，データが帯びる政治性，移民と日本人の境界，

序列化される人口といったテーマが検討される。もっ

とも，著者は定量的な分析の重要性を否定しているわ

けではない。目下の重要な政策課題である人口と地理

をめぐるさまざまな問題を検討する際に，斯学にもイ

ノベーションが必要とされているのである。

冒頭に挙げた『キーワードで読む経済地理学』刊行

の辞によると，経済地理学会の設立趣意書には，「出

身・学派の狭い殻に閉籠り，その領域を固守するとき

には，もはや科学としての経済地理学の進歩は望めな

いばかりか，現実の課題に対しても答えることは出来

ないでありましょう」との文言もある。これはイノベー

ションの必要性を述べているとも解釈できるが，従来

は単行本として出版され，数年間にわたる中期的な研

究動向をまとめてきた『経済地理学の成果と課題』に

も新たな試みが行われた。『経済地理学年報』（64-別 

冊）が「経済地理学の成果と課題　第 VIII 集」となり，

今後のインターネット上での公開も視野に入ったので

ある。また，さらなる新しい試みとして，経済地理学

とは「適度に遠い」相手である関連学会（地域社会学

会，文化経済学会，日本地域経済学会，日本中小企業

学会，日本農業経済学会）に所属する，他の学問分野

の研究者によるレビューも掲載されている。

ここまで，グローバル化と人口減少をキーワードに

して，日本企業や日本国内を対象とした関連する研究

をみてきた。グローバル化の影響に関しては国内の製

造業を中心とした研究がなされ，グローバル化の影響

がどのように現れているのか，研究成果の蓄積が厚み

を増している。そこでは，グローバル化を一つの契機

とする大企業の事業再編や工場の閉鎖と関連して，産

業集積とイノベーションの役割に注目が集まっている。

ここでやや気になるのが，イノベーションを扱った事

例研究がいずれも製造業を対象としていることであ

る。これはグローバル化の影響が分かりやすく現れて

いるのが製造業だからなのかもしれないし，たまたま

2018年がそうであったのかもしれない。ただ，この

学界展望の分野一覧をみても，製造業を対象とする研

究がサービス業を対象とする研究よりも多いのは，例

年の傾向のように思われる。

なく，消費の拠点としても重要性を増していることを

示しているのかもしれない。また，日野論文では，広

域中心都市で増加する対事業所サービス業は，地方ブ

ロックの面的な需要を狙うわけではなく，広域中心都

市の点的な需要を狙う動きが増えていることが指摘さ

れている。この広域中心都市の点的な需要を狙う動き

が，地方の特に中山間地域で先行している人口減少と

関連があるのか，興味深い。

森川洋「人口減少時代における市町村の活力」（人

文地理70-2）は，都市システムを構成する個々の都市

の把握を通して，人口増加から人口減少に転換したこ

とによる都市システムの変化を考察するものである。

そこでは七つの指標（人口増減率，高齢化率，持ち家

率，高次都市機能比率，卸小売業従業者比率，財政力

指数，就業中心性）を用い，全国の市町村を活動的都

市と衰退市町村に分類している。その地理的な分布を

みると，活動的都市は主に三大都市圏や，広域中心都

市の周辺に分布している中で，県内に活動的都市が存

在しない県もみられる。活力に乏しい上位中心都市を

もつ県では，人口減少を背景として都市システムが活

力を失いつつあるようにもみえる。

世界的に見ても速いスピードで人口が減少する日本

では，外国人の受け入れについても検討せざるを得な

い。石川義孝『流入外国人と日本』（海青社）は，そ

のような問題意識のもとに取り組まれたものである。

流入する外国人は，三大都市圏，中でも東京を目的地

とする割合が高いため，国内の人口減少の格差をなら

す方向に働いているわけではない。ただし，地方にお

ける国際結婚は，地方の人口減少を和らげる効果を

持っていたとの指摘は重要と思われる。また本書では，

地方へ外国人を誘導する施策，新たな在留資格につい

ても検討されている。実際に2019年４月に新たな在

留資格が設けられたが，そこでは介護，外食，建設と

いった人手不足が深刻な業種への対策という側面が強

調されているようである。外国人の地方への誘導につ

いては何らかの措置が講じられると報道されているが，

本書が懸念する人口減少への対策という視点は全くと

いってよいほど感じられない。

少なくとも政策が実行される場面では，外国人受け

入れを労働力の補充としてとらえ，人口減少への対策

として位置づけられていないのは，なぜなのか。中澤

高志「政治経済学的人口地理学の可能性」（経済地理

学年報64-3）は，このような人口をめぐるポリティク
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何か」という問いかけからは，経済地理学会の設立趣

意書に書かれた地域的諸問題の解決という言葉が，高

い理想を掲げたものであることに気づかされる。

■政治地理

香川雄一

政治的なるものを研究対象とすることへの不安と心

配に，改めて気づかされた１年であった。文献資料や

ヒアリングによって調査をした結果，ある課題に関す

る政治過程として，このように理解できるのではない

か，という仮説を提示したとしても，後からの関係者

による証言によって事実認定が覆される恐れがある。

さらに，信頼できるとされていた資料も，想定以上に

調査の基準が変化して（させられて）いるかもしれな

い。立論根拠となるデータが何らかの目的によって変

更されるかもしれない，という疑いを持ち続けなけれ

ばならなくなるのだ。政治的事実とは何なのかを疑問

視させられる。

あえて指摘するまでもないと思うが，政策の根拠と

なっているのは各種調査によって把握された統計デー

タである。その調査における問題点を指摘し，課題を

抽出した，埴淵知哉・村中亮夫編『地域と統計』（ナ

カニシヤ出版）は，政策がいかに形成されているかの

根拠を問うためにも知っておくべき内容を多く含んで

いる。客観的なはずの統計データも，回答者の属性や

居住区域により恣意的な傾向があることは，同書に収

録された埴淵知哉ほか「国勢調査小地域集計データに

おける「不詳」分布の地理的特徴」（地理学評論91-1）

によって，「不詳」の特徴的な分布からも示唆される。

統計資料を主要な根拠として研究が成立している人

口研究においても，中澤高志「政治経済学的人口地理

学の可能性」（経済地理学年報64-3）は，キーワード

として「人口の地政学」を用いており，人口地理学に

も政治的な観点が必要であることを指摘した。

日本における今後の人口減少は，国家レベルでも地

方自治体においても大きな政策課題になっていくであ

ろう。森川洋「人口減少時代における市町村の活力」

（人文地理70-2）は，経済指標や人口規模を参照しつつ，

「活動的／衰退」という基準で，市町村の「活力」を

評価しようとした。平成の大合併の結果として，地域

の現状と課題にも評価が必要となる。久井情在「広域

市町村圏と「平成の大合併」の整合性とその地域差」

加藤和暢『経済地理学再考』（ミネルヴァ書房）は

地理的現実の変化を捉えるにあたって，グローバル化

と並んでサービス経済化が重要であると指摘している。

著者は，サービス経済化という言葉の中で，情報のや

りとりとサービスのやりとりとがしばしば混同されて

いることに警鐘を鳴らす。すなわち，定型的な情報

のやりとりは IT の進展により距離の抵抗がほぼなく

なったのに対して，サービス，特に対人サービスは貯

蔵も輸送もできないのが特徴であり，その時その場所

でしかやりとりできない。このことが，多様なサービ

スを提供する大都市に人が集まるというように，サー

ビスを消費する機会が空間の組織化に影響力を増して

いるとする。モノの生産と消費に重点を置く視点では，

サービス経済化が進む地理的現実の変化を十分に捉え

られないのではないか，という問題意識が根底にある。

また，本書の後半では，政策に対するスタンスの検

討を通して，経済地理学のあり方を再考している。行

政と学者が関わる機会では，政策にフィードバックで

きる，即効性のある，すぐに役立つ結果を求められた

ことのある地理学者は多いであろう。本書は，経済地

理学はそのようなあるべき政策を提言する学問であろ

うとするよりも，違う方向性があることを主張する。

すなわち，過去に実施された政策について，それが形

成されたプロセスの分析が重要であるとする。過去の

政策が対象とした特定の問題は，その他にも存在する

複数の問題（問題群）の中から選ばれた訳だが，その

選択のプロセスはどのようなものであったのか。その

ような問題群の検討を通して，その背後にある構造に

迫ることが出来るとする。政策への関わり方が，一つ

だけではないことを示す重要な指摘であろう。

最後になるが，2018年も，さまざまな自然災害が発 

生した年であった。伊東維年・鹿嶋洋編『熊本地震と

地域産業』（日本評論社）には，2016年の熊本地震に

より被害を受けた産業について，被害の状況とその対

策の様子が調査されている。東日本大震災の経験から

対策を行っていた企業では被害が少ないこと，被害を

受けた企業に対するさまざまな支援策とその評価など，

今後も起こるであろう災害への備えとしてこれらの教

訓を活かさねばならない。山本大策「米国における原

子力発電と立地地域」（歴史と地理4-713）は，米国に

おける原子力発電の現状と，原発が閉鎖された二つの

地域を事例として，その閉鎖後の様子を調べたもので

ある。著者による「本当に役に立つ地理学的知識とは
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も都市社会を説明する用語となる。池田真利子「ジェ

ントリフィケーションの過程からみた文化・消費の役

割」（地理学評論91-4）は，ベルリンの事例研究により，

都市社会における居住者の実態を浮かび上がらせてい

る。ヨーロッパの都市社会と政治に関して，竹中克行

「地中海ヨーロッパの小都市における共同空間の成立」

（人文地理70-3）は，共同空間という視点から都市社

会の変化を明らかにしている。地方自治体よりもミク

ロな社会においても，空間をめぐる政治が注目されて

きていると言えよう。

近年，政治地理だけでなく世間も賑わしている「地

政学」に関する論考も数多く得られた。いわば，「地

政学バブル」が継続している状態だが，いわゆる「ポッ

プ地政学」の類はできるだけ割愛し，政治地理学的に

参照すべきと判断した業績に限って紹介していく。

まず，『地理』の特集号（63-3）で「地政学を識る」

と題して，６本の論考が得られた。それぞれの著者の

立場からの「地政学」論とみなされるため，特集の登

場順は棚上げして，各論考について関連する業績も参

照しつつ，言及していきたい。

高木彰彦「地政学と政治地理学の関係を識る」（地

理63-3）は，地政学の歴史を解説しながら，研究者と

しての関与の問題を指摘しつつ，改めて地政学が注目

されるようになってきていることを説明している。山

﨑孝史「地政学から「平和と環境」の政治地理学へ」

（学術の動向23-7）が地理学者以外も想定して解説し

ているように，地政学への注目は地理学を学ぶためだ

けでなく，関連諸分野を巻き込む勢いで，学術的議論

としても活用されていくのだろう。

ただし，古典的な地政学のような政治的利用に対し

て危惧を表明する視点が，地理学内外を問わず，浮か

び上がってくる。北川眞也「もっと地理的な批判地政

学を求めて」（地理63-3）は，イタリア最南端のラン

ペドゥーザ島の実態を描きつつ，ヨーロッパとアフリ

カの境界としての場所的特徴を，古典的な地政学より

も批判地政学として解釈しようとする。

境界への着目は地理学に限られるわけではない。川

久保文紀「未完のプロセスとしての境界」（地理63-3）は，

古典地政学から批判地政学への方法論的展開を意識し

た境界の説明をして，境界の新しい解釈を提示しよう

とする。国土の領域において境界が意識され，領土に

かかわる議論が隣接国との外交的交渉の俎上に載せら

れるのは，紛争を抱える世界各地と同様，日本でも身

（地理科学73-1）は，広域市町村圏と市町村合併の「整

合性」に着目し，それらの地域差を明らかにし，杉浦

真一郎『介護行財政の地理学』（明石書店）は，市町

村合併による介護行財政への影響を解明している。領

域の合併や統合は，広域な地域スケールだけでなく身

近な地域社会にも影響を及ぼす。長尾悠里「埼玉県秩

父市大滝地区における学校統合と校区への諦観との関

係」（人文地理70-2）は，学校区の変容が地域社会に

おける学校への住民意識を変えていくことを検証した。

地域住民による政治参加を研究対象とすることに

関しては，人文地理学においても定着してきている。

フィル・ハバードほか（山本正三・菅野峰明訳）『現

代人文地理学の理論と実践』（明石書店）と神谷浩夫

（中澤高志編集協力）『ベーシック都市社会地理学』

（ナカニシヤ出版）には，「ガバナンス」をタイトルに

冠した章が収録されており，都市はシステムや体系だ

けでなく，構造や主体といった視角からもアプローチ

されてきていることがわかる。畠山輝雄ほか「地域包

括ケアシステムの圏域構造とローカル・ガバナンス」

（E-journal GEO, 13-2）のように，ローカル・ガバナン

スからみた社会福祉政策への地理学的論及もある。

こうした都市社会に関する先端的な議論として，

『空間・社会・地理思想』（21）においてプラネタリー・

アーバニゼーションに関する翻訳論文の特集が組ま

れた。原口剛・平田周「解題」によると，都市化が地

球規模のスケールに広がり，現代の都市状況の理論化

において，地球規模での視角が必要とされている。翻

訳論文集のまとめとして位置づけられる，北川眞也

「解題　アントニオ・ネグリの〈大都市〉論」によって，

近年の都市的闘争において，（都市）理論家の思想を

習得しておくべきことを気づかせられる。

同誌には「都市理論」や「都市への権利」を意識づ

けさせるような個別論文も掲載されている。福本拓

「エスニック・セグリゲーション研究に関する覚え書き」

（空間・社会・地理思想21）では，伝統的な都市社会

地理学の理論的動向をまとめつつ，事例研究に向けた

展望が提示される。マー・マシュー「ジェントリフィ

ケーションと住まいの状況と不安」（空間・社会・地

理思想21）は，都市政治の展開と都市問題の解決困難

さを，住民の「叫び」から問題提起している。都市政

策が必ずしも居住者の幸福をもたらすわけではないこ

とを知っておくべきである。ジェントリフィケーショ

ンは都市の形態や構造面だけでなく，政治動向として
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大統領の政策が教育にも影響していたことを指摘した。

言説を分析することによる地理的知識の批判的検討

は，政治的資料にも矛先が向けられる。近藤暁夫によ

る「掲載地図と本文の矛盾からみた日本国『外交青書』

の資料的価値」（愛知大学文學論叢155）と「掲載地図

の誤りにみる『防衛白書』の資料的価値と防衛省の地

理的知識」（愛大史学27）は，行政文書に対する地理

的知識の欠如への危惧を表明している。国土や国民を

めぐる歴史的理解という点では，松浦茂樹『遷都と国

土経営』（古今書院）や森正人『「親米」日本の誕生』（角

川選書）は政治史としても理解できる。

関連諸分野においても地政学は多方面からとらえら

れつつある。まず地政学と関係性が深いのは政治学で

あろう。上久保誠人『逆説の地政学』（晃洋書房）は，

国際政治を世界地図から読み解こうとする。地理学で

は当たり前の視点であっても，地図を用いた政治的解

釈が政治学にも広まっているようである。こうした視

点は春名展生「地政学の政治学的受容」（東京外国語

大学論集97）によっても認めることができる。具体

的な国際政治動向においても，中国の地政学的戦略と

して，石川幸一「一帯一路の地政学」（運輸と経済78-

12）のような政策的議論の紹介がある。

2018年はさらに地政学が議論の範囲を広げようと

していることを実感させられた。その一つは経済学的

地政学である。水野忠尚『プレデール立地論と地政学』

（早稲田大学出版部）は，チューネンやウェーバーの

立地論にも依拠しつつ，プレデールによる立地論を地

政学的に解釈しようとしている。やや地理学における

議論との隔たりはあるものの，国際経済や国家間統合

においても地政学が用いられようとしている。

人文諸科学にも地政学は広まりつつある。森田徳彦

『地政学の時代』（勁草書房）によって日本の近現代

史が地政学的に理解され，佐藤泉「文学史と地政学」

（日本近代文学98）は，文学を地政学的にとらえてい

る。言語はそもそも政治と関係している。クロード・

アジェージュ（糟谷啓介・佐野直子訳）『共通語の世

界史』（白水社）が邦訳サブタイトルに原著の意訳と

して「地政学」を用いているのは，言語と政治の関係

を理解するために有用であるからかもしれない。

工学的な地政学もある。シバタナオキ・吉川欣也

『テクノロジーの地政学』（日経 BP 社）は，技術革新

や情報産業，さらには国際経済で台頭するようになっ

た中国を地政学でとらえようとする。岩瀬昇『超エネ

近な問題である。古川浩司「日本の国境警備論の構築

に向けて」，同「日本の有人国境離島における安全保

障態勢」，および古川浩司ほか「日本の難民認定制度

の現場から」（社会科学研究39-1，特集・日本の国境

警備論の構築に向けて）は，日本の国境を意識づけさ

せる論点と実態を明示化している。防衛という観点だ

けでなく，外国人労働者をはじめとした，国境を越え

た人の移動も，政治学や社会学だけでなく地理学から

も着目されるべきであろう。政治地理に限らず，国際

関係論にかかわる研究は，まだ日本の地理学には少な

い。八島邦夫「国連海洋法条約に基づく新たな海の秩

序と国際的動向」（地理63-3）に示されるような国際

秩序に関して，地理教育でも教えられている分野でも

あることから，視野を広げていく必要がある。内藤正

典『限界の現代史』（集英社新書）は，イスラム社会

を取り巻く世界秩序のゆらぎを解説している。

一方で，ミクロな地理は伝統的に政治地理的なテー

マとして継続してきている。日本国内においては，山

﨑孝史「「地政学」から沖縄県政をとらえる」（地理

63-3）により，沖縄県における選挙結果や意識調査から，

場所的特徴が分析される。沖縄をめぐる政治的問題に

ついては米軍基地の移転問題が最も注目されているが，

宮田裕「日本政府の沖縄政策」（地域研究22）のように，

地域政策を振り返る視点も重要である。沖縄に寄り添

うということは政治家だけでなく，国民全体が意識し

なければならないように思える。上杉和央「沖縄県八

重瀬町の戦没者慰霊空間」（人文地理70-4）のような

文化・社会地理的な観点とともに，政治的にも沖縄を

理解するための研究を今後も求めたい。

葬送という行為は，政治的にも用いられることもあ

る。以前，とある市の市長は市民の葬式に必ずと言っ

ていいほど参列し，８期連続で当選したという話を聞

いたことがある。藤岡英之「喪家による葬儀の場所選

択の変容」（人文地理70-1）は，葬儀の場所をめぐる

問題でもあり，立地施設の選択変化を明示している。

田邉裕「地名をめぐる国際関係」（地理63-3）は，

伝統的な地理的認識をめぐる問題であるとともに，地

図表記とそれをめぐる政治についての問題提起とも言

えよう。地名を含む地理的記述や説明は，教科書の内

容分析によっても理解することができる。南春英「韓

国の高校地理教科書における日本に関する記述の変遷」

（人文地理70-1）は，第二次世界大戦以降の韓国にお

ける地理教科書内の記述の変遷を量と質から把握し，
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訳）『歴史は実験できるのか』（慶応義塾大学出版会）や，

クリストフ・ボヌイユ，ジャン＝バティスト・フレソ

ズ（野坂しおり訳）『人新世とは何か』（青土社）のよ

うな，壮大な環境史を視野に入れた研究が生産されて

いくのはこれからだろう。

いずれこうした「環境」に限らず，〇〇地政学のよ

うに，各分野からなる政治地理がある段階で体系化さ

れ，地理教育や地理学的研究においても，地理と政治

の関係が普通に語られるようになることを願いたい。

■社会地理

関村オリエ

これまでの担当者も指摘していたように，地理学に

おける社会への関心を扱う領域を「社会地理」とする

ならば，今回もこの領域は非常に多様なものとなって

いる。昨年，世界においては移民・難民の受け入れや，

彼／彼女たちとホスト社会の人々との共生が引き続き

議論となり，国内においては，「骨太の方針2018」な

ど政府が外国人労働者の受け入れ拡大に大きく舵を

切った。エスニシティをめぐる視点は，あらゆる場面

においてますます不可欠なものとなってきている。

地理学においても，エスニシティ研究の成果が数多

く蓄積されている。矢ケ﨑典隆編『移民社会アメリカ

の記憶と継承』（学文社）は，さまざまな人種を移民

として迎え入れ，彼／彼女たちの文化や社会を取り込

んできたアメリカについて，文化要素の残存・消滅・

変更を手掛かりに，世界の出来事が記憶され続ける

「世界の博物館」としてのアメリカの地誌を描き出す。

また，杉浦直「エスニックテーマ型ツーリストタウ

ン「レブンワース」の構築とその本質」（季刊地理学

69-4）は，同じくアメリカ・ワシントン州の「レブン

ワース」でのエスニックツーリズムを考察する。ババ

リア風の街並みが，必ずしもエスニックなオリジンを

必要とするものではなく，地元民の演出や交渉により

新たに創造されるものであることを明らかにしている。

エスニックなネットワークについては，福本拓「在

日朝鮮人事業所の空間的分布と集住地区との関連性」

（経済地理学年報64-3）が，1980年代以降の大阪にお

ける，在日韓国人の集住地区と事業所間での密なネッ

トワークの存在を，鈴木修斗「近代期の福島県におけ

る海外移民送出の展開と帰国後の動向」（歴史地理学

60-2）が，福島県安達郡石井村における近代以降のフィ

ルギー地政学』（エネルギーフォーラム）も，資源エ

ネルギー問題という，地理的なテーマを地政学で理解

しようとする。エネルギー政策と政治地理も本来は関

係が深いはずである。井上博成・KEELEY Alexander 

竜太「日本における小水力発電の普及に係る障壁と課

題」（日本エネルギー学会誌97-8）によると，再生可能

エネルギーの問題も政策や地方政治とかかわってくる。

このように，地政学をめぐる著作や議論は書架にあ

ふれかえりそうであり，「ポップ地政学」が蔓延する

不安からも，現代の地政学における議論の傾向をまと

め，学術的に用語を整理するといった，学界としての

「地政学」理解のための基礎的な作業が求められるだ

ろう。

環境問題への政治地理的なアプローチが蓄積されつ

つあることにも触れておきたい。伊藤達也「利根川の

利水問題」，関良基「利根川の緑のダム機能と基本高水

問題」，梶原健嗣「過大な基本高水と河川の管理瑕疵」

（経済地理学年報64-2）によってダム問題が議論された。

一時期と比べてダムをめぐる議論は収束しているよう

に見えるが，ダム建設自体が政策として終了している

わけではないので，エネルギー政策や防災・地域振興

といったさまざまな観点からも，ダム政策の検討は忘

れられるべきではない。

人文地理学ではまだ環境問題への政治的な研究蓄積

は少ないかもしれないが，野田浩二「「政策の失敗」の

政治経済学」（水資源・環境研究31-2）や千葉知世「自

然環境政策の形成過程における研究者の役割」（日本

生態学会誌68-3）のように，環境問題や環境政策をめ

ぐって研究者の立場が問われてきている。その最たる

ものは，研究者から知事に転身した，嘉田由紀子「琵

琶湖をめぐる住民研究から滋賀県知事としての政治実

践へ」（環境社会学研究24）のような研究者の存在だ

ろう。政治的な研究が難しいのは，昔も今も変わらな

いが，地理学においても政策的研究などで，政治との

かかわりが増えてくるのは避けられないかもしれない。

国際関係論的研究が不足しているのは，地球環境政

治にも言えることである。平田仁子「気候変動分野に

おける日本の環境政策統合の分析」（環境経済・政策

研究11-2）のような研究は，欧米の政治地理学では見

かけるのだが，日本ではこの分野の人文地理学者を養

成できていないように思える。地域を限定した環境史

研究や歴史地理的な環境研究においても，ジャレド・

ダイアモンド，ジェイムス・ロビンソン編（小坂恵理
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ン・カタルーニャ地域ファルセットでの調査から，行

政などの公的，私的主体によるダイナミックな交渉過

程を通じて，「共同空間」が形成されていく過程，ま

たこうした空間が都市の集合的アイデンティティを育

む場となることを明らかにした。また，鄭芸「植民地

建築としての中国・大連駅に見る戦後大連人のアイデ

ンティティの形成」（お茶の水地理57）は，日本に占

領された中国・大連における，植民地建築「大連駅」

をめぐる地元の人々のアイデンティティを考察した。

人々は故郷や占領時代の国辱など多様な思いを重ねる

が，同時に，駅の保存を願う人々の認識も明らかにし

ている。

ところで，少子高齢化など人口問題が引き起こす社

会現象については，昨年も多くの研究成果が得られ

た。熊野貴文「大阪大都市圏郊外外圏における新設住

宅の立地からみた都市構造の変化」（人文地理70-2）は，

大阪大都市圏郊外にある奈良県桜井市の都市構造の変

化を検討した。同市では郊外化の終焉の一方で，市街

地における戸建住宅の供給が予想ほど活発化していな

いことを挙げ，この背景に土地活用や売却のリスク回

避など経済活動が大きく作用することを改めて指摘す

る。同様に，梶田真「東京特別区居住者の社会－空

間パターン変化（1965～1980）」（地学雑誌127-1）は，

東京都の特別区（23区）について，1965年時と1980

年時のデータにより，社会－空間パターンを検討し，

宅地開発が活発化しホワイトカラー地域化していった

西部地域に対し，住工混在により宅地整備が進まな

かった東部地域とのコントラストを浮き彫りにする。

また，森川洋「2010年・2015年の国勢調査からみ

た高齢人口の地域的特徴」（地理科学73-2）は，2010年，

2015年の国勢調査から，東京大都市圏や全国の小規

模町村における高齢人口の地域的特徴を検討し，東京

都の特別区から前期・後期高齢者が転出する傾向，そ

してそのことが周囲の都市の高齢化率を上昇させてい

ることを明らかにした。いずれも，市場経済の動向や

その結果として創り出された都市構造が，政府の構想

との間に大きなズレを生じさせていることを指摘する。

政府の構想に関しては，中澤高志「政治経済学的人口

地理学の可能性」（経済地理学年報64-3）が複数の地

理学者や地理学的方法論が登場した著書『縮小ニッポ

ンの衝撃』を手掛かりに，人口政策をめぐる問題を批

判的に論じている。GIS や地図表現，移民労働者，低

所得者，地方定住者を他者化し，財政への貢献度など

リピンへの移民送出の実態を，それぞれ資料を手掛か

りに検討している。これらの研究は，エスニックなビ

ジネスが，同族・同郷組織を基盤としたネットワーク

により成立しているという特徴を改めて描き出した。

申知燕「ニューヨーク大都市圏における韓人のトラン

スナショナルな移住」（地理学評論91-1）は，21世紀

のニューヨークにおける韓国系移民「韓人」のグロー

バルでトランスナショナルなつながりを検討する。特

に，近年は新自由主義経済を背景として，移民が単な

る同郷集団ではなく，階層や国籍を越えたネットワー

クを構築していることを指摘する。

一方で，長年門戸を閉ざしてきたとされている日本

への外国人の移動，定住状況については，石川義孝

『流入外国人と日本』（海青社）が，国内の人口問題と

ともに動向を整理する。大都市と地方では，国際結婚，

労働など外国人受け入れの質的な違いが明らかとなり，

人口減少社会に突入する以前に抱えてきた国内のさま

ざまな問題を，改めて浮き彫りにしている。また，ホ

スト社会である日本における外国人定住と共生につい

ては，熊谷圭知・新井佑理「ベトナム難民の定住過程

と多文化共生の課題」（お茶の水地理57）が，群馬県

のベトナム難民たちの事例を通じて考察している。ベ

トナム難民は，国や行政による対処の遅れなどのため，

経済・社会的に不安定な身分に置かれてきたが，一方

でローカルな人々の働きかけにより，彼／彼女たちの

ホスト社会での生活が支えられてきた側面も指摘する。

海外における研究では，都市開発をめぐる以下の成

果が蓄積されている。池田真利子「ジェントリフィケー

ションの過程からみた文化・消費の役割」（地理学評

論91-4）は，ドイツ・ベルリン市のノイケルン地区で

の開発過程を明らかにした。地区の歴史的建造物群は，

主にナイトライフ街区へと変容しており，ジェントリ

フィケーションによってインナーシティは店舗を中心

とする消費的空間へと変貌していることを明らかにし

た。杉浦直「シアトル・パイオニアスクエア」（アル

テスリベラレス103）は，アメリカ・ワシントン州シ

アトル市における，旧地区の保存と再活性化の過程を

検討する。公的資金やインフラ整備などを伴いながら，

企業家や建築家など多くの民間主体が関与しているこ

とから，そこには「官民協調」のガバナンス体制が生

じていることを指摘している。

同様に，竹中克行「地中海ヨーロッパの小都市に

おける共同空間の成立」（人文地理70-3）は，スペイ
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市との均質な連続性」などを挙げながら，若年層を中

心とした農村居住への関心の高まりに注目する。一方

で，著者は地方消滅と田園回帰がほぼ同時期に使われ，

これらが「政策的含意」をもつ論争であることを指摘し，

農村志向を「感性」によるものという見方に集約させ

ないよう注意を促す。また同じ特集内の中川秀一「農

村空間の商品化と「田園回帰」」は，農村という空間

が「商品」としていかに都市住民に消費されてきたの

かを改めて整理し考察する。イギリスを中心に蓄積さ

れてきた研究では，農村空間の商品化が，社会変化に

対する主体的な農村の対応として捉えられてきた。だ

が，最新の研究によれば，都市によって商品化される

傾向が強くなりつつあるという。日本の農村空間では，

戦後から経済構造の底辺に置かれてきた上に，グロー

バル化と新自由主義経済の波により，さらには経済的・

土地的基盤を失いつつあることを指摘する。観光空間

に関しては，関戸明子『草津温泉の社会史』（青弓社）

が，群馬県草津温泉の社会史を考察した。地域社会に

よって管理される湯畑や，病気療養から遊覧客目的へ

の転換，さらには，草津電気鉄道開通によりスキーリ

ゾートへと大きく変貌を遂げるさまなどは，近代日本

の観光地の歴史を見るようで興味深い。

さて，都市空間についての研究成果に目を向けてみ

たい。2020年の東京オリンピック・パラリンピック大

会まであと１年となった。大会の招致と開催をめぐる，

都市地理学的研究も散見された。荒又美陽ほか「東京

オリンピックに向けて考える」（E-journal GEO, 13-1）

は，2020年開催予定の東京大会の招致にまつわる影

響を，都市改造やセキュリティー強化の面から考察す

る。また，半澤誠司「誰のためのリオデジャネイロ五

輪であったか？」（E-journal GEO, 13-1）は，リオデジャ

ネイロ大会開催時に見られた，社会的収奪や貧困層の

排除などのインパクトを考察する。都市基盤や地域産

業の基礎を提供するとされている同大会であるが，こ

のようなメガイベントの開催が，これまでいかなる地

域にもインパクトや社会的問題を生じさせなかったこ

とはなく，二つの成果は，東京大会における社会的収

奪や排除の可能性を危惧する。

反政府運動である黄色いベスト運動も記憶に新しい

が，都市空間の社会的収奪に関しては，アラン・ミュッ

セ（水内俊雄訳）「包摂からレジリエンスへ」（空間・

社会・地理思想21）が，問題を考えるための重要な視

点を提供してくれる。著者は，「公正な都市 just city」

を基準に人口を序列化する政府の政策に痛烈な批判を

加える本研究は，定性・定量的な議論を越えて人口を

捉え直す新しい視点を提供し，非常に多くの示唆に富

む。「人口地理学は，人口政策をめぐるイデオロギー

的問題とは距離を置いてきた」との冒頭の指摘は，現

象の解明を得意としてきた人文地理学分野全体の課題

として，改めて問われるべき点ではないだろうか。

都市部に対し地方の人口問題に関連しては，長尾悠

里「埼玉県秩父市大滝地区における学校統合と校区へ

の諦観との関係」（人文地理70-2）が，埼玉県秩父市

大滝地区を対象に，学校の統廃合や学校消失が地域社

会にもたらす影響を考察し，山川充夫「東日本大震災

と社会経済復興パラダイム」（経済地理学年報64-2）は，

東日本大震災の被害，とりわけ東京電力福島第一原子

力発電所の事故被害と復興過程をもとに，熊本震災で

の復興について考察する。これらの成果からは，地域

社会の人々が「諦め」とともに消極的に統廃合などの

現実を受け入れる様子や，地域社会の将来性やそこで

の生活再建を見出すことが出来ずに，土地を離れざる

を得ない現状が描き出されており，地方の地域社会が

抱える問題の深刻さ・複雑さを改めて実感する。

農村空間についての研究成果も多数蓄積されている。

植村円香「愛知県豊田市における定年退職者への就農

支援とその意義」（地学雑誌127-3）は，愛知県豊田市

において，自動車関連労働に従事してきた男性定年退

職者の就農支援のメカニズムと地元への影響を検討し

ている。大和田美香「ルワンダ・フイエにおける一村

一品運動とビジネス振興」（季刊地理学69-4）は，ア

フリカ・ルワンダのフイエ郡を舞台に，大分県発祥の

一村一品運動が地元企業や協同組合に及ぼした影響

や，そこで生じたビジネスの展開過程を明らかにする。

ツーリズムを軸に展開するビジネスの背景には，地元

の農家たちの創意工夫や品質向上の努力が直接的にい

かされる仕組みが存在することを指摘する。また，朝

倉槙人「商品化する農村空間における「真正」で多様

なルーラルティの構築と並立」（地理学評論91-6）は，

群馬県みなかみ町の「たくみの里」を対象に，ポスト

生産主義下における農村空間の商品化を，さまざまな

主体の実践と商品化に欠かせないルーラルティの「真

正」さという点から考察している。

『地理』（63-6）では，「変わる農村と田園回帰」と

いう特集が組まれた。その中で，小島泰雄「田園回帰

といかに向き合うか」は，「牧歌的イメージ」や，「都
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形を留めない「生命」を宿すものとして捉え，考える

哲学が伝わってくる。

なお，地理学からは，ノックス・ピンチの『都市社

会地理学』のコンセプトを踏まえた，日本や東アジア

のコンテクストに基づくテキストである，神谷浩夫

（中澤高志編集協力）『ベーシック都市社会地理学』（ナ

カニシヤ出版）が得られた。空間・場所が所与のもの

ではなく，そこに関わるすべての人々により創出され

るものであることを捉える社会—空間弁証法などの知

識を丁寧に解説してくれる本書は，人文地理学のみな

らず，都市の探究を志す読者にとっても，広く重要な

視点，考え方を提供する内容となっている。

近年，技術が高度に展開する文化・流通については，

Ngoc Nguyen Thi Hong and Yokoyama Satoshi, ‘Influence 

of trading structure on maize seed selection by farmers 

in Vietnam’（地理学評論Ser.B 91-2）が，ベトナム北

部の山岳地帯において重要な換金作物であったトウモ

ロコシが，21世紀の世界的な市場経済システムに巻き

込まれた結果，現地の栽培の体制に深刻な社会・経済

的な問題を生じさせている様子を描き出している。ま

た，野尻亘「物流クライシスとカーゴ・モビリティ」

（現代思想46-5）は，物流クライシス（危機）を検討

する。人々は，情報機器の発達により，物体を伴った

空間移動を忘れ（忘れられた空間），バーチャルな空

間上での不特定多数の情報の統制・管理は困難を極め

ていること（一見秩序づけられた無秩序）を指摘する。

物流クライシスは，機械／人間，公的／私的など現代

の境界を無自覚のうちに攪乱する。

この物流クライシスとは対照的に，立見淳哉「パリ

のファッション産業における価値づけの装置」（人文

地理70-1）は，フランス・パリのファッション産業を

対象に，都市空間のフォーマル／インフォーマルの人，

財，モノの出会いがもつ，ファッション産業の価値づ

けへの影響力を，また，立見淳哉「フランスにおける

社会連帯経済の展開」（経営研究69-2）は，フランス

における共通財概念と，近接性をもつ公共空間に開か

れた経済である社会連帯経済を検討している。両者を

通じて議論をされているのは，改めて人間同士の「生」

の接触や交流のもつ可能性である。また，森正人『「親

米」日本の誕生』（角川選書）では，戦後日本におけ

るアメリカへの志向性を，物質的な流通・消費という

点から考察する。とりわけ著者は，アメリカ由来の制

度や物質の浸透というものが展開された個別具体的な

というものを疑わしい神話であり，新自由主義的な都

市政策を支持し和らげるための新たな「発明概念」で

あるとする。なぜなら，「公正な都市」とは，国家や

行政が直接関与することを放棄し，貧困や不正義を我

慢できる程度に抑え，「脆弱な社会集団に力をつける」

（復元力を与える）という理念において展開されてい

るためであるという。その意味で，都市市場システム

に巻き込んでいくというこれまでの「包摂」よりも，

さらに不公正の純度を高めた概念となっていることに

注意を喚起する。『空間・社会・地理思想』の21号に

おいては，「プラネタリー・アーバニゼーション（地

球の都市化）」についての特集が組まれ，ルフェーブ

ル『都市革命』の議論を踏まえたニール・ブレナーや，

アンディ・メリフィールドの議論を紹介しながら，グ

ローバリゼーション研究における国家の位置づけを問 

い直している。原口剛・平田周「解題」によれば，2000

年以降勢いを増した新自由主義や，2008年の金融危

機以降見られた資本主義の空間的動態などを手掛かり

に，農村／都市，南／北という区分が，もはや意味を

なさなくなった21世紀において，グローバル化の「推

進力」となっている都市化を解読することを目指す特

集となっている。

都市の記憶や景観については，東琢磨・川本隆史ほ

か編『忘却の記憶　広島』（月曜社）は，広島の被爆

をめぐる記憶とその忘却を考える。本書で前提とされ

るのは，生き物のように生き続ける「記憶」である。

それゆえ，「記憶」は，常に多くの人たちの手によっ

て「ケア」されることで，「忘却」（記憶の衰退）を乗

り越えることができるという。つまり，被爆者など特

定の人々にのみ広島の「記憶」を委ねるのではなく，

作品や資料，景観などを手掛かりに，多くの人々が被

爆についての意味を問い続ける（「記憶」を手入れす

る）営みが重要であるという。また，港千尋『風景論』

（中央公論新社）では，臨海の森，メディア・都市な

どのテーマから構成され，風景がそれぞれの土地の文

化において果たしてきた役割，さらに人類においてど

のような意味をもつのかという根源的な問題を考える。

著者は，“landscape”が，風景画，測量図の両方に用

いられていたことに注目し，性格の異なるこれらを描

写“graphy”が結び付けてきたことを指摘する。つま

り，風景の核心には，「世界を深く刻みつける」とい

う人間の描写の精神があるという。これら書籍からは，

場所の記憶や風景が実は常に流動的で，一瞬たりとも
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らに重要性を増すであろう。

2018年の動向としては，都市／農村，ローカル／ 

グローバルなどさまざまなレベルでの社会的な変化の

把握と同時に，諸空間・諸地域における新自由主義下

での諸政策の展開とそこでの課題，そして既存のアイ

デンティティの揺らぎをめぐって，多様なエスニシ

ティ，階級，ジェンダーなどへの関心が改めてみられ

たことが指摘できる。隣接の分野とともに，今後もこ

れらの関心が地理学から社会へとますます発信される

ことを期待したい。

■文化地理

中村周作

文化地理の学問定義上の曖昧さは，古今指摘されて

きたところであるが，ここでは，多くの研究成果のな

かで，多少なりとも文化のかおりがするものを選んで

当該分野の展望を試みる。

食文化に関するものとして，『科学』（88-12）の和

食に関する特集では，原田信男「１万年の和食史」，

佐藤洋一郎「和食とその文化の地理的多様性」におい

て和食の歴史やその地理的分布の多様性が語られる。

また，赤嶺淳「ふたつの塩くじら」では，九州などの

赤身塩くじらと東北などの皮付き脂の塩くじらの存在

とその利用の違いが語られる。横山智「日本納豆とア

ジア納豆」では納豆食に関する広い知見が披露される。

さらに，新川達郎「和食とその文化の継承のための総

合政策とは」において危機的状況から脱する施策が模

索される。川久保篤志『瀬戸内レモン』（渓水社）は，

国内外のレモン栽培という農業地理学的視点に文化的

視点を加えることで地域おこしへと言及する。また，

湯澤規子『胃袋の近代』（名古屋大学出版会）は，近

代史を，筆者の関心に係る食にまつわる諸々から捉え

直した意欲作である。中村周作『佐賀　酒と魚の文化

地理』（海青社）は，佐賀県を事例として伝統食たる

魚介料理の摂食と地酒の嗜好地域の展開を膨大なデー

タ調査より明らかにした上で，食文化を活用した地域

振興策を提唱する。本書は，宮崎，熊本，大分に次ぐ

九州４県めの研究成果である。本書に関連して，中村

周作「佐賀県における伝統的魚介類食の地域差」（人

文地理69-4）も得られた。中村亮「福井県小浜市内外

海地域の郷土食ナレズシを活用した地域振興の可能性

を探る」（地域漁業研究58-3）では，ナレズシが海村

空間・場所に注目し，敗戦後における人々のアンビバ

レントな感情とその裏側に潜むイデオロギーに迫る。

現在，政府により「すべての女性が輝く社会づくり」

が推進されている一方で，2018年は官僚のセクハラ

疑惑や，性別で合格／不合格を差別した東京医科大不

正入試問題，国際的な動きに呼応した #MeToo 運動

などが起こった。ジェンダー，セクシュアリティに関

する成果も得られているので，いくつか紹介しておき

たい。木本喜美子編『家族・地域のなかの女性と労働』

（明石書店）は，戦後，特に高度経済成長期における

日本の女性たちの労働，生活の実態に迫る。日本の戦 

後においては，女性たちの労働の役割は，（実際の貢

献度の高さにもかかわらず）低い評価を受けてきた。

「主婦の誕生」（オークレー）以降，指摘されてきたよ

うな家庭責任と，戦後日本の製造業（おもに繊維産業）

における労働責任を一手に背負ってきた女性たちの働

きに注目し，彼女たちが当時の日本社会にとって一体

どのような存在であったのかを再評価する。また，関

村オリエ『都市郊外のジェンダー地理学』（古今書院）

は，都市郊外の空間変容を，住民の地域「参加」から

検討した。職住分離構造などに代表されるように，日

本の都市空間は固定的なジェンダー役割とそのイデオ

ロギーを前提として形成されてきた。しかし，グロー

バル化や人口の高齢化などの変化の波とともに，都市

空間の前提は徐々に崩れかけている。こうした点から，

本書は，既存のジェンダーを乗り越えて空間を再構築

していこうとする人々の生活実践の可能性と課題を，

地域・家庭のスケールから改めて捉え直す。これらの

成果に共通するのは，「所与のもの」として当然視さ

れながら不当に評価され，既存のジェンダーに埋もれ

てきた人々の実践の可視化と再評価である。

最後に，福田珠己「ホームの地理学とセクシュアリ

ティの地理学が出会うとき」（空間・社会・地理思想

21）は，ホームとセクシュアリティに関する地理学的

研究を整理する。公／私，抑圧／抵抗など，生きられ

た経験の場としてマルチスケールに開かれたホームだ

が，著者も指摘するように，不思議なことにセクシュ

アリティについての言及はほとんどなされて来なかっ

た。物理的にホームをつくる実践を通じて，アイデン

ティティ共有過程を明らかにしてきたいくつかの研究

においては，これまで可視化されてこなかったレズビ

アンたちの姿を描き出すにも至っている。ミクロで，

多様な場所であるホームと地理学との接点は，今後さ
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ういったアニメツーリズムの延長として，小池拓矢ほ

か「都市におけるアニメショップの分布と地域の関係

性」（地理63-9）では，若者の多くが来訪するアニメ

地域空間の特性を論じている。金延景「若者の新たな

観光・レジャー空間としてのエスニックタウン」（地

理63-9）では，若者の海外旅行離れのなか，大久保コ

リアタウンでの疑似的体験者の増加が示される。高橋

裕「福島県の被災地にみるダークツーリズムの可能

性」（地理63-1～2）では，ツアー体験をもとにダー

クな部分に関する学習効果と地域貢献について語られ

る。池田真利子訳「『アーバンスタディーズ』より「序

論：都市の夜の地理」」（地理空間11-2）では，ヨーロッ

パの都市をおもな事例とするナイトライフ観光につい

ての理論，実証研究が紹介される。

世界遺産もツーリズムの対象となる重要な文化資産

として，近年取り上げられる事が多い。河本大地ほ

か「山間地域におけるグリーンツーリズムと世界遺産

観光の持続可能性」（奈良教育大学紀要67）では，世

界遺産とグリーンツーリズムの相乗効果による持続

可能性が語られる。Kajihara Hiroyuki et al., ‘Concerns 

and opportunities around cultural heritage in East 

Asian globally important agricultural heritage systems 

(GIAHS)’（Sustainability, 10-4）では，日本，韓国，中

国という東アジア３国における世界農業遺産への対応

が示される。『地理空間』（11-3）における特集「世界

遺産の創造と場所の商品化」の中で特に文化遺産に関

する論攷として，卯田卓矢「世界遺産斎場御嶽におけ

る来訪者の特性とスピリチュアリティ」では，巡礼意

識とツーリスト意識が日本人と外国人来訪者で違うこ

とが示される。呉羽正昭「オーストリア・ハルシュ

タットにおける世界遺産登録地の商品化」では，グ

ローバル化に伴う国際ツーリズムの浸透により，来客

が許容量を超え，その飽和・過剰状態の解決に迫られ

ていることが明らかにされる。松井圭介「潜伏キリシ

タンは何を語るか」では，長崎と天草地方の潜伏キリ

シタン関連遺産の世界文化遺産への登録過程で，必ず

しも地元の想いを反映するものではない形で変更され

たストーリーを地元がどう語るかその重要性が指摘さ

れる。この他，観光文化資源としての歴史的町並みの

保存・修景に関して岡島建・田所正敏「歴史的町並み

の形成と住民意識」（国士舘大学地理学報告26）や新

たに形成されたババリア風町並みに関する杉浦直「エ

スニックテーマ型ツーリストタウン「レブンワース」

と農村を繋ぐ文化的食品であり，その文化を語ること

が地域振興の可能性を拡大することが主張される。

物質文化として，われわれの生活にとって身近な

存在であるタケに関する『地理』（63-5）の特集では，

鳥居厚志「日本におけるタケと近年の竹林の拡大」で，

放棄竹林の拡大問題が指摘される。原子壮太「焼畑農

耕民のタケ利用の特性」では，タンザニア南部でタケ

が樹液酒や建材，日用品素材として利用されることが

語られる。﨑谷久義「ふるさとを守る　筍産地を守る」

では，ふるさと原風景再生プロジェクトの取り組みが

紹介される。河本大地「茶道に欠かせぬ茶筌の産地」

および春日千鶴葉ほか「奈良県生駒市高山町における

茶筌製造業の現状と展望」（奈良教育大学紀要67）では，

茶筌製造をめぐる厳しい状況が語られる。

産業，特に漁業等に関わる文化を扱ったものとし

て，佐野静代「近世における「水田漁猟」の展開と河

川流域の環境変化」（史林101-3）では，環境史の視点

から近世畿内における魚および水鳥漁猟が保たれてき

た背景に都市需要のあったことが示される。篠原秀一

「北海道水産業の量的「衰退」と質的「向上」」（地理

63-8）では，生産減の一方でブランド化の浸透が進む，

経済を文化が凌駕する状況が示される。中村周作「佐

賀県における水産業の展開」（宮崎大学教育学部紀要

社会科学90）では，佐賀県水産業史についてノリ養殖

を中心に把握した後，有明海の代表珍魚介を‘有明七

珍’のブランドで売り出し，地域おこしを図りうるこ

とが提唱される。

文化的資産に関するツーリズムも，近年多くの研究

成果がみられる。森貴由紀「観光における場所の消費

と地域住民の対応」（えりあぐんま24）では，中之条

町における芸術作品成果発表への集客が語られる。コ

ンテンツツーリズム（アニメツーリズム）に関して，

内海敬人ほか「コンテンツツーリズム推進地域におけ

る中心商店街の変化」（立命館地理学30）では，境港

「水木しげるロード」が取り上げられる。また，川添

航ほか「茨城県大洗町におけるツーリズム形態の変容

に伴う観光空間の再編」（地理空間11-1），佐藤壮太ほ

か「リピーターの観光行動からみたアニメツーリズ

ムの持続性」（人文地理学研究38），喜馬佳也乃ほか

「『ガールズ＆パンツァー』ファンにみる聖地・大洗に

おける巡礼行動の特性」（人文地理学研究38）が，い

ずれも茨城県大洗町を事例として，既存観光地がアニ

メの聖地化されることでの地域変容を捉えている。そ
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通じてみる霊場の脱聖地化と広域化」（地理科学73-2）

でも，地域イメージの変容が語られる。有薗正一郎

『近世日本の農耕景観』（あるむ）では，近世農村の

家屋，水田，耕作暦・方法，作物，人糞肥料などが多

面的に語られる。視覚的な景観ではないが，音も重要

な文化要素である。地域の音環境に関して，坂本優紀

「住民による地域のサウンドスケープの発見と活用」

（地理学評論91-3）では，スズムシ（の鳴き声）の地

域資源としての有用性が主張され，地域おこしへの活

用が示される。同じく坂本優紀「石川県金沢市にお

ける用水路が作り出すサウンドスケープ」（地理科学

73-4）では，基調音としての用水路の音から地域のア

イデンティティに迫りうることが語られる。

地誌学，地域研究の成果にも文化に関わるものをあ

げることができる。平岡昭利ほか『図説　日本の島』

（朝倉書店）では，日本の76の島々が紹介されるが，

そのなかに文化的トピックが多く含まれている。杉浦

直「シアトル・パイオニアスクエア」（アルテスリベ

ラレス103）では，旧都心としての地域アイデンティ

ティを維持しつつ再開発を行う事例が示される。池田

真利子「ジェントリフィケーションの過程からみた文

化・消費の役割」（地理学評論91-4）では，旧西ベル

リン市インナーシティにおけるジェントリフィケー

ションの複合的過程のなかで，再活性化に果たした

アートなどの文化と新たな消費活動の意義が示される。

『地理』（63-11）の特集「日本の禹王遺跡と治水神

信仰」では，植村善博「東アジアの禹王遺跡と禹王文

化圏」において，善政君主かつ治水神である禹王遺跡・

文化圏の分布が明らかにされる。谷端郷「京都・鴨川

の禹王伝説」では，京都鴨川の禹王伝説，関口康弘「酒

匂川の治水と文命文化」では，酒匂川の文命（禹王）

文化，水谷容子「近世高須輪中の水害と禹王信仰」で

は，濃尾高須輪中の禹王遺跡が，片山正彦「淀川の近

代治水事業と禹王遺跡」では，淀川の禹王遺跡が，北

原峰樹「高松市の「大禹謨」碑とその系譜」では，高

松市の大禹謨碑が，大邑潤三「日本の禹王遺跡の分類

と立地分析」では，日本における禹王遺跡の分布とそ

れらの性格が語られる。

最後に，山下脩二「市川健夫の地理学」（地理63-11）

では，氏の文化複合論への想いが語られる。浅学なが

ら，過去の偉大な業績・思想を振り返り，新たなる文

化地理学の創造に邁進することを志としたい。

の構築とその本質」（季刊地理学69-4）が得られた。

旅の歴史地理についても，多彩な研究成果がみら

れる。関戸明子『草津温泉の社会史』（青弓社）では，

温泉観光地草津の社会形成史が多面的史資料から明ら

かにされる。また，関戸明子「江戸後期の草津温泉絵

図の記載内容に関する考察」（歴史地理学60-4）では，

江戸後期板行の温泉絵図を解析することによって，草

津温泉の特徴と同時期の変容が論じられる。村上晴澄

「室町時代の紀行文からみる瀬戸内海の旅」（歴史地理

学60-1）では，紀行文より足利義満の厳島詣での旅の

詳細が明らかにされる。また，谷崎友紀「近世初期の

歌枕を中心とした京都見物」（歴史地理学60-3）でも，

石出常軒の『所歴日記』の記述より，その旅の詳細が

明らかにされる。

地域・社会の歴史・文化を公開する博物館に関して，

矢ケ﨑典隆編『移民社会アメリカの記憶と継承』（学

文社）では，アメリカ合衆国の地域像を各地のエスニッ

クイベントや移民博物館から読み解いており興味深い。 

また，Kawashima Kazuhito, ‘Geography and the founding 

of open-air museums in Wales and Ireland’（立命館地理

学30）では，ウェールズとアイルランドにおける野外

博物館に果たした地理学の意義について紹介している。

固有の文化を有するエスニックグループの展開に関

して，高橋健太郎「中国広州市におけるムスリムの

増加・多様化と地域への影響」（地域学研究31）では，

多様なムスリム社会の形成による地域変容が語られる。

堤純編『変貌する現代オーストラリアの都市社会』

（筑波大学出版会）では，急増するアジア系移民など

による多文化化に伴う都市地域構造の変容の状況が明

らかにされる。また，山下亜紀郎・羽田司「ブラジル

北東部サンフランシスコ川中流域における日系入植者

の社会経済特性の変遷」（地理空間11-2）では，日系

人が日本文化の伝導に寄与してきたことが語られる。

地域文化景観や風景について，阿部美香『歌川広重

の声を聴く』（京都大学学術出版会）では，江戸後期

に活躍した歌川広重の描く名所風景が社会的に共有さ

れた景観イメージとして探求される。津川康雄『ラン

ドマーク』（古今書院）では，地域アイデンティティ

の表象としてのタワーや山など様々なランドマークが

地域構造との絡みで語られる。また，菅原孝太「湘

南イメージの変遷について」（国士舘大学地理学報告

26）では，タウン誌を資料として湘南の地域イメージ 

の変遷の分析が，鈴木晃志郎ほか「口コミの効果を
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う。犯罪発生の環境要因が地域の集計レベルによって

異なることを明らかにした上杉昌也・樋野公宏「街区

および近隣スケールにおける犯罪発生の環境要因」（地

理学評論91-3）や，さらに居住者特性との関係を考慮

した上杉昌也ほか「ジオデモグラフィクスによる社会

地区類型を活用した窃盗犯の発生要因に関する小地域

分析」（E-journal GEO, 13-1）などは，空間スケール

と地域的文脈の問題に関心を払う地理学にとって，マ

ルチレベル分析がきわめて有効な分析方法であること

を示している。また，居住者特性の指標として用いら

れた「Experian Mosaic Japan」のデータは，全国学力

テストをもとにした教育水準における社会経済的要因

とそれを除いた学校間格差を明らかにした上杉昌也・

矢野桂司「ジオデモグラフィクスを用いた教育水準の

学校間格差の評価」（人文地理70-2）でも効果的に用

いられている。コストはかかるが汎用性の高いデータ

の利用は，効率よく研究を進めるうえで不可欠なのか

もしれないが，対象とする現象や研究の目的に即した

データとして生成されているか否かについては留意す

る必要があるだろう。

分析方法としては伝統的ではあるが，重回帰分析

を用いて化学肥料と農薬の使用の促進要因を探った

原裕太・西前出「陝北黄土高原における農業生産構

造の変化が化学肥料・農薬使用量の増加に及ぼす影

響」（E-journal GEO, 13-2）や，年齢階級別熱中症死

亡率と気温との関係における地域差および年次・季節

変動を検討した Fujibe Fumiaki et al., ‘Spatial and temporal 

features of heat stroke mortality in Japan and their relation 

to temperature variations, 1999–2014’（地理学評論 Ser.B 

91-1）などのように，丹念な現地調査や多角的なデー

タの観察をふまえた考察は，分析結果の解釈に説得力

を持たせる。また，フランスの案内書に記述された雰

囲気の描写を語句の連鎖や関係性から分析するための

多様な計量的方法を模索する滝波章弘「雰囲気言説に

関する計量テクスト分析」（理論地理学ノート20）か

らは，著者自身のこれまでの研究を方法論的に乗り越

えようとする意思を感じる。

現象の空間的関係に着目する地理学ならではのモデ

ルの適用例として，高橋環太郎「太平洋の島嶼地域に

おける２つの流動量の決定要因の比較」（経済地理学

年報64-1）では，太平洋の島嶼地域における観光客流

動量と海外送金流動量の規定要因について重力モデル

を前提とした分析を行なっている。データの分布に対

■数理・計量・地理情報

石﨑研二

長きに渡って日本における当該分野をリードしてき

た石川義孝は，「機関誌『人文地理』の国際化に向け

て」（人文地理70-1）において，研究成果を海外に向

けて情報発信する重要性を説き，世界の著名な英文雑

誌への積極的な投稿を促している。こうした期待に応

える研究者が多いのは，数理・計量・地理情報分野の

特徴といえるだろう。たとえば，Hanaoka Kazumasa, 

‘New insights on relationships between street crimes 

and ambient population’（Environment and Planning B, 

45-2）は，時間帯別のひったくり犯罪の分布と携帯電

話の位置情報を用いた動的人口 ambient population の

関係について，ロジスティック回帰などを用いて昼夜

間の分布の差異を明らかにしており，新たなデータの

可能性を模索しつつ，先端的な研究成果を海外に向け

て発信している。同様に，回帰分析における距離変数

の多重共線性の問題を軽減する，データのサンプル地

点の配置方法について論じた Sadahiro Yukio and Wang 

Yan, ‘Configuration of sample points for the reduction 

of multicollinearity in regression models with distance 

variables’（Annals of Regional Science, 61-2）などのよ

うに，日本語の成果を英語に翻訳することも重要な情

報発信なのかもしれない。なお，統計分析フリーソ

フト R を用いた地理空間データ分析の教科書として，

Chris Brunsdon and Lex Comber（湯谷啓明ほか訳）『R 

による地理空間データ解析入門』（共立出版）が翻訳

された。貞広幸雄ほか編『空間解析入門』（朝倉書店）

と合わせて，先端的な分析方法を学ぶ糸口となるだ

ろう。

海外への発信能力に長けた研究者は，同時に生産性

の高い研究者でもある。国勢調査における未回収・未

回答などの「不詳」データの地理的偏りと都市化度と

の関係について，マルチレベル分析を用いて明らかに

した埴淵知哉ほか「国勢調査小地域集計データにおけ

る「不詳」分布の地理的特徴」（地理学評論91-1）を

はじめとして，社会調査・地域調査の諸問題に関する

著者らのこれまでの精力的な研究成果は，埴淵知哉・

村中亮夫編『地域と統計』（ナカニシヤ出版）として

一冊の本にまとめられている。地域的文脈の視点から

社会関係資本の概念の再考を促す埴淵知哉編『社会関

係資本の地域分析』（ナカニシヤ出版）とともに，地

理学の方法論の有用性を広く世に問うた好著といえよ
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データの基盤整備とともにそれを適切に活用するた

めのスキルを磨くことも必要である。河端瑞貴『経

済・政策分析のための GIS 入門　１』（古今書院）と

河端瑞貴編『経済・政策分析のための GIS 入門　２』

（古今書院）は，データ利用の基礎から応用的な分析

に至るまでの ArcGIS の操作方法について手際よくま

とめている。また，コストを気にすることなく気軽

に利用できるフリー GIS ソフトとしてよく知られる 

MANDARA の改良に伴って，谷謙二『フリー GIS ソ

フト MANDARA10入門』（古今書院）および谷謙二

『フリー GIS ソフト MANDARA10パーフェクトマス

ター』（古今書院）が刊行された。四半世紀に渡って 

MANDARA の開発を継続してきたことの意義は大き

い。あらためて氏の熱意と努力に対して頭が下がる思

いである。

自由に利用可能なデータとソフトの普及は，とりわ

け教育の現場で効用をもたらすと思われる。2022年

度から実施される「地理総合」が GIS や地理情報の

リテラシー教育として位置づけられることを碓井照子

「地理空間情報社会における「地理総合」の重要性」（碓

井照子編『「地理総合」ではじまる地理教育』古今書

院）は指摘している。GIS の活用が高等学校の地理教

育の柱の一つとして期待される一方，現場の教員への 

GIS 利用を適切に指南することも必要だろう。『GIS-理

論と応用』（26-2）では特集「AR を利用した地理教育」

が組まれ，現地と付加情報をつなぐ位置情報型 AR の

地理教育への有用性と高等学校での実践が紹介されて

いる。具体的には，井田仁康・伊藤悟「地理教育にお

ける AR（拡張現実）技術の有用性」，伊藤悟ほか「AR 

を利用した地理教育」，秋本弘章ほか「高等学校地理

フィールドワークにおける AR と Google Maps の活

用」，鵜川義弘ほか「Google マイマップを使う教育用 

AR アプリの開発」を参照されたい。とくに牧野隆平・

山本佳世子「地理教育における利活用を考慮した時空

間情報システム」では，歴史的変化を加味した空間情

報を提供する時空間情報システムの構築と利用者の評

価について検討し，地理教育への応用可能性を探って

いる。３次元景観地図の復原方法と博物館展示を紹介

した早川裕弌ほか「古景観の復原における３次元景

観情報を用いた地理的想像の喚起」（E-journal GEO, 

13-1）の例からもわかるように，教育利用もさること

ながら，素朴に地図あるいは地図作製のプロセスを楽

しむ機会として，こうしたシステムが活用されること

応した適切な確率分布と変数選択に注意を払うことは

重要であるが，島嶼地域という物理的特性を考えたと

きに首都間距離が地域間の空間的関係を表す指標とし

て適切か否かについては，今後検討の余地があるだろ

う。また，近い将来における一般廃棄物焼却施設の統

廃合を想定した板谷侑生「人口減少下の北海道にお

ける一般廃棄物焼却施設の統廃合」（GIS-理論と応用

26-1）では，施設の最適配置を求める立地・配分モデ

ルを用いてシナリオ分析を試みている。最適な基準と

して用いる指標の妥当性が問われるモデルではあるが，

客観的に比較可能な代替案を提示することは政策支援

にとって有用な情報提供と思われる。

GIS の普及に伴って利用可能な地域統計データの整

備が進んだ一方で，過去のデータについては手作業に

よる復元が必要な場合がある。梶田真「東京特別区居

住者の社会－空間パターン変化（1965～1980）」（地学

雑誌127-1）では，住居表示実施前後の町丁境界デー

タを作成し，1965年と1980年の東京特別区の社会地

図を描いている。1965年当時は社会経済的地位のセク

ター構造が明瞭ではなかったという指摘は興味深いが，

階級区分をそろえたコロプレスマップの時系列比較の

場合，データの平均と変動の違いによっては，ある年

次では地域差が強調され他の年次では捨象されること

もありうるため，視覚的表現に基づいて解釈すること

の難しさを感じる。他方，利用可能なデータは整備さ

れているものの，それが研究者にとって必ずしも利用

しやすいデータベースではない場合もある。澁木智之

「全国農地ナビのデータ取得と圃場分散の状況分析へ

の適用」（季刊地理学70-2）は，農地情報を自動で取

得できるプログラミングを開発し GIS を用いた圃場分

散指標について検討している。なお，田口仁ほか「水

害地形分類図デジタルアーカイブの構築と公開」（GIS-

理論と応用26-1）は，水害地形分類図のデジタルアー

カイブ化の取り組みを紹介し，二次利用が可能な利用

ルールを明らかにし GIS データの公開に努めている。

岩崎亘典・飯田哲「Web 地図画像の利用と著作権法」

（GIS-理論と応用26-1）や横澤直人・関本義秀「地理

空間情報整備の実態把握に向けた基礎的データの作

成と公開」（GIS-理論と応用26-2）が指摘するように，

簡便に利用可能なデータにおける著作権侵害の問題や，

十分に把握されていないデータの整備状況など，GIS 

データの整備・利用には検討すべき課題があることも

事実である。
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ら高さに基づいて建物の建築時期を推定し，広島土石

流被害の実態を明らかにした田中圭・中田高「2014

年広島土石流災害による建物被害の立地分析」（地理

学評論91-1）などが得られた。こうした災害情報の収

集に活躍するドローンについては，『地理』（63-2）で

特集「ドローンの利活用と情報発信」が組まれてお

り，また，山岸宏光編『防災・環境のための GIS』（古

今書院）は，災害研究への GIS の応用可能性を探る

うえで必読書となるだろう。東日本大震災に関しては，

藤田昌久ほか『復興の空間経済学』（日本経済新聞出

版社）が得られた。空間経済学のモデルの説明は補論

に委ね，主に統計データから震災前後の東北の姿を読

み取る構成は，空間経済学という研究分野に関心を寄

せるきっかけにはなるかもしれないが，どこか物足り

なさを感じる。その物足りなさは東北地理学会編『東

日本大震災と地理学』（東北地理学会）で埋められる

だろう。

概観すると，多様かつ大量のデータが利用可能とな

り，方法論の精緻化も進んでいるのが数理・計量・地

理情報分野の現状といえる。冒頭の石川義孝の言葉を

実現できる研究者がいることも頼もしい。ただし，中

澤高志「政治経済学的人口地理学の可能性」（経済地

理学年報64-3）が「地図，GIS，データといった地理

学にとって不可欠なインフラであり，価値中立的で客

観的であると考えられてきたものの政治性を問うべき」

（p. 176）と指摘しているように，扱うデータや方法論

の批判的検討を怠らない姿勢は，今も昔も変わらず必

要なのではなかろうか。

■地理教育

秋本弘章

2018年３月，次期高等学校学習指導要領の告示が

なされた。2022年度から高等学校において「地理総合」

が必履修となる。「地理」は1970年版学習指導要領ま

では，事実上の必履修科目であったが，1978年版学

習指導要領で選択科目となった。以後40年間地理教育

にとって厳しい時代が続いてきた。その状況がようや

く改善されることなる。

碓井照子編『「地理総合」ではじまる地理教育』（古

今書院）では，地理教育の本質や意義，地理必履修化

に至るまでの経緯，必履修化に向けての課題などがま

とめられており，今後の高校地理教育を考えるうえで

は，結果的に地理学への関心につながると思われる。

その意味で，地図の歴史から認知地図，そしてデジタ

ル地図に至るまで，広範な知識をもとに地図の魅力を

十二分に語る若林芳樹『地図の進化論』（創元社）は，

多くの読者を地理学の世界へと誘う「地図のたのしみ」

にあふれている。

地理空間情報社会の新たな展開として，E-journal 

GEO（13-1）では，特集「ミクロスケールデータの拡

充が人文地理学に与える変革」が組まれ，田中耕市「特

集「ミクロスケールデータの拡充が人文地理学に与え

る変革」によせて」では，分野の壁を越えたビッグ

データの利用可能性と成果の共有を指摘している。小

地域単位の将来人口を推定する独自の方法を考案した

井上孝「「全国小地域別将来人口推計システム」正規

版の公開について」や，電話帳データから商業集積地

域を生成する方法を検討した秋山祐樹「マイクロジオ

データを用いた日本全国の商業集積地域の分布把握」

などによるデータベースの構築と公開は，データ利用

の目的が明確であるがゆえに，さまざまな分野での活

用が期待される。本特集では，こうしたデータの利用

例として駒木伸比古「業種構成からみた中心市街地活

性化基本計画認定都市における商業集積状況」や関根

智子「GIS による近接性研究の進展」の報告が得られ

た。また，災害時における流動人口の被害推定に役立

つ，携帯電話の移動履歴に基づいた人流データを開発

した小川芳樹ほか「ジオビッグデータを用いた多様な

シナリオに基づく南海トラフ地震津波の人的被害推

定」（E-journal GEO, 13-1）や，位置情報のみならず

被害や復旧などの災害状況を示す精度の高い情報を抽

出する方法について検討した服部充典・西村昭治「位

置情報付きツイートから状況可視化のためのノイズリ

ダクション手法の検討」（GIS-理論と応用26-1）などは，

災害時の実際の状況を把握するための有益な方法論を

提示している。

災害研究への GIS の応用例として，避難施設の収

容超過を想定した避難先の到達可能性をシミュレー

ションした岩井優祈「浜松市沿岸地域における津波

避難先への到達可能性に関する研究」（地理空間11-2），

新たな都市域内水氾濫シミュレーションの結果に基づ

いたハザードマップの情報提供と可視化を提案したツ

アンイリ・大佛俊泰「GIS を用いた内水氾濫ハザード

マップのイメージ情報に関する研究」（GIS-理論と応用

26-2），そして，過去の空中写真などの重ね合わせか
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について地理教育とのかかわりが述べられている。

概念的理解を促す基盤となるのは，個々の具体的事

象を分析する技能（スキル）である。地理教育におい

て重視される技能のひとつにグラフィカシーがある。

写真や画像，グラフ等の読解力のことである。加賀美

雅弘・荒井正剛編『景観写真で読み解く地理』（古今

書院）は，地理教育で求められる技能を具体的に提示

したものである。

地理教育の在り方については，本来小学校から高等

学校，大学まで一貫した議論が求められている。中学

校を対象にした論考としては，竹内裕一「新学習指導

要領をどう読むか」（地理教育47）がある。また，吉

水裕也編『本当は地理が苦手な先生のための中学社会

地理的分野の授業デザイン＆実践モデル』（明治図書）

は，新学習指導要領を念頭に「概念的理解」を目指す

中学校社会科地理的分野の授業展開のすぐれた事例が

掲載されている。

小学校に関していえば，中学校や高等学校と異なり

「地理」とは明示されていない。そうした中にあって，

吉田和義『手描き地図分析からみた知覚環境発達プロ

セス』（風間書房）は，小学校における地理的学習の

在り方を考えるうえでの貴重な基礎資料となる。また

栗田明典「小学校社会科における世界地誌的学習の在

り方」（新地理66-1）では，小学校での外国語学習の

教科化に際して注目されつつある世界地誌的学習を社

会的（地理的）見方・考え方にもとづいて構造化して

いる。服部太「地図の活用を通した社会科教育におけ

る空間認識の育成」（地図56-1）は，小学校における

地図学習の在り方を論じた。

大学等おける教育実践として，河本大地「大学初

年次における「身近な地域」の調査とウィキペディ

ア編集」（E-journal GEO, 13-2），阪上弘彬・川端光昭

「高等専門学校における地理と土木とが連携したモビ

リティ・マネジメント教育の意義」（E-journal GEO, 

13-2）がえられた。いずれもいわゆるアクティブ・ラー

ニングの実践ということが言えよう。

地理教育を支える教員養成・研修に関して，前述の

『「地理総合」ではじまる地理教育』第３章に５本の論

考がある。そのほか小林昌美「松戸市における低学年

児童の空間認識の発達傾向の考察をもとにした教員養

成課程における力量形成の方法についての考察」（新

地理66-2）は，児童に「空間認識力」を身に付けさせ

る授業を実践できる教員養成について検討している。

の足掛かりとなる。『科学』（88-2）では「これからの

地理教育―持続可能な社会づくりのための教科へ」と

いう特集が組まれた。９本の論考があり，第一線の地

理学研究者がこれからの地理教育のありようについて

述べている。また，経済地理学会関東支部７月例会で

も取り上げられ『経済地理学年報』（64-3）にフォー

ラム記事として５本の報告が掲載された。須原洋次「高

校地理教育実践の課題と展望」（人文地理70-1）では，

地理必履修化が現実化する中で期待と課題についてま

とめた。

これらの論考でも論じられているが，「地理総合」

の必履修化に際し，最も大きな問題となるのは教員の

確保である。40年にもわたって，選択科目の地位にお

かれていたため，十分な数の教員を確保できない恐れ

がある。また，現職教員についても，新しい「地理」

の内容や方法について学んでいく必要があろう。

こうした中で，現職教員を念頭に置いた地理学の概

説書や教授法にかかわる多くの良書が出版されたこと

も注目に値する。長谷川直子編『今こそ学ぼう地理の

基本』（山川出版社），水野一晴『世界がわかる地理学

入門』（筑摩書房）である。前者はトピック的な方法で，

後者は地誌的な方法で基礎・基本をわかりやすくまと

めている。矢ケ﨑典隆ほか編『グローバリゼーション』

（朝倉書店），矢ケ﨑典隆ほか編『ローカリゼーション』

（朝倉書店），矢ケ﨑典隆ほか編『サステイナビリティ』

（朝倉書店）は，必履修科目「地理総合」のキーワー

ドにも対応しており，新しい「地誌」学習の在り方を

示唆したものといえる。

近年の教育改革においては，コンピテンシーの重視，

すなわち「何を知っているか」ではなく「知っている

ことを使って何ができるのか」が重視される。「何が

できるか」を具現化するためには，諸事象について単

なる個別的な知識ではなく，概念的な理解が求められ

る。地理における概念的理解，すなわち「地理的見方・

考え方」については以前から論ぜられてきたが，次期

学習指導要領が告示されたことで，改めて注目を集め

た。前述の『「地理総合」ではじまる地理教育』の第

１章の論考のほか，江口勇治監修『21世紀の教育に求

められる「社会的な見方・考え方」』（帝国書院）の第

２章「地理的な見方・考え方を目指す中等社会科・地

理歴史科の実践理論」には６本の論文が収められてい

る。また，井田仁康「新学習指導要領におけるアク

ティブ・ラーニング」（学術の動向23-2）では，「対話」
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防災に関しては，日本地理学会春季学術大会にお

いて，「「地理総合」と防災・持続可能な社会の構築」

をテーマに地理教育公開講座が開催された。『新地理』

（66-2）に３本の報告とコメント，総括がまとめられ

ている。同じ大会で日本地理学会災害対応委員会が「地

形分類図」をテーマにシンポジウムを開催し，『地理』

（63-10）で報告している。その中で，浅川俊夫「中等

地理教育における地形分類図活用の現状と課題」（地

理63-10）は地形分類図の中等地理教育での活用につ

いて具体的に述べている。また，香川貴志「三陸被災

地で防災・減災教育を学ぶ」と題する３本の論考（京

都教育大学環境教育研究年報26，京都教育大学教育実

践研究紀要18）は，教職課程における実践の記録であ

る。ここで学んだ学生の，教育現場での活躍が期待さ

れる。防災教育といえば自然災害について扱われるこ

とが多かった。日本社会科教育学会編『社会科教育と

災害・防災学習』（明石書店）では，人災ともいえる

福島の原発事故についての社会科・地理教育で取り組

みが記されている。

ESD・国際理解教育に関しては，井上貴司「社会参

画から持続可能な社会の担い手を育む」（学術の動向

23-2）で，地域での活動を含んだ実践例を示した。渡

邊信之「チョコレートから世界を観る」（地理63-5）は，

優れた教材開発と実践の報告である。こうした教材と

実践は地理教育を豊かなものにすることはうたがいの

ないことである。ESD・国際理解教育においては，基

礎的な知識の習得も重要である。蓮池理之「中学生の

世界認識の実態に関する研究」（新地理66-1）は中学

生の調査から，基礎的な知識が不十分であることを指

摘し，今後の課題について言及している。南春英「韓

国の高校地理教科書における日本に関する記述の変遷」

（人文地理70-1）はとりわけ難しいとされる隣国を理

解するうえで基本的な文献となる。

ESD と直接かかわる学習方法としてシステムアプ

ローチが注目された。アーミン・レンプフラー「地理

教育における地理システムコンピテンシー開発」（新

地理66-3）は開発プロジェクト代表者がその意義に

ついて教材例を交えながら述べている。また今野良

祐「世界遺産をテーマとした地理授業とシステムアプ

ローチ」（新地理66-3）では，この手法で開発した授

業実践が述べられている。

地図・GIS に関しても大きな関心が寄せられている。

氷見山幸夫「環境地図展を通じたアウトリーチの推

植木岳雪「教員免許状更新講習による地理のアウト

リーチ」（E-journal GEO, 13-1）では，千葉科学大学

における教員免許状更新講習の実践を紹介した。吉田

和義「中学校社会科・高等学校地理歴史科における地

域調査と地図活用」（教育学論集70）では，地域調査

にかかわる研修を紹介している。竹内裕一「「地理総

合」を支える系統的な教員研修の必要性」（経済地理

学年報64-3）では，教員免許認定講習を例に系統的な

教員研修の意義を述べた。志村喬「学校教育で「持続

可能な社会づくり」を実現する教員養成のあり方」（科

学88-2）では英国を中心にした教員養成システムを紹

介した。

ところで地理教育改革の動きは，わが国に限ったこ

とではない。このあたりの事情は，井田仁康による連

載記事「地理教育はどう変わる？世界の地理教育最前

線」（社会科教育708～716）で，簡潔に述べられている。

阪上弘彬『ドイツ地理教育改革と ESD の展開』（古今

書院）はドイツにおける地理教育改革の動向を ESD 

という観点から詳細に分析している。管野友佳「小中

高一貫地理カリキュラムにおける地理的概念の原理」

（新地理66-3）では地理的な概念がカリキュラムにど

のように位置づけられているかについてオーストラリ

ア・ニューサウスウェールズ州地理シラバス2015年

版を例に検討した。

国際的な動向は国際地理オリンピックに端的に表れ

ている。日本は国際地理オリンピックに組織的に参加

してから12年になる。井田仁康は「国際地理オリン

ピックにおける地球環境における出題傾向」（学術の

動向23-7）で，これまでの経緯を簡潔にまとめるとと

もに，国際地理オリンピックの問題を具体的に提示し

ながらその方向性を論じている。国際地理オリンピッ

ク日本委員会実行委員会『地理オリンピックへの招待

―公式ガイドブック・問題集』（古今書院）では，具

体的な試験問題を通じて地理教育ではどのような力が

目指されるのが示されている。なお，国内強化研修会

については，山本隆太他「ジオパークで「持続可能な

地域づくり」を学ぶ」（地理63-8），国際大会について

は大谷誠一他「第15回国際地理オリンピックケベッ

ク大会報告」（地理63-12）で報告されている。いずれも，

今後の地理教育のありようを考えるうえでも参考になる。

教育内容から見ると，「地理総合」の柱は「防災」

と「ESD・国際理解」であり，それを支える地理特有

の技能として「地図・GIS」があげられている。
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小林汎「高校地理実践の課題と展望」（『中等社会科の

研究』三恵社）では，社会科としての「地理」を追求

してきた豊田薫らの業績を紹介した。

教育に関する地理学的研究にも，興味深い論考が得

られた。長尾悠里「埼玉県秩父市大滝地区における学

校統合と校区への諦観との関係」（人文地理70-2）で

は学校の統廃合にかかわる地域社会の対応を論じた。

上杉昌也・矢野桂司「ジオデモグラフィクスを用いた

教育水準の学校間格差の評価」（人文地理70-2）はい

わゆる学力格差の問題を小地域で検討したものである。

教育関係者の間では感覚的に把握していたものを実証

したものとして今後の教育政策を考えるうえで貴重な

資料となる。澤田康徳「養護教諭の暑熱に対する関心

契機と認識」（地理学評論91-6）は，熊谷市の小中学

校養護教諭を対象にしたアンケートを基に，関心の契

機を明らかにし，空間認識や認識理由を明らかにした。

■人口

山口泰史

日本の人口は2018年も引き続き減少基調であり，３

月に国立社会保障・人口問題研究所（社人研）が公表

した都道府県及び市区町村の将来推計人口も全体的に

厳しい結果となった。鈴木透ほか「日本の地域別将来

推計人口（平成30（2018）年推計）」（人口問題研究

74-2）は，2015年の国勢調査を基に，全国の都道府県

と市区町村（福島県を除く）人口について2045年ま

での推計結果を概説している。いくつか特徴を挙げる

と，2010年～2015年では39道府県で人口が減少したが，

2030年～2035年以降はすべての都道府県で人口が減

少する。一方で，2015年に全国の28.4％を占めていた

南関東（埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県）の人口は，

2045年には31.9％を占める。また，2045年にはすべて

の都道府県で65歳以上の高齢者人口が３割を超え，東

京都や神奈川県では2015年から2045年にかけて高齢

者人口が30％以上増加する。つまり，人口減少，人口

の大都市圏集中，高齢化と，３つの大きな波が今後一

気に押し寄せることになる。市区町村別人口について

も，2015年には14.8％だった5,000人未満の市区町村

が，2045年には４分の１以上（26.4％）となる。そし

て，高齢者人口が５割以上の市区町村は，2015年は

１％未満だったが，2045年には約３割（27.6％）に増

加する。したがって，国や地域の将来像を描くにあたっ

進」（E-journal GEO, 13-1）では，環境地図展を例に

その教育的意義と大学におけるアウトリーチの在り方

を示した。『新地理』（66-1）には，日本地理教育学会

2017年11月例会「次期学習指導要領における小中高の

系統的 GIS 指導の構築に向けて」の，『新地理』（66-2）

には日本地理教育学会１月例会「小中高の地図学習の

在り方」の報告が掲載されている。

『GIS-理論と応用』（26-2）では「AR を利用した地

理教育」をテーマとした５本の論考からなる特集が組

まれた。井田仁康・伊藤悟「地理教育における AR（拡

張現実）技術の有用性」では，AR の地理教育での利

用可能性を論じている。伊藤悟ほか「AR を利用した

地理教育」，秋本弘章ほか「高等学校地理フィールド

ワークにおける AR と Google Maps の活用」は，高等

学校における実践報告である。前者は AR と GIS の両

者を利用した授業が提案されている。後者は，学年規

模での行事での実践例であり，地域情報を提供するの

ではなく，課題を提示することで教育的意義が大きく

なることを述べている。鵜川義弘ほか「Google マイ

マップを使う教育用 AR アプリの開発」は，上記２論

文で活用した AR システムの技術開発に関する論考で

ある。また，牧野隆平・山本佳世子「地理教育におけ

る利活用を考慮した時空間情報システム」は教室での

利用を前提に，AR システムのさらなる拡張をめざし

たものである。

また，地理教育の新たなテーマとして「観光」も注

目された。日本地理学会地理教育公開講座「高校新設

科目「地理探究」と観光教育」の報告として，『新地理』

（66-3）には３本の報告とコメントが掲載された。

ところで，現状の地理教育の課題として，用語問題

も取り上げられた。山本政一郎・尾方隆幸「高等学校

の地理教育・地学教育における教科書用語の問題点」

（E-journal GEO, 13-1）では，主として自然地理的内

容に関して学術用語と教育用語のズレについての問題

を指摘している。高柳長直「企業的農業の謎」（経済

地理学年報64-3）では，「企業的農業」を取り上げそ

のあいまいさを指摘した。これらの問題は，教育現場

だけで対応できるものではない。学界からの積極的な

関与が期待される。

新学習指導要領の公示を期に戦後の地理教育につい

ての振り返りがみられたことも特徴であろう。相澤善

雄「小峯勇の地理教育」（新地理66-2）では，地理学

に立脚した地理教育の実践を振り返っている。一方，
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一定期間地方に居住して地方創生に貢献した後は，永

住資格を取得できることを提案している。中川雅貴ほ

か「都道府県別にみた外国人の自然動態」（人口問題

研究74-4）でも，日本国内における外国人の在留期間

の短さが，国の合計特殊出生率を引き下げているとし

ており，国の人口減少を本気で何とかしたいと考える

ならば，やはり移民の議論は避けて通れないだろう。

一方で，神谷浩夫・丹羽孝仁編『若者たちの海外

就職』（ナカニシヤ出版）では，海外で現地採用され

る日本人の若者（特に女性）が増えている現状を，上

海，バンコク，デュッセルドルフを事例にルポルター

ジュしている。そして，彼ら（彼女ら）は日本から海

外勤務を命ぜられたエリート層ではなく，現地では非

エリート層であることを赤裸々に描いている。

日本は島国であることから，これまで人口移動研究

は国内が中心であったが，先の移民や海外就職の議論

も含め，今後は国際人口移動も重要かつ主要な研究課

題となることを予感させる。

もちろん，国内人口移動研究も実り多い年であった。

小池司朗「新潟県内20市の人口移動分析」（人口問題

研究74-1，74-3）は，1980～2015年の県内・県外移動を

人口構造要因とモビリティ要因に分解し，モビリティ

変化について，期間別及び県内・県外移動別の分析を

行った。そして，比較的良好な結果が得られたことから，

地域人口推計において困難を伴う仮定値である，移動

率の将来推計に応用できる可能性があると指摘してい

る。また，森博美「角度情報による東京15–40キロ距

離帯の人口移動特性分析」（経済志林85-4）は，2012

～2015年の住民基本台帳人口移動報告の20歳代移動

について，分析対象とした104の地域対象のうち８割

以上が都心方向への移動特性を持つことを，計量分析

から明らかにした。さらに，山口泰史『若者の就職移

動と居住地選択』（古今書院）は，地域の継続的な活

性化には若年層の存在が欠かせないにもかかわらず，

若年層の移動研究は間接的なデータの分析に基づくも

のが多いことを問題視した上で，さまざまな方法論を

用いて，地方圏出身若年層の人口移動の実態を体系的

に明らかにすることを試みている。

一方，高橋昂輝「奄美大島における I ターン者の選

別・受入を通じた集落の維持」（E-journal GEO, 13-1）

は人口移動の社会学的側面に着目し，I ターン者が住

居を確保するには，住宅所有者の社会的ネットワーク，

すなわち集落行事に参加することが求められ，そこで

て，もはや人口問題は避けて通れない状況にある。な

お，12月には推計結果の詳細な報告書である『日本の

地域別将来推計人口』（国立社会保障・人口問題研究

所）が発刊された。

市区町村よりミクロな小地域の将来推計人口につい

ては，井上孝「「全国小地域別将来人口推計システム」

正規版の公開について」（E-journal GEO, 13-1）が大

きな貢献をした。井上は，小地域（町丁・字）別の長

期（2015～2060年）にわたる日本全国の推計人口（男

女５歳階級別）を，初めて Web 上に公開した。同論

文はその推計手法や操作方法等を詳述したものであ

る。筆者もアクセスしたが非常に使い勝手が良かった。

地域政策にかかわる行政職員等には重宝されるだろ

う。なお，特集「「全国小地域別将来人口推計システ

ム」のデータを用いた諸考察」を組んだ『ESTRELA』

（295）には，井上孝ほか「「全国小地域別将来人口推

計システム」のデータからみる日本の人口減少と少子

高齢化」，井上孝・小松真治「「全国小地域別将来人口

推計システム」のデータによる三大都市圏の距離帯別

推計」，井上孝・井上希「「全国小地域別将来人口推計

システム」のデータによる標高・傾斜度別推計」が収

録され，井上孝「「全国小地域別将来人口推計システム」

のデータを用いた都市・農村別推計」（統計69-10）で

も同システムの分析結果が考察されている。

さらに，原俊彦・吉村暢彦「地域別将来推計人口の 

GIS への投影」（札幌市立大学研究論文集12-1）では，

札幌市を対象として，2015～2020年の，進学期，就職期，

高齢期にあたる年代のコーホート変動数を小地域単位

で推計し，GIS を用いて地図化している。今後は社人

研の推計と研究者の推計がより精緻になることで，多

様な地域レベルでの将来人口の議論が深耕することを

期待したい。

ところで，2018年12月８日には改正入管法が可決

され，翌年４月１日から施行された。また，法務省の

外局として出入国在留管理庁が創設された。これは，

国が指定した業種で一定の能力が認められる外国人労

働者に対し，新たな在留資格「特定技能１号」「特定

技能２号」を付与することが柱であり，国は“移民政

策ではない”と強調するが，石川義孝『流入外国人と

日本』（海青社）は，人口減に起因する苦境を打開す

る可能性のある方策として，外国人の流入に期待せざ

るを得ないと主張する。そして，具体的な施策として

在留資格「地方創生１号」「地方創生２号」を付与し，
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ている。このように，都市の規模は違っても，人口の

変動と社会・都市構造の変容は密接な関係にあること

が分かる。なお，海外を事例とした数少ない地理学研

究として，伊藤徹哉「ヨーロッパの人口と大都市の分

布からみた中軸地域の空間特性」（地域研究58）では，

ロンドンとパリを中軸としたヨーロッパの都市構造を

分析し，ブルーバナナ概念をより明確にしている。

先述した地域人口の高齢化は，福祉問題とも深いか

かわりがある。森川洋「2010年・2015年の国勢調査

からみた高齢人口の地域的特徴」（地理科学73-2）で

は，最近の東京大都市圏では高齢化が著しいものの，

東京特別区からの高齢人口の転出は比較的近距離で

あるため，日本版 CCRC（Continuing Care Retirement 

Community）が成功するには，介護が不要な壮年期・

中年期から地方に移住するよう，都民の意識を高め

る必要があると提言している。また，畠山輝雄ほか

「地域包括ケアシステムの圏域構造とローカル・ガバ

ナンス」（E-journal GEO, 13-2）は，小規模自治体で

は，単一の日常生活圏域における地域ケア会議を中心

に集権型のローカル・ガバナンスとなる一方で，人口

規模が大きくなるほど自治体全域と日常生活圏域の重

層的なローカル・ガバナンスによる地域包括ケアシス

テムが構築される傾向にあることを指摘した上で，地

域づくりの視点から，各自治体による地域特性を考慮

した独自のシステム構築が望まれるとしている。さら

に，高木健志「中山間農山村地域における福祉的課題

とソーシャルワークとの関連に関する考察」（山口県

立大学学術情報11）は，戦前の研究者が「農村の社会

生活は，都会のように複雑ではないから社会事業が要

らないと思えば大間違いである」と指摘したことに触

れ，地理的条件に恵まれず，高齢化と人口減少に直面

する中山間地域において“農村ソーシャルワーク”の

実践に関する調査研究が必要だと提起している。

一方，長尾悠里「埼玉県秩父市大滝地区における学

校統合と校区への諦観との関係」（人文地理70-2）は，

学校は教育機能だけでなく，校区の将来性の象徴であ

るとの見地に立ち，将来性への諦めから学校の統廃合

に反対しない校区住民の意識をいささか批判的にとら

えている。

人口問題に関する論考も見られた。森川洋「人口減

少時代における市町村の活力」（人文地理70-2）では，

独自に設定した７つの指標から，日本の市町村を活動

的都市と衰退市町村とに分類し，自身が前年の研究で

の合意形成が，地域社会に適合する人材を選別する役

割を果たすことで，集落維持が図られると結論付けて

いる。これを，限界集落論を反証する事例と位置付け

ている点が興味深い。

また，交流人口の観点から，赤沢克洋・古安理英

子「島嶼地域における旅行の発動要因の充足への期待

と満足に関する定量分析」（地域地理研究24-1）は隠

岐への旅行者に対してアンケート調査を行い，なぜ隠

岐を選び，隠岐に何を求めているのかを分析すること

で，今後のマーケティング展開の方向性を示す試みを

行っている。堀本雅章「沖縄県竹富町鳩間島における

「瑠璃の島」放映後の観光に対する住民意識」（季刊地

理学70-1）は，ドラマ放映後に観光客が急増したこと

を島民はおおむね好意的に受け止めながら，島独自の

憲章や規律を作成し，無秩序な観光化（大型ホテルの

建設等）を阻止していると述べている。人口減少を観

光（交流人口）で補う発想に異を唱えるつもりはない

が，受け入れ側にも相応の覚悟が必要との見識を，こ

れらの研究は伝えている。

歴史的研究も見られた。鈴木允「大正期における

山村地域からの出寄留についての考察」（地理学評論

91-2）では，現在の住民異動届に近い寄留届の綴を分

析して，大正期における山村からの人口流出の実態を

検討している。

次に，人口変動に端を発する社会・都市構造の研

究について，梶田真「東京特別区居住者の社会－空

間パターン変化（1965～1980）」（地学雑誌127-1）は，

インフラの整備や政策による５つの都市改造の結果，

1965年には明瞭な形で出現していなかった都市のセ

クター構造が，1980年には明瞭となったことを地図

データから可視化している。また，熊野貴文「大阪大

都市圏郊外外圏における新設住宅の立地からみた都市

構造の変化」（人文地理70-2）は，奈良県桜井市にお

いて1990年代後半以降，人口減少等から中心市街地

での低・未利用地化が進行したことで，都市構造が低

密度化していることを明らかにしている。その上で，

大阪大都市圏の郊外化の終焉を示唆している。さらに，

川瀬正樹「人口流動と開発動向からみた広域中心都

市・広島の変容」（経済地理学年報64-4）は，広島市

郊外の住宅開発と中心部への周辺県からの人口流入の

減少によって，2000年代半ば頃より中心市街地の中

心性が低下していることを指摘し，商業面でも中心―

郊外の対立から郊外同士の競合に変化していると述べ
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いることであろうか。こうした側面を念頭におきなが

ら，人文地理学者の業績を中心に2018年の本領域の

研究を整理して振り返ってみよう。

中心地システムへの包摂の観点から過疎地域の問題

を論じてきている森川洋は，「人口減少時代における

市町村の活力」（人文地理70-2）でこれまでの成果に

さらに活力の観点から検討を加えている。経済地理学

会編『キーワードで読む経済地理学』（原書房）では，

「中山間地域」を取り上げ，その概念のあいまいさを

批判しつつ「農村や山村という地域区分では，もはや

農業問題が議論できなくなってきたほどに，中間農業

地域における農業の衰退が著しくなってきた」ことを

指摘し，その問題状況を示すとともに（西野寿章「中

山間地域」），その対策が，中山間地域直接支払制度な

どの集落を基盤とした農林業に対する補助事業から地

域おこし協力隊のような人的支援へと展開しているこ

とを簡潔に整理している（作野広和「中山間地域の課

題と可能性」）。長尾悠里「埼玉県秩父市大滝地区に

おける学校統合と校区への諦観との関係」（人文地理

70-2）は，小学校区の再編が地域の将来に対する「諦

め」を促す過程を綿密に描き出している。寺床幸雄

「農業集落と国勢調査小地域との関係性に関する基礎

的分析」（立命館文学656）のように，支援すべき地域・

農村の単位をあらためて検討し直す基礎的な作業が求

められているといえよう。

無人島が生まれる背景を政治的過程として整理した

須山聡「「究極の過疎」無人島の発生」（平岡昭利監修

『離島研究 VI』海青社）は，人口が減少することが短

絡的に島の無人化を結果するわけではないことを指摘

し，今日の限界集落や消滅可能性都市の議論に示唆

するところが大きい。高橋昂輝「奄美大島における I 

ターン者の選別・受入を通じた集落の維持」（E-journal 

GEO, 13-1）は，須山の言説を実証的に裏付けている。

『地理』（63-6）では特集「変わる農村と田園回帰」が

組まれ，人文地理学者が中心となってこの問題に多角

的に接近している。

2017年に刊行された田中輝美『関係人口をつくる』

（木楽舎）や田中輝美『よそ者と創る新しい農山村』

（筑波書房）は，現代の農村問題に取り組む研究動向

に，新たに「関係人口」というキーワードを付け加え

た。移住者のみではなく様々に関係する主体によって

農村の存続が支えられ得ることを，上村靖司ほか『雪

かきで地域が育つ』（コモンズ）は具体的な実践事例

分類した「上位中心都市」「下位中心都市」とのクロ

ス分析を行っている。そして，活動的都市でない上位

中心都市を持つ県では，健全な都市システムの再建に

向けた特別な振興策が必要であると断じている。また，

中澤高志「政治経済学的人口地理学の可能性」（経済

地理学年報64-3）は，現代日本における最重要の政策

課題が，人口と地理が結びつく領域にこそ存在するに

もかかわらず，人口地理学が，政策にまつわる理念や

イデオロギーの議論と距離を置いてきたことを批判し

ている。森川洋も中澤高志もその道の論客であること

は周知の事実であり，その２人がそろって論考を発表

したことは，人口研究がある種の岐路を迎えていると

考えることもできる。

近年では，個人情報保護やプライバシー意識の高ま

りによって，国勢調査に「不詳」が増加している（統

計法では，調査員等には守秘義務があり，違反した場

合の罰則規定を定めているのだが）。埴淵知哉ほか

「国勢調査小地域集計データにおける「不詳」分布の

地理的特徴」（地理学評論91-1）では，「不詳」発生は

都市化度と明瞭に関係していると同時に，市区町村を

単位としたまとまりを有していることが示された。人

口研究者のみならず，さまざまな分野の研究者にとっ

て，「不詳」問題は致命的になりかねない。そこで埴

淵ほかは，「不詳」発生の傾向や，「不詳」に対応する

データの補完方法についての研究が必要であると指摘

している。また，同論文も収録している埴淵知哉・村

中亮夫編『地域と統計』（ナカニシヤ出版）は，2009

年から2018年にかけて，「不詳」問題のほか，回収率

の低下や Web 調査の「不良回答」など，今日の日本

が抱える統計調査の諸問題について研究した論文をま

とめた成果である。

■村落

中川秀一

現代の村落・農村の地域存続にかかわる政策に関連

した議論が学際的に展開されており，このことは近年

の本誌「学界展望」においても盛んに言及されてきた。

人文地理学のアプローチの特性は，１．農村をより広

い地域的文脈から位置づけ，２．地域存続の基盤を第

一次産業や生産基盤に限定せずに検討すること，３．

多様な地域の活動に関する実証的な事例研究がみられ，

４．特に参照し得る海外の実証的研究を蓄積してきて
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表的なスキー観光地域の変貌を描いた呉羽正昭「激変

するニセコ地域のスキーリゾート」（地理63-8）や観

光農園や女性の役割，地域おこしとの関係など，今日

の農村観光について様々な側面から取り上げた実証研

究を収録した菊池俊夫編『ツーリズムの地理学』（二

宮書店）は，この領域の研究に新たに取り組む人たち

のよき手助けとなろう。

歴史空間としての農村についての研究では，ヒトや

モノの移動を切り口とした近代期の農山漁村に関する

成果が得られた。鈴木允「大正期における山村地域か

らの出寄留についての考察」（地理学評論91-2）や清

水克志「汽船による流通記録からみた沿岸集落の近代」

（歴史地理学60-1），鈴木修斗「近代期の福島県におけ

る海外移民送出の展開と帰国後の動向」（歴史地理学

60-2）など，流動化する近代という時代への地域社会

の対応や変化を描き出している。近代期の観光事業の

意味を，「郷土」とナショナリズムとの結合を背景と

した景観の社会化の観点から，新聞社と植民地の統治

権力による選定イベントを題材として読み解いた米家

泰作「昭和一〇年の朝鮮八景選定」（金田章裕編『景

観史と歴史地理学』吉川弘文館）も関連する注目すべ

き成果である。

現代農村の課題に直接結びつく興味深い考察もみら

れた。佐野静代「近世における「水田漁猟」の展開と

河川流域の環境変化」（史林101-3）は，二次的自然と

して水田を捉えた環境史的研究であるが，その延長に

外来種によってもたらされる生態系の変化の萌芽を近

世期の養魚の開始から考えることができると指摘して

いる。離島の生活が歴史的にも自給的な農業によって

成立してきたわけではないことを明らかにしながら，

現代の離島における地域存続の問題を照射した荒木一

視「離島の暮らしの持続性と食料供給」（平岡昭利監

修『離島研究 VI』海青社）は，フードシステムによ

る日常的な食料の供給が現代農村を存続させるカギと

なっていることを逆説的に示した。農山村の電気事業

史の実態研究の集大成ともいうべき，西野寿章「戦前

の山村の電気事業計画における財政構造と住民負担」

（産業研究54-1）は今日のエネルギー問題と農村との

関係に深い示唆を与えている。これらの歴史的なパー

スペクティブに根差した視点は人文地理学の独自性の

一部といえよう。農村電気事業について，分配構造へ

とさらに議論を展開した，堀川洋子ほか「地域資源の

視点からみた水力発電の利潤配分」（農村計画学会誌

を通じて示した。筒井一伸・尾原浩子『移住者による

継業』（筑波書房）は，移住者とこれまでの地域で営

まれてきた活動の接続のあり方を説明した。こうした

地域実践に即した研究動向は，今後の人文地理学の研

究分野でもひとつの潮流を成していくだろう。域学連

携とも関連した各地の大学におけるフィールドワーク

教育の取り組みがその動向を推進する営力になってい

くことが期待される。

一方，山﨑朗・鍋山徹編『地域創生のプレミアム

（付加価値）戦略』（中央経済社）では，「プレミアム」

を鍵概念とした論考であるが，農村の地域存続の問題

に対しては，産業振興と生活課題の解決を両輪とした

「新・内発的発展論」が提唱されている（前田幸輔「里

山・里海を守れ！」）。地域社会の課題と地域の産業と

がどのように結びついているかについては，実態に即

した検証の必要があろう。植村円香「愛知県豊田市に

おける定年退職者への就農支援とその意義」（地学雑

誌127-3）は定年帰農の政策的支援の具体的な取り組

みの意義と課題を，工業都市の近郊における労働者の

定年後の活動という観点から丁寧に整理している。前

田竜孝「愛知県西尾市一色町における養鰻生産者の関

係性とその変化」（人文地理70-1）や寺床幸雄「社会

関係資本からみた長崎市におけるビワ栽培の持続性と

地域的課題」（経済地理学年報64-1）も地域社会との

結びつきから地域の産業のありようを議論した優れた

実証的研究である。

また，観光・ツーリズムの空間として農村を捉える

研究に多様な展開がみられた。坂本優紀「住民による

地域のサウンドスケープの発見と活用」（地理学評論

91-3）は，サウンドスケープに着目しながら地域資源

さらには景観概念についても再検討を促す意欲的な研

究である。コンテンツツーリズムやエコツーリズムに

関連した堀本雅章「沖縄県竹富町鳩間島における「瑠

璃の島」放映後の観光に対する住民意識」（季刊地理

学70-1）や中岡裕章「埼玉県飯能市におけるエコツー

リズムの意義と問題点」（地理学評論91-2）など，農

村資源の観光利用が住民にどのような意識の変化をも

たらしたのかに着目した研究はこの年の研究を特徴づ

ける傾向といえる。朝倉槙人「商品化する農村空間に

おける「真正」で多様なルーラリティの構築と並立」

（地理学評論91-6）は，観光に携わる多様な主体間の

コンフリクトの実態を踏まえて，農村空間の商品化に

ついてその内実から批判的に検討した好論である。代
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ニア山における氷河縮小と水環境の変化が地域住民に

与える影響」（地理学評論91-3）や藍澤淑雄「アフリ

カ農民の零細鉱業へのかかわり」（人文地理70-3），大

和田美香「ルワンダ・フイエにおける一村一品運動と

ビジネス振興」（季刊地理学70-2）などが，地球規模

の環境変化や世界経済の動向にさらされているアフリ

カ農村の生活実態を明らかにしている。

一方，ヨーロッパでは，イギリスにおける農村の変

化をパブの利用から明らかにしたユニークな飯塚遼

「イギリスのピークディストリクトにおけるルーラル・

ジェントリフィケーション」（菊池俊夫編『ツーリズ

ムの地理学』二宮書店）や，イギリスの周辺地域にお

いて日本の田園回帰ともいうべき人口増加が起きてい

ることと LEADER や Community Land Trust などの各種

の政策の現場での実際を報告した宮地忠幸・中川秀一

「英国スコットランドにおける地域振興事業の性格」

（小田切徳美・橋口卓也編『内発的農村発展論』農林

統計出版），オーストリアについては，呉羽正昭「オー

ストリアアルプスにおけるスキーリゾート発展プロセ

ス」（スキー研究15-1）が世界的なスキー観光地域の

成立過程を簡潔に描いている。また，寺西俊一・石田

信隆編『輝く農山村』（中央経済社）は，日本との比

較も交えながらオーストリアの農村の現在の姿を多面

的に整理しており，地誌的な観点からみても面白い。

このように，これらの海外農村研究の多くには，日本

の現代農村の状況と比較し得る問題関心を強く反映し

た研究姿勢がみられた。市川康夫「フランス田園回帰

にみるネオルーラル現象の展開と現在」（農業と経済

84-9）はその端的なものであるが，学際的なアリーナ

で地理学の観点を活かした好論を展開している。

地味な活動ではあるが，こうした議論の際に他分野

の研究者からもしばしば参照されてきた海外の文献が

訳出された。農村概念そのものを検討したマイケル・

ウッズ（高柳長直・中川秀一監訳）『ルーラル：農村

とは何か』（農林統計出版）は，幅広い視野とさまざ

まな方法論でなされてきている現代の英語圏を中心と

した農村研究を整理し解説したテキストである。世界

中の島々を踏査してきた著者による，スティーブン・

A・ロイル（中俣均訳）『島の地理学』（法政大学出版局）

は島嶼学研究の方法と枠組みを教える入門書としての

側面も持っており，こうした研究分野の手引きとなっ

て，さらなる研究活動の活性化につながることが期待

されよう。

37-論文特集号）は，こうした業績を踏まえた他分野

における発展的な研究である。

今日の村落や農村に対する様々な関心が注がれる中，

隣接分野の動向にも目を向ける必要があろう。たとえ

ば，農村計画学会では，特集「農村協働力」（農村計

画学会誌36-4）が組まれた。共通の問題領域に関して

政策的課題を踏まえた新しい概念のもとで分野横断的

な対話の場が生まれ研究の活力をもたらしており，学

際的な分野への人文地理学からの参画も求められてい

る。また，同学会では，特集「農村計画学会の国際

交流とアジアフィールド研究」（農村計画学会誌37-2）

も組まれた。近年，海外農村の実証研究や比較研究に

おける人文地理学の成果は増加しており，人文地理学

から本領域への学際的な議論への参画と貢献がいっそ

う期待できる。今期得られた成果の一例は次のとおり

である。

アジアの農村については，インドでのアーバンビ

レッジに関する澤宗則「大都市近郊農村からアーバン

ビレッジへの変容」（地理63-7），澤宗則ほか「都市近

郊農村からアーバンビレッジへの変容」（広島大学現

代インド研究：空間と社会８）の報告があり，澤宗則

『インドのグローバル化と空間的再編成』（古今書院）

が刊行された。中国では，張貴民「中国における農村

資源の活用と農村観光の発展」（菊池俊夫編『ツーリ

ズムの地理学』二宮書店）が「農家楽」を取り上げて

中国におけるルーラルツーリズムの状況を解説してい

る。海外への急速な労働力流出が進んだ北朝鮮国境付

近の中国農村について，Kim Doo-Chul, ‘Transnational 

migration and rural transition along China’s borderland’

（Valerià Paül et al. eds., Infinite rural systems in a finite 

planet, Universidade de Santiago de Compostela）は人

口減少による変化の実態をレポートしている。原裕

太・西前出「陝北黄土高原における農業生産構造の

変化が化学肥料・農薬使用量の増加に及ぼす影響」

（E-journal GEO, 13-2）や，モンゴルにおける相馬拓也

「ユキヒョウの民俗学」（E-journal GEO, 13-2）は精力

的な実証研究の成果である。ベトナムについては，山

地民族が民族集団間の協調関係によって，土地・自

然資源へのアクセスを規制する国家権力への対抗を

明らかにした Quy Le Ngoc Phuong and Kim Doo-Chul, 

‘The Hmong response to state intervention in Vietnam’s 

upland’（Journal of the Economic Geographical Society of 

Korea, 21-2）が得られた。アフリカでは，大谷侑也「ケ
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ムシフトがより深化していることをあらためて感じさ

せられる。また，2008年の都市の展望における阿部

和俊の「都市を」研究しているのか，「都市で」研究

しているのかという問いかけは，都市地理学の多様化

や複雑化を示すものであり，はたしてどの著書・論文

を都市のものとして扱えばよいのか逡巡させられてし

まう。

さて，2018年に発表された都市に関連した研究成果を

みていくと，「在留外国人」や「移民」を扱った論文・

著書が多かった。これは特に近年顕著にみられるイン

バウンドや留学生，技能実習生の増加・多様化といっ

たように，外国人の存在が日本経済や地域社会，そし

て我々の日々の生活においてプレゼンスを高めている

ためであろう。また，佐藤廉也・宮澤仁編『現代人文

地理学』（放送大学教育振興会）においてインバウン

ドや在留外国人を取り扱うようになったことからも，

その関心の高まりを読み取ることができる。2019年

は出入国管理法が改正され，日本の外国人政策が事実

上単純労働分野への就業を可能とする方向に舵を切っ

た歴史的転換点でもあることから，はじめに在留外国

人や移民を扱った研究から紹介したい。

まず取り上げるべきは石川義孝『流入外国人と日

本』（海青社）である。本書は人口減少による諸問題

の処方箋の一つとして流入外国人を位置づけており，

特に人口減少が著しい地方圏における流入外国人の誘

導施策について，カナダやオーストラリアの事例を参

考に提言している点が興味深い。堤純編『変貌する現

代オーストラリアの都市社会』（筑波大学出版会）では，

多文化共生を掲げ多様な民族構成からなるオーストラ

リアの大都市圏の郊外化やエスニックグループごとの

住み分けを豊富な定量的分析，定性的分析からダイナ

ミックかつ臨場感のある内容に仕上げた。矢ケ﨑典隆

編『移民社会アメリカの記憶と継承』（学文社）は移

民国家として長い歴史を有し，サラダボウルともいわ

れる米国について各都市を民族博物館に例え紹介して

いる。

石川の移民政策論的視点からのアプローチに対し，

個人の経験や戦略から送出国の経済発展とグローバル

化に伴う移住者の高学歴化，高所得化による職業や居

住地の変化を明らかにした申知燕「ニューヨーク大都

市圏における韓人のトランスナショナルな移住」（地

理学評論91-1）があげられる。その他，在日朝鮮人の

事業所の分布と居住地の変化からエスニック経済の変

以上のような整理の仕方からは漏れてしまったが，

今期の成果として次のものを最後に挙げておきたい。

林業経済分野では離島における森林資源の利用に着目

した，田中亘「東京都御蔵島村におけるツゲ材生産の

変遷と現在」（林業経済研究64-3）や，三ツ井聡美・

久保雄広「奄美大島「金作原原生林」における利用ルー

ルに関する訪問者の評価」（林業経済研究64-3）が得

られ，前述したこの分野での離島研究と合わせて参照

したい。また，国産レモンに着目した実証研究の蓄

積が，川久保篤志『瀬戸内レモン』（渓水社）として

まとめられた。さらに，過去と現在の遡及還元的視

点から村落景観の構造を読み解こうとした今里悟之

「景観史と民俗地理学の接点」（金田章裕編『景観史と

歴史地理学』吉川弘文館）の方法論的な試みも忘れて

はならない成果である。他方，一般読者を想定して著

された，中村周作『佐賀・酒と魚の文化地理』（海青

社）や藤田佳久編『歴史の中の東海地震・リアル』（シ

ンプリ）は，豊富な現地調査の実績に基づき，地域資

源活用を通じた地域振興策への提言，沿岸地域の防災

といった農山漁村の関わる現代的な課題について，地

理学的な視点・方法をふんだんに用いて描かれている。

工夫の凝らされた構成や表現からは，社会の中で地理

学がもっと広く理解され得るとの著者の思いが伝わっ

てくる。

2018年12月17日に国連「小農と農村で働く人々の権

利に関する宣言」（Declaration on the rights of peasants 

and other people working in rural areas）が採択され，

2019年から「国際家族農業の10年」が始まっている。

農村で暮らす人々にとっての協同組合や地域の役割の

再評価が国際的な課題として提示される一方，米国や

英国，オーストラリアが反対，日本は欧州各国ととも

に棄権している。農業・農村をめぐる先進国と途上国

との関係や，農村やそこで暮らす人々の権利をあらた

めて検討し見直すことで本学会も国際的な議論に寄与

していくことが期待される。

■都市

西山弘泰

ここ10年ほどの都市に関連した論文・書籍を眺めて

いると，人口減少，少子高齢化に関連したものが多く

を占めるようになり，経済成長時代の都市現状・課題

から，人口減少時代のそれを扱ったものへとパラダイ
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の仙台の都市機能・拠点性の変遷」，川瀬正樹「人口

流動と開発動向からみた広域中心都市・広島の変容」，

小栁真二「支店経済都市・福岡の変容」，平澤亨輔「バ

ブル崩壊後の札幌市の産業構造・都市構造の変化と支

店経済の動向」では，４つの地方中枢都市における格

差（福岡・仙台と札幌・広島），支店の減少，郊外化

やネット販売の拡大による小売業の中心性の変化とそ

れに替わる MICE やインバウンドによる集客機能の

伸長が報告されている。こうした結果は，スケールは

やや異なるものの地域型商店街が飲食店や日用品を扱

う近隣型商店街に変化していることを示した荒木俊之

「大都市圏中心都市における地域型商店街の変容」（地

理科学73-2）や大手広告会社の事業所配置の傾向と変

遷を捉えた古川智史「日本国内における大手広告会社

の事業所配置とその再編」（経済地理学年報64-2）に

も通じる。さらには，山本健太「大都市の創造性とア

ニメーションスタジオの役割」（都市地理学13）で取

り上げられている創造的産業を生み，そして成長させ

ていく環境やネットワークを整えられるか否かも今後

の地方中枢都市の盛衰に影響を与えるものと考える。

上記の地方中枢都市の変化に対し日野正輝「地方中

枢都市の持続的活性化のための自都市中心のネット

ワーク形成」（経済地理学年報64-4）は，地方中枢都

市の今後のあり方として，福岡市が進めてきたアジア

諸都市とのネットワークづくりに，そして日野正輝「ポ

スト成長社会における都市の持続可能な活性化の方向」

（日本都市学会年報51）は，仙台市が推進する「市民力」

の可能性に刮目している。

都市の高齢化というコンテクストからの論考では，

これまで同様，郊外がその舞台として取り上げられて

いる。森川洋「2010年・2015年の国勢調査からみた

高齢人口の地域的特徴」（地理科学73-2）は，東京大

都市圏における高齢化が23区よりもむしろ周辺都市

で高まっており，23区からの高齢者の移動もそれに拍

車をかけていることを明らかにしている。関村オリエ

『都市郊外のジェンダー地理学』（古今書院）は，再生

産の装置として生み出された郊外住宅地で展開される

住民の日常的な実践とオールドタウン化する地域にお

いてジェンダー秩序が変化する様を描き出した。

ミクロなスケールで郊外住宅地の変容を捉えた成果

として，まず由井義通「高齢化する郊外住宅団地にお

ける介護サービス事業の増加と利用の特徴」（日本都

市学会年報51）や西原純・鈴木諄「市街地周辺部での

容を論じた福本拓「在日朝鮮人事業所の空間的分布と

集住地区との関連性」（経済地理学年報64-3）や，外

国人労働者の地理的分布を示した平岩恵里子「日本の

外国人労働者はどこで働いているのか」（日本都市学

会年報51），佟亜斉娜「広島県における在留外国人の

属性と地理的分布」（日本都市学会年報51）がある。

以上のように，在留外国人や移民に関する研究蓄積

が増す中で，福本拓「日本の都市におけるエスニッ

ク・セグリゲーション研究の動向」（都市地理学13）は，

これまでのエスニック・セグリゲーションの研究につ

いて，日本では都市地理学がまとまった知見を提示し

ておらず，今後の研究余地が多いことを指摘している。

今後，より都市において外国人単純労働者が増加する

ことが予想される。彼らが起業やキャリアアップに

よって一定の社会的地位や収入を獲得するとき，永住

を選択し日本人と同様に持家を取得する者も増えてこ

よう。福本の知見も合わせ，彼らの住宅取得行動や居

住地選好，それによる住み分けの有無にも注目してい

きたい。

人口減少，少子高齢化にあえぐ地方に衝撃が走った

2014年の「増田レポート」は記憶に新しい。2018年

もそれらにまつわる都市構造や都市機能の変化，諸課

題を扱った研究は総じて多い。森川洋「人口減少時代

における市町村の活力」（人文地理70-2）では，人口

や産業，財政力等の指標を用いて，全国の都市の活力

を表し都市システムの発展方向について考察している。

大都市圏の都市構造の変容をとらえた熊野貴文「大阪

大都市圏郊外外圏における新設住宅の立地からみた都

市構造の変化」（人文地理70-2）は，精緻な資料から

特に2000年以降の大都市圏では郊外化が終焉し，郊

外外圏では中心市との結びつきが弱まることで，大都

市圏の構造が変化していることを明らかにした労作で

ある。また，アクセスが難しい民間事業者が実施した

大規模質問紙調査を用いた佐藤英人ほか「最寄駅徒歩

圏居住に向けた中古集合住宅の役割」（人文地理70-4）

は，中古集合住宅においても最寄り駅徒歩圏が選好さ

れるという結果から，人口の郊外化が終息したことに

言及している。

地方中枢都市に関連したものでは，５月に開催され

た経済地理学会大会において「「ポスト支店経済」に

おける地方中枢都市の中心性の変化」と題し，シンポ

ジウムが組まれ，その大会報告論文５編が『経済地理

学年報』（64-4）に掲載されている。千葉昭彦「戦後
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人々のくらし」，友澤和夫「巨大化する自動車産業と

デリー首都圏の産業集積」，澤宗則「大都市近郊農村

からアーバンビレッジへの変容」と計５編の成果にま

とめられた。またそれに付随して友澤和夫ほか「デリー

首都圏における工業労働市場とワーカーの経済生活」

（地理科学73-1），由井義通「インドにおける郊外開発

と住宅供給」（地理科学73-3）がある。さらに澤宗則『イ

ンドのグローバル化と空間的再編成』（古今書院）は，

工業団地の立地と農村地域の変容，そして東京のイン

ド人集住地区から，ナショナル，リージョナル，ロー

カル各スケールのグローバル化を約10年間におよぶ

住民への追跡調査などを織り交ぜながら描写した。

少数ながら欧米の都市を扱った研究も紹介したい。

杉浦直「エスニックテーマ型ツーリストタウン「レブ

ンワース」の構築とその本質」（季刊地理69-4）では，

テーマ型ツーリストタウンの構築過程をロウントリー

らの「ストレス―シンボル化」モデルに照らし考察し

ている。外枦保大介「鉱山都市キルナ・イェリヴァレ

における産業動態と都市移転」（E-journal GEO, 13-2）

は，鉄鉱石採掘の影響により都市移転を余儀なくされ

た２市の事例を紹介している。

ここ５年ほどの海外研究において，活況を呈して

いるテーマが「ジェントリフィケーション」であろ

う。日本地理学会2018年秋季学術大会においてシン

ポジウムが組まれた。筆者もここ数年，地方都市や

農村地域をまわるなかでジェントリフィケーション

ないしはルーラル・ジェントリフィケーションに類

似する現象を目の当たりにしており，以下の事例は

中心市街地の空き家や空閑地の利活用，再開発，賑

わいづくりの創出など幅広い分野の研究にとって大

いに参考になる。池田真利子「ジェントリフィケー

ションの過程からみた文化・消費の役割」（地理学評

論91-4）はジェントリフィケーションを文化や消費の

側面からも観察されるべきとの見解を示している。ま 

た Ikeda Mariko, ‘Temporary use of vacant urban spaces 

in Berlin’（地理学評論 Ser.B 91-1）では建物を含めた

空きスペースの利活用を提示している。一方，都市の

再開発によって地価や家賃の高騰を招き，社会経済的

弱者が排除されるというジェントリフィケーションに

おける負の側面を池田千恵子「ポートランド市パール

地区における再生と社会的構成の変化」（都市地理学

13）が報告している。

インバウンドの増加による消費拡大やまちづくり・

買い物困難者の実態とネットショッピングの可能性」

（都市地理学13）をあげることができよう。前者は郊

外住宅地の商業施設や住宅が高齢者向けの福祉施設な

どに用途変更されている実態を明らかにした。後者は

高齢者の生活利便性が低下した郊外住宅地における対

策としてネットショッピングの可能性を示唆している。

都市を扱ったものではないが，長尾悠里「埼玉県秩

父市大滝地区における学校統合と校区への諦観との関

係」（人文地理70-2）は，小学校統廃合に伴う住民の

意識に着目した成果として，今後増加することが見込

まれる大都市圏郊外の学校統廃合を考える上で一定の

示唆を与えてくれる。大都市圏の郊外において高齢化

や人口減少に端を発する課題の報告が多いなかで，自

動車利用が進んだ地方都市の郊外住宅地においては，

その価格の手ごろさから空き家や空き地が再利用され

若年層の流入がみられるとする見解を示した西山弘泰

「地方都市郊外における空き家と住宅地の再生」（日本

都市学会年報51）もある。

人口減少・高齢化を切り口にしながら，地理学の

有効性を主張したものとして，荒木俊之「「都市のス

ポンジ化」に対する地理学的アプローチの有効性」

（E-journal GEO, 13-2）と中澤高志「政治経済学的人

口地理学の可能性」（経済地理学年報64-3）を取り上

げたい。まず前者は，「都市のスポンジ化」における

研究動向等から地理学的アプローチの有効性に言及

している。後者は2017年に NHK スペシャル取材班に

よって出版された『縮小ニッポンの衝撃』を題材に今

日の日本における人口の地政学を批判的に検討し，政

治経済的な人口地理学の可能性について論じているが，

この問題提起は人口減少や高齢化を地図で表現する機

会が多い筆者ら地理学者たちにとって，肝に銘じてお

くべき事柄である。

海外の都市研究では，特にアジアを中心とする経済

発展が著しい地域を対象とした研究が目立ち，低成長，

少子高齢化に直面する日本を扱った成果とは一線を画

する。その中でも科学研究費基盤研究（A）「現代イ

ンドの経済空間構造とその形成メカニズム」（研究代

表者：友澤和夫）の成果も相まって，インドの都市の

変容を扱った研究がとりわけ多い。その成果として「特

集インド　変わる大都市圏」（地理63-7）と題した特

集が組まれ，岡橋秀典・由井義通「国土空間の再編と

大都市圏の発展」，中谷哲弥「デリー首都圏における

市街地の形成と変化」，土屋純「変貌する都市商業と
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若者の労働移動が国内で完結しているわけではない。

もはや若年労働力の奪い合いが国内他地域から世界へ

と広がっているのが実情である。そのためトランスナ

ショナルな動きにも注意が払われるべきであろう。神

谷浩夫・丹羽孝仁編『若者たちの海外就職』（ナカニ

シヤ出版）は，発展途上国→先進国というこれまで一

般的に受け止められてきた労働移動ではなく，先進国

→先進国あるいは先進国→新興国という新たな流れを

見出している。

都市・地域政策の分野からは，長年介護保険制度に

携わり精通している著者ならではの専門性が高い内容

と精緻な資料により構成された杉浦真一郎『介護行

財政の地理学』（明石書店）があげられる。畠山輝雄

ほか「地域包括ケアシステムの圏域構造とローカル・

ガバナンス」（E-journal GEO, 13-2）は，都市の人口

規模が地域包括ケアシステムの圏域構造にバリエー

ションを生じさせていることを明らかにしている。埴

淵知哉編『社会関係資本の地域分析』（ナカニシヤ出

版）は，良好な都市・地域運営にはそこで暮らす人々

の信頼関係やネットワークが重要であるとされるソー

シャル・キャピタルの地域的分析に挑んだ意欲的著書

である。タイムリーな話題に切り込んだ荒又美陽ほか

「東京オリンピックに向けて考える」（E-journal GEO, 

13-1）は，これまで実施されたオリンピックが都市に

与えた影響と2020年東京オリンピック・パラリンピッ

クを展望した。その他，ミクロスケールでの犯罪集計

の有効性を検証した上杉昌也・樋野公宏「街区および

近隣スケールにおける犯罪発生の環境要因」（地理学

評論91-3）と上杉昌也ほか「ジオデモグラフィクスに

よる社会地区類型を活用した窃盗犯の発生要因に関す

る小地域分析」（E-journal GEO, 13-1）がある。

最後に都市地理学史と都市地理学の教科書について

触れておきたい。梶田真「第二次世界大戦期周辺に提

起されたアメリカ合衆国の都市内部構造モデルとその

背景」（地理学評論91-1）は，都市内部構造モデルの

提唱者である Hoyt や Mayer などを例に，実務によっ

て得られた資料や経験がアカデミックな世界の研究を

前進，発展させることを説いている。杉浦芳夫「Edgar 

Kant の中心地研究とその現代地理学史上での意義」

（都市地理学13）は Kant が第二次世界大戦末期にス

ウェーデンに亡命したことが世界の中心地論発展に貢

献したことを膨大な文献より論じた。

都市地理学に関連した教科書は，冒頭で記した『現

地域づくりの観点から，都市と観光の親和性が強まっ

ている。観光需要の増大から，観光系の学部や学科を

置く大学も増加しており，観光は一大ブームの様相を

呈する。そうした状況の中，2018年の地理学におけ

る観光分野の著書は２冊であった。菊地俊夫編『ツー

リズムの地理学』（二宮書店）は国内外諸都市，地域

の事例，内容を豊富に盛り込んだ点が魅力である。ま

た近年，情報発信ツールの発達によってその集客力が

注目されるようになったコンテンツ・ツーリズムの観

光・産業，ひいては地域振興の可能性に迫った増淵敏

之『ローカルコンテンツと地域再生』（水曜社）がある。

『地理』（63-9）では「特集　都市×若者×観光」と

題し特集が組まれている。観光をステレオタイプの物

見遊山的観光やインバウンド観光ではなく，若年層の

都市観光に絞った杉本興運「大都市圏の若者にみる観

光・レジャーの行動特性」，福井一喜「東京大都市圏

の若者の観光・レジャーと SNS 利用」，小池拓矢ほか

「都市におけるアニメショップの分布と地域の関係性」，

金延景「若者の新たな観光・レジャー空間としてのエ

スニックタウン」，太田慧ほか「東京における新たな

若者向けナイトライフ観光の具体性」，磯野巧「若者

によるインバウンド需要への対応」はユニークな切り

口といえよう。その他，コンテンツ・ツーリズムへの

転換による観光地域の変化を考察した川添航ほか「茨

城県大洗町におけるツーリズム形態の変容に伴う観光

空間の再編」（地理空間11-1）や，観光まちづくりの

観点からはエコツーリズムに対する受け入れ地域の違

いによる意識や目的の違いを明らかにした中岡裕章

「埼玉県飯能市におけるエコツーリズムの意義と問題

点」（地理学評論91-2）があげられる。観光とは直接

的な関連性はないが，子どものまちづくり活動がそれ

に関係する人々の交流促進につながる可能性を示唆し

た久谷明子「子どものまちづくり活動を通じた活動場

所の拡大と世代間交流」（都市地理学13）や伝統的家

屋に対する住民の意識を論じた杉谷真理子「伝統的家

屋と住民の意識」（都市地理学13）がある。

就労と人口移動に関連した成果として，山口泰史

『若者の就職移動と居住地選択』（古今書院）をあげる

ことができる。地方都市では，高校生や地元大学生を

いかにして地元に留めておくかが地域活性化にとって

最重要課題となっており，若年層の就職移動を客観的

かつ実証的に明らかにした本書は，若者の地元定着を

図る自治体にとって道標となる。しかしながら日本の



人文地理　第71巻第 3 号（2019）286

減少する中で，特定の地域で果菜類の主産地が形成さ

れてきた。北海道において，吉田国光・渡辺悌二「十

勝地域における「大規模農業」の軌跡とこれから」（地

理63-8）は，産地の規模拡大が離農・離村農家の農地

を集積することによって図られたことを示した。ま

た，羽田司ほか「大規模レンコン生産地域における販

売戦略と農地集積」（地域研究年報40）は，霞ケ浦沿

岸域において，レンコン生産地域が存立してきた要因

を安定的な市場の存在と高収益性に求めた。レンコン

栽培においては高齢化や兼業化した農家の余剰農地を

借用することで経営規模が拡大され，それを通して耕

作放棄地の発生が抑制されていることが示された。ま

た，沖縄県では2000年代以降，さとうきび生産を主

部門とする大規模経営体が出現している。新井祥穂・

永田淳嗣「さとうきび大規模経営の展開と農業構造」

（砂糖類・でん粉情報70）は，さとうきびの大規模経

営体の形成を，地域労働市場と農地市場のあり方から

説明しようと試み，農外就業機会の多寡と農地供給の

程度が，大規模経営への参入とその農地集積の程度を

規定するとした。一定の農地集積を経た後に，管理上

の丁寧さ，細やかさが追求されること，経営者は農外

就業や他島移出の経験があることなど，人的資源のも

つ意義も示唆される。

大呂興平「超大型肉用牛繁殖経営の出現」（畜産の

情報340）によると，畜産の中では最も規模拡大が遅

れているとされる肉用牛繁殖部門でも，規模拡大の進

展がみられる。そこでは，限られた労働力を作業効率

の悪い粗飼料生産に投じるよりも，労働生産性を高め

る余地の大きい個体管理に注力して規模拡大を実現し

ている。この個体管理においては，個々の人間の観察

能力がフルに発揮される仕組みが築かれているといい，

規模拡大には機械化や IoT の活用のみならず，ここに

おいても人的資源が寄与することが示される。産地の

維持・拡大において，人的資源に加えて社会関係資本

の重要性も指摘された。寺床幸雄「社会関係資本から

みた長崎市におけるビワ栽培の持続性と地域的課題」

（経済地理学年報64）は，ビワ栽培が安定的に推移し

てきた地区では，担い手不足により限定的になってい

るとはいえ，新技術・新品種の導入と地区内における

その普及には，それぞれ橋渡し型と結束型の社会関係

資本が役割を果たしているとする。加えて，産地形成

にとって技術革新のもつ意味も重要であると評価され

る。小林基「日本におけるイチゴの育種・普及プロセ

代人文地理学』に加え２冊出版されている。神谷浩夫

（中澤高志編集協力）『ベーシック都市社会地理学』

（ナカニシヤ出版）は，欧米の都市地理学の教科書を

翻訳し続けてきた氏の集大成ともいえる書であり，コ

ンパクトなページに都市社会地理学のエッセンスが凝

縮されている。経済地理学会設立60周年を記念して出

版された経済地理学会編『キーワードで読む経済地理

学』（原書房）は，700超のページ数，70名超の執筆

者より構成された大著に仕上がっている。内容は従来

の経済地理学の枠を超え，都市地理学，都市社会地理

学分野にもかなりのページ数が割かれており，人文地

理学の教科書といっても過言ではない。また，価格も

手ごろであることから，学部生や初学者にも手に取り

やすい。

■農林業

山本　充

2008年から2015年における農業と食料に関する経

済地理学の研究展望が，後藤拓也「農業と食料をめぐ

る経済地理学研究」（経済地理学年報64-別冊）によっ

てなされた。そこでは，この間における主要な研究

トピックとして，食料供給のグローバル化，一方で，

ショートフードサプライチェーンやブランド化，六次

産業化といったローカルな食料供給の有り様，そして，

農業地域の維持メカニズムとその担い手となる新規就

農者・農業生産法人・集落営農組織・企業，さらには

農業に対する災害の影響や農業による環境への影響が

挙げられている。当該年度の成果においても，これら

のトピックの多くが取り上げられた。

農林水産省『平成29年度農業・農村白書』による

と，日本の農業総産出額は2014年まで長期的に減少

してきたが，その後の２年間は増加が続いている。農

業の多面的機能が強調される中で，本来の機能である

農産物生産を主軸とした農業地域の維持・発展の傾向

もみてとれる。特定の農産物の産地の形成過程や移動

は，農業地理学の伝統的なテーマともいえるが，今日，

農業を取り巻く環境が大きく変化する中で，産地がど

のように維持され，また成長しているのか，その実態

と要因を把握することが試みられた。深瀬浩三「日本

における果菜類の生産と市場流通の地域的変化」（鹿

児島大学教育学部研究紀要人文・社会科学編69）によ

ると，1990年代以降，果菜類の作付面積が全国的に
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れ定着した過程とその背景を明らかにする中で，近年

の導入品種においては，その品種を提供する農業企業

の基準に合う作業と品質が求められ，かつこの企業の

みにしか出荷することができないとする。高値で購入

され，かつ販売はこの企業が担うため，農家は生産に

専念できることが利点であると評価されるが，一方で，

アグリビジネスの中に組み込まれてしまっていること

も意味しよう。

こうしたアグリビジネスは途上国にも深く入り込ん

でいる。Ngoc Nguyen Thi Hong and Yokoyama Satoshi, 

‘Influence of trading structure on maize seed selection by 

farmers in Vietnam’（地理学評論 Ser.B 91-2）は，ベト

ナムの北部山岳地帯で最も重要な換金作物であるトウ

モロコシの栽培種を農民が毎年のように変更する背景

には，種子企業間の激しい競争があるとする。すな

わち，企業は，農民と商人間の強い社会的関係を利

用して，種子と資材を商人のもつ情報とともに階層的

な取引構造の中で生産者に供給し，彼らの生産物は，

商人によって回収されて低地に送られる。この過程で

行われる不必要な種の変更により，潜在的な生産量の 

25～30％しか上げられていないことも指摘される。イ

ンドでは，大手養鶏企業の立地する南インドでブロイ

ラー産地が形成されてきたが，後藤拓也「ブロイラー

養鶏産業の立地シフトと新興産地の形成プロセス」

（地理科学73-3）によると，1990年代後半以降，北イ

ンドにおいても多くの農家が参入してブロイラーの産

地形成が進展した。ここにおいても，アグリビジネス

の役割が大きいとされる。

ところで，2018年の FAO による『世界食料農業白

書』のテーマは「移住」であり，そこでは，国際移動

であれ国内移動であれ移動の多くは農村部を含むもの

であり，農村移住は，移住者に機会を提供し，かつ発

着地双方における経済・社会の開発にとって不可欠で

あるとする。例えば，インドネシアのジャワ島以外では，

1970年代末以降現在に至るまで，アブラヤシ農園が急 

激に拡大したが，この拡大には，他島からの移住者

が大きな役割を果たしている。小泉佑介・永田淳嗣

「インドネシア・リアウ州住民の出生地・民族背景と

産業別就業構造」（東南アジア研究56-1）は，こうし

た移住者の出生地・民族背景が1990年以降に変化し

たこと，そして，移住者増の要因としてアブラヤシ生

産を主とする農園作物部門の興隆があること，民族背

景によって農園作物部門への就業形態には差違がある

スとその産地間差異」（地理学評論91-5）は，大規模

産地ほど多品種が育成・登録されており，かつ，大産

地ほど，農協系統組織を通して迅速かつ全面的な品種

転換がなされることを明らかにしている。

日本において，こうした生産の維持や規模拡大を担

う一端が，集落営農組織や農業法人であり，その形成

過程や地域への影響が継続的に評価されている。庄子

元「集落営農組織展開の地域差」（青森中央学院大学

地域マネジメント研究所研究年報14）は，集落営農組

織が，支援対象の限定を受けて，ある時期に急激に増

加したことを示しているが，ここに政策変更がもつ影

響の大きさを垣間見ることができる。こうした集落営

農組織の性格や意義は，社会主義時代における東欧の

集団農場やその後継としての協同組合と対比すること

で把握できるかもしれない。生産法人については，主

として水稲作地帯において注目されてきた中で，岡田

登「鹿児島県沖永良部島における野菜生産法人の設立

と取引先の変化」（鹿児島県立短期大学地域研究所研

究年報49）は，同島で増加している野菜生産法人に着

目し，その経営の特色と流通形態を明らかにしている。

ここでも，法人経営にとって輸送コスト支援事業がも

つ意味は大きい。加えて，佐々木緑ほか「オーストラ

リアにおける米産業の動向」（地理空間11-1）の事例

では，生産される米の集荷から販売が生産者によって

組織された組合会社で一元管理されている。ここでも

日本と同様，生産者の協同とその法人化がみられると

いえ，その存在が産地の維持に貢献しているとみてと

れる。

このように産地内における協同と組織化による産地

の維持・成長がみられる一方で，産地におけるグロー

バルに展開する農業関連企業，すなわちアグリビジネ

スの役割や意義もさらに拡大しており，注目もされて

きた。高柳長直「グローバル化とアグリビジネス」（矢

ケ﨑典隆ほか編『グローバリゼーション』朝倉書店）

は，アグリビジネスの定義を整理しつつ，アメリカを

例にその活動と地域への影響を示した。また，菊地俊

夫「オーストラリアの食肉産業」（矢ケ﨑典隆ほか編

『ローカリゼーション』朝倉書店）においても，オー

ジービーフの生産が地域に根ざしつつも，外国資本傘

下の大規模フィードロットに集中していく様が描かれ

る。日本でも，淡野寧彦・永井響子「愛媛県伊予市に

おけるキウイフルーツの導入にみる地域農業の特色」

（愛媛大学社会共創学部紀要2-2）は，キウイが導入さ
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社会関係が崩壊したことを明らかにした。1997年に

全戸調査を行った農村集落で，さらに2014年・2015

年にその追跡調査を行った結果によるものであり，定

点観測ともいえるその手法ならではの成果と評価でき

よう。佐藤哲夫「ビハール州南部の伝統的灌漑システ

ム」（駒澤地理54）は，インド同州のアハールという

伝統的灌漑システムの立地や機能を明らかにし，水資

源として十分機能しているとするが，鉄道や道路の建

設による盛り土堤が水系に影響を与えたり，非農業部

門における従事がアハール維持のための協同作業を困

難にしたり，都市化の影響もうかがえる。藍澤淑雄「ア

フリカ農民の零細鉱業へのかかわり」（人文地理70-3）

では，零細鉱業に従事し始めた農民にとって，零細鉱

業は重要な収入獲得の手段である一方で，農業は生存

を維持する手段であり，零細鉱業と農業が両立してい

ることが提示される。このように農業と農外就業を世

帯において組み合わせる pluriactivity は，ヨーロッパ

など先進国において持続的で安定した戦略として評価

され政策においても支援の対象とされるが，途上国に

おいても農民によって採用されかつ持続力のある家計

戦略とみることができる。

日本においては，新井鎮久『関東畑作農村の近代化

と商品生産』（成文堂）が，西関東と東関東を対比し

つつ，近世以降の江戸・東京を市場とした野菜を中心

とする商品作物生産の発展過程を提示する。そして今

日でも，日本を含む先進国においては，都市内や都市

近郊において持続的に農業が行われている事例が報告

されている。飯塚遼「東京の都市農業」（矢ケ﨑典隆

ほか編『ローカリゼーション』朝倉書店）は，農産

物直売所やレクリェーション農業を組み入れること

で，都市内で農業が持続的に行われていることを示し

た。同様に，石原肇「大阪府柏原市における伝統的な

ブドウ産地の多様な取組み」（大阪産業大学論集人文・

社会科学編34）においても，直売や観光農園に加えて，

行政やワイナリー，商店街による多様な取組みによっ

て産地が維持されていることを明らかにしている。都

市農業の持続性は，石原肇「近畿圏２府２県における

生産緑地の地域的差異」（大阪産業大学論集人文・社

会科学編32）が示すように，生産緑地の減少が比較的

抑制されてきたことからも理解できる。また，石原肇

「生産緑地2022年問題に係る東大阪市における課題と

対応策」（大阪産業大学論集人文・社会科学編34）は，

生産緑地の所有者の意向を把握し，東大阪市の対応策

ことを明らかにしている。同様に，永田淳嗣・小泉佑

介「インドネシアにおける農園事業許可法令の変遷」

（東南アジア研究55-2）において，こうした農園事業

に関する許可法令は，その時々のインドネシアの政

治・経済・社会状況の変化を反映していたことが示さ

れる。ここで，周辺住民のための農園建設への関与や，

既存の小農や周辺住民との提携が義務づけられていた

という点は興味深い。こうした農業を目的とした移動

は，一度だけにとどまらず繰り返し行われる。山下亜

紀郎・羽田司「ブラジル北東部サンフランシスコ川中

流域における日系入植者の社会経済特性の変遷」（地

理空間11-2）は，同地にブラジル他地域から再入植し

た日系入植者による大規模灌漑果樹農業の経営の特色

とそこにおける日系社会の役割を示そうと試みる。

日本においても，『地理』（63-6）特集号「変わる農

村と田園回帰」が編まれたように，都市から農村への

人口移動は継続して注目を集めている。この特集の中

で筒井一伸ほか「田園回帰における継業」は，農山村

への移住者にとって，生活の糧である「なりわい」が

不可欠であり，一方で，その受け手の農山村側では農

業，農村を支える事業の継承者の確保が，地域の維持

にとって重要であると指摘する。むろん移住者自体が

農村の持続性にとって重要であるが，農業にとっては，

就農を指向する移住者の存在が重要であろう。植村円

香「愛知県豊田市における定年退職者への就農支援と

その意義」（地学雑誌127-3）によると，豊田市は，豊

田市出身者の定年退職者だけでなく，移住してきた定

年退職者も就農者とみなして支援し，結果として彼ら

の就業機会を創出し，加えて，彼らは耕作放棄地を防

止し農作物を供給する役割を担っているという。また，

尹堵鉉・高柳長直「韓国における帰農者の特徴と地元

住民との関係」（農村研究127）は，韓国において増加

している帰農者を高所得者帰農者と低所得帰農者にわ

けられるとするが，双方とも地元住民との社会的関係

は希薄であると結論づける。今後も，多様な社会とス

ケールにおける農業や農村を巡る「移動」とその背景，

そして帰結が注目されよう。

都市化や工業化に伴う農業，農村の変容は，依然と

して進行する現象であり，研究テーマとされる。澤宗則

ほか「都市近郊農村からアーバンビレッジへの変容」

（広島大学現代インド研究：空間と社会８）は，デリー

首都圏近郊農村において，開発向けの農地収用に伴い

農業が衰退して離農が進み，農業と農業を基盤とした
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クセスマップで評価するよりも，食料品へのアクセス

が高いエリアが広域であることを明らかにした。また，

食料品に対するイメージが消費動向を左右する中で，

李璐璐・荒木一視「レストランとスーパーマーケット

における中国産食材」（地理学論集92-2）は，消費者

がスーパーで忌避した食材を，それと認識しないまま

レストランでは消費しているという，食品のイメージ

と実態の乖離を示した。

今日，地球規模の環境変動が農業のリスクを高める

中で，増加する人口を養うだけの食料増産も求められ

ている。そこで，農業が環境に与える影響や負荷が，

そして，気象災害など環境変動が農業に与える影響が

把握されてきた。丸山浩明「アマゾンの恵みと河畔民

の生活」（矢ケ﨑典隆ほか編『ローカリゼーション』

朝倉書店）は，環境に負荷をかけないよう慎重に管理

された焼畑と移牧に依拠する生活様式を描くが，それ

も消失の危機にあるという。東南アジアにおいても，

人口増から焼畑サイクルが短縮した結果，土地の生産

力が低下するために焼畑面積を増加させる「焼畑の悪

循環」が生じているとされる。渡邊三津子ほか「イン

ド北東部における焼畑農業の現代における実践」（千

葉大学ユーラシア言語文化論集20）は，焼畑サイクル

や利用される道具，栽培作物などに関しては，ここ数

十年の間での顕著な変化はみられないが，換金作物の

常畑農地が増加したことを明らかにしている。原裕太・

西前出「陝北黄土高原における農業生産構造の変化が

化学肥料・農薬使用量の増加に及ぼす影響」（E-journal 

GEO, 13-2）では，リンゴに加えてジャガイモやトウ

モロコシの栽培面積が増加する一方，家畜糞が減少し

アワやヒマワリ等の栽培面積が縮小することで，化学

肥料や農薬の使用が促進され，土壌や水質汚染がもた

らされたことを明らかにしている。一方，両角政彦「食

料の安定供給と気象災害のリスク」（矢ケ﨑典隆ほか

編『サステイナビリティ』朝倉書店）は，日本におけ

る冷害による水稲作・米の被害，雪害による施設園芸・

青果物の被害の実例から，リスク管理のあり方を提示

する。

ここまで紹介してきた研究は，集落レベルの現地

調査によるデータやミクロな統計に基づくものが多

い。矢ケ﨑典隆「甘さの地域構造を探る」（地理空間

11-1）は，日本の地理学がローカルスケールの事例研

究を蓄積するだけではなく，これら事例研究を大きな

枠組みの中で，例えばグローバリゼーションの中に位

を検討した。この調査において，今後も営農を続ける

予定である農家が73％を占めることは，将来にわたっ

て都市農業が継続される可能性を示しており，今後の

動向が注目される。

一方，都市から離れた農山村においても，伊藤大生

ほか「近代以降の神奈川県津久井郡牧野村における自

給用作物生産とその変容」（歴史地理学野外研究18）

において示されるように，自給自足用の作物に商品作

物が組み込まれ，さらにアクセスの改善によって兼業

化も進展した。加えて今日，周辺農山村や離島では，

人口減少や高齢化がみられるが，植村円香「東京都利

島における高齢者のツバキ実生産とその意義」（平岡

昭利監修『離島研究 VI』海青社）は，高齢者が特産

のツバキ実生産の担い手となっており，彼らは，年金

にツバキ実生産からの収入を付加することで生計を維

持していることを明らかにする。こうした過疎化の進

む地域における住民主体の地域おこしとして始まった

「一村一品運動」は，今日のいわゆる六次産業化の先

駆けともいえる。大和田美香「ルワンダ・フイエにお

ける一村一品運動とビジネス振興」（季刊地理学70-2）

は，この「一村一品運動」がルワンダに移植され受容

される過程とその成果を明らかにしている。

さて，2018年，日 EU・EPA の交渉妥結がなされ，

TPP11への署名もなされた。日本の農業は，国際競争

にさらされると同時に，国際的な食料供給チェーンの

中により取り込まれることになろう。こうした中，内

外のフードチェーンに関する成果をみた。荒木一視

『近代日本のフードチェーン』（海青社）は，食料に関

わる地理学研究を展望した上で，戦前における日本の

食品企業の海外展開，日本・朝鮮・満州間の食料貿易，

台湾における日本食品の消費の実態を提示した。当

時，フードチェーンの海外展開，食のグローバル化が

既に進行していた事実が伺えて示唆に富む。豊田紘子

ほか「明治期日本における温州蜜柑の普及と在来小蜜

柑からの嗜好変化」（歴史地理学野外研究18）も同様に，

温州ミカンの生産から流通，消費に至るフードチェー

ンとその変化を明らかにしたものとみなしうる。こう

したフードチェーンの中で，食料品へのアクセスの課

題，フードデザート問題が引き続いて関心を呼んでい

る。岩間信之ほか「食料品充足率を加味した食料品ア

クセスマップの開発」（フードシステム研究25-3）は，

健康な食生活を送る上で不可欠な食品群の充足率を加

味した食料品アクセスマップの作成を行い，従来のア
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長期的に減少してきたが，2002年以降は双方とも増

加傾向にある。木村憲一郎・則藤孝志「2000年代以

降における木材供給システムの変容と林業の経営動向」

（商学論集86-4）は，日本の林業が森林資源の造成期

から利用期に本格的に移行していること，国産材の需

要量は増加傾向にあること，一方で，立木や素材価格

の低下により，林業所得は減少を続けていることから，

現段階の木材供給システムは持続可能な林業経営を実

現するまでには至っていないと結論づけた。また，西

野寿章「戦前の山村の電気事業計画における財政構造

と住民負担」（産業研究54-1）と西野寿章「戦前の山

村における町村営電気事業の展開と地域的条件」（産

業研究53-1・2）は，電気事業の財源としての町村有

林の意義を明らかにした。

■水産業

横山貴史

2018年における地理学ならびに漁業経済学，漁業

社会学，民俗学など関連分野の研究に対して，その

キーワードをもとに簡便な整理を行うと，①水産物流

通・加工，内水面漁業・養殖業などの経済地理学的研

究，②資源管理に関する研究，③ブランド化・高付加

価値化に関する研究，④漁業労働力に関する研究，⑤

漁業に関する歴史地理学的研究，⑥魚食文化・地域振

興に関する研究など多様なテーマが挙げられた。以下，

項目ごとにみていきたい。

①に関しては，まず前田竜孝「愛知県西尾市一色町

における養鰻生産者の関係性とその変化」（人文地理

70-1）が，養鰻業者の生産者関係とその変化について

明らかにしている。漁業地理学では，2004年に山内

昌和が「漁業者の主体間関係」という視点を提示した

ものの，それ以降十分に研究が進んだとはいいがた

い。そのような視座を意欲的に具体的実例に応用した

研究が若手研究者によるものであることをまず喜びた

い。加えて，漁業者の出荷行動や水産物流通に関して

も前田竜孝「大阪府岬町深日漁業地区における水産物

出荷活動の変容」（人文論究68-2），ならびに崎田誠志

郎「ギリシャ・アテネにおける水産物市場の特徴と現

状」（E-journal GEO, 13-2）と地理学の若手の活躍が

目立った。いずれも丹念なフィールドワークによる観

察に基づく労作である。一方，水産加工業については，

三木奈都子・三木克弘「国産原料（スルメイカ）の減

置づけ評価することも重要であると主張する。その立

場から，世界における砂糖生産を取り上げた。砂糖の

主要原料であるサトウキビとテンサイそれぞれの栽培

の起源，製糖技術の伝播を追い，ローカルなスケール

で，すなわち各地において製糖地域が形成され，同時

に，グローバルなスケールで，すなわち世界全体にお

いてそれぞれの製糖地域が連関しつつテンサイ糖地帯

とサトウキビ糖地帯が競合しつつ併存する様を描いて

いる。同じように，例えば，アジアというスケールで

水稲作や棚田の展開を取り上げるような研究があって

もよいだろう。

近年進む新しいデジタル・データの提供が，こうし

たマクロスケールの研究を始め，研究の新たな地平を

切り拓いてくれるかもしれない。2015年，農地情報公

開システムが「全国農地ナビ」として稼働し，農地一 

筆ごとのポイント・データと，その地番，地目，面積，

利用状況などが公開された。澁木智之「全国農地ナビ

のデータ取得と圃場分散の状況分析への適用」（季刊

地理学70-2）は，この「全国農地ナビ」から圃場のデー

タを取得し，圃場の分散状況の分析を行った。既に，

農業集落の境界データや国勢調査の小地域の境界デー

タはそれぞれの統計データと共に，ウェブページで公

開され GIS で利用が可能となっている。寺床幸雄「農

業集落と国勢調査小地域との関係性に関する基礎的分

析」（立命館文学656）は，これを用いて，国勢調査小

地域という「行政」上の領域と農業集落の領域，いわ

ゆる「ムラ」との関係を評価した。農水省が提供する

「地域の農業を見て・知って・活かす DB」は，農業

集落を単位として，国勢調査や中山間地域等直接支払

交付金実施状況など他の統計を再集計して提供してお

り，その研究における活用も望まれる。

新たな手法の開発とともに，既存の概念や用語の見

直しと整理もまた，この分野の進展にとって必要であ

ろう。経済地理学会編『キーワードで読む経済地理学』

（原書房）の中で，川久保篤志「産地形成」，荒木一視

「フードシステム」，高柳長直「中山間地域」が，それ

ぞれの用語解説を行った。また，高柳長直「企業的農

業の謎」（経済地理学年報64-3）は，教科書における

企業的農業の使用方法を検討し問題点を指摘している。

こうした成果は，教育上のみならず，研究上において

有効な議論を推し進めていく上でも意義がある。

林野庁『平成29年度森林・林業白書』によると，日

本の全林業産出額も，その内の国産材の素材生産量も
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上記のような労働力の問題については，地理学者も

参加する「地域漁業学会」や「漁業経済学会」におい

て関連するシンポジウムが行われているので紹介した

い。まず，地域漁業学会では2017年10月の大会でシ

ンポジウム「定置網漁業の今日的評価」とミニ・シン

ポジウム「高齢漁業者を活かした地域づくり・浜づく 

り」が開催された。その内容は『地域漁業研究』58-1

に６編（玉置泰司「定置網漁業の今日的評価」，松浦

勉「定置網漁業就業者の動向」，清水幾多郎「サケ定

置網漁業による六次産業化と漁村活性化のための課

題」，奈田兼一「もうかる漁業の改革計画に見る定置

漁業の将来像」，馬場治「定置網漁業経営体の組織形

態と漁村活性化への貢献」，酒井秀信「定置網による

六次産業化と新しい経営方向」），58-2に４編（山下東

子「高齢漁業者を前提とした社会基盤の再構築」，工

藤貴史「漁村地域における高齢漁業者の存在形態と

役割」，金智薫「韓国における漁業者高齢化の現状と

対策」，後藤卓治「高齢漁業者等も利用しやすい漁港

づくりについて」）の報告論文として掲載されている。

また，漁業経済学会では，2017年６月の大会でシンポ

ジウム「「日本漁業における沖合漁業」の再考」が開

催された。その内容はシンポジウム特集号『漁業経済

研究』62-1に６編（濱田武士「「日本漁業における沖

合漁業」の再考」，廣田将仁「北海道沖合底引き漁業

における水産システムと陸上セクターの役割」，板倉

信明「日本海西部海域の沖合底びき網漁業の存立意義

と課題」，金子貴臣「北部太平洋大中型まき網漁業に

おけるサバ漁業の構造と課題」，工藤貴史「道東沖に

おける大中型まき網漁業の変容と今日的特質」，麓貴

光「東シナ海大中型まき網漁業の構造変化と今日的課

題」）の報告論文が掲載されている。いずれのシンポ

ジウムも，扱う対象は異なるものの地域漁業の維持と

再構築というテーマが通底しており，地理学との親和

性は高い。他に漁業労働力に関連して，森優輝・竹ノ

内徳人「障害者福祉と内水面漁業の連携」（地域漁業

研究58-3）は，水産業では事例の少ない「福祉」との

連携について，愛媛県愛南町の養鱒場の事例を分析し

た。また，漁業労働力そのものの分析ではないが，篠

原秀一「市町村別昼間人口と漁業者数からみた日本列

島臨海域の漁業集積と都市僻遠性」（秋田大学教育文

化学部研究紀要人文科学・社会科学73）は，国勢調査

に基づき，市町村別昼間人口と漁業者数を指標として

全国の臨海市町村の都市僻遠性とその中心性・自立性

少がイカ加工業に及ぼす影響」（漁業経済研究62-1）が，

不漁の続くスルメイカ資源が関連加工業に与える影響

について実態報告を行った。また，同一空間において

レジャーとの競合が想定される内水面の事例としては，

小室譲ほか「漁業・レジャーからみた霞ケ浦における

湖面利用の変容」（地域研究年報40）が，茨城県霞ケ

浦における他業種との湖面利用調整の通時的変化を整

理している。

②に関しては関連分野の貢献が目立った。まず TAC

（Total Allowable Catch）・IQ（Individual Quota）制度に

関して，東村玲子・大西学「「日本型 TAC」と個別割

当」（地域漁業研究58-3）が，日本海のズワイガニ漁

業管理を事例とし，ともすれば批判にさらされがちな

日本型 TAC が機能する条件を分析したうえで，IQ（個

別割当）の導入について考察している。また，アピメ

レキ コカナシガ・鳥居享司「フィジーにおけるナマ

コ資源管理の実態」（地域漁業研究58-3）は，一漁村

を事例として漁業者の生計レベルからナマコ資源管理

の実態を描いた。

③については，資源管理とも接合するテーマとし

て近年注目されている環境認証について，チュウニ

ン プレシアドほか「MSC 認証の展開過程と日本漁

業への影響」（地域漁業研究58-3）が MSC（Marine 

Stewardship Council）を導入した京都府の底曳網団体

の事例をもとに，その可能性や問題点ならびに今後日

本で発展する条件を考察した。また，地理学からは篠

原秀一「北海道水産業の量的「衰退」と質的「向上」」

（地理63-8）が，漁業生産量の規模が縮小する北海道

漁業にあって，地域ブランド水産物が増加・深化して

いることを指摘した。

次に④について，漁業・水産業が維持されていくに

は，付加価値化やブランド化も重要であるが，漁業労

働力がいかに維持されていくかという点も看過できな

い。まず地理学から山内昌和「将来推計を利用した日

本漁業の現状把握の試み」（水産振興52-2）が，人口

学的な観点から日本漁業の趨勢を分析している。同書

では人口に関する様々な将来推計値のほかに「漁業セ

ンサス」「食料需給表」などの統計情報を駆使し，将

来の日本の漁業労働力に関する議論の材料を提供して

いる。現在の日本漁業では，自営の漁業就業者の大幅

な減少と高齢化が進んでいるが，その一方で雇われの

漁業就業者に関しては自営より減少幅は緩やかで若年

層の流入も見込めるという。
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た何点かの研究についても触れておきたい。Miyata 

Tsutom, ‘Methodology for small-scale fishing household 

surveys collecting quantitative data’（農学国際協力16）

は，小規模漁業者が卓越する途上国漁村における量的

調査手法の提案を行っている。サンプリングの方法や

実際に著者がタイにおける調査で使用した質問紙が添

付されており，小規模漁業者を対象にする学徒には参

考になるだろう。増崎勝敏「現代の沿岸漁業者に関す

る生活誌的研究」（日本民俗学294）は，一人の高齢漁

業者の漁撈活動と漁業暦の変化を，仕切書の丹念な分

析に基づき明らかにしている。また，川島秀一「釣師

浜の震災前後の漁業」（東北民俗52）は，福島県相馬

郡新地町釣師浜における数名の沿岸漁業者への観察や

聞き取りをもとに，試験操業による漁業の変化をまと

めており，漁業者にとっての試験操業の意味を知るこ

とができる。

以上，2018年における漁業・水産業研究を振り返っ

てきた。改めて2018年の国内漁業をめぐる出来事を振

り返ると，12月に成立した改正漁業法は看過できない。

資源管理に関わる点が明確になった一方，漁業権の見

直しを通じ企業参入を促すような内容になっているな

ど賛否両論があるが，様々な権利や主体が絡まる水産

業の複雑さとそれに対する社会の関心を表していると

いえよう。漁業・水産地理学徒にはますます各地域の

漁業・水産業の実態についての蓄積が求められる。一

方で，今回の成果を省みると，漁業史や魚食文化など

歴史・文化的側面については継続して一定の蓄積が認

められたが，地理学からは，特に水産加工・流通業も

含めた漁港漁業や東日本大震災被災地の復旧過程に関

する研究は少なかった。評者も自戒するところである

が，改めて本欄に与えられたテーマが「水産業」であ

ることをふまえると，まだまだ未着手のテーマがある

と思われる。さらなる研究の蓄積と発展に期待したい。

■製造業

外枦保大介

2018年も，世界的に経済は概ね安定的に推移し，多

くの製造業企業では企業業績が好調であった。一方で，

国際的には米中貿易問題や Brexit 等が，また，国内

的には人手不足問題が深刻化し，製造業やそれが立地

する地域にも様々な影響を及ぼしてきている。ここで

は製造業に関する2018年の研究成果を踏まえて，研

について考察した。著者も指摘しているが，異なる時

点での通時的な分析や個別の漁業者集積地域の内容構

成についての成果が待たれる。

⑤の歴史地理学的研究については，地理学の中堅

以上の研究者の継続的活躍が目立った。田和正孝「明

治期における兵庫瀬戸内の延縄漁業」（人文論究68-2）

は明治22年に編纂された『兵庫県漁業慣行録』を用

いて，明治期の兵庫県瀬戸内地域において行われてい

た延縄漁業の実態を明らかにした。『兵庫県漁業慣行

録』のような明治期における行政主導の水産調査資料

が含む情報量には改めて驚かされる。末田智樹「天保

期における長門国見島浦への九州鯨組の入漁背景とそ

の条件」（地域漁業研究58-3）は，西海捕鯨史に関し

て精緻な事例を重ねた。また，河原典史「カナダ日本

人漁業史研究をめぐる展望と課題」（立命館文学656）

は，近年のカナダへの日本人移民の研究についてレ

ビューを行っている。さらに，清水克志「汽船による

流通記録からみた沿岸集落の近代」（歴史地理学60-1）

は，汽船の記録から漁村の近代化を描いた。魚商が明

治以後汽船の荷受管理業務を請け負っていた点が興味

深い。

次に⑥の魚食文化・地域振興について，漁業の維持・

活性化のために，近年は魚食文化を地域振興につなげ

ようとする試みが活発である。中村周作「佐賀県にお

ける水産業の展開」（宮崎大学教育学部紀要社会科学

90）は，佐賀県における漁業の変遷や漁港の分布を明

らかにしたうえで，佐賀県の地域おこし方策として有

明海の特徴的な七つの魚種を「有明七珍」としてア

ピールすることを提案した。また，2017年から継続

的に発表されてきた同氏の佐賀県水産業，ならびに同 

県の魚食・飲酒文化に関する成果は中村周作『佐賀　

酒と魚の文化地理』（海青社）としてまとめられた。同

書は，その成果ももちろんであるが，大学における野

外調査実習の好事例としても読むことができる。また，

関連して中村亮「福井県小浜市内外海地域の郷土食ナ

レズシを活用した地域振興の可能性を探る」（地域漁

業研究58-3）も，福井県小浜市内外海地域で近年地域

振興に利用されるナレズシについてその歴史や成立，

ナレズシの行商という文化的側面を明らかにし，「里

売り」というかつての行商に象徴される海村と農村の

結びつきを掘り起こす形での地域振興につなげること

を提案している。

最後に，上記テーマには盛り込むことができなかっ
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取り組む中小製造業者が産業支援機関や人材確保の観

点から県庁所在都市に一極集中する傾向を見出して

いる。

イノベーションシステムや産学官連携に関する研究

として，松原宏・外枦保大介「地方ブロック圏域に

おける地域イノベーションの成果と課題」（NISTEP 

DISCUSSION PAPER, 159），野澤一博「北陸地域に

おける炭素繊維複合材の実用化の取組みと政策展開」

（E-journal GEO, 13-1），野澤一博「地方国立大学の卓

越研究とネットワークの形成」（STI Horizon, 4-1）が

得られ，地方大学の特色ある産学官連携活動と地域の

産業との関係が報告されている。また，東京大都市圏

のイノベーションシステムに着目したものとして，近

藤章夫「イノベーションシステムとしての東京大都市

圏に関する一考察」（経済志林85-2）があり，東京大

都市圏内の様々な産業地区とクラスター形成の取り組

みが扱われている。

産業集積のネットワークに着目した研究として，端

木和経「経済発展にともなう産業集積内の企業間ネッ

トワークの制約と変容」（都市地理学13）があり，産

業集積に関わる既存の社会的ネットワークが弱体化し

たり，既存のものを再編して新たな関係性を構築した

りしている状況を解明している。許伸江『産業クラ

スターの進化とネットワーク』（税務経理協会）では，

原宿と韓国の東大門市場とを比較し，主体間のネット

ワークに着目しながら，ファッション産業クラスター

の制度進化を論じている。関連して，同じくファッ

ション産業を取り上げた立見淳哉「パリのファッショ

ン産業における価値づけの装置」（人文地理70-1）で

は，パリのファッション産業に関わる諸要素が価値づ

けの装置として機能しており，その産業集積あるいは

ミリューが「領域化されたコーディネーションと価値

づけの装置」として捉えられることを示した。

産業集積に関する研究として，伝統的産業は古くか

ら注目されてきたが，2018年も，上野和彦・石田典

行「沖縄の工芸産業に関する研究動向」（都市地理学

13），河本大地「茶道に欠かせぬ茶筌の産地」（地理

63-5）が発表された。

大島裕市「大都市圏の産地型産業集積地域における

企業の学習ネットワークと製品転換」（経済地理学年

報64-3）では，地場産業の産地においても企業間の学

習ネットワークの形成が製品転換の端緒になっている

ことが解明された。立見淳哉「資本主義の新たな精神

究傾向や論点，成果と課題を見出してみたい。

まず，2018年の重要な著作として，加藤和暢『経

済地理学再考』（ミネルヴァ書房）が挙げられる。戦

後日本の経済地理学の主要潮流であったといえる地域

構造論を改めて検討した重厚な大著である。戦後日本

の経済地理学を俯瞰して理論的な検討がなされるとと

もに，地域構造論の一部を成す国土政策論に相当の頁

が割かれていることが特徴である。関連して，根岸裕

孝『戦後日本の産業立地政策』（九州大学出版会）も，

戦後日本の立地政策の中で最重要とみなされてきた新

産業都市・工業再配置政策・テクノポリスという３つ

の政策に注目し，その背後にある理念や政策決定のメ

カニズムを解明した著作となっている。

2018年は，経済地理学会の編集により，『キーワー

ドで読む経済地理学』（原書房）や『経済地理学の成

果と課題　第 VIII 集』（経済地理学年報 64-別冊）も

公刊された，実りある一年であった。前者は，経済地

理学会60周年を記念して企画されたもので，重要な

キーワードを解説するスタイルでまとめられ，後者は，

2008～2015年の研究成果をレビューしたものである。

両者ともに製造業に関して多様な論点から，これまで

の研究成果が紹介されている。

2018年も，これまでと同様に，産業集積に関する

研究が多く発表され，主要な論点としてイノベーショ

ンや集積内外のネットワークに対する高い関心が継続

されている。産業集積研究の理論的成果として，水野

真彦「産業集積の進化と近接性のダイナミクス」（史

林101-1）が得られ，ネットワークと近接性の両面を

動態的に捉える必要性が指摘されている。

松原宏編『産業集積地域の構造変化と立地政策』（東

京大学出版会）では，これまでの産業集積論が整理さ

れるとともに，近年の国内産業地域の実態や政策動向

が数多く紹介されている。

そもそも産業集積論において，イノベーションや

ネットワークに対する関心を高めてきた主な要因の１

つは，米国シリコンバレーの成長である。山縣宏之「シ

リコンバレー研究史再考」（立教経済学研究72-1～2）

では，地域エコシステム論の視点から，シリコンバレー

の研究史を整理している。

王震霆・鹿嶋洋「熊本県の機械系中小製造業におけ

るイノベーション活動の存立基盤と空間的対応」（地

理科学73-4）では，イノベーション活動を支える産学

官連携ネットワークの存在と，イノベーション活動に
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な立地行動とグローバルな立地環境を分析する新たな

視角を提供してくれる。また，近藤章夫「産業立地の

グローバル化と集積間ネットワーク」（河村哲二編『グ

ローバル金融危機の衝撃と新興経済の変貌』ナカニシ

ヤ出版）では，生産・研究開発のグローバルな立地動

向を日系電機・電子企業の事例をもとに考察している。

国内にとどまらず，国外での産業地域の実態解明も

進んだ。第１に，朴倧玄「工業機能の集積による国家

的都市システムの空間構造の変容」（河村哲二編『グ

ローバル金融危機の衝撃と新興経済の変貌』ナカニシ

ヤ出版）では，韓国の都市システムと工業集積との関

係の変容を論じている。第２に，成長著しいインドに

ついては，澤宗則『インドのグローバル化と空間的再

編成』（古今書院），友澤和夫ほか「デリー首都圏にお

ける工業労働市場とワーカーの経済生活」（地理科学

73-1），友澤和夫「現代インドの経済空間構造に関す

る一試論」（地理科学73-3），友澤和夫「巨大化する自

動車産業とデリー首都圏の産業集積」（地理63-7），宇

根義己「現代インドの繊維・アパレル産業の空間構造」

（地理科学73-3）が得られた。これらでは，インド経

済の成長に伴い，産業立地だけではなく労働市場，社

会構造などが変質していることが描かれている。第３

に，ロシアでは，小泉茜彩子「新興市場の周辺部にお

ける多国籍企業による地域への影響」（地理空間11-2）

が，同国沿海地方を事例として，多国籍企業による新

興市場周辺部の地域への影響を検討している。第４に，

ドイツ・オーストリアに関して，山本健兒「ドイツ経

済復活の鍵としてのミッテルシュタントと地域経済」

（経済学研究（九州大学）84-5・6）や，山本健兒「地

域経済の４つの支柱とシュタントオルトポリティーク

の意義」（経済学研究（九州大学）85-1），山本健兒「地

域経済の構造転換と「場所に関する戦略的経営」」（経

済学研究（九州大学）85-4）が，ドイツ・オーストリ

ア経済を回復させた要素の１つであるミッテルシュタ

ントやシュタントオルトポリティークを取り上げ，家

族所有の企業の諸特徴や場所に関する戦略的経営の意

義について論じている。第５に，加藤幸治『スイス

の謎』（春風社）の中で，スイスの製造業が取り扱わ

れており，スイスの製造業が業種ごとに偏在している

要因を解き明かしている。

地理教育の領域においても，グローバル化の進展を

生徒たちに実感させる実例の１つとして，濱田博之

「「地理総合」必履修化にむけての課題」（経済地理学

と豊穣化の経済」（創造都市研究17・18）では，高岡

銅器産地を例として挙げながら，地場産業の創造産業

への移行について論じられている。

産業集積に関する近世から近代にわたる歴史的な分

析として，網島聖『同業者町の研究』（清文堂出版）

が書かれ，在来的な産業集積である同業者町が，都市

の産業化に果たした役割を検討している。同業者間の

制度・慣習に依拠した調整の働きを明らかにし，都市

生態学的観点から主体の相互作用や相互依存関係に関

して注目する必要性を説いている。

産業集積研究の一方で，製造業大企業とその立地地

域に着目した研究も数多く発表された。外枦保大介

『進化する企業城下町』（古今書院）では，国内３地域

の化学メーカーの企業城下町が取り上げられ，進化経

済地理学の研究動向を踏まえて，企業城下町の進化過

程を論じている。

また，大企業の空間行動と立地地域のサプライヤー

システムに注目したものとして，山本健兒「自動車産

業の北部九州への集積と企業間の立地関係」（経済志

林85-2）や，近藤章夫「電機・電子産業におけるサプ

ライヤーシステムの形成と変容」（経済志林85-4）が

挙げられる。

グローバル化の中で，産業再編や大企業の M&A も

続いているが，佐藤正志・瀬川直樹「製紙業における

産業再編・企業合併に伴う立地変動と要因」（経済地

理学年報64-1）では，成熟産業・構造不況産業である

製紙業を取り上げ，生産調整を実施する主たる手段と

して集約化が全国的に進められており，1980年代ま

での国の指導による生産調整と異なって近年では，企

業の自主的な取り組みであったことや，生産設備や用

水利用が立地変動に関わってきたことが明らかにされ

ている。

大企業の空間行動を，グローバルな国際分業やイノ

ベーション創出の視点から論じたものとして，鎌倉夏

来『研究開発機能の空間的分業』（東京大学出版会）

がある。化学メーカーの研究開発の組織，立地，知識

フローのグローバルな動態に主眼が置かれており，企

業文化や技術軌道など進化の観点も随所に盛り込まれ

ている。

昨今，グローバル化は年々進み，産業立地もグロー

バルな視点が求められている。鈴木洋太郎『国際産業

立地論への招待』（新評論）では，従来の多国籍企業

論や産業立地論を下敷きとしながらも，企業の国際的
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とである。近年，製造業と情報産業との垣根が取り払

われてきており，実際，自動運転技術や次世代環境車

の開発を見据えて，自動車メーカーの技術や取引をめ

ぐるネットワークは，大きく変容している。また，技

術開発のブラックボックス化が進み，イノベーション

の創出・波及過程をさらに捉えにくくなることが予想

される。新時代に対応した研究手法のイノベーション

も求められているといえよう。

第２に，外国人労働者の増加に伴うエスニシティ研

究との接合である。近年，世界的に見ても，労働力の

グローバルな流動化が進んでいる。日本国内でも人手

不足が深刻化する中で，2019年４月から改正「出入

国管理及び難民認定法」が施行され，外国人労働者の

受け入れが拡大する見込みとなっている。これまでも，

日系ブラジル人が集住する工業都市に着目した研究は

見られたが，今後は様々なネットワークを介して多種

多様な人々が来住しコミュニティを形成していくこと

が予測されるため，その視点を広げていく必要がある。

欧米の経済地理学では，実態を踏まえて，移民・エス

ニシティと産業立地との関係が数多く論じられてきた

が，日本でも欧米の研究蓄積を参照しながら，研究を

進めていく必要があろう。

■流通・交通・サービス

根田克彦

人口減少と少子高齢化を背景として，2006年のま

ちづくり三法の見直しとともに，国土交通省はコンパ

クトシティを目指すべく政策転換を進め，さらに2014

年には立地適正化計画制度を創設した。都市計画の基

本的方針を示すマスタープランでコンパクトシティを

目標とする都市は多く，立地適正化計画も多くの都市

が作成している。都市計画学会からは，立地適正化計

画に関する多くの研究がなされている。

1998年に中心市街地活性化法が制定された際には，

中心市街地活性化が地理学において大きな話題となっ

た。小売業を対象とする地理学の研究は，郊外大型店

の進出にともなう中心市街地の商業機能の衰退を都市

問題とみなし，中心市街地における商業機能を活性化

するさまざまなまちづくりに取り組み，中心市街地の

外における大型店規制のあり方に着目した。たとえば，

駒木伸比古「大規模商業施設の出店場所における過去

の土地利用状況」（愛知大学三遠南信地域連携研究セ

年報64-3）は，製造業の立地変動を取り扱うことを主

張している。

さて，2018年は，国内各地で地震や豪雨などが発

生し，災害からの復興が注目された一年でもあった。

９月の北海道胆振東部地震では，北海道全域のブラッ

クアウトも生じ，大規模停電が社会生活や産業に与え

る影響も関心を呼んだ。このような災害と災害後の地

域経済・産業の復興の在り方を考える際に参考になる

のが，2016年の熊本地震をケースに描いた伊東維年・

鹿嶋洋編『熊本地震と地域産業』（日本評論社）であ

る。この著作では，製造業企業の被害状況・復旧過程

や復興支援活動，耐震対策が詳細な調査により明らか

にされている。特に，サプライチェーンへの影響低減

や事業継続計画（BCP）は，災害対策の現代的なキー

ワードともいえる。関連して，加藤惠正「動き始めた

都心再編」（都市政策171）では，阪神・淡路大震災か

らの復興が神戸の都市イノベーションシステム構築に

関わっていたことが示されている。

製造業に関連して述べると，2018年は例年になく鉱

業の研究が蓄積された年となった。途上国の鉱業地域

をみたものとして，藍澤淑雄「アフリカ農民の零細鉱

業へのかかわり」（人文地理70-3）では，アフリカ鉱

物資源国の１つであるタンザニア国のゲイタ金鉱山に

おいて，農民が生存維持の基盤として農業と零細鉱業

を両立させていることを明らかにしている。他方，先

進国の鉱業地域の解明も進んだ。谷内達『地理的オー

ストラリア論』（古今書院）の中では，鉱山資源と鉱

業についても記述され，同国鉱業の概括的把握にとど

まるのではなく，鉱山資源開発とインフラストラク

チャー整備の実態が詳細に紹介されている。また，外

枦保大介「鉱山都市キルナ・イェリヴァレにおける産

業動態と都市移転」（E-journal GEO, 13-2）では，ス

ウェーデンの鉄鉱山都市キルナ・イェリヴァレの産業

動態と，鉱山開発に伴う近年の都市移転について論じ

ている。

ここまでみてきたように製造業研究にとって「イノ

ベーション」や「ネットワーク」，「グローバル化」は，

この数年と同様に，2018年も基軸となるキーワード

となっていた。近年の製造業を取り巻く動向を踏まえ

て，今後の論点を予察的に述べておきたい。

第１に，AI や IoT などの普及に伴って，情報産業

と製造業との接合をさらに意識するとともに，イノ

ベーションの解明に向けた研究手法の検討を進めるこ
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クロジオデータと GIS を活用して，地理学から詳細

な都市内の商業分布パターンの一般的傾向を解明する

研究をこれからも進めて，その有用性を地理学の外に

示す必要があろう。

一方，まちづくりを視野に入れて，中心市街地の中

心商業地や，周辺商業地の活性化への取り組みに関す

る研究は，昨年も多かった。

特集「「ポスト支店経済期」における地方中枢都市

の中心性の変化」（経済地理学年報64-4）では，古く

からあるが古びていないテーマである，広域中心都市

（地方中枢都市）の支店経済に関する研究が掲載され

た。そのなかで，特に中心市街地に関する記述を示す。

千葉昭彦「戦後の仙台の都市機能・拠点性の変遷」は，

地方中枢都市の「支店経済のまち」としての特徴が人

員削減や交通条件の変化などにより薄れているのに対

し，買回品に関する中心市街地の商圏が広域化し，そ

れが近隣の山形市などの中心市街地の空洞化を促進し

た要因であることを指摘した。また，買い物機能の広

域化が，イベント・スポーツ・レジャーの集客力・拠

点性を増大・強化している。日野正輝「地方中枢都市

の持続的活性化のための自都市中心のネットワーク形

成」が紹介した仙台市のミュージアム都市の構想もこ

のことを踏まえてのことであろう。一方，川瀬正樹

「人口流動と開発動向からみた広域中心都市・広島の

変容」は，広島市の工場跡地にショッピングセンター

が進出することにより中心市街地が衰退したことを示

し，福岡市の中心市街地も，小栁真二「支店経済都

市・福岡の変容」が，広域中心性を低下させ，ハレ的

消費の場からケ的な場に変容しつつあることを指摘し

た。札幌市に関しては市全域の小売業中心性が低下し

ている（平澤亨輔「バブル崩壊後の札幌市の産業構造・

都市構造の変化と支店経済の動向」）。中心市街地の範

囲の設定方法にもよるだろうが，大都市の中心市街地

でも安穏とはしていられないことを示すものであろう。

なお，本特集では，「地方中枢都市」との用語が主と

して用いられているが，「広域中心都市」との用語で

統一しなかった理由はなんであろうか。

中都市に関して，中川彩智ほか「地方都市中心市

街地における都市機能の変容」（地域研究年報40）が，

歓楽機能の存在が中心市街地を支えていることを指摘

した。大都市圏近郊の都市は，一般に宿泊機能は大都

市に依存する傾向にあるが，夜間経済を充実させるこ

とで，中心市街地の機能を盛んにすることができる例

ンター紀要５）は，2007年の都市計画法の規制強化

により，農地への大型店出店が抑制されたことを実証

した。しかし，地理学における立地適正化計画に対す

る関心は，都市計画に比べると，相対的に低い感がする。

この背景には，1990年代以降，都市全体の商業分

布に関する地理学の関心が低下したことが関係するか

もしれない。地理学では，21世紀になってから，特定

の商業集積地の活性化に関する研究は多数なされたが，

都市における商業の分布パターンの一般的傾向はほと

んど研究されなかった。詳細なデータ分析とフィール

ド調査により得られた地理データに基づく実証的な研

究を行うことは，地理学の強みである。都市もしくは

都市圏全域の産業の配置計画を設定する際に，地理学

は貢献できると考える。地理学の研究方法における強

みを活用した成果を，社会と関連学問分野に提示する

必要がある。

中心市街地の評価が難しい理由の一つに，中心市街

地を全国で比較するデータが少ないことがある。「ま

ちげんき _ まちづくり情報サイト　役に立つ統計情

報」のウェブサイト（https://www.machigenki.go.jp/98/

k-1995（最終閲覧日：2019年４月５日））では，中心

市街地活性化基本計画を提出した全国の都市の中心市

街地と市全域の事業所数および従業者数，年間商品販

売額が示されているが，中心市街地以外の商業集積地

のデータは示されていない。立地適正化計画の制定に

より，都市の商業立地は，単に「中心市街地」対「郊

外」として把握するのではなく，複数の核が互いに関

連する多核的な存在として把握することが求められて

いるが，そのためのデータは未整備であった。

それに対し，秋山祐樹「マイクロジオデータを用

いた日本全国の商業集積地域の分布把握」（E-journal 

GEO, 13-1）は，非集計的データであるデジタル電話

帳を利用して，事業所ごとにバッファポリゴンを発生

させ，それらを結合して商業集積地を設定する，GIS 

の手法で全国の商業集積地の設定方法を提案したこと

は重要である。さらに，このマイクロジオデータを用

いて，駒木伸比古「業種構成からみた中心市街地活性

化基本計画認定都市における商業集積状況」（E-journal 

GEO, 13-1）は，全国の中心市街地の業種別構成を比

較した。本研究は二つの成果がある。一つは，秋山が

提案した手法の有用性を確認したことである。もう一

つは，高次機能が中心市街地に集積し，低次機能ほど

分散する傾向があることを指摘したことである。マイ
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将来像に貴重な提言ができ，商業集積地ごとに望まし

い活性化策を提言できると考える。

上記の商業集積地に関する研究は，どちらかという

と「一般的な」商業集積地を対象とした。大都市には，

専門化した商業集積地も存在する。

アニメショップの集積地は，現在インバウンド観光

の重要な拠点となっている。小池拓矢「東京大都市圏

における若者のアニメに関連した観光・レジャーの特

性」（地理空間10-3，当該誌は2017年発行だが昨年の

「学界展望」では扱われていなかった）は，アニメショッ

プの利用形態とアニメショップの分布を検討し，その

成果の一部は，小池拓矢「都市におけるアニメショッ

プの分布と地域の関係性」（地理63-9）にも示された。

近年秋葉原だけではなく，新宿駅や池袋駅の周辺にも

アニメショップの集積地が形成された。

矢部直人「東京・裏原宿におけるアパレル小売店の

集積に関する研究」（菊地俊夫編『ツーリズムの地理

学』二宮書店）は，バブル経済期に竹下通りでの賃貸

料の高騰によって裏原宿にアパレル小売店の集積が進

み，現在では，アジア各国のファッション雑誌のロケ

も行われるほど，インバウンド観光の拠点となったこ

とが示された。

池田真利子ほか「東京におけるナイトライフ観光の

特性」（地理空間10-3）は，中心市街地活性化の重要

な要素とみなされる，夜間経済の重要要素であるが統

計のないクラブとライブハウスの分布を検討し，渋谷

区におけるナイトライフ観光の取り組みを紹介した。

上の事例のように，観光地としての発展は，商業集

積地の活性化にとって重要な要素である。内海敬人ほ

か「コンテンツツーリズム推進地域における中心商店

街の変化」（立命館地理学30）は，コンテンツツーリ

ズムを推進する境港市の中心市街地における「水木し

げるロード」の変化を経営者属性の変化との関係で論

じた。香川貴志「笠置町における観光の衰微とその背

景」（京都教育大学紀要133）は，衰退した観光地を

発展させる可能性を示した。また，加藤政洋「基地都

市コザにおける門前商店街「ゲート通り」の店舗構成

とその特色」（立命館文学656）は，米軍統治下にあっ

たコザ市で，センター通りと並ぶ歓楽街であった嘉手

納基地の表玄関にあたる「ゲート通り」の店舗構成を

検討した。

さらに，「エスニック」も現在，重要な観光資源で

ある。エスニックタウンとしての商業集積地に関する

である。また，安倉良二「愛媛県今治市の中心市街地

における商業活動の衰退と地域おこし協力隊によるま

ちづくりの取り組み」（立命館文学656）は，2007年

に発表した論文で示した仲間型組織が構成員の減少に

伴い運営が困難になり，地縁関係を持たない地域おこ

し協力隊の制度を活用して，外部の人材を受け入れて

まちづくりをしている例を示した。定点観測という方

法論があるが，その方法論を用いることにより，商業

活性化の効果を長期的に評価することができよう。

もともと広域から集客できる施設を有する中都市以

上の中心市街地の中心商業地と比べ，地方小都市の中

心商業地と周辺商業地は，いっそう厳しい状態にある。

荒木俊之「大都市圏中心都市における地域型商店街の

変容」（地理科学73-2）は，大都市である神戸市の地

域型商店街の店舗数が減少する過程で，地域住民相手

の近隣商店街に転換しつつあることを解明した。田上

拓信・牛垣雄矢「下田中心商店街の特徴と厳しい商業

環境に対する商店の対応」（新地理66-2）は，地方の

商業集積地で地域密着型と非店舗販売の比重が高いこ

とを示し，郊外大型店との差別化で非主要商店街が生

存するための戦略を示した。広域から集客できる資源

を持たない地域型・近隣型商業地の生き残り策を考え

る点で，これらの研究が貢献できる。

上記の研究は，商圏規模が小さい，もしくは郊外大

型店などとの競合で商圏を縮小させた商業集積地の生

き残りの策として，ローカルな需要を満たす役割を示

した。この役割を示す背景には，地理学で古くから商

業集積地の分布を説明する理論として採用されていた

中心地理論があろう。そのことを前提とすると，高次

階層中心地の商圏が縮小する場合，従来から立地した

高次階層の中心機能を維持するのではなく，より低次

階層の商圏規模に適合する機能を充実させるという案

は，確かに説得力がある。しかし，低次機能とみなさ

れる食料品を販売する店舗でも，広域から顧客を集め

る場合があり，中心地理論に基づく単純な階層構造で

商業集積地の位置づけを固定して，それぞれの活性化

の方向性を示すことは，当該商業地の発展の可能性を

無視する可能性がある。

上述したように，地理学では GIS を用いた膨大な

データ処理と，フィールド調査に基づくミクロな店舗

の経営・顧客分析により実態を解明することが強みで

ある。その強みを活用すると，都市計画マスタープラ

ンと立地適正化計画における商業集積地の位置づけと
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開業したことを指摘した。しかし，住宅団地内住民は

同じ団地内の住民によるサービスを受けることに抵抗

感があり，遠方の施設を利用することが多い，との指

摘は重要である。

企業の流通チャネルの支配に関して，池田真志「外

食チェーンによる生鮮野菜の周年調達体制の構築と農

業参入の意義」（拓殖大学経営経理研究112）は，モス

バーガーを事例として，外食チェーンが生鮮野菜の周

年調達体制を構築するために，自社農場から店舗まで

の流通チャネルを構築した例を示した。

交通に関しては，井上学「日本における乗合タク

シー事業の地域特性」（立命館文学656）が，全国にお

ける乗合タクシーの運行状況の分布を検討し，主とし

て中山間地域の人口密度が低い自治体でデマンド運行

と，発地と着地を自由に設定できる区域運行をセット

で実施する傾向にあることを指摘した。束田大樹「奄

美大島宇検村における公共交通の現状と課題」（駒澤

大学大学院地理学研究46）は，運行頻度が少ない離島

における民営のバス利用者と乗務員への聞き取り調査

を行った。それによると，自家用車を持たない高齢者

でも，村外に出る際にバスを利用せず，車を持つ人に

頼っている。佐野誠「路線バス網の形成と地域の変化」

（駒澤大学大学院地理学研究46）は，都市における路

線バス網の変化を検討した。

海外研究に関しては，『地理空間』（10-3）で，「低

成長期における韓国の地方都市の活性化」の特集が組

まれた。橋本暁子ほか「韓国の地方都市における商業

地域の調査方法と土地利用のデータベース化」におい

て，インターネットでの地図を基に現地調査を行い，

土地利用データベースを作成した。今後，このデータ

を用いた研究が待たれる。韓国の中心商業地に関して

は，山元貴継「韓国地方都市における中心商業地形成

の歴史的過程」と，兼子純「韓国扶余郡における中心

商業地区の構造と活性化への取り組み」が得られた。

これらの研究により，韓国の中心商業地だけではなく，

日本と韓国の都市を比較することができ，非常に興味

深い。また，駒木伸比古「韓国における大型店の立地

動向」は，韓国の流通政策と大型店の立地変化との関

係を考察し，2010年以降における中小小売商保護のた

めの規制強化により，大型店の新規立地が減少し，大

型店が大都市圏に回帰したことと，規制規模未満の大

型店（割引店）が増加して，中小零細小売商からの激

しい出店反対運動が生じていることを指摘した。この

研究として，金延景「若者の新たな観光・レジャー空

間としてのエスニックタウン」（地理63-9）は，大久

保コリアタウンが手軽な疑似韓国旅行を楽しむ町とし

て拡大したことを示し，福本拓「在日朝鮮人事業所の

空間的分布と集住地区との関連性」（経済地理学年報

64-3）は，エスニック経済の空間的な特徴を，ミクロ

スケールで検討した。従来在日の主産業とみなされて

きた宿泊・飲食業と遊技場，金融・保険業は，在日の

集住地区に偏在しない傾向があり，近年，その傾向は

顕著になっている。

上記の研究は，供給側である店舗がいかに存続・繁

栄できるか，という視点からの研究である。一方，交

通弱者と高齢者などの買い物弱者にとっての買い物場

所の確保と，彼らが購入できる商品の種類からみた健

康問題の観点，すなわち需要側からみた店舗立地のあ

るべき姿に関する研究もなされた。この種の研究を精

力的に行っている岩間信之ほか「食料品充足率を加味

した食料品アクセスマップの開発」（フードシステム

研究25-3）は，高齢者にとって単に買い物先があるか

ないかではなく，イギリスで設定された健康な食生活

に必要な食品群のリストを参考に，日本で健康的な食

生活を送るうえで必要な食品群のリストを作成して，

それに対する買い物アクセスを求めた。その結果，生

鮮食料品に関して，従来の買い物難民地図は過大評価

される傾向があり，実際にはコンビニエンスストアが

あれば不自由していない場合があることを指摘した。

これらは，地理学から買い物難民の実態を把握する貴

重な研究である。

なお，上記の研究は，店舗販売であるが，インター

ネットにおける買い物も普及している。Arai Y. et al., 

‘Broadband deployment and daily life on an island’（東京

大学人文地理学研究22）は，離島のインターネット

の利用目的の主体は，買い物であったことを示した。

また，西原純・鈴木諄「市街地周辺部での買い物困難

者の実態とネットショッピングの可能性」（都市地理

学13）は，従来の研究がインターネットによる買い物

を無視していることを指摘し，買い物に不便を感じて

いる人は，インターネット未利用者であることを指摘

した。

サービス産業に関しては，由井義通「高齢化する郊

外住宅団地における介護サービス事業の増加と利用の

特徴」（日本都市学会年報51）は，高齢化が進んで地

価が下落した郊外住宅団地に，福祉サービス事業所が
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現在，アジア地域に進出する企業は製造業からサー

ビス主体のものに変化しつつある。神谷浩夫・丹羽孝

仁編『若者たちの海外就職』（ナカニシヤ出版）にお

いて，バンコクの例が示されている。本書において，

鍬塚賢太郎「アジア大都市における日本企業の集積と

サービスの担い手」は，日本人が増加すると，日本人

向けのサービスも現地で成立し，その担い手は日本で

も通用する高度な経験や資格が要求されることを指摘

する。丹羽孝仁・中川聡史「日本人若者が働くバンコ

クは「天使の都」か」は，零細な日系不動産会社の顧

客が固定化する傾向にあることを指摘した。

また，流通・サービスからの観点ではないが，櫻

井明久『北西ヨーロッパの空間構造』（古今書院）は，

北西ヨーロッパを農業から住宅，都市など幅広い観点

から検討した地誌であるが，ボンなどの都市の中心商

業地と近隣商業地の商店の分布を示しており，興味

深い。

■ツーリズム

中山昭則

2018年，訪日外国人が3000万人を突破した。この

ニュースは観光関係者に留まらず大きな話題となった。

ツーリズム研究を牽引してきた地理学界にとっても大

きな出来事であった。

政府が訪日外国人旅行者の増加を目的として「ビ

ジット・ジャパン事業」を提唱した2003年当時の訪日

外国人は521万人だったので，訪日外国人旅行者数は

奇跡の伸びを示したと言えよう。今日では外国人旅行

者の旅のスタイルも多様化している。こうした背景の

もと，内田宗治『外国人が見た日本』（中公新書）は

タイムリーな論考である。ここでは，明治期以降の日

本のインバウンド観光の歴史を全８章の内，７章を割

いて丁寧に解説している。８章では150年に及ぶイン

バウンド観光の経緯を踏まえた大局的な視点の必要性

を説き，マーケティング戦略の重要性を訴えている。

多様化する訪日外国人の滞在中の行動を分析した論

考として，杜国慶「ビッグデータに見る訪日旅行者

の移動ネットワーク」（立教大学観光学部紀要20）は，

近年注目されているビッグデータを活用して，滞在時

間を軸に移動ネットワークを分析しており示唆に富む。

嘉瀬英昭「クルーズ船観光客の行動に関する考察」

（日本国際観光学会論文集25）はクルーズ船客の行動

ことは，日本の1980年代前半において，大型店に対す

る激しい反対運動が生じて大規模小売店舗法の規制が

強化され，大規模小売店舗法の規制を受けない中規模

の店舗が郊外道路沿いに進出して，いわゆる，ロード

サイド型店舗の集積地を形成したことを彷彿させる。

海外の商業集積地に関して，Ikeda Mariko, ‘Temporary 

use of vacant urban spaces in Berlin’（地理学評論 Ser.B 

91-1）は，空き店舗を文化施設や飲食店などの一時的

な利用とすることの有用性を示した。日本でも，恒久

的な利用だけではなく，一時的な利用を活用するため

に参考となる事例である。

海外におけるエスニック資源を活用した観光地の形

成に関して，杉浦直「エスニックテーマ型ツーリスト

タウン「レブンワース」の構築とその本質」（季刊地

理学69-4）は，アメリカのレブンワースにおけるドイ

ツのババリアンビレッジの形成過程と，テーマ型ツー

リストタウンにおいて，日常的に必要な買い物ができ

ないないなどの問題点を指摘した。また，堤純編『変

貌する現代オーストラリアの都市社会』（筑波大学出

版会）では，多民族社会であるオーストラリアのイタ

リア系，華人，ベトナム系エスニックタウンの観光地

化の事例を紹介している。イギリスに関しては，根

田克彦「英国のインナーシティ商店街再生と民族多 

様性」（矢ケ﨑典隆ほか『ローカリゼーション』朝倉

書店）が，インナーシティの近隣商業地が，周辺住民

であるエスニック用品と料理・サービスを主体として

活性化した例を紹介した。

グローバリゼーションが進み，法律の改正により，

日本でも海外からの労働者がますます流入することに

なろう。都市において，エスニック系住民によるロー

カルな需要を満たすための商業集積地が，今後いっそ

う日本でも形成・発展するだろう。さらに，上述のよ

うに，エスニック・ビジネスを主体とする観光地も，

特に大都市で発展している。エスニック資源を活用す

る商業集積地の再生に関する海外の事例研究の蓄積を

進め，日本における商業集積地の活性化の参考にする

必要がある。

日本の専門的な商業集積地の発展の参考になる事例

としては，立見淳哉「パリのファッション産業におけ

る価値づけの装置」（人文地理70-1）が得られた。本

論文は，パリにおけるファッション産業を支える組織

と制度，ファッション製品の生産過程，店舗の役割を

示し，パリの空間としての価値を示した。
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して観光地化を目指した過程を紐解いている。後者は，

白浜温泉が大阪市民を引き付けるために，白と洋風と

南国のイメージを定着させ，都市との対比をアピール

していったことを指摘し，その過程で古い歴史を持つ

湯崎温泉が，次第に白浜温泉に統一されていく経緯に

も言及している。

近年，イメージ形成という視点から，観光地の形成

過程や成立過程に目を向けた論考が多い。この分野の

先導役を務めてきたのは荒山正彦であるが，2018年

には『近代日本の旅行案内書図録』（創元社）を刊行し，

日本の観光発展史を案内書という視点から俯瞰してい

る。明治初期の鉄道旅行案内から始まり，国内外の船

舶旅行案内，ジャパンツーリストビューローの案内書，

そして全国各地の旅行案内書と幅広く取り扱っており，

視覚的にもわかりやすい内容となっている。観光の歴

史のみならず，日本の近代史の理解にも大いに役立つ

内容である。

観光空間の形成と地域社会との関係性について，地

理学分野は古くから関心を払ってきた。川添航ほか「茨

城県大洗町におけるツーリズム形態の変容に伴う観光

空間の再編」（地理空間11-1）は，コンテンツツーリ

ズムの展開によって，これまで観光空間として認識さ

れていなかったエリアにも観光客が訪れるようになり，

その結果，ホスト・ゲスト間の相互交流も行われるよ 

うになったとし，新たな観光空間の創出にも繋がると

している。堀本雅章「沖縄県竹富町鳩間島における

「瑠璃の島」放映後の観光に対する住民意識」（季刊地

理学70-1）は，2004年に放送されたテレビドラマ「瑠

璃の島」のロケ地となった，沖縄県竹富町鳩間島を事

例として，放映後の観光客急増に対する住民の意識調

査を実施している。その結果，観光に関わらない住民

も，観光客の増加に関しては「環境の悪化」や「観光

客のマナー」といったマイナス面はあっても，肯定的

であるとしている。そして，生活環境および自然環境

を維持しつつ，観光客の満足度を高めるというバラン

スが必要であるとしている。丸山宗志「北九州市・門

司港レトロ地区における観光空間の形成と展開」（立

教観光学研究紀要20）は，門司港レトロ地区の観光空

間再編を分析し，事務所機能空間が次々と観光空間へ

と再編され，門司港の周縁部まで拡大する過程を明ら

かにした。観光空間の再編に関わる論考として，猪股

泰広ほか「筑波山における観光空間の形成と変容」（地

域研究年報40）も挙げておきたい。

パターンを分析し，下船後大型バスで立ち去るクルー

ズ船客は，地元では歓迎されないとしつつ，千人以上

の単位で運ばれてくる観光客に対して，大型バスに代

わる移動手段は無く，おのずと行動は限定されると説

いている。

一方，インバウンド観光が巨大市場となると，市場

のニーズと称して観光空間が演出されることにも繋が

る。安江枝里子「訪日観光がもたらす観光空間の創出」

（立教大学観光学部紀要20）は，近年では文化や風景

が本来の意味や文脈とは断絶した，「脱文脈化」され

た観光地が多いと指摘し，それを作り出すのは，その

場限りの楽しみを希求する「無責任な観光客」よりも，

こうした空間を演出する観光産業側ではないかと，示

唆に富む指摘をしている。

訪日観光客数の増加は，文化的・歴史的に多様な背

景を持つ人々が日本を訪れることを意味する。とりわ

け，ムスリムの生活規範は日本の日常生活と大きく異

なり，彼らの生活規範に寄り添う観光の在り方を構築

することは急務である。こうした状況下，鷲見朗子

「京都におけるムスリム観光客受入の現状と取組」（京

都ノートルダム女子大学研究紀要48）は，京都市では

公的機関が活発に情報公開などを行って観光事業者を

支援しており，結果として，東南アジアのみならずア

ラブ・中東諸国からの来訪者も増加している実態を提

示した。

さて，日本を代表する観光資源である温泉に対する

関心は地理学の伝統といえよう。2018年の成果として，

関戸明子『草津温泉の社会史』（青弓社）を挙げたい。

本書は近代的な温泉観光の形成と発展について，アク

セスの変容，リゾート開発と地域社会，イメージ形成

と場所性といった多角的な視点から分析している。中

でも，「場所イメージ」と「描かれた草津」の章に多

くのページを割き，療養温泉からスキーリゾート，そ

して高原リゾートへと変化していく過程をダイナミッ

クに描いており，温泉地域研究に留まらず総合地誌的

な内容といえよう。

関戸と同様に総合地誌的な成果として，和歌山大学

観光学部監修『大学的和歌山ガイド』（昭和堂）を得

た。その中でツーリズム分野では，神田孝治による「観

光都市としての和歌山市の誕生」および「南紀白浜温

泉の形成」が所収されている。前者は，昭和初期には

大阪と共に工業化が進み，「南海における煙の都」と

揶揄されていた和歌山市が，和歌の浦と和歌山城を通
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農村観光が注目を集めているとしながらも，雇用機会

の増大などの経済効果は限定的なものであり，農村

ツーリズムと農村民宿の境界が曖昧で，施設とサービ

スの維持を難しくしていると指摘する。

エコツーリズムは，地域資源を利用する点でグリー

ンツーリズムと通ずるが，自然環境の利用という点で，

ツーリストおよび地域社会の関わり方が重要なポイン

トとなる。服部陽太ほか「小笠原諸島のエコツアーに

おける心理的リアクタンス」（小笠原研究年報41）は，

エコツーリズムは，自然を体験・鑑賞することに重点

を置くあまり，マスツーリズムの延長になっていると

指摘する。結果，オーバーユースの問題が発生し，対

策として数々の規制を設けることが各地で行われてい

る。しかし，そのことによって，エコツーリズムの現

場では，心理的リアクタンス（反発心），つまり「観

光客の行為を制限することで，観光客が制限された行

為をしたいと思う状態」が生じる。著者らは，小笠原

諸島のエコツアーを分析し現状に迫った。その結果，

小笠原諸島を訪れるエコツーリストの間では大きな心

理的リアクタンスは発生していなかったことが判明し

た。その要因として，小笠原諸島は「世界自然遺産で

あること」，そして規制は「外来種対策であること」

がツーリストに認知されていた点を挙げている。さら

に，既に環境教育を受けている若い世代は規制される

ことをいとわないと感じている点も重視している。中

岡裕章「埼玉県飯能市におけるエコツーリズムの意義

と問題点」（地理学評論91-2）は，エコツアー実践者

の参画意識は，地域差とともに，実践者の経済状況や

嗜好性によって多様化している実態を明らかにして

いる。

観光空間としての持続性という課題は歴史的町並み

にも共通する。賀佳惠ほか「歴史的町並み地区におけ

る外部資本店舗の進出と地域受容に関する研究」（観

光科学研究11）は，埼玉県川越市の事例を取り上げ，

重要伝統的建造物群保存地区を維持発展させるために

は，家賃負担力の高い外部資本店舗の参画が必要な状

況にあると指摘する。その上で，外部資本に対して，

ハード面のみならず商店街活動や祭りへの参加を期待

する。これに対して，著者らが定義する「各地の重伝

建地区に小売り型店舗の複数店舗展開を行う企業，い

わゆる伝建チェーン」と呼ばれる外部資本は，積極的

に地域の行事に協力している状況を解き明かしている。

石本東生「神戸『北野町山本通』地区における歴史的

西村圭太ほか「コミュニティサイクル利用観光者の

回遊行動特性」（観光研究29-2）は，川越市を取り上

げて，「ポート」と呼ばれる，自転車乗り捨て可能な

駐輪所を活用するコミュニティサイクルの利用実態を

分析した。ここでは，GPS を用いてコミュニティサ

イクル利用者の回遊ルートおよび滞在時間を分析して

いる。「ポート」利用者は，効率的に観光施設を回遊し，

利用者の多くは観光地の魅力を肌で感じているとして

いる。その上で，コミュニティサイクルは新たな二次

交通手段として有効であると指摘している。

一方，地域における社会環境の変化と観光空間との

関係について，香川貴志「笠置町における観光の興

隆とその背景」（立命館地理学30）および同「笠置町

における観光の衰微とその背景」（京都教育大学紀要

133）は，以下の指摘をしている。京都府笠置町は霊

山信仰を背景に，戦前には史蹟名勝の指定を受け，観

光地として光彩を放った。しかし，高度経済成長頃か

ら，観光の大衆化による観光資源の多様化やモータリ

ゼーションの進展といった社会環境の変化に対応しき

れず衰退した。こうした経緯を分析し，景観の活用や

メディア対策の必要性を論じている。松原淳一「宮島

の地域振興」（広島文教グローバル２）は，広島県宮

島では1996年の世界遺産登録後，定住人口が35.0％減

少し，地域コミュニティが空洞化する中，日帰り観光

客は増加し，これによって地域経済も空洞化し観光業

態も変化した実態を明らかにしている。人口減少時代

を迎え，観光地域の新たな課題として注視しなければ

ならない。

グリーンツーリズムは，地域資源を活用する新しい

観光形態として，地理学分野でも関心を寄せてきた。

朝倉槙人「商品化する農村空間における「真正」で

多様なルーラリティの構築と並立」（地理学評論91-6） 

は，農村空間の商品化にあたっては，ルーラリティが

重視されるとしながらも，群馬県みなかみ町の事例で

は，地域活性化という大義の下，ルーラリティを損な

いうる実践も許容されている実態を明らかにしている。

観光地化の進展とともに，地域の固有性にこだわる必

要性が消失し，今や地域資源の要件は，「素朴な手仕事」

へと緩和されたと評している。著者はこうした現状を

批判的に考察することの重要性を説いている。

他方，海外の事例として，池俊介「ポルトガルの農

村ツーリズム」（E-journal GEO, 13-1）は，ポルトガ

ルでは「太陽と砂浜」に依存しない新しい観光として
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的地の観光情報の収集にこれらを駆使している。鈴

木祥平・倉田陽平「Facebook で発信される観光情報

に対するリアクションの分析」（観光科学研究11）は，

Facebook で発信される情報を分析し，特に動画付き

の発信は驚きや感動といった感情を与えていると結論

付けている。2017年の成果になるが，小池拓矢ほか 

「東京大都市圏における若者のアニメに関連した観光・

レジャーの特性」（地理空間10-3）は，SNS は日常空

間では出会う事のない者同士が，アニメという趣味を

介して観光行動を実践する機会を与えていると論じて

いる。その上で，アニメコンテンツ自身が観光行動の

機会を提供しているとし，若者の観光行動ツールとし

て SNS が重要な機能を果たしている実態を明らかに

した。

若者の観光行動に関しては，2017年の成果になるが，

地理空間学会が『地理空間』（10-3）にて「大都市・

東京を中心とした若者の観光・レジャーの行動と空間」

と銘打った特集を組んでいる。前出の小池論考のほか，

飯塚遼ほか「東京大都市圏におけるクラフトビールイ

ベントの展開と若者観光」は，ビールの消費が停滞す

る中，クラフトビールの消費が若者を中心に伸びてい

る点に着目し，若者はなじみの薄いクラフトビールに

非日常を求め，広まったとしている。そして，新たな

ビール文化の創生および新しい観光ツールとしての可

能性を示唆している。太田慧ほか「東京におけるナイ

トクルーズの集客戦略と存立形態」は，高額で時間を

要するクルーズツアーとは一線を画した，身近なク

ルージングとしてナイトツアーを利用している若者の

実態に迫っている。池田真利子ほか「東京におけるナ

イトライフ観光の特性」では，ナイトライフ関連業界

は，国籍を問わず展開するという特徴を持ち，特別な

東京のナイトライフを体験する，という意味をも付与

していると説く。さらに，公共交通機関等によるアク

セスの改善も進んでいる。こうした実態から，東京の

ナイトライフは，若者のみならずインバウンド観光の

資源としての可能性を提示している。

ツーリズム研究の新しい潮流として，ダークツーリ

ズムが関心を集めている。遠藤英樹「パフォーマティ

ヴなダークツーリズムの可能性」（立命館文学656）は，

戦争・大事故・自然災害において生じた苦しみやコン

テクストはそれぞれ異なったものであるが，それらを

「負の遺産」として巡る旅として必要だったのが，ダー

クツーリズムという概念装置であったとしている。さ

町並み保存と観光まちづくり政策の考察」（日本国際

観光学会論文集25）は，神戸市を取り上げ，町並みの

景観保全と観光まちづくりが，地域文化資源および地

域社会，地域経済と良好なバランス関係を構築してい

ると評価している。

近年「地域らしさ」の演出，いわゆる真正性を巡る

論考が多くみられる。2018年は，みやげ品を対象とし

た八塚春名「おみやげをつくる資源の越境」（観光学

評論6-2）を得た。滋賀県高島市のトチ餅づくりを取

り上げ，地域特産と銘打ったみやげ品でさえも，原材

料等を外部から購入せざるを得ず，「地域らしさ」演

出の実態を分析した。そして，高齢化社会における山

村振興は，地域密着型から多様なネットワークの中で

展開すべきと説く。みやげ品に求められる「地域ら

しさ」を硬直化する必要はなく，むしろ地域資源を利

用する技術を継承しながらも，地域の課題に対応した

柔軟性が必要だと提起している。また，山口睦「手作

り復興商品にみる被災地性の演出と脱却」（観光学評

論6-2）は，復興商品の事業継続に向けて，「被災地性」

をコントロールし，普遍性を指向した地域ブランドに

移行する経緯を論証した。

関連して，「場所の構築」といった視点から海外の

事例を取り上げた杉浦直「エスニックテーマ型ツーリ

ストタウン「レブンワース」の構築とその本質」（季

刊地理学69-4）は，活性化策としてドイツ（ババリア）

風にダウンタウンの町並みを改造する「ババリア化」

を推し進めたアメリカ西部ワシントン州レブンワース

を取り上げ，真正性の問題および地域の葛藤を検証し

た。その上で，この事例提示は，観光空間構築過程で

議論されてきた「疑似イベント論」や「まなざし論」

等の分析に寄与すると結んでいる。今後，海外の事例

分析を重ねることによって，観光空間形成に関する研

究は新局面が拓かれるのではないか。

地域の課題を柔軟に受け止め，地域らしさの維持に

努めるという視点から，藤井紘司「観光まちづくり

をめぐる地域の内発性と外部アクター」（観光学評論

6-1）は，沖縄県竹富島の住民組織を事例に挙げ，住

民はその都度地域が取り組むべき問題点を把握し，課

題を設定し，連携する外部アクターを取捨選択しなが

ら地域の暮らしを守っているという実態を明らかに

した。

今日，観光地の情報ソースとして，旅行者自ら発信

する SNS が大きな影響力を持ち，観光客の多くは目
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の生活圏で見られる自然災害に関し，地域性を踏まえ

た防災の重要性，自然災害に対応したハザードマップ

や新旧地形図などの地理情報の収集，読み取り，まと

める地理的技能が求められるようになった。また選択

科目の「地理探究」では地理学研究の中心的概念とし

て人間と自然環境との相互依存関係などを示している。

水野一晴『世界がわかる地理学入門』（筑摩書房）は，

気候区分ごとに植生，気候，動植物，農業，住民生活

など人間の生活を含む自然環境を著者の調査経験を踏

まえて紹介しており，適書といえる。

学問領域としての「自然地理学」に関して新しい試

みが見られた。岩田修二編『統合自然地理学』（東京

大学出版会）は，従来の細かく分化した専門領域を統

合し，再構築することで新しい分野（あるいは講義形

態）を提唱している。本書では研究事例として「丘陵

地域の自然の構成」「白馬岳高山帯の風景の成り立ち」

「上高地谷の地形変動と河畔林の動態」「ブータンの氷

河湖決壊洪水」「アムール川とオホーツク海の環境変化」

をあげている。またその後，より具体的に地域の自然

環境をとらえ，コラムやエッセイを盛り込んだ岩田修

二編『実践統合自然地理学』（古今書院）も出版された。

また地域の環境課題の解決や地域社会の持続可能な開

発に着眼した佐藤哲・菊地直樹編『地域環境学』（東

京大学出版会）は，トルコの地下水資源管理，知床の

漁業，フロリダのホタテガイ再生，兵庫県但馬のコウ

ノトリ再生，北海道西別川の流域再生とシマフクロウ，

マラウィ湖の自然資源管理，石垣島白保海岸のサンゴ

礁保全などの環境実践事例を紹介している。環境問題

など地域の課題の解決と持続可能な社会の実現を目指

すことを目的にした学際的な研究者や実務家による試

みといえる。鈴木康弘ほか編『おだやかで恵み豊かな

地球のために』（古今書院）は，副題を「地球人間圏

科学入門」としており日本学術会議が提案する新しい

研究の枠組みを示すものである。現在直面している温

暖化，地震，火山災害，水管理など自然が人間に与え

る影響について様々な研究者が展望を行っている。

春山成子・ケイトエライン『エーヤーワディーの河

の流れ』（古今書院）はミャンマーを流れる旧名称イ

ラワジ川流域の土地利用の変化，地形分類による地形

から水資源環境と暮らしを紹介している。大谷侑也

「ケニア山における氷河縮小と水環境の変化が地域住

民に与える影響」（地理学評論91-3）は，酸素同位体

測定やトリチウムによる山麓湧水の年代測定と地域住

らに，ダークツーリズムの実情についてシンガポール

のセントーサ島などを取り上げ，「観光されるべきダー

クネス」は，地域社会，業界，時として政府が取捨選

択していることを解き明かしている。関連して，高橋

裕「福島県の被災地にみるダークツーリズムの可能

性」（地理63-1~2）は，ダークツーリズムに違和感を

覚える人々がいる中，被災地ツアーを復興につながる

希望のツアーと期待する向きもあると，地域の葛藤を

明らかにしている。

近年，多くの大学で観光学関連の科目が設定されて

いる。菊地俊夫編『ツーリズムの地理学』（二宮書店）

は，20名の著者が「都市地域」「農村地域」「自然地域」

の分野において，持続可能な地域づくりの実践例とし

て世界の観光地の事例を取り上げている。観光地理学

の更なる発展に寄与する一冊であることは間違いない。

大学教育で大いに活用すべき一冊と言えよう。

■自然環境・災害

貝柄　徹

公益財団法人日本漢字能力検定協会がその年の世相

を表す漢字を公募しており，2018年は「災」の文字

が選ばれるほど日本各地で自然災害が多発した。６月

18日の大阪府北部の地震（気象庁の命名基準に達せず，

正式名称がないため，報道機関などによって名称に多

少の差異が生じる）は，大阪府下に1995年の兵庫県南

部地震以来の被害をもたらした。６月末～７月にかけ

ての「平成30年７月豪雨」では，台風と梅雨前線の影

響による集中豪雨が西日本の広域にわたって土砂災害

や洪水を発生させた。また気象庁は従来の「警報」の

基準を超える被害が予測される場合に「特別警報」を

2013年から運用しているが，「平成30年７月豪雨」の

際は，過去最多の11府県に「大雨特別警報」を発表

した。さらに９月の台風21号，24号は，非常に強い

勢力を維持し日本に上陸したため，暴風・高潮被害な

どを各地で引き起こした。９月６日の「平成30年北海

道胆振東部地震」は，北海道で初めて震度階級の最大

値７を記録し，各地で土砂災害や液状化現象を引き起

こした。これらの「災」の発生した年であった。

また2018年３月告示の高等学校学習指導要領（2022

年度から適用）において，必履修科目「地理総合」に

大項目「持続可能な地域づくりと私たち」，中項目に

「自然環境と防災」が設けられた。日本や世界，生徒
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査のすすめ」（季刊地理学70）は1896年の明治三陸津

波での岩手県沿岸40件の津波地名が，現在まで11件

残っていることを確かめるとともに地域の防災教育の

重要性を説いている。村中亮夫ほか「津波地名やその

由来は継承されるのか？」（地理科学72-4）は，明治

時代に山奈宗真が出版した津波地名の記録集である

『岩手沿岸古地名考　全』に記載の地名が52.5％，津

波地名の由来が27.5％現在の地域住民に残っているこ

とを現地調査から分析しており，情報伝達の有効性を

検討する資料となっている。『地理』（63-4）の「災害

をどう記録し　どう伝えるか」の特集において，田村

俊和「山田町での過去の津波災害の記録類を読みくら

べる」では1896年の明治三陸地震津波，1933年の昭

和三陸地震津波，1960年のチリ地震津波の被災状況の

報告を提示している。青木久「過去の大規模自然災害

に着目した教材開発の試み」（新地理66-2）は，高等

学校の自然災害学習において災害年表とフローチャー

トの整理を通して発生構造を考察することで防災意識

を教育する手法について提案している。

岩船昌起・田村俊和「『山田町震災記録誌』制作

を通した自然災害認識への地理学的アウトリーチ」

（E-journal GEO, 13-1）は，筆者らが津波災害直後か

ら実施した調査や現地公開シンポジウム，巡検等の活

動を通じ，2017年に岩手県山田町が震災記録伝承事業

として発行した『３・11　残し，語り，伝える　岩手

県山田町東日本大震災の記録』の分担をした記録でも

ある。なかでも避難者個人の行動を 1～10m 空間，１

秒から数分の時間というパーソナル・スケールの時空

間情報として復元を試みる事で防災・減災教育に役立

てようとしている。

液状化現象は，埋め立て地や地下水位が高い地域な

どにおいて地震動によって発生するが，地質特性など

未解明な部分も多い。2018年９月６日の北海道胆振

東部地震においては都市域で発生したため大きく報道

された。『地学雑誌』（127-3）は，「地球科学からみた

利根川下流域の液状化（続）」の小特集を組んだ。中

でも小松原琢ほか「2011年東北地方太平洋沖地震に

よる液状化層のボーリングおよびトレンチ調査の結果」

は，利根川下流部の旧湖沼や旧河道の埋め立て地での

ボーリングとトレンチの２つの調査手法の組み合わせ

から1987年千葉県東方沖地震で液状化した地点の多

くで，2011年東北地方太平洋沖地震による液状化現

象が再発し，地層の強度が以前よりも低下することを

民への聞き取りから涵養源としての氷河の変化を捉え

ており，水循環が地域住民に与える影響について示唆

している。また松山洋「地理分野からみたこの30年間

の水文・水資源学に関するレビューと展望」（水文・

水資源学会誌31-6）では地理学者が水文プロセスや国

際共同研究など水文学の諸分野に寄与してきた論文を

中長期的に分析し，展望している。

自然災害の予知，予測に関して，これらは重要な命

題ではあるが，将来予測の基本原理は，過去の事象を

詳細に分析し，その変化を外挿することに他ならない。

本年も歴史時代の文書記録から災害や当時の環境の復

元を試みる研究がみられた。平野淳平ほか「広島の

古日記天候記録による1779年以降の夏季気温の復元」

（地理学評論91-4）は，古日記の降水日数から1779年

以降の７月，８月の日最高気温の復元を試み，気温の

低下から1780年代の天明飢饉，1830～1840年代の天

保飢饉との関係を示唆している。

『地学雑誌』（127-4）では「歴史時代の気象災害と

気候変動」特集が組まれた。財城真寿美ほか「関東東

南部における気象観測記録からわかる19世紀幕末以

降の気候の特徴」は，気象庁の観測開始前，幕末期の

水戸，東京，横浜の気象観測記録から当時の気象特徴

を明らかにしている。小氷期末期の地域的な気候の復

元は東アジアの気候傾向を明らかにする基礎資料とな

り得る。田上善夫ほか「小氷期における東アジアの強

風災害とその変動」は，多数の気象災害を古文書から

まとめた『日本気象史料』，中国の『中国三千年気象

記録総集』および1850年代に那覇で気象を記録したフ

ランス人宣教師フュレの記録から当時の暴風雨が現在

の台風の出現との対応や中国と日本の強風災害記録の

一致から気象変動の復元を試みている。Hirano Junpei 

et al., ‘Analysis of Precipitation Data at Yokohama, Japan 

from 1863 to 1869 Observed by J. C. Hepburn’ は，アメ

リカ人宣教師ヘボンによる横浜での降水量観測記録と

各地に残っている古日記天候記録との比較から当時の

降水出現率を算出し，1867年夏の多雨，1868年夏の小

雨が広域的であったことを論じている。

「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」（東

日本大震災）で三陸海岸に設置された過去の災害被害

の教訓を残す災害記念碑が注目を受けることとなった。

過去の記録や被災体験を後世に残す事の意義は重要と

いえる。地名もまた同様に土砂災害や洪水被害など過

去の災害との関係は密接である。磯田弦「災害地名調
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ることを証明した。

一般書ではあるが，新しい研究成果を示した書物が

出版されている。横山祐典『地球46億年気候大変動』

（講談社）は，太古からの気候変動と氷河の消長を炭

素や公転軌道の変化などから解説したもので，現在お

よび今後の環境を論じる上でも重要といえる。また中

島淳一『日本列島の下では何が起きているのか』（講

談社）は地震と火山のメカニズムをプレートテクトニ

クスから解説している。国土地理院が運用している 

GEONET（GNSS（全球測位衛星システム）連続観測

システム）により地殻変動が詳細に観測されるように

なったことで，海洋プレートの沈み込み帯での長期的

スロースリップ（人体に感じないゆっくりしたすべり）

の発生に伴う地下水の上昇が地震の誘発をするという

メカニズムを解説している。

フォッサマグナは，ナウマンが明治期に発見，公

表し，日本を分断する地溝帯として地理を学んできた

ものにはなじみ深い。この代表地である糸魚川ジオ

パークは2008年当初より日本ジオパークに認定され，

現在日本に９地域あるユネスコ世界ジオパーク（洞爺

湖有珠山，糸魚川，山陰海岸，室戸，島原半島，隠岐，

阿蘇，アポイ岳，伊豆半島）のひとつで，一般にも知

名度が高まってきた。しかしその詳細については不明

なことも多く，直接論じたものは多くなかった。藤岡

換太郎『フォッサマグナ』（講談社）は，日本のジ

オパークを紹介しつつ，フォッサマグナが世界的にも

珍しい地形であることを説き，日本海の拡大や伊豆・

小笠原弧の列島への衝突がその形成に大きく影響する

という壮大な試論を提示している。

最後に当該年の研究動向や論点，成果と課題として

速報的な報告をしているものをあげておく。池田碩・

大豊英則「2018年２月台湾花蓮地震と1999年９月集

集地震の教訓」（地理63-5）は，台湾での直近の被害

地震２事例から建造物の被害を中心に取り上げるとと

もに現地での被害の実態とその保存・展示について 

紹介している。「平成30年７月西日本豪雨災害」に関

しては，『地理』（63-10）では井上公夫ほか「繰り返

し発生した広島湾岸地域の土砂災害分布」が「山抜け」

「蛇落地」など斜面災害や土石流発生を想起させる古

地名や災害記念碑を通して当該地域の土砂災害を報告

している。『日本リモートセンシング学会誌』（38-5）

では，吉田一希「平成30年７月豪雨に伴う高梁川流域

と肘川流域の浸水範囲と浸水深分布の推定」が岡山県

指摘した。その他，若松加寿江『そこで液状化が起き

る理由』（東京大学出版会）は過去の液状化を発生さ

せた地震およびその被害状況を取り上げ，予測方法や

地盤調査，液状化対策について取り扱っている。専門

書ではあるが，土地購入前の確認や地名との関係など

も扱っている啓蒙書でもある。

2014年，広島市安佐南区で発生した土石流災害は

山麓緩斜面の住宅地に多くの犠牲者を伴う被害を与え

た。田中圭・中田高「2014年広島土石流災害による

建物被害の立地分析」（地理学評論91-1）は，年代別

の空中写真から作成した DSM（建物の高さを含んだ

数値表層モデル）により建物の建設時期を推定すると

ともに，UAV（無人航空機）の写真から土石流発生前

後の災害の状況を検討し，開発や住居建設の際の防災，

減災意識の重要性を示している。

従来の説から新しい展開を迎えたものを２点あげて

おく。田中圭ほか「古地図・空中写真の解析による安

政東海地震前後の富士川下流域の地形変化と蒲原地震

山」（地学雑誌127-3）は，1854年の安政東海地震で富

士川下流域の沖積低地に局所的隆起したとされる「蒲

原地震山」を古地図や空中写真の判読から従来の地震

性隆起説を否定し，中州であることを論証した。

また日本には多年性雪渓はあるが，氷河は現存しな

いとされていた。福井幸太郎ほか「飛騨山脈で新たに

見出された現存氷河とその特性」（地理学評論91-1）は，

地中レーダー観測ほかの結果から氷体とその流動を確

認し，その結果から氷河の現存が判明した。

昨今，「異常気象」という語もずいぶんと安易に使用

されるようになったが，夏の猛暑は記録ずくめであっ

た。5,880m 付近の太平洋高気圧の上空 9,800m 付近に

さらにチベット高気圧が張り出したため，７月23日，

埼玉県熊谷市で41.1℃の日本最高気温を記録した。各

地でも最高気温の更新が顕著であった。総務省消防庁

報道資料「熱中症による救急搬送状況」（平成30年９

月20日，10月25日）によると８月の熱中症による緊

急搬送者数は３万人を超えた。また５月～９月までの

それは９万５千人で2008年の調査以来，最高値を記 

録した。Nakamura Yusuke et al., ‘Seasonal variations of 

the urban heat island in Kumagaya, Japan’（地理学評論 

Ser.B 91-2）は熊谷市の一年間の季節変動を複数の定

点観測地の気温計測から調べている。その結果，埼玉

県熊谷市において，全季節でヒートアイランドが昼間

より夜間に，また昼間は夏季，夜間は冬季に顕著であ
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後者の発掘との関連では，佐藤信『列島の古代』（吉

川弘文館）によって地方・庶民の姿や各地域間の交

流，中国・朝鮮半島との関係など日本列島の古代史像

が大きく変わりつつあることが多元的に描かれた。一

方，『歴史評論』（821）においては「特集「大化の改新」

とその時代性」が組まれたことが興味深い。日本史研

究の性格が強いため，ここでは熊谷公男「大化改新研

究の新潮流と七世紀史研究のこれから」の紹介に留め

るが，日本人の誰もが「大化の改新」として学習する

歴史事象に関して，考古学の研究成果とこれまで蓄積

されてきた史料批判の成果とを対比させ，この大事件

を含む七世紀の時代史像を再構築する動きを提示する。

もちろん，地理学からもこれまでの古代史研究の成果

を再検討する動きが生まれている。伊藤寿和「奈良・

平安時代における農業生産の実態に関する再検討」（史

艸59）は，主要な目的の一つとして近年発表された10

～11世紀における水田の定量的な農業生産の実態（こ

の論文自体が桧の年輪に含まれるセルロースの酸素同

位体比を用いた古気候復元の成果に基づいている）を

評価したうえで，再検討の余地が残る部分を指摘した。

さらに地理学の学問的成果を一般に発信するいわゆる

「アウトリーチ」にまで視野を広げた試みとして，早

川裕弌ほか「古景観の復原における３次元景観情報を

用いた地理的想像の喚起」（E-journal GEO, 13-1）が

得られた。これは青森県の三内丸山遺跡における縄文

時代の景観イメージに関して，地理学，考古学，第四

紀学の研究成果と，芸術分野の表現手法との融合を試

みたものである。

このように，史料的制約の多い古代から中世にかけ

ての研究は，隣接分野においても伝統的手法のみにと

らわれない研究動向が今後も続いていくものと思われ

る。地理学においても関連領域で発表される「最新」

の復原データなどを積極的に活用し，それを空間的に

意味づけて時代の再評価に一役を担うことが期待され

よう。

もちろん，紀行文や絵画表現などに地理学の側から

接近を試みる論考も本年は複数発表され，すでに大き

なジャンルを形成している。ところで，常に議論され

ることであるが，文学・芸術作品を地理学の「一次

資料」として用いる場合には，資料の客観性をいかに

担保するかということが重要となる。その中で阿部美

香『歌川広重の声を聴く』（京都大学学術出版会）は，

『絵本江戸土産』に描かれた内容とそこに記された広

倉敷市真備町と愛媛県大洲市を対象として，航空レー

ザ測量の 5mDEM，SNS 画像や空中写真から浸水範

囲とその深さの空間分布を示している。また作野裕

司「西日本豪雨災害における Landsat-8 と Sentinel-1 

を使った浸水域の推定」は，米国地質調査所（USGS），

ヨーロッパ宇宙機関（ESA）からの衛星データを使

用して岡山県倉敷市真備町の浸水域の抽出を試みて

いる。

このほか，日本地理学会災害対応委員会は，春季学

術大会（３月22日）で公開シンポジウム「防災の基

礎としての地形分類図」，秋季学術大会（９月23日）

で公開緊急シンポジウム「西日本豪雨災害」を開催し

ている。また当委員会の web サイトでは上記の災害

に加えて「平成30年４月大分県中津市耶馬溪町の土砂

災害」，「平成30年北海道胆振東部地震」に関する会員

の調査研究，情報提供が掲載されている。

当該年の災害に関しては今後の詳細な研究成果の発

表が待たれる。

■歴史地理　近世以前

山下琢巳

古代から近世までの近年の研究成果を概観すると，

歴史地理の成果よりも文献史学の研究者が地域の特性

や土地利用などに言及し，地理学の分野に踏み込んだ

研究成果を公表することが多くなっている。ただし，

このことは日本史研究そのものが他分野への接近を意

識しているからであり，換言するならば，伝統的な文

献史学の研究が，転換期を迎えつつあることを示して

いる。例えば本年は，古気候の復原といったデータ

ベースを活用した研究や，特に古代を中心とした考古

学の発掘技術や解析手段の飛躍的な技術革新に関連し

た，さまざまな事象の再検討や議論の結果が提示され

ている。

例えば前者では，片平博文「京都を襲った歴史時代

の台風」（京都歴史災害研究19）があり，９世紀から

14世紀までを中心とした古記録から台風の接近・来襲

をデータベース化し，季節的な傾向とその時期的変化

を検討した。小滝篤夫「由良川中流部の水害史と地形」

（京都歴史災害研究19）は，主に近世から2014年まで

の由良川水害を概観したものであるが，12世紀からの

水害史年表を用いて，地質との関連からその特性を明

らかにしている。
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機能や役割をすくい取り，歴史的空間を描く学問的営

みを「景観史」としてとらえた論文集である。本書で

は III 章の途中までが古代から近世に相当するのであ

るが，現代に至るまでの景観が果たす役割も含めて大

局的に検討する本書の特徴と，前述した本年の「時代

の移行期」研究の充実と合わせて，あえて時代を区切

らずに一冊の論文集として理解した方がよかろう。

江戸時代に作成された各種絵図に関する研究成果も

複数得られた。戸祭由美夫『絵図にみる幕末の北辺防

備』（古今書院）は，当時の絵図に加え，地形図，空

中写真，現地写真など多くの資料を分析し，当時の北

辺防備施設の実態とその近代以降の変容と現状にまで

言及した。倉地克直『絵図と徳川社会』（吉川弘文館）

は，岡山藩池田家に残された大型絵図に注目し，国絵

図，郡絵図，城下町絵図を素材に，作成をめぐる幕府

と藩との関係，地域社会で果たした役割を明らかにす

るとともに，素材選択と描写のはざまに存在する絵図

の実用性と政治性を読み解こうとした。関戸明子「江

戸後期の草津温泉絵図の記載内容に関する考察」（歴

史地理学60-4）は文化７年に作成された「上州草津温

泉図」を詳細に分析し，記載内容の特徴だけでなく絵

図の需要にまで言及した。このように本年の絵図研究

では，描かれた場所の現状や絵図を取り巻く社会経済

活動の一端にまで踏み込んだ論考が得られたことが注

目される。一方で，学術書と一線を画するが，本渡章

『大阪古地図むかし案内』（創元社）は江戸時代に作成

された大阪の絵図について，部分拡大を含めてカラー

で100点以上を収録し，「天下の台所大坂」の歴史的変遷

や地形を読み解いた。それゆえ，これから絵図資料に

触れてみたい人たちへの案内書としての役割も果たす。

ところで，本年『歴史評論』は特集「はじめて学ぶ

日本近世史」を組み，日本の近世を学びたいと思う人

向けのいわば入門書となる論考を揃えた。野尻泰弘

「はじめて古文書を読む人のために」，山口和夫「はじ

めて近世史料集を使う人のために」からはじまり，上

田長生「近世都市の成り立ち」，東幸代「生産者の暮

らし方」，青柳周一「全国に広がる商い」，梅田千尋「「民

間宗教者」が居た近世」などは，歴史地理の初心者に

も大いに活用しうる。これらは一般書でも事足りると

いう向きもあろうが，「論文形式で記載されたものを

読む」ということも初心者にとっては「研究に触れる

一歩」となろう。文系全体の学問的意義に危機感が唱

えられる昨今において，史学の専門雑誌がこういった

重の言葉から，それまでの「名所」とされてきた場所

にとどまらず，日常を生きる人々の舞台としての風景

や姿を描くという広重独特の風景観をあぶり出すこと

に成功した。村上晴澄「室町時代の紀行文からみる瀬

戸内の旅」（歴史地理学60-1）は，足利義満の「厳島詣」

に記された経由地とその出発・到着時刻に基づいて，

室町時代における瀬戸内海の航路を地図化し日ごとの

移動距離を明らかにするとともに，潮汐推算を用いて

義満の厳島神社での詳細な行動を解明した。谷崎友紀

「近世初期の歌枕を中心とした京都見物」（歴史地理学

60-3）は石田常軒が記した『所歴日記』を事例として，

詩歌をたしなむ階層の文化人が京都の名所・旧跡に対

して，いかに価値を見出していたのかを探った。

ところで，時代の転換点あるいは移行期に注目した

研究成果も活発に公表され，本年は特に中世から戦国

期を経て近世に至る時代軸のなかで複数の論考を得た。

まず生活誌からは白水智『中近世山村の生業と社会』

（吉川弘文館）が，信濃国秋山と甲斐国早川入を事例に，

生活文化体系の巨視的な視座から中近世山村の生業や

特質，外部社会との交流などを解明し，「不便ですた

れた山村観からの転換」という近年の動向をさらに跡

付ける役割を果たした。海老澤衷編『中世荘園村落の

環境歴史学』（吉川弘文館）は，美濃国東大寺領大井

荘の耕地・水利景観の復原と，荘園経営の実態を解明

し，さらに後の時代に輪中城下町形成に向かう姿を 

GIS の分析から描く。同じ荘園研究としては似鳥雄一

『中世の荘園経営』（吉川弘文館）が挙げられ，備中国

新見荘，紀伊国鞘淵荘などを事例に，土地の収益や金

銭の出納などから経営実態に迫り，荘園・惣村の地理・

領域的な構造を解明するとともに，戦国期への変容に

も言及した。近世に主眼を置いた小酒井大悟『近世前

期の土豪と地域社会』（清文堂出版）は，中世・近世

移行期の村落を理解する際のキーパーソンとなる中間

層を「土豪」と規定し，その存在形態と性格変化を多

方面から解明した。近世から近代に至る移行期の成果

としては，谷本雅之ほか編『豪農たちの近世・近代』

（東京大学出版会）が，最も先進的な農業地帯であっ

た南山城に着目し，豪農層の経営だけでなく地域社会

の運営主体としての機能をも解明し，近世から近代へ

の連続性を明らかにした。このように農山村の実態や

その変容を，大きな時代軸の中で概観できる流れがで

きたのが本年の特徴といえよう。その中で金田章裕編

『景観史と歴史地理学』（吉川弘文館）は，景観がもつ
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見た古代の神概念」（歴史都市防災論文集12）が神社

の立地との関連から明らかにした。

江戸時代の城下町研究や藩政に関しては，髙橋元貴

が『江戸町人地の空間史』（東京大学出版会）におい

て，商工業・流通・労働などを担った町人地，町方社

会と，それをささえる都市の基盤であった道と堀川を

素材に江戸の都市空間の形成過程を描いた。斎藤紘子

『畿内譜代藩の陣屋と藩領社会』（清文堂出版）は，こ

れまで未解明だった一万石を少し超える程度の譜代小

藩の支配の実態を解明し，藩政史料がない中での研究

手法を切り開いた。地域で展開される産業に関しては，

岩田愛加「近世後期多摩地域の材木流通構造と筏宿」

（日本史研究674）が，多摩川上流部で生産される木材

の流通に携わる，産地荷主としての筏師，河口部羽田

に展開する筏宿，川辺組を中心とする材木問屋の三者

の関係とその変遷を明らかにした。一方，有薗正一郎

「16世紀後半～19世紀に日本を訪れた外国人が記述す

る日本庶民の人糞尿処理」（愛大史学27）は，日本で

は古くから肥料として利用された人糞尿を，家畜の糞

のみを肥料とする欧米の外国人の視点から描いていく

という文化論的な観点がユニークである。自然環境の

利用と地域の特徴に関しては，佐野静代「近世におけ

る「水田漁猟」の展開と河川流域の環境変化」（史林

101-3）が，畿内の溜池や水田で行われた魚漁と鳥猟

には，水底への土砂流入に対応する側面と，京・大坂

の魚鳥需要とが結びついていたことを指摘し，高橋美

貴「近世における海洋回遊資源の資源変動と地域の自

然資源利用」（日本史研究672）は，伊豆内浦湾に面す

る漁村が，不漁期への対応として森林・耕地利用を拡

大させていく実態を，山論や獣害の増加といった周辺

村落との関係から明らかにした。都市の形成に関して

は，中尾俊介「横浜開港場の都市形成」（建築史学70）が，

都市計画の最初の段階である地所割り渡しの過程や地

割の状況を復原した。

最後に海外向けの発信として，Charrier, Philippe, et 

al., Morts avant de naître. La mort périnatale（Presses 

Universitaires François-Rabelais de Tours）に所収された 

Kawaguchi Hiroshi, ‘Mourir avant de vivre, L’enregistrement 

des fausses couches et des mort-nés dans les temples 

bouddhistes au Japon’ が得られた。これは死産・流産・

周産期死亡児をめぐる仏文・英文の論文集であり，寺

院過去帳から神奈川県下における幕末期からの死産・

流産・周産期死亡時の供養について分析したものであ

形式で特集号を出したことは，大いに示唆に富むもの

である。地理学においても今後裾野の拡大を考えるな

ら，「入門編」を学術雑誌の特集で組むことも意義が

あることと考える。

他方で，本年も伝統的な手法を用いてその時代に

おける地域の特徴を描く精緻な研究成果も公表され

た。まず児玉幸多『日本交通史』（吉川弘文館）は古

代から近世までの水陸交通の実相を解説した名著であ

るが，今年新装版として復刊された。大橋泰夫『古代

国府の成立と国郡制』（吉川弘文館）は，地方官衙の

機能と，造営の過程，構造を考古学的に分析し，国府・

郡衙・駅路などが一体となり整備されてきた可能性に

言及した。木本雅康『日本古代の駅路と伝路』（同成

社）は，文献史学と考古学の成果をもとに，日本古代

の駅路・伝路を具体的に復原し，交通路網の実態を考

察した。中世では，橋本素子編『中世の喫茶文化』（吉

川弘文館）が，平安・鎌倉期に渡来した茶が寺院や武

家から一般に広がる過程を，生産・流通・消費を軸に

文化誌的な視座から解明した。宗教と地域の諸相に関

しては長崎健吾「天正年間の洛中における法華宗檀那

の分布状況」（地方史研究68-3），熱田順「戦国期にお

ける根来寺の日根荘進出と荘園制」（地方史研究68-1）

があり，京都市街の戦国期の一端と，同時代にあって

も中世の土地所有システムを引き継ぎつつ展開される

地域社会の姿が明らかとなった。

歴史的な災害に関しては専修大学人文科学研究所編

『災害　その記録と記憶』（専修大学出版局）におい

て，人々が繰り返される災害をいかに認識してきたの

か，その概念や歴史的過程を考古学，自然地理学，哲

学，歴史学それぞれの立場からより長い時間軸の中で

論証した。矢田俊文『近世の巨大地震』（吉川弘文館）

は江戸時代の地震災害について，幕府への被害報告や

人々の日記，俳句，紀行文の分析から家屋倒壊の状

況，死者数などを復原した。いずれも学際的な，ある

いは様々な資料からの災害分析が特徴的である。その

中で関根達人『墓石が語る江戸時代』（吉川弘文館）は，

大名から庶民に至るまでそれぞれの墓石に刻まれた内

容から災害の犠牲者を考察するが，さらに身分社会の

在り方，石が運ばれた海運の地域間関係など文化論に

まで言及し，これまでの災害研究とは一線を画してい

る点で特筆される。また，記録には残るがその実態ま

では把握しにくい古代の災害に関しては，桒原拓大ほ

か「大阪府の「式内社」の立地傾向と災害危険性から
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会－空間パターン変化（1965～1980）」（地学雑誌127-1）

は高度経済成長期とそれ以降の東京23区における人

口減少や居住者の社会経済的状況を，加藤政洋「基地

都市コザにおける門前商店街「ゲート通り」の店舗構

成とその特色」（立命館文学656）は第二次大戦後と沖

縄返還の間の旧コザ市の基地門前町の空間構造を，高

道昌志『外濠の近代』（法政大学出版局）は多様な集

団による旧江戸城の外濠の開発実践や意味づけの変化

をそれぞれ検討し，近代の中のいわば切れ目ないしは

端境期を埋め，時代の連続的な空間現象を考察してい

る。また，都市ではないが近代の集落の空間構造につ

いては山元貴継が「沖縄県宮古島・狩俣集落の空間的

構造とその変化」（平岡昭利監修『離島研究 VI』海

青社）の中で明治期の地籍図や土地台帳を用いて地形

条件とのかかわりから集落の空間構造の変化を分析

した。

流通に関しては森田耕平「両大戦間期の貨物輸送に

おける自動車の進出と国有鉄道の対応」（地理学評論

91-6）は両大戦間期の大阪，神戸，京都の貨物輸送を

めぐる鉄道輸送と自動車輸送との競合関係や補完関係

を，清水克志「汽船による流通記録からみた沿岸集落

の近代」（歴史地理学60-1）は明治中後期から大正期

の東京近郊の沿岸集落の近代化と海上交通の関わりを，

大和博幸「明治初期の出版流通ルート考」（國學院大

學紀要56）は江戸時代後期の大都市と地方取次本屋と

の流通関係が引き続き明治初期も続いていた点を，そ

れぞれ明らかにした。

場所の意味や記憶についての論考も見られた。大平

晃久は「南進の「聖地」昭南の成立」（長崎大学教育

学部紀要４）で第二次世界大戦の日本軍政下のシンガ

ポール攻略戦の戦跡と古代の親王の物語との意図的な

結合による戦跡観光地化と聖地化が近代日本の対外意

識の「記憶の場」として形成される過程を明らかに

した。上杉和央は「沖縄県八重瀬町の戦没者慰霊空間」

（人文地理70-4）で第二次世界大戦後の沖縄県八重瀬

町を事例に，町内のいくつかの沖縄戦戦没者慰霊碑と

慰霊空間の形成過程および慰霊空間の意味づけの相違

とその社会的・政治的背景について考察している。

近代はまた，国内のみならず国家を超えた人々の大

規模な移動の時代であり，国内外の活発な人口移動を

めぐる光と影が多様な論考によって示された。矢ケ﨑

典隆編『移民社会アメリカの記憶と継承』（学文社）

が近代のアメリカへの移民の記憶と記録を展示する移

る。英語だけでなく，近年では珍しいフランス語で発

信されことに大きな意義があると考える。

■歴史地理　近・現代

麻生　将

近代とはどのような時代であったか，という問いは

歴史地理学のみならず歴史学や社会学をはじめ様々な

研究分野で重要なテーマとなっている。2018年の近

現代の歴史地理学の研究を概観するとき，まずは湯澤

規子『胃袋の近代』（名古屋大学出版会）がこの問い

に真正面から取り組んだ論考であることから始めた 

い。湯澤は食を通して近代という時代を問い，そこに

生きた様々な人々の姿を描き出し，都市化と産業化を

背景に食べるという行為の社会化とともに孤立化が急

速に進み，食をめぐる個人の自由さと不自由さが同居

した時代であったと述べる。近代という時代は個人と

社会，自由と不自由，豊かさと貧しさ，包摂と排除な

どアンヴィヴァレントな状況が空間的にも現出する時

代であった。サラ・ワイズ（栗原泉訳）『塗りつぶさ

れた町』（紀伊国屋書店）は19世紀ロンドンにおける

資本主義の矛盾が都市空間に現出したスラム街の様子

を新聞や行政文書など膨大な史資料を用いて丹念に描

くことで近代と向き合う。近代を捉える試みは近代の

歴史地理学研究にとって困難であると同時に重要でも

ある。特に近代が近世からの連続性，そして現代への

連続性を持つ時代であり，同時に二度の世界大戦の間

（戦間期）を持つ時代でもあるがゆえに，研究の中で

こうした時代の間をつなぐ作業も不可欠である。

こうした観点から2018年の研究を振り返ると，都市

については網島聖が『同業者町の研究』（清文堂）で

大阪における近代以降の同業者町の社会的，経済的な

変化と都市の空間構造との関係を分析し，同業者町の

経済活動にかかわって様々なアクターによる調整が大

きな役割を果たしていたことを膨大な史資料によって

明らかにした。本岡拓哉「戦後都市の河川敷居住の生

成・消滅過程」（地域研究58）は行政資料を用いて戦

前に由来するケースも含めた第二次世界大戦後の河川

敷居住の生成・消滅過程を，梶田真「戦中期前後にお

ける旧東京市／東京都特別区の地域動態」（東京大学

人文地理学研究22）は1940年から47年の旧東京市（東

京都特別区）の被災状況や都市人口の増減，移動，産

業分布や就業状態を，梶田真「東京特別区居住者の社
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る内地旅行について概観した青柳正俊「西洋人五名に

よる新潟からの内地旅行（1870年）」（新潟史学77）が

得られた。

観光については地域形成，観光地の表象，メディア，

視覚資料などの観点からも多くの研究が見られた。近

代の日本で出版・発行された膨大な旅行案内書を時代，

ジャンル，性格，制作主体，対象地域などにより分類

し，その系譜化を行った荒山正彦『近代日本の旅行案

内書図録』（創元社）や，近世から近代そして現代に

かけての草津温泉の成立と温泉街の空間的変容，旅行

者やメディアによるイメージ形成などをまとめた関戸

明子『草津温泉の社会史』（青弓社），交通インフラや

地域のアクターに着目して筑波山の山麓門前町の観光

地化とその変化を論じた猪股泰広ほか「筑波山におけ

る観光空間の形成と変容」（地域研究年報40），第二次

世界大戦を挟んだ京都府笠置町の観光地形成を論じた

香川貴志「笠置町における観光の興隆とその背景」（立

命館地理学30）が得られた。また，観光学術学会の研

究集会「おみやげは越えていく」の４編の論稿のうち，

マトリョーシカが世界各地のおみやげとして販売され

る現象の起源と移動の経緯を論じた鈴木涼太郎「旅す

るマトリョーシカ」（観光学評論6-2）と，昭和戦前期

のインバウンドを対象としたおみやげ品の開発と評価

をめぐる国策の過程を論じた千住一「1930年のおみ

やげ」（観光学評論6-2）の２編は近代のおみやげをめ

ぐる空間現象や地理的表象についての知見を示して

いる。

近代から現代にかけての産業についても多くの研究

が得られた。堀内千加「十勝地方の農業地域区分と畑

作農業の展開」（史泉128）は十勝平野における1970年

から2010年の40年間の農家の戸数，経営規模，作付け

内容の変化といった農業の地域的特徴とその変化を明

らかにした。田和正孝「明治期における兵庫瀬戸内の

延縄漁業」（人文論究68-2）では近代期の兵庫県瀬戸

内における延縄漁業の漁具や漁業活動，漁場の利用を

めぐる関係性，餌の供給などの実態を，前田竜孝「大

阪府岬町深日漁業地区における水産物出荷活動の変容」

（人文論究68-2）では第二次世界大戦後の岬町を事例

に小規模漁業地域の水産物の流通構造とその通時的変

化を通して水産物の流通と漁業活動との密接な関係を，

松浦章「日本統治時代台湾産鮮魚の海外搬出」（関西

大学文学論集68-1）は日本統治時代の台湾におけるマ

グロやカジキ鮪などの鮮魚の移出について考察し，戦

民博物館に注目して移民国家であるアメリカの新たな

地誌を描き出し，河原典史・木下昭編『移民が紡ぐ

日本』（文理閣）は，移民研究，地理学，社会学，教

育学，文化史などの様々な分野からの日本人移民に関

する論考を収録している。今西一・飯塚一幸編『帝国

日本の移動と動員』（大阪大学出版会）は近代の日本

が統治した南樺太や朝鮮半島，満洲と台湾などの植民

地地域と日本との人々の移動についてこれまで光が当

てられなかった個人や集団について歴史学，地理学，

人類学，社会学の分野から論じられている。また，明

治，大正，昭和前期の福島県のフィリピン移民につい

て続柄の相違による移民先での生業や帰国後の動向お

よび生業の特徴的な差異を明らかにした鈴木修斗「近

代期の福島県における海外移民送出の展開と帰国後の

動向」（歴史地理学60-2）や様々な社会経済的要因に

よるカナダ西岸への日本人移民の二次的移動を論じた

河原典史「20世紀初頭のカナダ西岸における日本人の

漁村開拓」（立命館地理学30）が発表された。

国内の移動については鈴木允「大正期における山村

地域からの出寄留についての考察」（地理学評論91-2）

は大正期の愛知県の山村からの人口移動を検討し，移

動者の年齢や性別，社会属性や移動理由が地域の都市

部の人口増加や出生率の変化に大きく影響を与えたこ

とを，山口覚「就職列車と就職船」（関西学院史学45）

は第二次世界大戦後，高度経済成長期以前から始まっ

ていた大分県からの集団就職が紡績業界の労働問題と

の関わりを持っていた点を，山口覚「少年産業戦士の

集団就職」（人文論究67-4）は愛知県の事例から，戦

時体制下の集団就職にかかわる公的な制度や機関が戦

前期にすでに整備され，相当数の若年労働者が集団就

職で日本国内を移動していた実態を，麻生将「近代日

本における女性出稼ぎ労働者とキリスト教」（立命館

文学656）は昭和戦前期のキリスト教会の信者の出身

地や社会属性を検討し，多くの紡績工場の女性出稼ぎ

労働者が教会に集っていた実態を，それぞれ明らかに

した。なお，近代初期の外国人の日本国内の移動に関

する論考としては，ドイツ人地理学者 J. J. ラインが東

京から東海道を西進し，京都から中山道，北陸道を東

進して新潟から北国街道，中山道経由で東京に戻る約

２か月の旅程をまとめた旅行記を邦訳した山田直利・

矢島道子「J. J. ライン著「ライン博士の1874年日本旅行」

邦訳」（地学雑誌127-6），新潟県のドイツ人商人が著

した旅行記の資料紹介を通して明治初期の西洋人によ
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害　その記録と記憶』専修大学出版局）で19世紀後

半のフィリピンのマニラにおける台風関連の気象観測

データについて，各国に散逸した過去の気象観測デー

タの収集と整備のプロジェクト「データレスキュー」

により収集して近代のフィリピンにおける台風と関連

する気象観測データについて分析し，永島剛は「昭和

初期の疫癘」（専修大学人文科学研究所編『災害　そ

の記録と記憶』専修大学出版局）の中で昭和戦前期の

川崎市における赤痢の発生・流行状況について考察し，

都市内部の地区ごとの罹患率の相違や感染源，他都市

から見た疫病の報道やイメージを考察した。また，森

本眞一「明石・大久保大水害の記録」（兵庫地理63）

は昭和20年10月の明石・大久保大水害の被害実態と

その要因，復旧の様子を明らかにし，片山正彦「淀川

の近代治水事業と禹王遺跡」（地理63-11）は大阪府内

の近代淀川治水事業にかかわった人々と禹王との関係

について紹介した。

以上，2018年の近・現代の歴史地理研究について

概観してきた。冒頭で述べたように，近代という時代

をめぐる両義性や時代の連続性と断絶は現代そして将

来に直結するものである。近・現代の歴史地理が果た

す役割は今後もその大きさを増し加えていくであろう

し，そのためには近代という時代を問い直す作業がい

よいよ重要となるのではないだろうか。

■地図

渡邊秀一

伊能忠敬没後200年に当たった2018年は，伊能図と

直接的にあるいは間接的に関わりながら，測量技術や

地図表現など近世から近代への移行期における日本図

などの地図製作について考察したものが多くみられた。

ここではそれらを①文化・文政期の伊能図製作，②幕

末から明治初期の日本国内における伊能図利用，③海

外における日本図製作，④近代測量以前の日本におけ

る外国地図の製作という４つに整理しておく。

①には星野由尚「伊能測量とその評価」（地図56-1），

栗栖晋二「東京大学伊能中図と成田山仏教図書館伊能

中図写本の関係」（地図56-3）などがあった。星野は

享保日本図で建部賢弘がもちいた見当山や沖縄の間切

針図の作成に用いられた印部石など測量基準点を設置

する方法に近代性を認め，伊能忠敬が天文観測による

経緯度の測定を行った点について近代測量の萌芽と評

前の台湾産の鮮魚の移出先が日本ではなく中国大陸で

あった事を，それぞれ解明した。

2018年は近代のもう一つの特徴である国家による

地図作成や気象観測といった国土管理に関する複数の

論考が発表された。外邦図については山田誠「戦時改

描図の類型区分」（歴史地理学60-1）で昭和戦前期か

ら戦中期に作成された数百枚の戦時改描図について作

成時期や掲載内容，図郭の表現方法やマージナルデー

タの掲載内容等をもとに分類し，従来の戦時改描図に

ついて再検討の必要性を示したほか，中西僚太郎と王

君香は「筑波大学人文社会科学研究科歴史・人類学専

攻資料室所蔵の外邦図について」（歴史地理学野外研

究18）で筑波大学人文社会科学研究科歴史・人類学

専攻資料室が所蔵する中国の外邦図について他大学・

機関所蔵の外邦図との比較検討を行った。また，地形

図については細井將右が『日本の近代地形図の始ま

り』（風間書房）で明治初期の日本の地形図作成に関

してフランスからの技術と知識の伝播過程を詳細に論

じ，海図については河村克典が「明治・大正・昭和戦

前期日本が刊行した海図の年別・地域別数量」（エリ

ア山口47）の中で近代の日本で発行された海図の各年

代別・地域別の発行数の変化と海運の世界的な拡大に

よる主要航路の整備や戦争との関係を示した。空中写

真については松本裕行が「1942年に記録された空中

写真の分析による戦時中の兵庫県南東部沿岸部の地理

的空間の変容」（兵庫地理63）で戦前，戦中期，戦後

の各時代に兵庫県南東部を撮影した空中写真の比較か

ら都市空間の変化における戦前と戦後，近代と現代の

断絶と連続性を再検討した。そして，近代の日本，特

に戦前，戦時期に展開した大日本帝国の気象観測ネッ

トワークのシリーズの６冊目である山本晴彦『帝国日

本の気象観測ネットワーク VI 台湾総督府』（農林統計

出版）では近代以降の台湾における気象観測所の設置

や関係者の履歴，当時の気象観測データや観測所及び

主要都市の古写真など膨大な史資料に基づく台湾の気

象観測ネットワークの実態が描かれた。

近代の災害を扱った論考も確認しておこう。武村雅

之は『減災と復興』（風媒社）で関東大震災の際に東

京に存在していた建造物のうち愛知県犬山市の明治村

に移築・保存されているものを紹介し，関東大震災の

被災状況と将来の減災に論及した。赤坂郁美は「マニ

ラにおける19世紀後半の台風時の気象変化と強雨降

水特性の長期変化」（専修大学人文科学研究所編『災
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間地図の影響を中心に論じている。近代的測量以前に

おいて伊能図や赤水図を用いて日本図製作が行われた

ように，外国地図も民間地図などの既存の地図を用い

て地図が製作されていたことを指摘している。

杉本史子はすでに『官板実測日本図』は幕末期の中

央政府が刊行した公式の日本図であり，伊能図の利用

という観点だけからの評価を見直す必要があることを

指摘していたが，その主張をより詳細に論じた論考が

「公開される「日本」」（『近世政治空間論』東京大学出

版会）である。そのなかで杉本は『官板実測日本図』

が伊能図だけでなく蝦夷地や小笠原諸島など幕府が利

用可能な地図を結集した成果であること，国際政治の

中で日本の領域をどのように地図化するかといった問

題に直面して検討を重ねた政治性の高い地図であった

ことなどを論じている。

以上の日本図とは別にいくつかの論考を紹介してお

きたい。関戸明子は「江戸後期の草津温泉絵図の記載

内容に関する考察」（歴史地理学60-4）で「上州草津

温泉大図」（文化７年）とその後50年余の間に刊行さ

れた絵図の記載情報の変化を追って草津の案内の仕方，

草津温泉絵図の特徴を考察している。ただ，絵図の記

載情報の整理と説明が中心になり，草津温泉紹介の仕

方の変化からうかがえる事柄までは考察が及んでいな

い。また，草津温泉絵図に文字情報が増えていくこと

を指摘しているが，それは絵図における図像の役割が

後退したとも受け取ることができる。この点は今後考

えていくべき課題であろう。

また，松尾容孝「村絵図の種類・目的と地域性につ

いての覚え書き」（専修人文論集102）では筆者自身が

『宮津市史　絵図編』で提示した村絵図の分類に対して，

村絵図という用語を一村絵図と複数の村を描く村々絵

図とを合わせた意味へと拡大し，一村絵図をさらに３

群９種に分けるという新たな分類案を提唱している。

それは空間的スケールと絵図の作成（使用）目的とい

う二つの分類指標を一元化した階層分類である。しか

し，そうした一元化は可能であろうか。分類という作

業は数学でいう集合の思考がベースにあることを十分

に意識しておかなければ必ずどこかに矛盾が生まれる。

事実，本論考では村々絵図の下位分類が示されずに残

されている。

堀健彦「新潟町の変遷の語りを読み解く」（佐渡・

越後文化交流史研究18）では４鋪からなる『越後国往

古絵図』を天保９（1838）年の作成と推定し，国学

価するものの，伊能忠敬の測量は道線法・交会法に

よっており，近世測量の範囲を出なかったと指摘して

いる。栗栖は伊能家副本とされた東大本と成田仏教図

書館本の比較検討を行い，成田仏教図書館本が東大本

の写図であること，さらに東大本の完成度の高さや伊

能図正本が幕府に献納された翌日に別の中図が堀田摂

津守に献上された記録などに基づいて，東大本は伊能

図正本の副本ではなく焼失したと言われてきた正本そ

のものである可能性があることを指摘している。興味

深い指摘ではあるが，その証明は現時点ではきわめて

難しい。栗栖が東大本に正本である可能性を見出し，

「大日本沿海図稿」を「総合図」と位置づけたことを

受けて，伊能図の作成過程にどのような見通しが開け

たのであろうか。この点について今後の研究に期待し

たい。

②には鈴木純子「伊能図利用の軌跡」（地図56-1），

今井健三「水路部における伊能図謄写図作成の経緯

とその利用」（地図56-1）がある。鈴木は「伊能小図」

や「官板実測日本図」などよく知られている地図だけ

でなく，伊能図が伊勢湾岸の海岸地図や松浦武四郎「東

西蝦夷山川取調図」などさまざまな地図に利用された

ことを明らかにしている。また，明治初期の伊能図の

利用について鈴木は地理局地誌課や陸軍参謀本部陸地

測量部における利用，今井は海軍水路部における利用

について紹介している。その中で鈴木はシーボルト地

図に基づくアメリカ製地図や伊能小図を基に作製され

た英国海図の翻訳版など日本に輸入された海外地図が

あったことを指摘している。それは③にも関わる指摘

である。

③に関する成果には青山宏夫「シーボルトが手に入

れた日本図と日本の地理情報」（地図56-1），小林茂・

鳴海邦匡「ヨーロッパにおける長久保赤水の日本図の

受容過程」（地図56-4）があった。青山はシーボルト『日

本』の日本図が赤水図によって地理情報を付加したカ

ナ書き伊能特別小図の写しであったことをフォン＝ブ

ランデンシュタイン＝ツェッペリン家所蔵の地図資料

を通して実証し，小林らは欧米諸国における日本図の

製作に長久保赤水の「改正日本輿地全圖」が広く利用

されていたことを示した。

④には渋谷鎮明「古地図と近代地図のはざま」（ア

リーナ21）がある。朝鮮全図（朝鮮海陸全図）やソウ

ル図については既に渋谷による報告（2013年人文地

理学会大会研究発表要旨など）があるが，ここでは民



学　界　展　望 313

することを示した。そして，その理由を古代の人々の

「神聖なもの」への観念が反映されていると述べてい

る。しかし，「観念」を GIS 分析だけで導き出すのは

難しく，この点については別の視点からの検討も必要

であろう。

以上は調査・研究のツールとしてのデジタル地図

（GIS）に関する論考であるが，GIS は地理教育の面で

も重要性を増している。しかし，GIS を使うための知

識や技術の獲得という障壁があるのも事実である。こ

うした点を踏まえて，GIS を利用した高等学校で実践

可能な授業案の検討を行ったのが，堂前亮平ほか「地

理学における教科教育のための GIS を利用した地域

学習」（久留米大学文学部紀要情報社会学科編13）で

ある。そこには久留米大学周辺を対象に防災をテーマ

としてフィールドワークや紙地図の利用と組み合わせ

た授業案が紹介されている。

多くの人にとってデジタル地図はすでに身近なもの

になっている。若林はデジタル地図の利用に潜む危険

をいくつか指摘したが，おそらくそれらは現実的な問

題になっていると思われる。紙地図とデジタル地図の

利用実態の隔たり，研究者・地理教育の指導者そして

学生・生徒の間にある地図（デジタル地図を含めて）

に関する知識・技術の隔たりを前に，どのように空間

的理解力を養う実践を展開していくのか，地理（地図）

教育にとって大きな課題である。

の影響を受けて新潟町の由緒が語られていると考察

した。

2018年に刊行された単行本のなかで前近代の絵図

を扱ったものに倉地克直『絵図と徳川社会』（吉川弘

文館），戸祭由美夫『絵図にみる幕末の北辺防備』（古

今書院）がある。倉地は岡山大学附属図書館池田家文

庫に所蔵されている絵図に関する考察を，戸祭は函館・

五稜郭を主に北方警備のために設置された蝦夷地にお

ける東北諸藩の陣屋・台場を描いた絵図の考察を行っ

ているが，いずれも発表済みの論考を著書にまとめた

ものである。

近代測量技術の導入前後を扱った著書には，細井將

右『日本近代地形図の始まり』（風間書房）があった。

伊能図を利用しつつフランスの測量技術が導入される

プロセスを追ったものである。倉地・戸祭と同様に発

表済みの論考をまとめたものであるが，内容のうえで

上述②と関わりが深い。

GIS を含むデジタル地図に関しては若林芳樹『地図

の進化論』（創元社）があった。デジタル化による多

様な地図作成の可能性と容易さ，使いやすさ（見やす

さ）など紙地図の欠点を克服する長所や新たな分析の

可能性などをわかりやすく述べている。一方で，デジ

タル地図がもたらした問題点も指摘している。例えば

見たいものだけを見る視界の狭窄化が起きる危険，「記

憶のアウトソーシング」化による情報の長期記憶への

移動が妨げられる危険，新しい発想を支え，誤った解

釈に陥らないために必要な最低限度の知識さえ知識の

「クラウド化」によって失いかねない危険などを指摘し，

フィールドワークやデジタル地図を使うためのリテラ

シーの重要性を強調している。

GIS による新たな分析の可能性という点に関して言

えば，梶田真は「東京特別区居住者の社会－空間パ

ターン変化（1965～1980）」（地学雑誌127-1）で GIS 

を用いて再現不可能な1970年以前の社会地図を作成

し，居住者の社会階層やインフラ整備などを関係づけ

て分析して，1986年に倉沢進が指摘したセクター構

造が1965年の時点では明瞭ではなかったことを示し

た。梶田の論考は近い過去を扱ったものであるが，遠

い過去を扱ったものが，桒原拓大ほか「大阪府の「式

内社」の立地傾向と災害危険性から見た古代の神観念」

（歴史都市防災で論文集12）である。GIS を用いて大

阪府における式内社の立地点を災害危険性という観点

から検討し，少なからず災害危険性の高い地点に立地




