「まとまり」形成
の原点

・日本の「地形地域」は，半径約20km「徒歩日帰り圏」とほぼ一致した
スケール。 その多くは，中世に成立した政治領域とおおむね一致。
・その枠組みは，近世から近代の政治領域におおむね移行。

「地形地域」と
政治領域

「自然」と「歴史」

・自然条件は，人間の環境利用のあり方に一定の制約を与え，そこで暮らす
人々の生活様式と居住景観に一定の「地域的まとまり」を生みだす。

葦名氏

・その基本単位は「流域」
伊達氏

・そうした「まとまり」は，具体的にどんな現象として捉えられるか，その生成・
持続・変容の様相＝「人間・環境システム」がどんなものかについては，地理
学，民俗（族）学，近年では環境社会学などの分野が関心を寄せてきた。

⇒このスケールの領域が，
「地域」の語感と最もフィッ
トして感じられる要因に。

秋田氏
津軽氏

・その自然的メカニズムの側からのアプローチは，自然地理学と植物生態学
の授業で学習をしてこられたものと思う。 … ので，ここでは「自然」条件の人
文社会視点（実存，経済，計画，歴史）からの地域的意味について考えてみる。
岩城氏

★大枠としては …

相馬氏

・気候地域 … 植生,作物 … 食資源，伝統建築
・地形地域 … 標高・傾斜 … 土地利用，交通障壁
・河川流域 … 用水，上・下流間交流
・沿岸域

… 湾内，半島， 離島，遠隔交流

身近な生活圏と自然,歴史
・生活圏の原型 … 1日徒歩圏＝半径約20km
・火山列島の日本では，これが基本的な
「地形地域」と重なる例が多い。
生活様式に地域性を生んできた地形地域

生活様式
⇒「風土」地域
通勤圏
商圏
生活圏

歴史共有

斯波氏

葛西氏

文化・
政治生
態空間
とも

政治,開発,災害

・徒歩が主な移動手段の時代，土地の
傾斜や起伏は， 通行のバリア（障壁）
⇒ バリア内に一定の交流圏を形成。
… 古代に成立した「郡」，「郷」に相当。
※「国」も概ね「地形単位」に相当。

・域内農村の生産力が高まると，地
域の中央に「市場町」が成立
… 市場圏，商圏，経済圏
・中世，争乱期，この市場圏をベース
に有力諸氏が「領国」を形成
… 政治経済圏
・特に「盆地」，「平野」が領国形成
の基盤に
… 仙台付近は盆地も平野のまとまり
も限られ，大きな領国の成立基盤には
なりにくかったという見かたも。
※火山列島では世界どこも概ね共通

国分氏
南部氏
大崎氏

※それぞれの地形地域が，室町・戦国期，江戸時代，明治期
にどんな政治領域となっていたか，「沿革」を調べてみよ。

・明治 … 「郡」は自治体の1つに。
… 郡会，郡役所設置
・高度経済成長期，地方農村から人口
流出で，市町村の自立性が低下
⇒ 広域行政圏，定住圏への再編構想
… このとき「郡」が地域のまとまり単位
として復活。
・しかし，地方への「定住」は維持できず

※小平野，小盆地，河川流域に土豪が割拠する
状況は，火山列島に共通のパターンとも。

2008.3.17
国土交通省
「定住自立
圏構想につ
いて」

中心市から1時間
圏（鉄路，道路）

・1990年頃〜
・人々の移動が広域化，日常生活圏も
拡大。「郡」ごとの商圏も崩壊。
・自治体の広域合併も進行。
・高齢化 ⇒ 交通弱者の増加
・災害時の互助の必要からも，適度
な距離の生活圏は必要
・「定住自立圏」（1時間圏） … 数郡を
あわせた「地形地域」にほぼ相当

中心市
10万人以上
5〜10万人

仙台の近隣
生活圏

・3河川の谷底平地（台地） … コメ，野菜
・河川間の丘陵地
… 薪炭，堆肥
・上流山地
… 山菜，木材

・沿岸平野 … コメ，野菜
・漁村… 魚介

・開発地名（城，屋敷，新田），土地
条件を表す地名はどれですか？
・海岸に平行に集落列が並んでい
る場所はどんな地形ですか？
・樹木のある集落は「居久根」のあ
る集落。以前はどの集落にもあり
ましたが，2008年頃のこの地形図
では，少くなくなりました。

仙台

近世仙台圏の交流システム
八幡社

北山

利府・松島
丘陵

台の原

Ａ

・異なる「地形地域」の特性を生かし
た生活圏の維持システム

★
寒風沢

河岸段丘

東照宮

岩切
清水沼

中心市街地
原町

青
葉
山

宮城野原

・近世期，広瀬川下流部
左岸の段丘上に，大規模
な城下町が開かれた。
・周辺の丘陵地は，城下
への薪炭や林産物の供
給地の役割を担う。

★河原町
河原町

扇状地
★閑上
閑上
愛島

・近世期，新田開発が
盛んになり，仙台平野
に郷士集落が成立。

清水小路

大年寺

★河原町
河原町

新田開発，
郷士集落

鉤取

・仙台平野西端の丘陵や城下町
に接する地域（利府〜岩切〜南小
泉〜愛島）には，近郊農産物の産
地が誕生。
・両地域の接点に位置する河原
町には，市場が成立。

Ｂ

★荒浜
荒浜

・近世期，名取川・阿武
隈川の河口には港町が
整備され，水運や水産
物の供給を担った。

仙台城下の自然立地
仙台城下 自然立地
・異なる自然条件の地域が特徴的な
生業を育み，
生業を育み，補完・交流
を育み，補完・交流しあって，仙台
補完・交流しあって，仙台
城下の生活を支えてきた。

Ｃ

・それぞれのサブ地域が補完しあって，
仙台城下の生活を支えてきた。
… 近世仙台の生活圏の地域システム

◇Ａ・Ｂ・Ｃは，農業に有利とはいえな
い土地条件を克服して，特色ある営農
を確立したことで知られる。それはどん
なものか，調べてみよう。

高谷好一の「世界単位」論

東南アジアの
「文化生態」地域

＜フィリピン群島＞
・東岸：Af， イモ＋稲作
・北西岸：Am， 水稲卓越
・南西岸：Aw ，雑穀短期休閑畑
（ｻﾄｳｷﾋﾞ，ﾄｳﾓﾛｺｼ）

＜大陸部＞
・山地：Aw〜Cw， 陸稲･
雑穀焼畑（高地），温帯
作物（低地）
・平原：Aw， 水稲卓越，
天水乾燥田
・デルタ：Am， 水田単作，
湛水深に応じたイネ

＜マレ－島藷部＞
・湿潤島藷西部： Af， 陸稲焼畑
・湿潤島藷東部： Af， 低地でサゴヤシ＋魚，
高地で陸稲,雑穀
・イリアンジャヤ： Af， ヤムイモ＋ ココヤシ,
魚類
・ヌサ･トゥンガラ：Aw， 火山島，雑穀短期
休閑畑
・ジャワ：Af， 集約的水田栽培

※距離スケール：ジャワ島800km，マレー半島1600km

高谷好一『多文明世界の構図』（中公新書,1997）

高谷好一1985『東南アジアの自然と土地利用』勁草書房

「生態区」ごとに展開した民族の歴史

… 「歴史生態区」，
「政治生態区」とも

アフリカの文化圏
と地形地域
・大地形
⇒ 文化生態地域
⇒ 民族領域

・地図帳で，気候，植生，
民族，農業の分布と対照
させて，地形地域との対
応関係をみよう。

自然立地と
自然立地と居住景観
立地と居住景観
低湿地
傾斜地 … 棚田

… 旧北上川氾濫原の
文化景観「水山」

・「日本棚田百選」にも選定されている
山間地にある美しい棚田。
・しかしこれが「美しい」と賞賛されるよ
うになったのは1990年頃から。
・農林水産省が全国調査で把握した
のは1993年のこと。
大蔵村四ケ村（しかむら）の棚田

http://www.pref.yamagata.jp/
ou/somu/020020/03/mailmag/special/selection100/tanada.html

★こんな経済的にも労力的にも不利な場

所まで耕さなければならなかった歴史的，
社会・経済的背景は？
・稲作に必須の水の供給方法，長年の風雨
に耐えて維持されてきた仕組みは？

・全部で100余棟，うち豊里町に43棟
・水山の上に井戸があるのが原型。
・蔵が建つのは明治以降
・1927奥羽大水害

・近年の注目で，域外の人々とどんなつなが
りが生まれ，どんな財政支援を受け，どのよ
うに地域の「よりどころ」になっているのか？

旧豊里町・高橋照喜さん宅に
残る水山と板倉 ⇒
丸森町沢尻（2006.9.23）
丸森町沢尻
河北新報（2004.5.02）

扇状地

防災景観

大扇状地に散居村
が多いのはなぜ？

・扇央部の土地条件と，開拓当時
（近世）の技術（農作業，水）を勘
案して，推理してみよ。

木曽3川の「輪中」
・輪中堤を生みだし，利用・維持
してきた地域システムは？

胆沢川扇状地

※これほど大規模でなくても，類似の
防災景観は各地でみられる。身近な
川の氾濫地帯を調べてみよう。

・当時の労苦が解消された
現代においても，この景観
が持続し，今では地域の「よ
りどころ」にされているのは
なぜ？

地形・気候の複合
讃岐平野

・そうした歴史的，自然立地
的，社会的な背景が，すなわ
ち「地域システム」
庄川扇状地（砺波平野）

萩生川扇状地（飯豊町）

・散居村に屋敷林が伴うのはなぜ？
・生活の便と防災上の意義からみた散居村
の地域システムを考えてみて。

・平地の溜池はどんな災害への対応？
・利用と維持の地域システムは？

気候と伝統民家

風土産業

・地域の気候と生業，
家族の構成あわせた
「風土建築」

・周囲の自然条件を"道具"として利用する産業。
… 寒さを利用して凍豆腐を作る
… 温暖な気候を利用してみかんを栽培する

積雪地域の耐雪と生業の
特性を反映した民家 →
西南日本の基調は，釜屋と
母屋を分離する「分棟」式
↓

・どんな生業
と関連？
・どんな地域に多く
残っているの？

・家族形態のどんな違い？

・今は減ってしまった伝統民家を
守ろうとする社会背景は？

・そもそも人類の生業や生産に関する「技術」は，
すべて周囲の自然を利活用して生まれたものだ
から，産業はみな「風土産業」だったはず。
・近代以降，工場制工業が発展し，原材料を遠く
から移輸入するようになると，その場所の産業と
自然は関係の薄いものに。

・高度経済成長期に過疎化を経た各地の
山村で，1970年代後半から「地域おこし」，
「一村一品」運動が展開される。
… 外部資本の工場誘致や観光開発に頼ら
ない，地域固有の「資源」＝自然環境，伝統産
業，生活技能の見直し … 「内発的発展」
・1988，89年，「ふるさと創生1億円」交付。
⇒ この頃から，「風土産業」が地域づくり
戦略としてクローズアップ。
・三澤勝衛,1941,『風土産業』（1986復刻）
・宮川泰夫,1988,「こけし産地の存在形態；
新風土文化産業論序説」，愛知教育大学研
究報告 社会科学，37，1-23
・群馬地理学会,1990,『ぐんまの風土産業』
上毛新聞社

・今では，衣服は，渋谷にデザインし，広東省で
縫製し，日本の店で売られる時代に。
⇒「近代化」とは，産業が「自然」の制約から
脱することだったともいえる。

・釜屋を分離する風土条件は？

風水思想

… 地形環境の伝統的認知システム

・その陰で，「自然」の利活用から生まれた「風土
産業」（在来工業，伝統産業）の多くは，近代工
業製品に市場を奪われて衰退。

やませへの対処

・1985〜 超円高，地方の産業空洞化の中で，
地域本来の姿の見直し
⇒ 地域産業としての「風土産業」

風土を逆手に！

… 中国の吉凶方位観

・稲作に不利な条件を
特産品開発で克服

「潮除林」（淋代海岸）

↑地場資源を育成し
て市場を確立↓

・着手は藩政期
・昭和9・10年凶作
の後に本格化
・500m幅

貧しさの象徴だった救荒作物の大復活

