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1．研究背景・研究目的・先行研究 
近年、「地方移住」が注目を集めている。移住相談件数は増加傾向にあり、2019 年度は過去

最高の相談件数を記録 [ふるさと回帰支援センター, 2020]。2020 年に実施された調査では、東
京圏在住者の 49.8%が地方暮らしに関心をもっていることが報告された [内閣官房, 2020]。 
 地方移住をめぐっては、ふるさと知事ネットワーク 12県(2015)や阿部・小田切(2015)が「移
住者」の定義を試みる一方、筒井(2021)によれば各都道府県や自治体は独自の定義で各々把握
を試みており、新見(2016)は移住を定義することの難しさを指摘している。 
行政が「地方移住」の量的な把握を試みる中、近年、メディア言説では興味深い語りが散見

される。作家の山田詠美氏は雑誌にて「なんで『移住』って言うの？『引っ越し』じゃないの？」
と意見、これを読んだ中川淳一郎氏は、「ドギマギし、今後は移住と言わないことにした」とい
う [中川, 2021]。2021 年に長野県が開設した移住総合 WEB メディア「SuuHaa」のイベント
では、長野県庁の布施氏が「一番大事にしたのは『行政っぽさ』」をなるべく排除すること」と
語った [くわはら, 2021]。軽井沢移住をめぐる対談記事では移住者の柴田氏が「軽井沢への移
住は移住というよりは引っ越しに近い感覚ですよね」と語る [KARUIZAWA LIFESCENE]。 
これらの語りに共通するのは、「地方移住」に何らかの固定化されたイメージがあり、話者が

それを乗り越えるもしくは否定するという構図である。そして、ここでの固定化されたイメー
ジとは、自治体が定義や量的把握を試みている現在、長野県庁の布施氏の発言から汲み取れる、
「地方移住」の政策的な促進や行政的なイメージだと考えられる。 
以上を踏まえ本研究の目的を示す。本研究では、大衆的言説空間である新聞記事の分析を通

して「地方移住」をめぐる言説がどのように構築され変遷してきたのかを分析する。特に、先
行研究とメディア言説を踏まえ、「地方移住」のイメージと言説の構築に政策が影響を与えてい
ると仮定し、主に政策と地方移住イメージの構築の関連に重点を置いた考察を行う。 
 
2．研究方法 
本研究ではマスメディアとしての新聞における「地方移住」言説の変遷を系統的かつ計量的

な内容分析 1で明らかにする。地方移住をめぐるメディア言説を分析した先行研究としては、
須藤（2011）有馬・米田（2018）などがあるが、新聞記事を対象とした分析ではなく、対象期
間や地域が短期的かつ限定的という課題をかかえていた。 
樋口はテレビやインターネットの普及が進んだ現代日本においても、一部のものを除いては、

新聞紙面に多くあらわれる主題や用語ほど、人々の念頭にも浮かびやすく、部分的にではある
が、新聞報道と社会意識の類似性・相関関係を確認できる結果を示しており、全国紙の内容分
析をもとに日本の社会意識についての推論を行うことはできるとしている [樋口, 2011]。本研
究ではデータアーカイブで紙面を遡れる全国発行 4 紙『朝日新聞』『日本経済新聞』『毎日新聞』
『読売新聞』を対象とする。「地方移住」が見出しもしくは本文に出現した記事数は以下の通り。 
 

表 1 対象 4紙のデータベースと「地方移住」が含まれる記事数 2 
新聞名 朝日新聞 日本経済新聞 毎日新聞 読売新聞 
出現回数 194 230 192 284 

 
対象期間は各紙で初めて「地方移住」が紙面上に出現してから、2020 年 12 月 31 日までと

した。データ分析では「計量テキスト分析」を採用する。これは内容分析の考え方を基盤にし
つつ、自然言語処理のような近年の情報処理技術の進歩を取り入れた方法である [樋口, 2011]。

 
1 内容分析(content analysis)とは、文章・音声・映像などさまざまな質的データを分析するための方法であ
り、社会調査データの分析に適した方法である [樋口, 2021]。 
2 データアーカイブ：朝日新聞聞蔵Ⅱ, 日本経済新聞日経テレコン 21, 毎日新聞毎索, 読売新聞ヨミダス歴史館。 



            

 
              

分析には計量テキスト分析用ソフトウェア「KH Corder」を採用。分析の流れは以下の通り。 
 
3-1 「地方移住」に関する記事数の経時的変化 
3-2 紙面上における出現回数の多い抽出語分析 
3-3 地方移住言説を構築する出現語の時期別出現率分析 
3-4 共起ネットワーク分析 
 

3. 研究結果 
3-1. 「地方移住」に関する記事数の経時的変化 
 

表 2 紙面上における「地方移住」出現回数の経時的変化  

 

 
 表 2は、4紙における「地方移住」が紙面上に出現した回数の推移である。2006年 07年頃に
徐々に増え始め、2015年に最初のピークを迎えその後は落ち着いたのち、2020年に二度目のピ
ークを迎えるという推移となっている。注目すべきは、学術的・政策的な言葉と考えられやす
い「移住」「地方移住」が新聞上での出現回数を増やしている点であり、表 2より、特に大衆的
言説空間において「地方移住」言説が現れ広まったのは 2015年以降だということがわかる。 
 
3-2.  紙面上における出現回数の多い抽出語分析 
 つづいて、「地方移住」が出現する記事において出現回数の多い語を抽出した。表 3は出現回
数が多かった抽出語上位 20語のリストである。 
 

表 3 紙面上における出現回数の多い抽出語上位 20語 
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

抽出語 移住 地方 東京 地域 人 高齢 人口 介護 支援 自治体 

出現回数 4254 3681 2029 1865 1556 1277 1180 1045 1013 884 

順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

抽出語 生活 企業 都市 医療 日本 必要 県 施設 考える 仕事 

出現回数 754 739 722 690 674 671 658 643 614 597 

 
 
表 3 より、「地方移住」を構成する語を除くと「東京」が最も出現回数が多い。「東京」は 2021

年 6 月 30 日朝日新聞見出し「東京に住み続ける意味、考え地方に 一極集中、移住者の思い」
のように、東京一極集中の是正や東京から地方への移住といった文脈で出現する。上位 10 語
に入る「高齢」「介護」は、2016 年 1 月 24 日読売新聞見出し「都市部から地方へ 高齢者移住 
検討が本格化」のように、団塊の世代が定年退職を迎え、東京が高齢者をかかえるキャパシテ
ィが懸念された 2015 年前後に多く出現する。同じく上位 10 語に入る「支援」「自治体」は、
2019 年 3 月 27 日読売新聞見出し「［地方危機 自治体の模索］（中）移住者奪い合い」のよう
に、自治体による移住支援が拡充するに従い頻繁に出現するようになる。 
 
3-3. 地方移住言説を構築する出現語句の時期別出現率分析 
 上位 20 語の抽出語リストでは把握できない時代ごとの出現語の変遷を把握するため、表 4
では、先行研究をもとに地方移住をめぐるトレンドを大きく 4 期間に区切り分析を行った 3。1
は初出～2010 年の高齢者移住などが中心の時代、2 は 2011 年～2013 年の東日本大震災後の
時代、3 は第一の出現回数急増の波がきた 2014 年～2019 年の地方創生第 1 期、そして 4 は第
二の出現回数急増の波がきた新型コロナウイルスが流行した 2020 年である。 
 

 
3 4区分のために参考にした資料を紹介、根拠を提示。 

2005以前 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
読売新聞 5 2 4 3 3 2 0 4 4 14 73 29 23 15 19 85
毎日新聞 5 7 2 1 1 1 1 0 5 12 59 17 14 14 9 43
朝日新聞 6 4 1 2 0 0 1 3 0 9 54 23 22 9 16 46
日本経済新聞 13 13 16 15 19 4 0 3 1 16 50 13 9 12 14 32



            

 
              

表 4 4期間の抽出上位 10語         表 5 2期間の抽出上位 10語 

 

 
 第 1期の特徴は、「田舎暮らし」を構成する「田舎」「暮らし」と、「団塊の世代」を構成する
「団塊」「世代」の出現である。第 2期も「田舎」「暮らし」が出現するが特徴的な傾向みられ
ない 4。第 3期になると「地方」の文字が出現する。特徴は「高齢」「介護」「医療」など、日本
創生会議による東京圏の介護人材不足と移住促進提言の関連記事が多数ある点である。また第
3 期で初めて「人口」「支援」「自治体」など、政策関連用語が複数出現する。第 4 期では「地
方移住」を構成する「地方」「移住」の 2語が上位となり、コロナ関連の語が上位を占めた。 
以上の結果から、「地方移住」言説が第 3 期以降に出現した可能性と、第 3 期以降に今日行

われる国や自治体による政策的な移住促進や移住支援が一般化したと可能性が考えられる。そ
こで表 5 では、政策的な移住促進と「地方移住」言説構築の関連をより精微に検討するために、
地方創生前の 2013 年以前と、2014 年以後の 2 期間にわけて上位 10 語を抽出し分析した。 
その結果、1’期では「田舎暮らし」を構成する「田舎」「暮らし」が移住を表象する象徴的な

語、2’期では「地方移住」を構成する「地方」「移住」が移住を表象する象徴的な語として出現
した。ここに、通称増田レポートと地方創生により、従来の「田舎暮らし」から「地方移住」
への言説の転換が大衆的言説空間において生じたと解釈できる。また 1’期は、政策的支援を想
起させる語は上位に出現しないが、2’期では、「支援」「自治体」など政策的支援を想起させる語
が出現する。ここに、非政策的な移住の時代から政策的な移住の時代への転換をみてとれる。 

2015 年は、人口減少対策として地方自治体が地方創生活用交付金を活用して新施策が行え
るようになった年であり、このことは何らかの影響を与えていると考えられる [嵩, 2017]。ま
た、先行研究で相川(2011)山下(2014)らは地方創生の特徴について、人口至上主義的な自治体
間競争と過剰な人口対策であると論じてきた。この点についても、分析結果から地方創生前に
出現しなかった「自治体」「人口」が地方創生後に出現するため指摘の妥当性が認められる。 

 
3-4. 共起ネットワーク分析 
 
 3-4 では、3-3 で確認された「田舎暮
らし」の時代から「地方移住」の時代へ
の言説上の転換と、「非政策的な移住」
の時代から「政策的な移住」の時代への
言説上の転換をより精微に分析するた
めに、1’期と 2’期に出現する語句の共起
ネットワーク分析を行った。共起ネッ
トワーク分析により、出現パターンの
似通った語句、すなわち共起の程度が
強い語句の傾向と特徴を分析できる。 
分析の結果、1’期では、「定年」「退職」

「人口」「団塊」「世代」などの語で構成 
される団塊の世代の田舎暮らしを指す 

 
4 強いてあげるならば、東日本大震災直後で東京からの流出者数が増加、地方移住がブームになったと先行研
究で指摘される時期だが、震災や原発事故と関連する語は上位に出現していない。 

第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 

人 .046 養 .036 地方 .124 移住 .102 

生活 .039 特 .036 地域 .076 地方 .096 

田舎 .038 田舎 .033 高齢 .065 コロナ .079 

住宅 .035 セミナー .031 介護 .054 東京 .077 

世代 .033 暮らし .031 人口 .047 人 .057 

情報 .033 大阪 .026 支援 .039 ワーク .053 

団塊 .032 移住 .026 自治体 .038 新型 .046 

暮らし .031 参加 .024 日本 .033 テレ .044 

多い .028 和歌山 .023 医療 .032 感染 .044 

希望 .026 体験 .023 必要 .030 企業 .040 

 

1’期 2’期 

人 .047 移住 .146 

田舎 .040 地方 .133 

生活 .038 東京 .077 

暮らし .034 地域 .067 

住宅 .031 高齢 .050 

世代 .031 人口 .046 

情報 .029 介護 .041 

団塊 .027 支援 .038 

都市 .027 自治体 .033 

仕事 .027 企業 .029 

 

図 1 1’(地方創生前)期間 



            

 
              

群、「都会」「体験」「田舎」「暮らし」な
ど都市―農村交流と田舎暮らしを指す
群、「地方」「移住」「生活」「希望」など
地方移住しての生活を希望する言説の
群、「住宅」「ない」「ぬ」など住宅と否
定語のつながりを指す群、「考える」「人」
「多い」などの語で構成される移住を考
える人の増加を表す群が特徴的な共起
パターンとして確認された。 
 2’期では、「政府」「創」の政府による
地方創生を指す群、「高齢」「介護」「施
設」「医療」「日本」「会議」などの語で
構成される日本創生会議による、介護医
療施設不足を見越しての高齢者の移住
促進提言を表す群、「東京」「人口」「支

援」「減少」「自治体」などの語で構成される東京一極集中是正と人口減少対策のための自治体
による支援言説群、「新型」「コロナ」「拡大」「ワーク」などの語で構成されるコロナ拡大によ
るテレワーク等の普及を表す群が特徴的な共起パターンとして確認された。2’期には、日本創
生会議が高齢者の移住を加速させるため積極的な発信を行い、それに対し都道府県知事から反
発や逆に便乗するという声が上がるという出来事が起こった。民間団体でありながら政府の地
方創生戦略に大きな影響を与えたといわれる日本創生会議と、高齢者の移住関連語が同一群で
ある点は、「地方移住」のイメージが政策的に構築されたことを検討するうえで重要な傾向であ
る。 
 
4. 結論 
 本研究では、新聞記事の分析を通して「地方移住」をめぐる言説とイメージがどのように構
築され変遷してきたかを、主に政策との関連の中で分析した。その結果、「地方移住」に関する
記事は、通称増田レポートが反響を呼び、地方創生が本格化した 2014 年 15 年前後を境に出現
回数が増加していた。また地方創生を境に、紙面上における「田舎暮らし」から「地方移住」
への言説の転換、「非政策的な移住」から「政策的な移住」への言説の転換が確認された。さら
に共起ネットワーク分析により、地方創生後は、以前は確認されなかった「東京」「人口」「支
援」「減少」「自治体」などの語が出現し群を構成、国や地方自治体による人口減少と東京一極
集中という課題を克服するために政策的な移住支援が行われるようになるという言説の潮流を
確認することができた。以上の結果から、「地方移住」の語は大衆的言説空間において、地方創
生前と比較して政策と強く関連しながら表象され語のイメージが構築されてきたと考えられる。 
最後に本研究の課題を提示する。本研究では新聞言説を対象としたが、マスメディアには単

行本や雑誌、テレビ番組、映画なども存在する。複数の大衆的言説空間における表象の変遷を
研究することで足りない視点を補える。本研究で論じたように地方移住をめぐる言説は、国や
自治体による政策と切り離せない。今後は政策における地方移住言説の構築過程も検証する。 
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図 2 2’(地方創生後)期間 
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