
琉球大学学術リポジトリ

日本の人文地理学における離島研究の系譜（2）

言語: 

出版者: 琉球大学法文学部

公開日: 2008-01-08

キーワード (Ja): 離島, 人口, 集落, 交通, 系統的研究

キーワード (En): 

作成者: 宮内, 久光, Miyauchi, Hisamitsu

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/2877URL



日本の人文地理学における離島研究の系譜（２）

PostwarDevelopmentsofHumanGeographicalStudieson

lsolatedlslandｓｉｎＪａｐａｎ（No.2）

宮内久光

HisamitsuMiyauchi

キーワード：離島、人口、集落、交通、系統的研究

Ⅱ離島を対象とした系統的研究の展開

本章では、第２次世界大戦後の地理学者による離島を対象とした系統的研

究を展望する。ここでは、先例研究が多い人口、集落、交通、経済・産業の

分野ごとにレビューする。

１．離島の人ロに関する地理学研究

離島の人口については、住民、行政、研究者が共に関心を持ってきた事象

である。国土の周辺地域に位置する離島地域の人口推移は、第２次世界大戦

後から現在までに大きく３つの局面を経験している。すなわち、Ｉ：戦後直

後の人口急増期、Ⅱ：経済の高度成長期における人口激減期、Ⅲ：石油危機

から現在までの人口減少期である。特に、第Ⅱ局面を経て、現在の離島は過

疎化、少子高齢化、嫁不足などの問題が継続している。

地理学からも離島の人口研究は数多くの蓄積がみられる。大きく分類する

と、①人口分布や人口構造、人口推移を扱う人口の静態的側面と、②人口移

動を扱う人口の動態的側面である。先述の人口推移の第１局面においては、

人口研究は静態的側面からのアプローチが多くみられたが、第Ⅱ局面以降は

動態的側面を扱った研究が中心となる。これは岸本（1980）がレビューした
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人口地理学全体の動向とも一致する。以下、離島を扱った人口研究を整理し

ながら紹介する。

まず、離島人口の静態的側面を扱った研究として、中山（1951）の愛媛県

日振島、佐藤（1951）の山形県飛島、斉藤（1951）の宮城県田代島．網地島

がある。中山と佐藤は、宗門人別帳や近代期に整備された人口統計を基に、

近世からの人口推移を明らかにしている。斉藤の研究は、２島４集落全戸に対

して行った自らの人口調査結果をもとに、これらの集落は、人口構成や生産

年齢人口率などが漁村に特徴的な人口構造をしていることを明らかにしたも

のである。これらの研究は人口推移の第１局面になされたため、現状分析で

は戦後の人口急増に伴う離島の過剰人口が問題として認識されている。

大村（1952）と山階（1961）は、前章で先述した島喚社会研究会において

活動した研究者である。どちらも、静岡県初島の戸数制限問題について、同

研究会での共同調査をもとに論じている。初島は19世紀前半に41戸となって

以来、戦後直後まで100年以上も戸数が不変であった。両者とも共同漁業の

導入と戸数の固定化が時代的に一致していることから、共同漁業収益の均分

性実施と、一戸一株制という株制度を戸数不変の要因にあげている。特に山

階は、離島における戸数の増減の一般性について検討している。その結論と

して、初島のように戸数が固定するほうが珍しい事例であり、「むしろ一般の

島喚においては、人口や戸数の変動が顕著であることをもって特色とする｡」

としている。その理由として、離島は「本土の経済的影響を過敏なほどに感

ずる底の浅い社会」であり、本土を親、離島を幼児に例えて、離島は本土の

｢存在なくしては生存は困難であり、しかも体力の限界も低く、かつ抵抗力

も薄弱で、つまりわずかな経済的・社会的変動にも大きく動揺する」社会で

あることを挙げている。これは離島の人口推移や人口移動に対する重要な指

摘であり、本土と離島の関係の本質をうまく表現したものとなっている。

1970年代に入ると、離島地域の人口流出に研究者の関心が持たれるように

なり、人口推移や過疎化を扱った論文が現れる'１。千葉（1979）は、鹿児島県
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奄美諸島の人口変動を、第１回国勢調査から概観した。特に、高度経済成長

期の1960年から1975年までは、集落別に人口増減を比較した。その結果、集

落間で一様な人口変動をしていないこと、空間的にも時間的にも波動的に変

動作用が起こることを示した。そして、人口増減を規定する要因としては、

各集落の地理的位置と労働力需給の過不足をあげている。奄美大島の場合、

南部農村集落の過疎化と名瀬市街地の過密化という相反する状況が島内で生

起していること、多くの集落で高齢化と少子化が同時に進展していることか

ら、将来の地域文化の低下が起こることを予測している。この論文は島内の

地域差を視野に入れた先駆的な論文と見なされよう。

これと同様の視野に立ち、奄美群島の人口動向を集落レベルで論じたもの

として、平岡（1985）の瀬戸内町の事例、矢野（1992）の大和村の事例があ

る．両者とも第Ⅱ局面の人口減少の要因を、就業構造や生業の変化という経

済面に求め、人口減少の激しい集落を分布論的に検討している2)。

マクロなスケールで島喚問の人口推移の差異を論じたものとして、森川・

宮内（1990）がある。これは、昭和28年（1953）当時の149町村を分析単位

とし、1905～1985年までを６期にわけて、期間ごとに各町村の人口増減率を

配した地理行列にクラスター分析を施すことで、地域類型を求めたものであ

る。その結果、内海島喚町村の人口推移は全体として広島県内陸部の郡部と

同じ傾向をたどるが、戦後の人口変動は内陸郡部と比較して、相対的に緩や

かであったこと、ただし、島襖内では人口推移の地域差が大きく、それは島

の規模や島の地理的位置により説明できる、とした。さらに彼らは中国山地

の山村と内海島喚の集落の比較を念頭に、経済基盤と集落構造の差異から戦

後の人口推移の差を説明している3)。このように、同じ周辺地域に位置づけ

られる山村と離島を人口推移から比較することは重要ではあるが、この論文

の結果だけから山村と離島の人口推移を一般化することは難しい。両者を比

較するためには、全国の山村と離島をそれぞれ地帯別に類型化し、類型別人

口推移の特徴と要因を検討したうえで、両地域を比較する作業が必要になる
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と思われる。

石油危機を経て離島の人口推移は第Ⅲ局面に移るが、この期間を扱った研

究として、浮田（1993）と香川（1997）があげられる。浮田では鹿児島県甑

島を事例に、1980年以降の人口変動と高齢化の状況を主に各種統計資料から

分析している。その結果、第Ⅱ局面でみられた激しい人口流出は収まり、甑

島ではＵターンもみられるようになってきた。しかし、依然過疎的状況には

変わりなく、少子化と高齢化がさらに進展していることを報告している。

次に、人口移動を扱う人口の動態的側面に関する研究について整理してみ

る。離島の人口移動に関する従来の地理学研究は、(1)離島地域全体、あるい

は一つの島を対象にした歴史的研究、(2)特に戦後の人口移動を、労働力の移

動や離島経済と結びつけて記述・分析する経済的研究、(3)移動者を取り巻く

ネットワークや、移動者と移動先との関係性や移動者の属I性、移動者自身の

ライフサイクルなどに着目した社会的研究、（４）移民研究、に大別される。

まず、(1)の歴史的研究は、近代期に関する研究が多い。奥山（1986）は、

八丈島三根村の「旅行届・出寄留届綴」を詳細に分析することで、近代期の

人口流出過程を記述した。北海道、小笠原、大東などへの開拓にみられる村

民の移動性の高さは、双系親族関係を重視する村落構造によるもの、と結論

づけている。先述の森川・宮内（1990）は、各県統計書の出入寄留統計や各

種資料から、近代期における内海島蝋部全域のマクロな人口移動傾向を明ら

かにした。同様な手法で宮内（1997）は、近代期における琉球列島離島の人

口移動の形態と要因を明らかにした。また、中山（1992）は、坑夫名簿を用

いて、大東諸島に転入した沖縄県民の移動理由は南米移民のそれと同じであ

ることを推察した。このほか、堂前（1995）は、近代期の宮古島平良に来た

寄留商人たちの動向について検討した。

(2)の経済的研究として、河地（l966a、l966b）は、長崎県離島の人口交流

を明治以降４つの期間に分割し、従来各島によって異質的であった人口移動

現象も、日本経済が独占段階に入ると、離島は経済の限界地域として一様的
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性格を帯びてくることを指摘したものがある。しかし、この分野の研究例は

少ない。

(3)の社会的研究は、離島地域からの離島者が、都市で設立する同郷団体や

郷友会に着目したアプローチに特徴がみられる．岡橋（1987）は、都市地域

と母村との繋がりをシステム論的に認識する人口移動の枠組みを提示してい

る。その中で、瀬戸内海島唄部出身者の同郷団体の分析から、その機能が

｢って」による就職などを通して人口移動のチャネル形成に関わっているこ

とを明らかにした。また、岡橋（1990）は広島県倉橋島倉橋町出身者が広島

市内で設立した広島倉橋会の会員にアンケート調査を実施し、彼らが離村し

て広島市内で求職行動をする際に、家族、親類あるいは同郷のネットワーク

を活用すること、広島市内では「夫婦とも同郷出身を典型とした密な親類関

係を基礎に、町内会や友人知人の付き合いが行われており、同郷団体がこれ

らのネットワークの一つの結節点に位置している」ことを導き出している。

人口移動への同郷団体の関わりについては、鹿児島県甑島出身者に関する田

島（1983）の研究がある。

琉球列島の離島出身者は、移動先の都市で同郷団体を設立させるケースが

多い。同郷団体は都市内部で同郷者同士の、そして都市と母村を結ぶネット

ワークの結節点になっている。これに関して、本土に移動した鹿児島県喜界

島小野津出身者に着目し、彼らがどのように大阪や東京で定着していくのか、

その過程で出身者同士がどのように結びつき郷友会を結成するに至るのかを、

文献と聞き取りから明らかにした田島（1990）の研究がある。このほか田島

(1991）は関西における徳之島出身者が移住先の都市でも特定の地域に集住

している傾向を明らかにした。同様に堂前（1997）も、沖縄県下地町から沖

縄本島への転出者の居住地が比較的集中していることから、郷友会がシマ出

身者の都市地区での受け皿としての機能を持っていることを指摘した。

奄美出身者が奄美内部で郷友会を結成する場合もある。田島（1995）は名

瀬市に存在する奄美出身者の郷友会を1988年ごろ調査したところ、７９団体を
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確認している。これは奄美の中でも、人口流出地域と人口流入地域の両者が

存在することを表している。名瀬市に移住した奄美大島出身者と彼らが組織

した郷友会の空間性については、須山（2003）の優れた研究がある。それに

よると、郷友会母村の空間分布は、北大島が多く、南大島が少ないという地

域差が確認され、それは名瀬市への移動量の差で説明できる。また、名瀬市

内における郷友会名簿の分析から、会員は母村から市街地中心部への転入の

後、分布範囲が空間的に拡散すること、居住地の分布と拡散にセクター性が

認められることを明らかにした。このほか、郷友会結成時は郷友会と母村と

は個別の空間的領域を持ち、両者は分離していたが、母村の過疎化や島内の

近接性の改善により、両者の関係は相互補完的になっていく。特に、名瀬に

近接した母村ほど郷友会との関係が緊密になる。名瀬は多くのシマ空間が重

層する混住社会であり、「人口わずか４万人の地方都市にすぎない名瀬は、こ

の文脈において多民族社会の大都市と本質的には同様の性格をもつ｡」と結

論づけている。

このように、郷友会に着目した人口移動研究の多くが、離島出身者を事例

としている。これは、離島出身者の同郷意識の強さが郷友会結成と関連して

おり、研究事例になりやすいためと思われる。ただし、その事例は瀬戸内海

と琉球列島の離島ばかりであり、それ以外の地域を事例とする研究は、管見

したところ見あたらない。特に、東北日本の離島を母村とする同郷団体の存

在形態に関する調査が必要と思われる。

2000年以降は、移動者と移動先との関係性、移動者の属性、移動者自身の

ライフサイクルなどに着目した社会地理学的な研究が盛んになってくる。例

えば、崎浜（2000）は沖縄県渡名喜島住民の戦後の人口移動について、その

空間的パターンを検討している。その中で、多くの研究者が注目していた若

年層人口の移動とは別に、ライフサイクルやファミリーサイクルに対応した

中高年齢層の移動パターンについても言及している。これは、子供の高校進

学と同時に、その親が子供と一緒に都市部へ移動し、子供が卒業すると島に
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戻るパターンである。子供が複数人であると、何度も移動を繰り返すことに

なり、子供の成長とともに都市部と島との二重生活が一般化していくパター

ンである。都市部に生活拠点の一方を有しているため、親は高齢期になると

都市部への転出につながるという。これは従来の統計分析だけからは見えて

こなかった移動形態である。この他、西原・齋藤〈2002）は、長崎県高島が

炭鉱閉山をしたあとの炭鉱労働者の対応を検討した。そこでは、炭鉱労働者

は職員、鉱員、組夫という集団に組織・機能分担されており、その階層によ

り離職後の行動に違いがみられること、すなわち、炭鉱組織の上中層部に位

置する職員や鉱員は転出へ下層部に位置する組夫は残留するという選別的

人口移動が顕著であったことが解明された。

(4)の移民研究に関しては、離島を母村としてその出身者の移住状況、移住

先での居住・職業歴、集団形成状況について検討したものが多い。広島・山

口・沖縄県からの移民について長年研究した石川の研究の中には、離島を事

例としたものがある。例えば石川（1967）では、山口県大島・久賀村からの

ハワイ契約移民について、その歴史的経緯を紹介した後、移民として移動し

た人々の人数、性別、渡航時年齢、家族内の地位、母村での職業、帰国後の

資産など豊富な名簿類などから集計して、移民の全体像を明らかにした。同

じ大島に関しては、東和町からのハワイ移民に関して、移民の送り出し状況、

移民の母村への影響、移民先での状況について紹介した研究もある（石川、

1991)。沖縄県の離島に関しては、浜比嘉島（石川、1968）と久高島（石川、

1982）について考察している。どちらも沖縄本島から５～10km離れた周辺離

島であるが、浜比嘉島が明治期から積極的に海外移民をしていたのに対し、

久高島はほとんど移民がみられなかったとする。久高島から移民が輩出され

なかった理由を、石川は「地割制4）・男漁女農という社会文化複合体の強固な

姿こそ、戦前における海外移民希少を説明しうる要因」としている。このよ

うに、沖縄本島の周辺離島でありながら、社会構造の差異により移民の輩出

状況が異なることは興味深い事実である。奄美出身者については、田島（1994）
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がロサンゼルスで聞き取りやアンケート調査を行い、移住のプロセスやロサ

ンゼルスにおける居住と生活、さらには集団形成状況について考察している。

このように、従来の離島を事例とした人口研究を整理して紹介したが、山

村を事例とする同様の研究と比較すると、離島の人口研究でほとんど行われ

てこなかった研究の視点が４点指摘できる。

まず第１に、離島から激しい人口流出がおこった第Ⅱ局面に関して、それ

を統計から人口減少の状況を紹介した研究や、人口流出の要因を集落の就業

構造の変化と関連づける研究がほとんどであり、山村研究で進展した過疎化

という視点からアプローチした研究が少ないことである。過疎論研究者の中

では、過疎化を「資源と労働力の適正配分にいたる均衡過程」と捉えるか、

｢経済的基盤の弱体化を労働市場の再編に着目して、むしろ不均衡の側面に注

目する」のか、大きく２つの立場に分かれている（岡橋、1997）が、従来の

離島研究では、いずれの立場の過疎理論をも意識していない。すなわち、従

来の離島研究は人口流出現象の表層的理解に留まり、理論面の研究が事実上

なかったといえよう。

そして離島研究では、このようなマクロなしベルの過疎理論研究が欠如し

ているうえに、ミクロレベルの研究もほとんどなされていない。山村研究で

は挙家離村現象や廃村化に焦点を当てたものが多く、勝田（1964）や坂口

(1966)、篠原（1969）をはじめ、全国各地の過疎化の実態が明らかにされた。

これらの多くは、集落単位で離村世帯の流出過程を克明に復元・記載するこ

とから始まり、集落間の過疎化の差異を、主に対象地域の社会・経済的要因

から議論しているところに共通点がみられる。しかし、離島研究でこのよう

な方法論がとられることはなかった。その結果、全国各地の離村過程に関す

る離島研究の蓄積がないため、山村研究のような全国レベルの人口減少や過

疎化、離村過程などの地域差についても明らかにされていない。例えば、藤

田（1981）では山村の過疎地域をその形成要因との関連で、西南日本、東北

日本、近畿・東海地方の３類型に区分している。当然、離島でも内海と外洋、
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近接島と孤島、本土周辺離島と琉球列島の離島では人口流出の形態が異なる

と思われる。これらを全国レベルで整理し、第Ⅱ局面における人口流出過程

の地域差や地帯構造を明らかにする研究が必要と考えられる。

このように、離島研究で山村研究のように過疎研究の蓄積がみられなかっ

た理由として、離島地域は山村地域と比較して、該当自治体数や人口が少な

い5)こと、離島の過疎化は山村より若干遅れて顕在化したうえ、漁業集落を

中心に集落の人口規模が山村のそれより￣般的に大きいため、山村のように

廃村までに至った離島集落が少なかったこと‘)、などから研究者の関心を引き

つけにくかったことが考えられる。

第２に離島からの人口移動に関する研究は多いが、離島への人口移動、例

えばＵターンやＩターンに関する研究が少ないことである.第Ⅱ局面である

高度経済成長期に社会問題化した過疎化の起因としての人口流出に研究者の

関心が集まったため、離島地域から都市地域への移動研究が多く行われたこ

とは当然といえよう。この傾向は離島地域からの人口流出が一段落した第Ⅲ

局面においても同様である｡ただし、離島地域は単一ではなく、近年はＵター

ン者や他地域からの転入者の増加により、人口が増加している離島も現れて

きている。例えば、山村研究では地域の観光化が進展する過程で、Ｕターンや

Iターンが多くなることが報告されている？)・若年層が相対的に少なく、大幅

な自然増加が期待できない離島地域では、社会増加、すなわち転入増加が人口

増減に大きな影響を持つ８１.転入者にはＵターン者の他に、他地域から移り

住むＩターン者が存在し、後者が多い地域ほど人口増加傾向が顕著であると

考えられる。もちろん、現在も人口減少が続いている離島でも、Ｕターン者や

,ターン者は存在している。離島研究では宮内（1998）が沖縄県座間味村に

おける県外出身者の属性や転入プロセスを明らかにした.また、谷川

(2004）が大隅諸島への移住者について、主にインタビュー調査をもとに、

移住過程や移住後の生活についてコミュニティとの関係を「語り」を用いて

考察している。しかし、この分野の研究例はまだまだ少ない。
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第３に、移動者そのものに着目して、彼らの行動を分析したものが少ない

ことである。その理由として、移動行動は極めてプライバシーに関わること

なので、個人データの入手が困難であること、対象地域が大きくなると、全

移動者の個人データを集めることは労力的にも困難であること、があげられ

よう。山村地域においては、堤（1987）による、転出者の個人的な特性や移

動者の意志決定に注目した大分県上津江村の研究があるが、このような視点

からの取り組みが離島研究でも求められるだろう。

第４に、現在離島に居住している住民、特に高齢者に関する研究がみられ

ないことである。激しい人口流出の結果、周辺地域では高齢化が進展した。

中條（2003）は「高齢化の進行はコミュニティの存立基盤に作用し、その再

編成を促すもの」と指摘している。現在、離島でも高齢者は大きな存在となっ

てきている。しかし、離島研究ではその状況を単に統計から紹介するに留ま

り、高齢者が地域でどのように生活をしているのか、といったことまで関心

が届いていない状況である。山村研究では、例えば高齢者の生活行動とその

空間的パターンを検討した大杉（1987）をはじめ、高齢者の生活行動を集落

間で比較した三谷（1997)、高齢者の生活維持メカニズムについて戦略論の枠

組みに基づいて分析した中條（2003）などの成果がみられる。環海性．狭小

性により行動範囲に制約のある離島地域は、高齢者の生活行動やその空間的

パターンも山村とは異なるものと予想される。今後、高齢化した離島社会を

理解するためにも、この分野の研究の取り組みが求められる。

２．離島の集落に関する地理学研究

離島の集落に関する研究は、①集落・村落研究,)と②都市・中心地研究に

分けられる。特に前者は戦前から研究の蓄積がみられる分野である。ところ

で、離島の集落はそれぞれ農業や漁業などを行う生産の場としての側面を持

つ。そのため、これらの集落は農業地理学や漁業地理学研究の中で、生産要

素（土地や労働力）と関連づけながら論究される場合が多い。このような視
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点の研究は、後述する離島の農業や漁業研究のレビューの中で紹介するので、

ここでは集落そのものの成立や展開、形態、構造を扱う研究のみを対象とす

る。

まず、①集落・村落研究をみてみる。1960年代までの研究は、集落の形態

に着目し、現地調査から現状を地図化する記述型のアプローチが多い。漁業

集落については、田中・山崎（1952）が兵庫県家島を、折茂（1951）は長崎

県壱岐島の浦集落を、隈部（1960）が長崎県赤島を現地調査し、家屋が密集

している様子を地図化した。いずれも集落の成立・維持には飲料水の確保が

重要であることを示している。農村に関しては、高橋（1966）が長崎県壱岐

島の山崎触集落の民家について、家屋配置や間取りを詳細に報告している。

1980年代以降は、いわゆるムラの社会的側面を重視し、同族集団や講組の

ような、より下位のレベルを単位として、本家一分家関係、祭祀などを検討

することで、ムラの構造および空間を明らかにした研究が多くなる。例えば、

八木（1980）は長崎県福江島大川原集落を事例に、本軒隠居関係、本家パッ

ケ関係、シンルイヤウチ関係、年齢的秩序などについて検討している。そし

て、近年はムラの上位の郷や、下位の小集団の意義が低下したため、ムラが

ひとつのユニットとして空間把握されるべきことを強調している。一方、後

藤（1984）は壱岐島初山西触と本村触の２つの集落における小地域集団であ

る講組織に着目し、その変容について考察した。その結果、伝統的な講中は

その意義が減退し、代わって班が新しい地域社会単位として行事・活動を行

うようになりつつあることを明らかにしている。いずれも小地域集団の近年

の変化を扱った点と、集落地理学の手法を援用している点では共通している。

この他、石井（1987）は、東京都父島の社会構造を、戦後23年間におよぶ

米軍統治時代の居住の有無を基準に、島の生活しか知らない欧米系島民、島

の生活と本土の生活を体験する旧島民、返還後に島に渡った新島民に３分類

して、それぞれの社会集団の意識や行動を検討している。

琉球列島においては、仲松（1964）が家の配置、とくに神事に関係した旧
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うたき

家の配置}ご着目しながら、村落の成立や構造を考察した。そこでは、御嶽と

称される最高聖杜を紐帯とする共同体社会「マキ」が複合したものが、琉球

の古い村落であるとしている。そして村落内では、御嶽を管理し、祖先神を

伴っている村落創始家および祭祀を司るノロ家が最上位、その他の旧家が上

位、そして分家が下位という位置づけがあること、家屋配置は最上位家が村

落の背面、下位家が全面左右に展開することを、北は奄美から南は八重山ま

で多くの集落事例から一般化している。仲松は、琉球列島の村落構造を祭政

一致の村落社会と捉えており、その後の琉球列島における集落研究に、理論

的にも手法的にも大きな影響を与えている。

この分野で離島に関する研究例は少ないが、その中で、畑（1983）は戦時

中に飛行場建設のため集落が解体させられた宮古島皆愛集落を事例に、解体

前の集落の家屋構造と、戦後旧集落跡に隣接する形で再編成された集落の家

屋構造や人々の意識を比較しながら、集落民のシマ観念について考察した。

その結果、解体以前の集落は、創家を中心に分家がその周辺に位置し、東方

上位観とも呼べる観念が、家屋配置の空間性にみられたが、戦後再編成され

た後は、景観上は創家と分家、集落とウタキとはいかなる秩序もみられなく

なった。しかし、元の集落の位置と新たな集落の地はウタキにおける祭祀行

事を媒介として結ばれていること、現在の集落は俗的な場として、元の集落

跡は聖的な場として意識されていること、ウタキ祭祀の継続がシマ社会を存

続させていること、を明らかにした。畑には宮古島与那覇集落を事例に、シ

マ社会の日常的秩序に関して村落組織の意義を生産条件との関連から考察し

た研究もある（畑、1977)。宮古島ではこのほか、中西（1994）が島尻集落を

対象に、拝所の位置とそれらが集落において持つ意味、すなわち各種の祭祀

において果たす役割を究明し、空間構造の特徴を明らかにしている。

中俣（1987）は、沖縄県多良間島の村落空間とその構成原理について、ま

ず抱護林、拝所、祭祀会場といった空間を構成する要素について検討した後、

象徴的二元論と方位観から空間秩序を論じている。首里王府の意図を踏まえ
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たこ元的論理構造は集落形態を規定し、新たな年中行事体系を創出し、固有

信仰体系の首里化という側面を持つのに対して、十二支を基準とする方位観

に象徴される四分的論理構造も、道路網の図形的意味や年中行事に影響して

いることを指摘している。

同じ沖縄文化圏に所属する鹿児島県奄美大島に関しては、中西（1992）が

大和村の３集落を、祭祀関係施設の配置から空間構造と集落の成り立ちにつ

いて考察した。奄美は沖縄との関係が深く、集落はオガミヤマを背景とし、

グスユテラという聖域（沖縄の御嶽に相当）を有すること、集落内部に祭

儀の広場としてのアシャゲやトネヤなどの施設があり、１つの集落で宗教的に

も完結された世界であったことが明らかとなった。このような宗教施設が配

置されている集落は、沖縄のグスク時代（８～１５世紀）に成立したもので、逆

に言えば、宗教施設がない集落はこれより成立が遅いと結論づけている。

以上のように、一連の成果は、仲松が沖縄本島での調査により構築した村

落空間の構造モデルを援用しているものが多い。ただし、仲松の本島型モデ

ルが、宮古や奄美など離島においても適合するのか、離島には沖縄本島とは

異なる独自の村落空間構造があるのか、という検討は十分なされていないよ

うに思われる。

1990年以降は、人文主義的視点を持った集落研究が行われるようになる。

まず、大城（1990）は、Buttimerの生活様式に関する模式、すなわち、人間

経験の３つのレベルに対応した空間のうち、社会一技術圏を中心に生物圏と

観念圏を結びつけて生活様式を定立させる、を念頭に置きながら、その実証

的研究の試みとして沖縄県小浜島村内集落における生活様式について考察し

た。そこでは、小浜島の生態的特性、土地利用、集落民の社会的関係、農耕

儀礼といった自然・社会・文化の各々の事象が「多層的な構造を顕在させな

がら、密接に連動し合って｣、この島の生活様式を規定している様子が描き出

されている10〕・

今里（1999）は佐賀県馬渡島を事例に、住民と外部者の言説を社会的コン
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テキストと関連させながら空間の意味を解釈している。これは村落空間論の

流れをくむ研究といえるだろう。馬渡島は、宗教が異なる２つの集落があり、

江戸時代以来その関係は、主従、対抗、軋繰、対立、融和、逆転という歴史

をたどる。論文では島レベルで、集落レベルで合わせて82の具体的な言説を

もとに島空間、集落空間の意味を検討している。紹介されている島に対する

言説を読むと、やはり島は閉鎖的、保守的であり、離島住民の島への愛情が

見られる。そして、相手集落への言説では、敵対的・差別的なものが強く、

人々の気持ちの中で、いわゆるシマ意識は容易に脱けきれないことがわかる。

次に、②都市・中心地研究についてみてみる。そこでは、都市地理学の方

法を援用して集落の中心性や施設に着目した研究が多い。例えば、堤（1976）

は山口県周防大島に在する東和町小泊を事例に、明治町村制後、行政村でな

くなった小泊が小学校を手放さず、共有財産を確保し、集落の産業基盤を整

備していった結果、集落の機能が維持できたことを報告している。香川

(2000）も東和町を事例に、集落規模と諸施設の立地について考察している。

東和町は特定の首位集落が無く小規模集落が点在するが、最も稠密に住民の

サービス網を展開しているのは農協と郵便局であることが確認された。

森川は事業所資料と買物・行動アンケートから芸予諸島の中心地と勢力圏

を設定した（森川、1979,1980)．これによると、芸予諸島は因島土生を最上

位とする４つの中心地階層に区分することが確認された。ただし、これらは

中心地研究を芸予諸島に当てはめたものであり、分析結果の中では、離島の

特徴についての言及はされていない。

離島の中にある都市に着目した研究もある。堂前は離島に存立する都市の

形成と特徴について、鹿児島県徳之島亀津（堂前、1985）と沖縄県石垣島四

筒（堂前、1986）を事例に検討している。そこでは、島は環海性という自然

条件をもつために、島に立地する都市は港湾都市として成立すること、日常

生活において完結された空間であるため、人口規模の割には多種で多くの事

業所が立地していること、その結果、島内における都市のプライマシーが高
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くなっていることを明らかにした。堂前は島に形成された都市を島喚都市と

位置づけた。離島における集落研究は農村や漁村などいわゆる村落を中心と

した研究が多くなされているが、都市の研究例は極めて少ない。そのような

状況の中で、島喚都市を島の特性と関連させてその性格を明らかにしたこと

は評価ができる。

以上のように、離島の集落研究を概観してみたが、集落の現状を記述・分

析する研究は多くみられるが、集落がどのように変容したのか、という視点

に基づいた研究は少ないように思われる。また、山村研究では、集落レベル

で耕地の荒廃や林野の粗放化といった土地利用の変化、生態系の変化が論じ

られているｗが、離島の集落研究ではそのような視野を持つものは少ない。

この他、山村研究では低次中心地の変遷や衰退に関する研究12)や、上下水道、

医療施設、教育施設など生活基盤整備の遅滞をruraldeprivation（農村地域

の機能剥奪）として理解し、山村の社会資本への関心を視野に入れている。

このような分野の研究が離島でも行われ、山村とはどのような点で人口流出

後の集落構造に違いが出てくるのか解明することは、今後の課題のひとつと

思われる。

３．離島の交通に関する地理学研究

離島問題のほとんどが、交通アクセスの問題と関連するので、この分野の

研究は重要である。交通地理学全般に関する研究成果を整理した奥井

(1996）によると、これまでの研究は①モータリーゼーション研究、②ネッ

トワーク研究、③フロー研究、④インパクト研究、⑤一般的・歴史的記述研

究の５つに整理される.離島では自動車交通が発達していないので、①を除

けば、これらの分類視点を離島の交通研究に当てはめることは可能である。

そこで、以下ではこの分類に則して、②から⑤に関して順に先例研究の動向

を概観してみる。

まず、②のネットワーク研究においては、(1)島を結節点とみなして、離島
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間の空間構造を明らかにした研究、（２）離島と本土間の近接性の測定とその地

域的パターンの把握を目的とした研究、(3)離島の結節点である空港の機能に

着目した研究、があげられる。

離島間の交通ネットワークから離島地域の空間構造を明らかにした研究と

してmiyagi（1988)、宮城（1992）がある。これらは、沖縄県内の航路ネット

ワークを分析することで、沖縄県は沖縄本島を頂点とするツリー型（樹枝状）

ネットワーク状の空間構造をしていること、ネットワークにおける島の階層

は、島の人口規模と行政上の地位に関連していることを明らかにしたもので

ある。この結果は、沖縄県内の地域構造の特徴は、島々が階層性を有してい

るとした中山（1974）の指摘を裏付けするものである。

ネットワークの近接性については、離島住民が最寄りの中心都市における

｢滞在可能時間」を、全国255島で計測した宮内（2001）の研究がある。これ

によると、中心都市を市制都市とした場合、９割弱の離島で、市制都市での

日帰り滞在が可能であった。しかし、市制都市でのフルタイム勤務が時間的・

経済的に可能である離島は14島にしか過ぎず、ほとんどの離島は都市の通勤

圏外に位置づけられていることが明らかにされた。地理学研究において全国

レベルで離島の近接`性を考察したものは管見したところこれだけである。

諸島レベルでは、藤目（1997）が、伯方・大島大橋の開通に伴い、愛媛県

大三島、伯方島、大島を３島間および本土への近接性について接触ポテンシャ

ル③という指標から集落レベルで変化を論じた。これは後で紹介する④イン

パクト研究にも通じる成果である。そこでは、架橋完成後に各集落の接触ポ

テンシャルは全体としては上昇したが、その上昇は地域的な不均衡を伴うも

のであることを、その理由と共に明らかにしている。離島にとって、近接性

の問題は離島問題の根幹であるので、近接性を測定する方法の精綴化や、近

接性を高める現実的な方策の提示など、この分野のさらなる深化が求められ
る。

ネットワークの結節点については、堤（1998）が隠岐空港の特徴と課題を
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整理した上で、島根県の新空港計画に対して、空港施設などのハード面、空

港アクセス、観光客受け入れ体制、観光宣伝活動、産品流通・販売システム

などへの必要な視点や検討すべき具体策をまとめている。空港整備は離島振

興にも関連するので、このような地理学の視点からの政策提言的な研究は重

要である。空港以外でも港湾の整備に関する研究も望まれる。

③フロー研究は、わが国の交通地理学研究の中では、結節地域の構造を解

明するために非常に盛んに行われてきた分野である。そこでは自動車、貨物、

航空など様々な交通指標を列方向に配する○Ｄ表を作成した上で、因子分析

やグラフ理論の手法で交通流動パターンや結節地域を明らかにしている。し

かし、離島研究においては、⑤の分野で紹介するような、離島一本土航路や

航空路の所要時間や便数を記述した研究は散見されるが、従来の交通地理学

の視点を持ったフロー研究はなされていない。その理由として、二神（1950）
じかた

や大村（1959）が指摘しているよう1こ、離島は地方である本土と１対１で結

ばれている場合が多く、ＯＤ表を作成して分析をすることができない、換言

すると、離島間の交通流動パターンや結節構造は、あえて研究を行う余地が

ないほど単純明快だと研究者が考えているためと推察される。

④インパクト研究について、離島研究ではこれまで非常に盛んに行われて

きた。奥井（1996）によると、インパクト研究は、もともと交通経済学や交

通工学で行われていた。それが、交通地理学の分野でも盛んになされるよう

になったのは、ハイウェー時代に入った1960年代中頃であり、高速幹線自動

車道や一般国道、山間へき地、離島の道路を対象とする調査研究が行われた

(55頁)。

離島の道路を対象とした研究に宮城（1977）がある。これは沖縄県西表島

の北岸道路が開通したことによって、西部地区の住民の行動や意識がどのよ

うに変化したのかを、質問紙調査の結果を分析したものである。

道路開通によるインパクトではないが、宮城（1978）には、沖縄県伊江島

にカーフェリーが就航することにより、島の経済がどのような影響を受けた
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のか、特に物流面の変化についての報告もある。伊江島はフェリー就航によっ

て貨物輸送の海陸一貫輸送システムが構築された。島の経済的変化として、

酪農がおこったこと、肉用牛の競り市が年４回開催されるようになったこと、

資材などの輸送費低下による工事費低下・工期短縮などがおこり、工事に好

影響を及ぼすようになったこと、などを明らかにした。

交通インパクトの要因として最も離島に影響を及ぼすのは、架橋による本

土との接続である。本研究ではこれを架橋インパクトと呼ぶ。架橋は離島住

民が最も望んでいることであり、離島振興策の中でも最も期待が大きい。山

階（1961）は、島にとって「島喚性の重要な要素である海による本土からの

隔絶性を一挙に除去することを意味」し、「島の非島喚化ないしは半島化、

いうなれば島からの決別である」架橋により、「島の社会経済にひき起こさ

れていた多くの問題は、架橋の結果、止揚されるはずである」との見解を示

した。その後離島振興計画の下で、全国各地で架橋建設が行われた。地理学

でも架橋による離島の変容を、交通体系、人口、経済・産業、社会など様々

な観点について、統計分析や聞き取りなどの手法を用いて考察する研究が蓄

積された。

まず、宮城（1979）は、沖縄県野甫島が母島伊平屋島と架橋接続したこと

による経済的・社会的インパクトを考察した。架橋により野甫島からは伊平

屋島に所在する施設への近接性が飛躍的に増大した。しかし、野甫島に所在

する製糖所や小中学校などが将来的に伊平屋島に吸収される可能性があり、

その場合、農業は弱体化し、しかも依然として人口流出は続くことを予測し

ている１，．

もともと環海性を持つ離島は、日常生活を島内で完結させるため、人口規

模以上に多様な施設を立地させている。架橋により本土などの勢力圏内に直

接位置づけられた結果、島内の諸機能は本土中心都市に吸い上げられる。す

なわち、島は本土中心都市の日常的都市システムの中に組み込まれ、離島空

間は再編成されていくのである。これを架橋の負の影響とみるか、必然とみ
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るかは評価の分かれるところである。

五味（1984）は、石川県能登島の架橋後の地域変化を人口、産業、社会面

から検討した。その結果、人口動態では町内への若年層の流出に歯止めがか

かる傾向が見られること、産業面では就業機会の多様化と増加傾向がみられ、

特に観光産業が進展していることが確認された。社会面の変化について住民

に意識調査を行うと、交通事故や渋滞、ゴミ公害といった生活一般や、観光

業．飲食業の収入が増加しない、産業振興が期待通りでなかったなどの意見

が多かった。このように、架橋は住民の意識レベルでは負の影響が強く出る

傾向にあるといえよう。これは、住民が「島の社会経済にひき起こされてい

た多くの問題は、架橋の結果、止揚されるはずである（山階、1961)」とい

う期待を持ちすぎた結果、実際に架橋されても、経済や産業面でその効果が

思ったほど実感ができないばかりか、来島者の急増による様々な日常生活上

の予想もしていなかった問題が負のインパクトとして感じられたのであろう。

香川県与島は瀬戸大橋の橋脚となった島である。森滝（1989）は、架橋に

よりこの島では、土地売却や事業利害により住民同士の対立が生じたこと、

進出企業との労働力需要のミスマッチが原因で島在来の生活空間と新たな観

光空間とが隔絶されたこと、高齢化や高齢者の流出が続いていることを報告

している。そして森滝は、与島を本四連絡橋という巨大プロジェクトの犠牲

となった島として位置づけている。

これに対して、横山（1999）と香川（1999）は、西瀬戸自動車道開通に伴

う芸予諸島の島々の地域変化を論じている。前者は道路開通により救急体制

の整備など広域行政がとりやすくなったこと、観光産業が期待されることを

述べている。また、後者では従来の航路の廃止や減便により、自動車の所有．

非所有者間で格差が広がるなどマイナス面もみられるが、高速バス路線が充

実して松山市や広島市、福山市など県庁所在地レベルの都市へのアクセスが

容易になったことや、従来寄港しなかった島々にも快速船が寄港するように

なったことをあげ、自動車道開通は地域に大きな恩恵をもたらしているとし
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ている。

同じ本四連絡ルートであっても、森滝と横山や香川では地域変容に対する

評価が異なっている。これは、研究者の価値観や研究姿勢によるところが最

も大きいが、児島・坂出ルートより尾道・今治ルートが途中に多くの離島を

結び、「沿線の離島性解消による地域振興という（香川、1999,121頁)」側

面を持つ西瀬戸自動車道の方が、肯定的評価になったものとも考えられる。

尾道・今治ルートでは、部分開通となる伯方・大島大橋開通に伴い、連結さ

れた島々の交通条件の変化について、前述の藤目（1997）がある。道路整備

は自動車交通を助長し、バス交通を衰微させる傾向がある。しかし、ここで

は新しいパス路線の開設が、島喚部全体でのバス利用者の増加をもたらした

ことを報告している。

瀬戸内海の島については、塩谷（2000）が広島県田島・横島を事例に、本

土と架橋接続したことによる生活空間の拡大について論じている。ここでは、

本土都市域から島襖地域への「好ましくない」影響の増大と、それによる本

土都市域の勢力による「都合のいい地域化」について警鐘をならしている。

沖縄県浜比嘉島が架橋接続したのは1997年である。この島の地域変化につ

いて、人口面から宮内・下里（2003）が、人口、産業構造、共同体の変容に

ついて前畑（2005）が論じている.同時期に同じ島を取り扱った研究である

が、両者に共通する人口面の変化については、宮内が架橋により島の人口減

少が緩和され、増加に転じているとしているのに対して、前畑は逆に人口減

少は続いているとし、両者の見解は異なる'５１．

離島研究においては、このような交通インパクト特に架橋による地域変

容を解明する研究が多くなされてきたが、この分野の研究上の問題点として

次の３点が指摘できる。すなわち、(1)インパクトを受けた直後に調査した研

究が多いこと、(2)インパクトの影響をどのように判断するのか不明確にした

研究が多いこと、(3)インパクトを受けた島の地理的位置や島内地域差を考慮

していない研究が多いことである。
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まず、(1)については、インパクトを受けてから研究者が調査を行った時期

を、先述した論文からみてみる。すると、同じ月が宮城（1977)、宮城（1978)、

宮城（1979)、藤目（1997）であり、同じ年が香川（1999)、横山（1999)、

翌年が五味（1984）であった。最も期間が長い前畑（2005）でも６年後であ

り、宮内・下里（2003）は５年後であった。すなわち、多くの研究は、島が

架橋などのインパクトを受けた直後に地域変容を調査しているのである。こ

のため、調査では住民へアンケートをとるなど客観的なデータを収集して定

量的に分析はしているが、住民自身がまだインパクトを十分認識していない

段階である。そのため、アンケート結果は、住民自身のインパクトに対する

期待感が強いか、逆に短絡的に期待はずれとしてしまうか、極端な傾向を示

す危険性があると思われる。特に、人口面や経済・産業面へのインパクトは、

短時間には現れない場合があるので、その影響評価はインパクトを受けてか

ら、少なくても５年から10年くらいの期間が必要ではないだろうか。

次に、(2)については、すでに奥野（1991）が「被説明変数としての地域特

性の変化は、説明変数としての交通発達によってのみもたらされるものでは

なく、その意味では、説明変数のもつ説明量の識別が必須の研究課題になる」

と指摘しているように、ある離島の地域変容が確認されても、それが例えば

架橋の影響なのか、それ以外の要因からの影響なのかを区別しなければなら

ない。現代社会において、離島は常に変容しているので、架橋がされなくて

も地域変化していたと言われると、その反証は非常に難しくなる。すなわち、

地域変容の要因は複合的で絡み合っており、単純に交通インパクトだけを抽

出することは方法論的に困難である。ところで、従来の研究では、このよう

なことを意識することなく調査・研究をしている傾向がある。交通インパク

ト研究を行う際は、なるべく「説明変数のもつ説明量の識別」に配慮しなが

ら遂行する研究姿勢が必要であろう。

最後の(3)については、交通インパクトは離島の地理的位置、例えば内海の

島か外海の島か、高緯度の島か低緯度の島か、中心都市への遠近、によって、
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地域への影響度に違いがでることが予想される。また、インパクトは島内に

等しく及ぼされるとは限らず、島内格差が生じることも予想される。しかし、

従来の研究はそのような地理的位置や島喚内の差異を視野に入れた研究をし

てこなかった。前者については、架橋例が少ないため、地理的位置の違いに

よってインパクトの受け方が異なるのかが実証しにくいことや、島ごとのイ

ンパクトの違いを島の内部構造、例えば産業や就業構造、共同体意識などに

求める傾向が強かったからと思われる。後者についても、離島研究者は島を

ひとつの分析単位、すなわち等質地域として考える傾向があるためと思われ

る。だが、平岡（2003）が指摘したように、島内の集落ごとにその構造は異

質であるため、インパクトの現れ方も集落間で異なることが予想される。以

上のことから、交通インパクト研究では、島の地理的位置と島内の差異を視

野に入れた研究が望まれる。

さて、⑤一般的・歴史的記述研究については、船舶、航空交通の発展と現

況について考察しているものが多い。例えば、高田（1996）は伊豆大島にお

ける交通網の発展を、明治期以降の航路および航空路の変遷から概観してい

る。特に戦後、東京都伊豆大島の観光地化の進展に伴い航路網も拡充される

が、1970年代後半になると来島数も減少傾向にあり、船会社は航路の見直し、

高速艇の導入など対策をとっているものの、その効果は限定的なものと判断

している。このほか、高速船交通の変遷については、奥野（2003）がある１６)。

香川（1998）は、自動車交通の恩恵を離島はどれだけ受けているのかという

視点から、愛媛県高井神島、魚島、岩城島を比較検討した。

以上のように、離島の交通に関する地理学研究を概観したが、従来の研究

は④インパクト研究に偏重しているきらいがある。そのため、離島交通を様々

なアプローチからもっと研究がなされること、特に、離島交通の政策論にも

踏み込んだ研究が求められる。（つづく）
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注

１）例えば、米田・赤塚（1975）は、長崎県壱岐島の人口構成、人口分布、

人口密度、人口移動などに関する総合的な人口調査を行い、統計やアンケー

ト結果から考察を行っている。

２）この他、矢野には、沖縄県伊良部町において集落レベルで、人口変化を生

業の変化と関連づけて考察した研究がある（矢野、1994)。

３）中国山地山村は燃料革命により薪炭類の需要が激減し、急激に産業基盤を

失ったのに対して、内海島喚は柑橘の島、花卉の島、漁業の島、造船の島、

観光の島など産業基盤が多様であること、また山村の集落構造は小規模な

粗塊村が卓越しており、人口減少は即座にムラの社会的機能の維持を不可

能とするのに対して、島喚集落は人口規模が大きな集村形態が多く、集落

の崩壊までには容易に至らない、としている（森川・宮内、1990,106頁)。

４）久高島の地割制度の実態については、浮田（1960）が現地調査をもとに、

土地共有制が残存していることを報告している。そこでは、「耕地の94％

は島民の共有地であり、それらは、１０の組に配属され、さらにそれぞれ１５

等分される。これを一地といい、・・・戦前には、１６歳から60歳までの男

子に－地ずつ給されたが、戦後は家毎に－地給されている（128頁)」と報

告している。

５）山村地域を同定することは難しいが、仮に山村振興法による振興山村とす

ると、1,195市町村（1997年）が該当し、人口は約489.3万人（1990年）

である。一方、離島地域には、島だけで構成される175市町村（1997年）

と、それ以外で、離島振興法および奄美群島・小笠原・沖縄の各振興開発

特別措置法の指定離島（78市町村の一部、135島）を合わせると、約136.0

万人（1995年）が居住している。

６）森川・宮内（1990）は中国山地と内海島喚を比較して、島喚は山村よりも

集落規模が大きく、同じ比率の人口減少があったとしても、それがそのま

ま過疎化に結びつかないこと。燃料革命により薪炭類の需要の激減により
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山村は急速に産業基盤を失ったのに対して、島喚は生業形態が様々で（例

えば造船業や柑橘栽培など)、人口流出の歯止めとして作用したこと、を指

摘している。

７）例えば、白坂（1976,1982）や呉羽（1991a、199lb）は、スキー観光地

について報告している。

８）1990年からの５年間で、人口増加した47島の要因を考察した鈴木（1997）

によると、出生による自然増が主要因であるのは、５島のみである。

９）ここでいう集落・村落研究の集落は、狭義の意味の集落である。ただし、

多くの論文では離島の村落を集落という用語で表記しているので、本研究

でも村落という用語は基本的には用いず、集落という用語を使用する。

10）大城にはこのほか沖縄県石垣島の墓地風水絵図に関する文化地理学的研

究もある（大城、1994)。

11）例えば、廃村化に伴う耕地の荒廃については、篠原（1969）のほか、坂

口（1974)、有薗（1974）などが、林野の粗放化については藤田（1981）が

考察している。また、過疎化による耕地の荒廃が猪の繁殖を招き、それが

廃村化に拍車をかけている実態を生態的立場から報告した高橋（1977）の

研究がある。

12）例えば、森川（1983）は広島県神石町の過疎化と低次中心地の衰退を論

じている。

13）接触ポテンシャルとは、「ある地区に他のすべての地区から人々が集まる

ことを考えた時、集まった人々がその地区に合計何時間滞在できるかを表

しており、ある地区への人々の集まりやすさの程度を表す指標である（藤

目、1997,234頁)｣。

14）このように、架橋により低次レベルの機能が本土や母島に吸収される現

象は、山村研究でもストロー現象と呼ばれるものである。

15）ただし、宮内・下里（2003）も架橋による人口増加効果は、一般的に架

橋直後に限定され、長期的にみると人口は減少傾向にあるとしている。
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16）なお、奥野は「離島航路の現況」（1981)、「離島航路と航空路」（1991）

など、離島交通に関する学会発表が多い。
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