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●学　科    地理学科

●学科専任教員 井村博宣（教授）

       小元久仁夫（教授）

       高阪宏行（教授）

       佐野　充（教授）

       島方洸一（教授）

       永野征男（教授）

       水嶋一雄（教授）

       森島　済（教授）

       藁谷哲也（教授）

       落合康浩（准教授）

       関根智子（准教授）

       畠山輝雄（助教）

       両角政彦（助教）

       牛垣雄矢（助手A）

       羽田麻美（助手A）

 

 【研究の概要および結果】 

 〈研究課題〉

わが国における地域構造の変動に関する研究

 〈研究課題の目的および概要〉

地理学科では，研究課題のもとに各教員の専門分野を基礎として，地域を自然分野，人文・社会分野から総合的・
学際的に調査研究してきた。とくに，21世紀になって，地球温暖化問題に現われているように環境問題は深刻化し，
また，経済社会の国際化やグローバル化に基づいて日本経済の停滞が継続する中で，20世紀の地域構造は大きな曲
がり角に直面するなど，地域の持続的発展は極めて困難な状況に陥っている。
このような現状を踏まえ，各教員はそれぞれの専門分野からフィールド調査を主体に研究を重ねており，22年度
は以下の実績をあげている。

 〈研究の結果および考察〉

各教員の研究実績については，以下の通りである。

 【井村】

平成22年度は，漁業・養殖業に関する研究の一環として，わが国におけるアユ養殖産地の再編過程で開発された，
高品質魚「半天然アユ」養殖の技術伝播の特性を分析し，「那賀川平野における「半天然アユ」養殖の伝播と経営的
特色」（日本大学文理学部自然科学研究所「研究紀要」46, 1-10）にまとめたほか，ハマチ養殖業に関する研究では「安
戸池の内水面扱いへの変更とその要因」（香川地理学会会報，30, 23-30）を報告した。
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 【小元】

宮古島において津波石の調査を行った結果，1771年4月に発生した明和の大津波によって打ち上げられた津波石
ばかりでなく，それ以前にも14回の大津波があったことが明らかになった。過去の大津波が宮古島の地域構造に
大きな影響を及ぼしたことは明白であり，今後今回の研究成果を生かしたハザードマップや避難計画の作成と地域
作りが行政側の大きな課題となろう。過去の津波の規模や再来周期を考慮した場合，宮古島の地域構造がどのよう
に変化するかについて今後市の当局者と話し合いたい。

 【高阪】

本年度は，統計地図作成のための方法論的諸問題として，①統計項目，②測定法，③空間的集計，④統計項目間
のクロス，⑤統計量のクラス分け，⑥2変数地図，を取り上げて考察した。第1の統計項目とは，選定した統計項
目がその主題を表現するのに適しているかどうかである。第2の統計項目の測定法には量と割合があり，実社会を
精確に表現するにはどのような測定をすればよいのかという問題である。第3の空間的集計では，地域統計は，基
本単位区，町丁目・字，市区町村，都道府県，日本国の5階層レベルの地域単位で集計されている。実社会を精確
に表現するには，どのようなレベルの統計を利用すれば適切なのかが検討される。第4の統計項目間のクロスの問
題では，例えば，世帯規模と年齢層の2項目間の関係を考えたとき，1人世帯で若年層の場合結婚前の独身世帯を
意味し，高齢者層の場合は連れ合いを亡くした独居高齢者世帯なので，同じ1人世帯であってもそれらは意味が異
なる。第5の統計量のクラス分けとは，統計地図において，統計量を区分し地図を塗り分ける場合の区分法のこと
である。第6の2変数地図には，探索データ分析とブラッシング手法が応用でき，2変数間の関係が可視化できるよ
うになる。本年度は，このような方法論的諸問題を論文として発表した。

 【佐野】

学生指導の成果物および都市空間研究の調査結果として，「長崎市中心市街地のまちづくり・観光・くらし」（地
理学科2年生野外調査法報告書），「藤沢の都市空間調査」（地理学科3年生地理学課題研究調査報告書）をまとめた。
個人レベルの地域研究として，地域環境政策関連では，富士山周辺の観光政策，エコツーリズムの視点からの自然
保護と地域開発に関する意識調査をまとめた。継続研究の中国の観光と地域開発に関する研究では，日本の観光振
興が中国の観光開発に果たす役割，中国の温泉観光開発の現状についてまとめた。論文3編，口頭発表1回，海外
講演1回の成果を得た。

 【島方】

平成22年度は，次の二点についての研究を行った。
①これまで継続して行ってきた，日本古代における官道などの復原，地図化作業
②危機管理に関する著作の作成
①については，作業を続行中であり，平成23年度中に完了する予定である。研究の成果は，前著「地図で見る西
日本の古代」に続く著作「地図で見る東日本の古代」として刊行する予定である。
②については，平成22年度中に研究は終了，平成23年4月16日付，島方洸一編著「危機管理」（文眞堂刊）とし
て刊行済みである。

 【永野】

わが国の地方都市の活性化に関する諸問題は，これまでにも都市地理学の分野からの研究例も多い。なかでも地
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域の持てる歴史的な資産（伝統産業や風土）を活かした，観光地化への転換状況の分析が主眼点となっていた。
そこには，歴史的資産の評価を通して，新たなるまちづくりに果たす役割を再認識することからスタートし，最

終的には国の関連資金の援助による活性化策を作成することにある。
今年度は，愛媛県内子町を事例に，近世からの伝統産業（精蝋・和紙）を継承しつつ，伝統的な製品と建屋を基

本とする町並み保全の実態を，国の重伝建指定と併せて詳細に分析した。

 【水嶋】

水稲作農業が展開する農山村地域では，担い手となる専業農家や第1種兼業農家が減少する一方で，第2種兼業
農家が増加するなど顕著な問題として表面化していた。しかし，農作業の機械化の進展から，水稲作農業は中高年
世代の農業従事者によって曲がりなりにも維持されてきた。ところが，中高年世代の農業従事者のさらなる高齢化
と離農，後継者となるべく次世代の農業離れは，個別農家の水稲作農業の維持だけでなく，地域農業の存続にも重
大な問題を投げかけている。農山村地域は農業従事者の減少と高齢化，農業後継者の不在など，地域農業を担うべ
く担い手問題に，危機的と表現できるほど深刻な状況に直面していると言わざるを得ない。
この担い手問題の現状を明らかにするため，事例研究として黒部川扇状地右岸に位置する舟見野台地で調査を実

施した。舟見野台地中央部に立地する野中地区は，水稲作農業を主業とする平地農村である。1990年代後半まで中
高年世代の農業従事者のいる小規模な個別農家は，準備した農業機械で他産業に従事している農業後継者の手伝い
を受けながら，農業経営を維持してきた。しかし，野中地区でもこの農業従事者の高齢化と離農，農業機械の買
い替え時期の到来，農業後継者の農業離れなどが進展したことから，個別農業だけでなく地域農業の維持が問題化
していたが，農地流動を促進する法制度を踏まえ農地利用権を設定して地域農業を担う新たな担い手が出現してき
た。農業法人や農事組合法人による大規模農業経営，個別農家の大規模農業経営などである。これらの大規模農業
経営者は，自らの考えに基づいて農業集落を超えて借地水田面積を増やし，農業機械や農作業施設を拡充して，現
段階でも経営規模の拡大を求めるなど，いまだに個別農家による小規模農業経営が残存しつつも，野中地区の地域
農業を担う重要な担い手になっていることが明らかになった。

 【森島】

都市内緑地は，ヒートアイランド現象を緩和する効果を持つクールアイランドとして注目されてきた。この効果
に関して，従来は植被の違いによる熱収支上の違いから考察が行われてきたが，その土台となる土壌に関して観測
的な研究はあまり行われていない。本年は土壌断面構造が地表面温度に与える影響について，地温及び土壌水分量
観測を行うと共に，夏季におけるそれらの日変化と地表面温度との関係について考察を行った。

 【藁谷】

南西諸島は亜熱帯気候に属し，石灰岩からなる地形が広く見られる特異な地域である。とくに沖縄島の北部には
亜熱帯地域特有の熱帯カルスト地形が顕著に発達する。そこで本研究では，沖縄島本部半島の円錐カルストの地
形プロセスに関する調査を進めた。その結果，円錐カルストの山麓部に多量の岩屑が堆積していることから，円錐
カルストは単純な溶食地形ではなく，その形成には節理系に支配された風化プロセスを考える必要のあることがわ
かった。また，円錐カルストが，現在とは大きく異なる気候環境のもとで形成された可能性も示唆された。おも
な研究成果として，当該地域と類似した熱帯気候環境にあるカンボジアの砂岩風化プロセスに関する事例を報告し
（藁谷，2010），気候環境の変動について論考した（藁谷，2011a）。
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 【落合】

個人の分担するテーマは，地域資源の実態を評価するとともに，その活用の問題点や有効利用の可能性について
考察を行うことであった。具体的には，事例地域として取り上げた沖縄県本部半島の東半部を占める今帰仁村にお
いて，現地調査を行い，地域の産業と伝統的な祭祀にみられる特徴について整理･分析した。今帰仁村の各集落に
存続する伝統行事と文化は，地域社会を束ねる組織「ゆいまーる」の精神にささえられて受け継がれており，地域
住民の地元への帰属意識や相互の連帯感を深める紐帯として，重要な役割を果たすものとなっている。したがって
その存続には，若年層や新来のものも含めた住民自らの積極的な関与と，技術等の修練，継承とが必要になるが，
この地域もまた多くの例に漏れず，それらの実現は厳しい状況に置かれている。

 【関根】

地理情報科学における研究では，情報処理と分析能力の進展に伴い，町丁目や建物レベルのようなミクロな空間
スケールで分析が行われている。そこで本年度は，東京都23区と足立区を事例地域として，平成12年国勢調査小
地域統計と建物データを使用して，町丁目の社会・経済的特徴の抽出を行うとともに，世帯密度と住居形態との関
連を分析した。
その結果，世帯密度を求めることにより，団地，マンション街や零細住宅街が抽出でき，世帯密度と住居形態に

は関連があることが明らかになった。しかし，地区によっては，工場の立地などの要因のために住居形態の抽出が
難しい場合があり，今後，検討する必要がある。

 【畠山】

平成18年4月の介護保険制度改正により新たに創設された地域密着型サービスの導入状況について，全国の市町
村にアンケート調査を実施した結果，小規模市町村において未実施の市町村が多く課題となっていることが明らか
となった。そこで，小規模市町村における事例として，和歌山県由良町と新潟県関川村でフィールドワークを実施
し，実態を明らかにした。由良町においては，単独町でサービスを実施することが困難であることから，周辺市町
村と協定を結び，広域的なサービス展開をしていた。関川村では小規模市町村にもかかわらず，多くのサービスが
実施されていたが，これは村の誘致などの努力の結果も一部は見られるものの，多くは偶然的な事業者の参入の結
果であった。つまり，小規模市町村においては，やはり単独のサービス実施は困難であり，広域的なサービス展開
が現実的である。しかし，これでは「地域密着型」の理念の根底が覆ってしまい，課題が生じている。

 【両角】

多国籍企業がグローバルスケールで新品種開発と種苗調達を拡大し，国家間のネットワークに影響を及ぼす一方
で，国内産地は知的財産権である種苗の育成者権を保護しローカルスケールで利用する有効性が注目される。本研
究では，グローバル経済下における花き産業地域の知的財産権の保護と利用について，新品種開発と種苗調達を含
めた産業の成立条件に着目して明らかにした。産地組織によって開発された新品種は，産地の発展に直結する場合
と産地外へ流出する場合とがあり，以下の3つの空間パターンが見出せた。第一は産地内の公的機関が組織的に新
品種を開発し，共同育苗を経て県内の生産者へ供給する形態であり，第二は産地内の民間業者が独自に新品種を開
発し，主に自社の製品生産で活用する形態であり，第三は民間業者が品種開発と育苗を行い，全国の産地へ種苗を
供給する形態である。国内産地間におけるネットワークを通して産業の成立条件を解明することは，国内産業の再
編および発展へ向けた新たな方向性を示すことにつながる可能性があることも判明した。
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 【牛垣】

1975年から2009年にかけての東京の地価資料を用いて，商業地の階層構造を究明した。1975年当時は都心，副
都心，郊外結節点を中心とした階層構造であり，2009年にかけては都心周辺のうち城南地区に位置する表参道，竹
下通りなどで成長が著しく，階層構造に変化をみせている。個別の商業地の動向についてはそれぞれ異なる傾向を
みせており，各商業地の盛衰は個別の要因により生じていると考えられる。

 【羽田】

秋吉台はカレンフェルト地形が広がる石灰岩地域であり，台地上の植生はネザザ，ススキを中心とする草本類か
ら成る。これらの植生は，江戸時代以降行われてきた山焼きにより維持されている。本研究では石灰岩の熱風化に
着目し，山焼き時の熱が石灰岩に変化を及ぼすのかどうかを調査した。平成23年2月におこなった山焼き前後の調
査では，赤外線放射温度計による温度測定，エコーチップ硬さ試験機による反発強度や岩石表面の色彩測定をおこ
なった。また，台地上に石灰岩タブレットを設置し，山焼き後の表面風化形態を共焦点レーザー顕微鏡により観察
した。野外計測の結果，山焼き時には石灰岩表面は500℃を超える高温にさらされており，強度変化が生じている
可能性が示唆された。今後これらの結果をもとに室内実験をおこない，石灰岩に生じる熱風化の影響を明らかにし
ていく予定である。 

 〈研究成果物〉

新井貴之・佐野　充（2010）:富士山周辺における道の駅の立地と特性 .富士学研究，8（1），15-18.

井村博宣（2010）:安戸池の内水面扱いへの変更とその要因 .香川地理学会会報，30，23-30.

井村博宣（2010）:那賀川平野における「半天然アユ」養殖の伝播と経営的特色 .日本大学文理学部自然科学研究所
「研究紀要」46，1-10.

牛垣雄矢（2011）:地価からみた東京における商業地の階層構造の変化―1975年から2009年にかけて―.地理誌叢，
52（2），24-34.

落合康浩・水嶋一雄（2011）:キルギス共和国アライ谷における産業構造及び生活の実態 .日本大学文理学部自然
科学研究所「研究紀要」，46，11-24.

Omoto, K., Takeishi, K., Nishida, S., and Fukui, J. （2010）: Calibrated radiocarbon ages of Jomon sites, NE Japan and 

their significance. Radiocarbon, 52 （2），534-548. 

小元久仁夫（2010）:南極から美ら海まで―14C年代測定45年間の成果―. 第5回 年代測定と日本文化研究シンポジ
ウム予稿集 , 1-18.

小元久仁夫（2010）:宮古島東平安名岬西方，ティダガー（太陽泉）の石灰華段丘地形，堆積物の較正年代および
水質分析結果について .日本大学文理学部自然科学研究所「研究紀要」，46，25-48. 

小元久仁夫・中村 俊夫・森 和紀・田中 邦一・松田 重雄・大八木英夫・安谷屋昭・久貝 弥嗣・新城 宗史（2011）:

サイパン島西方，マニャガハ島南部から採取したビーチロックの 14C年代 . 日本大学文理学部自然科学研究
所「研究紀要」.46，405-407.

小元久仁夫（2011）:高感度LSCによるバイオ燃料のバイオ・エタノール含有量の測定法 .日本大学文理学部自然
科学研究所「研究紀要」，46，397-404.

小元久仁夫（2011）:日本大学年代測定室の閉室にあたって . 日本大学文理学部自然科学研究所「研究紀要」46, 87-

395.

小元久仁夫（2011）:南極から美ら海まで―14C年代測定を始めて45年―.名古屋大学加速器質量分析計業績報告書
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（XXⅡ），10-22.

高阪宏行（2011）:国勢調査小地域統計による都市地域分類に関わる諸問題 .ESTRELA，202，2-9.
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