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砂論文‘

架橋を経験した島臓部の交流実態の変化に関する探索的研究

ーテキストマイニングによるアプローチー

An Exploratory Study on the Intercommunion History of the Bridged Island Area: 

Approach by Text Mining Methods 

山下良平キ奥井竣＊高橋愛未刊

Ryohei YAMASHITA穴ShunOKUI*, Manami TAKAHASHI料

（＊石川県立大学生物資源環境学部 付石川県立大学卒）

(*Faculty of Bio-resources and Environmental Sciences, Ishikawa Prefectural University, **Alumna oflshikawa Prefectural Universi勿）

I はじめに

1 研究背景

農山漁村地域の消滅危機を論じた 2014年の消滅可能

性都市に関する報告 I)は，世にその問題の深刻さを知ら

しめた。奇しくも，ほほ時期を同じくして急速な人口減

に対応した国土計画指針である「国土のグランドデザイ

ン2050」（国土交通省） 21が発表された。その中では，

Jレーラルミニマムに関する各種生活必需機能を維持する

ため，地域の中核的なエリアに集約することが方針とし

て打ち出されている。このような状況下において，農山

漁村地域にどのような適応的反応が見られるかは，計画

論的に有益な’情報であり，極めて興味深い。地域性の差

違があるため一概には論じられないが，多くの農山漁村

地域には，人口減少とそれに付随する公・民サービスの

減少を甘受しつつも，コミュニティを維持する強靭性が

備わっているのではないだろうか。

例えば地理的に孤立した島艇部は，無論，過疎地域自

立促進特別措置法や離島振興法の手厚い支援を受けてき

た財政的な背景もある。しかしながら，そのような地域

は，人口流出等の逆境に対して地域内で自律的に適応し

てきた社会的基盤が残されている可能性がある。さらに，

その内部だけでも多様な生活文化が混在しているため，

「漁村」あるいは「農山村」一色ではなく，複雑な社会

的交換に基づく贈与経済型桂1）の社会が残存することも

予想される。

島興部の人々の交流を扱った既往研究においても，島

内の女性の交流 4），生活ストレス等の福祉面 5），地縁血

縁関係者の相互扶助 6）など，多様な視点から示唆に富む

成果が報告されている。ただし島内を一括りとして対

岸地域との格差を考察するものが多数を占め，また漁業

従事者（漁業地域），農業従事者（農業地域）の交流を
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明確に分析枠組みとしている研究もあまり見られない。

2 本研究の目的

本研究では，島興部で「物jや「助け合い」が行われ

る交流範囲の変遷を解明する視点から分析枠組みを設計

する。分析方法として，大量のテキストデータ（以下，

TD）から単語の出現頻度や共起関係注目等の要素を抽出

して，その構造や特徴から合意を読み取るテキストマイ

ニングを採用する。情報量の豊富さに反して埋もれがち

な膨大な TDを分析対象とするテキストマイニングは，

断片化した知識の構造化手法として十分な分析力を有す

る。テキストマイニングによる研究は，適用方法の詳細

やデータの分量こそ一様ではないが，広範な分野で適用

事例がみられる。高齢者の言説をデータとした研究例も

多くりへその有効性は多くの研究によって実証されて

いる制。農村計画分野では，聞き取りデータを根拠と

して分析を進めることが中心的な研究方法の lつである

ため，現場で得られた研究資料の客観的な分析方法の確

立は重要である住4）。

以上を踏まえて，島艇部の集落群が日常あるいは非日

常的に行ってきた互助や連携が，社会的インパクトによ

って如何に変化したかについて，交流圏の視点から読み

解くことを目的とする。研究対象地は，石川県七尾市旧

能登島町であり，日常生活や交流の質を変化させうる架

橋を社会的インパクトと措定する。そして，島内全20

集落の住民に対する聞き取り調査結果を研究データとし

て用いて，時系列的，空間的に解析する。

II 研究対象地の概要とデータセット

1 対象地の概要

研究対象地である石川県七尾市旧能登島町は，石川県



北部七尾湾に浮かぶ面積46.73km2の有人島である。七

尾市統計調査によると， 2015年3月現在で 1.010世帯

2,858人が暮らし， 20の集落をもっ地域である（図 I参

照）。地域の社会環境の変遷に関する大きな基点として，

1955年の旧能登島町の誕生， 2004年の平成の大合併に

よる七尾市への併合（「能登島町」名の消失），そして最

も大きな事業は 1982年の能登島大橋架橋である。架橋

以前より観光業が盛んであり，島内各地には民宿施設の

ほか，観光施設が点在していることから，豊富な環境資

源、を活用したツーリズム事業も多い。

他方で，周辺地域同様に過疎化の進行が著しい。国

勢調査によると，島内の総人口は，1975年で 4,139人，

1990年で 3,781人， 2010年で2,976人となっており制，

高度経済成長期以降は一定の人口減少を続けてきた島棋

部と位置づけられる。

島内の生業の特徴は，旧村の区分に従って概ね3つに

分類される。東部（旧東島村）は沿岸地域に漁業集落が

形成される特徴があり，比較的大きな漁港を有する集落

もある。一方，中部（旧中乃島村）は平坦な農業集落で

あ’り，圃場整備済みの水田も見られる。対して西部（旧

西島村）は標高が高い畑作集落が中心である。境界が明

確に定義できるわけではないが これらの3つの地域で

は現在でも生活・文化様式の違いが随所に見られる曲目。

2 TDとその収集方法

分析に用いる TDは，島内の住民に対する聞き取り

内容を文字に起こしたものである佳九 聞き取り調査は，

これから一層高齢者が中心となる能登島の活性化や地域

資源の棚卸し相互扶助の水準を高める総合的な地域資

源発掘事業の一環として行われたものである。聞き取り

は主に複数の地元大学生及び七尾市地域づくり協議会戦

。 50km 

員が対面式で行った。そして，発言者の所在地（言及さ

れた場所）と共に，極力話題制約のない状況のなかで，

過去から現在に至るまで，地元での日常生活や周辺地域

との関わり等，多様な内容について聞き取った記録を蓄

積させた。各 TDは一旦そのまま記録し，聞き取り日，

話し手の氏名，性別，年齢，居住集落，話題の内容の年

代を属性項目としてラベリングしている。発言者の年齢

が抜け落ちている TDも一定程度あるが，判明している

分では大半が50歳代以上の年齢層によるものである。

TDの内容について例を示すならば，「架橋前は祭り

に来ても泊まりがけで見に来ていたが，架橋後は便利に

なった為に来てもすぐに帰ってしまうようになった」（あ

る70歳代の男性が 1980年代を回顧したものとして），

あるいは，「中学が統合してスクールパスが運行してい

たが，ある日集落聞の道が土砂崩れで通行止めになり，

統合に反対だった大人たちが子供を学校へ行かせなかっ

たJ（ある 70歳代の男性が1960年代を回顧したものと

して），「米があれば，現金が無くても肉でも魚でも果物

でもシャツや靴下まで手に入った。よく輪島から海女さ

んが糠にしんやかじめを売りに来て，米と交換した。J
（ある70歳代の女性が1940年代を回顧したものとして），

等である。

TDの補足収集調査，加工（次節で詳述）及び分析を

筆者が中心となって行った。調査実施期間は 2011年8

月～ 2014年 1月である。

3 研究目的に合わせたデータの加工

(1）不適データの除外（第 I次セレクション）

TDの総数は 2,702である。その中から全てのデータ

を確認して，まず本研究の趣旨を踏まえて，単なる方言

の説明や解読不可能なメモを除外した。さらに，上記の

口旧中乃島村田旧東島村

図1 能登島の位置と本研究で用いる烏内 20集落の ID番号

Fig. I Location of study area and 20 settlements in the island and these ID number 
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判断① 個人の財産や家計の秘密事項が含まれ，公開に適さ

ない内容ではないか

判断②．他人や地域等への批判や，他者に対する迷惑行為の

回顧等に関する事項が含まれ，公開に適さない内容

ではないか

〈評価者の判定〉

① 100%公開可，②判断に迷う， ③ 100%公開不可

［ケース 1J 2名とも③も しくはどちらかが③を付けたデータ→

削除

［ケース 2］ケース 1以外で．少なくともどちらかが②を付けた

データ→慎重に審議して決定

［ケ｝ス 3］ケース l及び2以外→採用

図2 ダブルチェックによる除外方法

Fig. 2 Exclusion rule by double check 

属性項目のうち，特に重要な「話し手の居住集落J「話

題の内容の年代」が欠損しているものを除外した制。

最後に，公開不可能なデータを選別するために，筆者の

うち 2名（筆頭著者及び共著者 1)のダブルチェックで

除外するデータを抜き出した（図2参照）。筆者を含む

評価者の主観が混在してしまう事が予想されるため， 2

人が個々に慎重に評価した結果を照合し，図2の手順を

踏んで除外する文章を選定した。

その結果，最終的に分析に用いた TD数は 1,951とな

った。集落毎の特徴と隣接関係，中心的な生業で見る地

域区分，分析に用いるデータ数及び文字数，発言者数な

ど，重要なデータの内容を表lのように整理した。表1

より，デ｝タ数や「発言者数／集落人口比」でみる抽出

率に若干のばらつきが生じていることが分かる。そこで，

少数のサンプルを用いた分析でバイアスが混入すること

を避けるため，便宜的に TD数10未満の 2集落（表 l

のうち網掛けの行）を分析の中心から除き，次の分析テ

キストの抽出対象とする。

(2）分析に用いるデータの抽出（第2次セレクション）

次いで，不要語除外の過程を経た表lのTDを母集団

として，そこから分析に直接用いるもののみを抽出する。

その方法は，表lの中から，

①物や人，情報等を主語（～が）や目的語（～を）とし

て，外部から内部への移動を表す「来る ・もらう」と

いう意味の語が含まれるもの

②物や人，情報等を主語（～が）や目的語（～を）とし

て，内部から外部への移動を表す「行く・渡す・あげ

るjという意味の語が含まれるもの

を，第I次セレクションと同様に，著者のうち 2名（筆

頭著者及び共著者2）のダブルチェックによって l文毎

に慎重にその内容を確認し該当する TDを抽出した。

その結果，最終的には表2に示す TD数が実際に分析に

用いるものとなる。この中で 第1次セレクションで用

いた基準に倣い， TD数が 10未満の久木集落を分析の

中心から除き，それ以外の集落を対象にテキストマイニ

ングを適用した制。

表1 各集落特性の概要と当該集落に関する TDの分量

Table I The character outline of each settlements and quantum of text datum about these each settlement 

集落
集落名

集落人口
隣接する集落ID

主な生業別 TD 全 TD内
発言者数 備考

ID (2015年3月） 地域区分 数 文字数

1 田尻 46人 2. 3 水稲，漁業 33 2,649 4 12世帯。入江を久木と挟む珍しい地形。

2 久木 33人 1. 3. 4 水稲，漁業 22 1,835 1 14世帯。入江を田尻と挟む珍しい地形。

3 通 84人 1. 2, 4. 5 水稲，畑作 35 3,616 5 29世帯。中能登農道橋で島外と連結

4 百万石 52人 2, 3,. 5 畑作 7 660 3 21世帯。広大な農地で焔地率が高い。

5 閤 161人 3, 4, 6. 7. 8 水稲，畑作 72 5.979 9 53世帯。北岸とも南岸とも接する。

6 無関 63人 7. 8 漁業，畑作 64 4,839 8 22世帯。宅地以外は山林で農地少ない。

7 半浦 177人 5, 8, 9, 10 水稲，漁業 134 12,525 7 70世帯。能登烏大橋で烏外と連結。

8 南 82人 6, 7. 9, 12 畑作，水稲 31 2.431 5 40世帯。企業が借地農業展開。

9 別所 51人 7, 8. 10, 12, 13 水稲，畑作 103 7,766 8 14世帯。唯一海に面していない。

10 須曽 217人 7. 9. 13 漁業，水稲 82 6,533 7 75世帯。歴史的価値が高い古墳あり。

11 幽 270人 12 漁業，畑作 47 4,371 13 97世帯。大橋架橋と同時に水族館開設。

12 向田 497人
8, 9, 11, 13, 

水稲，漁業 391 27,203 43 
181世帯。島内の中心地で主要公共施設が

14, 15. 16, 17 あり，かつては繁華街もあった。

13 佐波 61人 9, 10, 12 漁業，水稲 22 1.758 8 23世帯。海水浴場，温泉施設あり。

14 ー穴 83人 12, 15 水稲，漁業 65 4,058 8 26世帯。対岸の旧七尾市と近い。

15 日出ナ烏 24入 12, 14, 16 水稲，添乗 7 642 2 10世帯。広大な山林と谷津白あり。

16 野崎 381人 12, 15, 17 漁業，水稲 201 16,008 29 119世帯。若年層が多く地域活動が盛ん。

17 長崎 81人 12. 16, 18, 19 漁業，水稲 56 4.415 6 25世帯。里山里海保全活動に積極的。

18 綴目 306人 17, 19 漁業，水稲 434 40,122 58 111世帯。中心的な水揚げ漁港あか

19 八ヶ崎 89人 17, 18, 20 漁業，水稲 58 4,818 6 30世帯。海水浴場があり，客多数。

20 祖母ヶ浦 100人 19 漁業，水稲 88 7,866 5 38世帯。島内で最も民宿が多い。

注 1）鋭光業は幅広く分布しているため，第l次産業の水田農業，畑地農業，漁業の3分類と した （規模は問わない。2つ記載した場合は前者が中心）。

これらは，現地調査による判断に加えて，客観的な資料として社会学的な研究記録 11）を参考とした。
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表2 分析に用いる集落毎の TD数及び文字数

Table 2 The summary number of text datum and characters by 

settlements using this study 

集落
集落名

抽出した TD数 抽出した TD内文字数
ID （抽出率） （抽出率）
1 田尻 11 (33.3%) 1,245 (47.0%) 

2 久木 6 (27.3%) 360 (19.6%) ' 
3 通 13 (37.1%) 1762 (48.7%) 

5 関 27 (37.5%) 2,487 (41.6%) 

6 無関 26 (40.6%) 2.185 (45.2%) 

7 半浦 57 (42.5%) 6,209 (49.6%) 

8 南 15 (48.4%) 1.078 (44.3%) 

9 別所 29 (28.2%) 2,508 (32.3%) 

10 須曽 32 (39.0%) 2,942 (45.0%) 

11 幽 22 (46.8%) 2.337 (53.5%) 

12 向田 106 (27.1%) 8.505 (31.3%) 

13 佐渡 10 (45.5%) 850 (48.4%) 

14 一穴 20 (30.8%) 1,536 (37.9%) 

16 野崎 67 (33.3%) 6.620 (41.4%) 

17 長崎 18 (32.1%) 1.845 (41.8%) 

18 緩目 144 (33.2%) 15,132 (37.7%) 

19 八ヶ崎 18 (31.0%) 1,935 (40.2%) 

20 祖母ヶ浦 29 (33.0%) 2,948 (37.5%) 

注： 1）抽出率は，それぞれ表1のテキスト数及ぴテキスト内文字数に
対する比率である。

ill 分析の枠組み

表2のTDを素材として，島興部の生活の中にみられ

る交流関係を読み解くため 次の要領で分析を進める。

特に本研究では，膨大な情報量の中から島興部特有の時

代背景による地域間交流の変化を簡潔に導出するため，

約 30年前の能登島大橋架橋前後を比較期間として設定

する。

まず，対象 17集落の全TDを品調レベルに分解し

他集落名や島外の地名が含まれるテキストを全て抽出す

る。次に，個別にその内容を精査し，「どこ（誰）から

何がどこ（何）に移動したのか。それは何かの事象（年

中行事・イベントなど）に付随するものか，日常生活上

のものなのか」についての情報を整理する。そして，そ

の結果の時系列的な特徴，具体的には能登島大橋架橋前

（～ 1970年代）と後 (1980年代～）での傾向の変化を 1

つの着眼点として評価する。つまり，地域特性の異なる

集落が相互補完的な交流を行っていたのか，そしてそれ

は架橋という社会的変化によってどのように変化したの

かを，住民の記憶から検証するところにある。

なお，データ収集の結果， 1980年の架橋後の時期に

関する話題の TD数が集落によっては著しく少なくな

ったため，生業に関する地域特性の類似を考えて，旧村

の枠組みで TDをまとめてテキストマイ ニングを行っ

た。旧村の範囲は，能登島町旧西島村（集落1～8，及

び10），能登島町旧中乃島村（集落 9, 11～ 13），能登

島町旧東島村（集落 14～20）である。

近年では，テキストマイニング分析を行う専用ソフト

ウェアが有償，無償で数多く開発されているが，本研究

では，調査地での分析結果の再現のしやすさ等を考慮し，

運用に高スペックを要しないフリ ーソフトである「KH

Coder V er.2.00f」住IO）を利用した。 KHCoderを利用す

ると，各単語の出現回数の計上のほか，その単語が含ま

れる TDの検索，単語聞の共起関係などのグラフ化など，

簡易なインターフェースで操作することができる 12)

町分析結果と考察

1 架橋前の交流圏に関する言及内容の抽出

表3は， TDの内容が1982年の能登島大橋架橋前の

もののみを対象として，分析対象の各集落内の住民が発

言した内容に，自集落を除く他集落名がどのように出現

しているかを示したものである。表中の網掛けセルは，

表1の生業欄の I番目（メイン）が異なる地域，つまり

生業面での地域特性が概ね異なることを示す。

これらの地名に対して，共起している動詞の種類を探

るため，共起性の尺度である Jaccard係数を用いて検討

する住！!lo その結果抽出した動詞の主語あるいは目的語

（及び動詞の目的に相当する単語）を確認することで実

態を詳細に把握する。なお， Jaccard係数を用いた共起

性の判定基準については，データの質や分量により数値

が変動しうるため，統一的な見解はない。ただし，近年

の事例研究等 ゅでは，経験的な数値として 0.2～0.3程

度で共起していると措定しているため，本研究において

も便宜的に 0.3を共起する単語抽出の閥値とした。

その結果として，島内集落毎に分類して整理したもの

が表4である。以上，表3及び表4のデータ整理から，

次のような傾向が読み取れる。

［量的評価］集落毎の TD内文字数にばらつきがあるた

め，出現頻度の比較には注意を要するが，個別集落名

のみを算出対象と した場合，自集落名を除く網掛け無

しのセルに含まれる数値の合計が 107に対して，網掛

けセ1レに含まれる数値の合計 66となった。つまり，

地域性が異なる集落名の出現頻度は6割程度に留まっ

ていた。さらに，対岸地域とその他地域を合わせた地

名の出現回数は，合計で264であり，出現頻度の面か

らは島外との交流頻度が多かったと推察される控12）。

架橋前であり，島外への行き来は船での移動に限ら

れていた時代にも関わらず，島外，特に対岸地域との

交流が頻繁に行われていたことが，出現頻度に明確に

現れている。表4の内容をもとに，対岸地域との交流

の方向性と密度（出現した動調の回数）を地図上に表
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表3 能登島大橋架橋前の話題において集落 （甲） 別TD内に出現する他集落 （乙）名及び他地名の数

Table 3 The summary number of geographical name of each settlements in island and other place emerging in text datum which told by 

residents in ther巴settlementsas story in the period of before bridge construction by speaker’s place of residence 

ト＼ご 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 対 能 他

1 (625) 2 1 1 1 6 2 3 

3 (1.690) 1 8 4 5 1 10 

5 (2.016) 1 14 2 6 1 1 6 1 6 

6 (1.879) 2 2 2 2 1 13 2 4 

7 (3,309) 2 1 1 3 6 2 1 2 1 4 1 10 2 7 

8 (909) 1 4 4 7 1 1 2 1 

9 (1,272) 1 5 2 2 3 2 3 1 2 

10 (2,505) 5 9 1 2 1 11 2 7 

11 (2,087) 1 7 7 1 1 1 6 7 

12 (6.256) 1 13 2 2 1 1 16 3 23 

13 (562) 1 2 1 5 2 

14 (1.363) 1 2 2 6 1 9 1 

16 (5,792) 1 3 2 15 1 1 15 17 

17 (1.535) 4 1 2 1 8 7 

18 (9.501) 1 1 3 1 7 19 6 2 16 18 

19 (1,939) 1 3 2 1 6 3 

20 (2,912) 1 2 3 1 7 9 3 8 

注 1）甲集落列のカッコ内の数字は，当該集落に関する TD内の文字数で， lTD内に地名が複数回出現する場合もある。太枠は甲集落＝乙集落のセ

ルであり，乙集落名（出現対象としては全てを考慮）には旧地名や集落の一部を指す名称も能登島町史を参照にして算出した。「対」は，その集落

が七尾湾を挟んで直接対時する地域に限定せず，能登島の対岸地域を広〈含む地名を示す。「能」は能堂島という単語（「能登島大橋」等の複合語は

除く）と，表4に示す3旧村の地名を，「他Jは国外を除く石川県内外の地名を，「ー」はゼロ（該当なし）を意味する。

表4 TD内に登場する他地域名に共起する Jaccard係数 0.3以上の動調及びその対象（架橋前）

Table 4 The verbs whose Jaccard index are over 0.3 co-occurring with geographical name emerging and their subject or object in text datum 

categorized by settlements (In the period of before bridge construction) 

集落
外部から集落に入る方向の動詞 集落から外部へ出る方向の動詞

（主語，目的語やそれに相当する語 ｛移動元集落や地域］） （主語，目的語やそれに相当する語 ［移動先集落や地減］））

1 来る（医者 ［対］） 行く（祭 ［対｝），

3 売りに来る（豆腐 ［5］），来る（医者 ［対］）
する（通院 ［5］）， 買いに行く（衣 ［？］）， 洗いに行く（洗滋物 ［5]),

貰いに行く（馬の餌 ［対］），運ぶ（獲れた魚 ［対］）

5 通う（学校 ［6][7］），頼む（工事業者 ［7］），売りに来る（薬 ［他］） 買いに行く（食料・文具 ［対］），

6 貿いに来る（薪 ［他］），伝わる（祭 ［対］），寄付を募る（お金 ［対］）
習う（獅子舞 ［5］），行く（御崇敬 ［5] [16］），参加する （運動

会 ［12］），通う（病院 ［対］），移り住む（丁稚奉公 ［対］）

7 
通学する（小学校 ［1］），土産にもらう（肉，健頭，果物 ［対］）， 歩いて行く（役所 ［12］），嫁がせる（娘 ［対］），持参する（餅，

買って来る（肉 ［対］） 赤飯 ［対］），売りに行く（松茸 ［対］）

8 車で来る（結婚式 ［6] [7]) 
行く（お寺参り ［6][12］），行く（小学校，病院 ［5］），船で渡る（お

寺参り ［対］）

9 宿泊させる（先生 ［16])
行く（お寺参り［12］），通う（小学校 ［12］），行く（病院，買い物，

散髪 ［対］）

点検に行く（燈台［15］）， 行く（病院 ［対］），運ぶ（マンガン鉱

10 売りに来る（鱈 ［18］），来る（嫁 ［他］） 石 ［対］），送る（葬儀場 ［対］），働きに行く（薪づくり ［対］），

行く（陸上競技［対］）

11 
来る（嫁 ［12］），売りに来る（洗溜機 ［対］），来る（医者 ［対］）， 見に行く（活動写真 ［12］），買いに行く（服 ［対］），持って行く

出る（出稼ぎ［対］［他］） （ボラ ［対］）

12 
物々交換をする（海産物［他］），貿いに来る（笹の皮［他］），買 港へ運ぶ（病人 ［13］），物々交換をする（米 ［他］），行く（出稼

いに来る（金属くず，蚕［他］），来る（火祭［対］） ぎ［他］）．行く（寺参り ［対］）

13 来る（所有地の耕作 ［対］） 通う（病院 ［対］）

14 
行く（舟着き場 ［15] [16］），出る（漁 ［16] [18］），通う（小

学校 ［16］）， あげる（餅 ［対］），

16 来る（嫁 ［対］） 積む（稲 ［15］），売りに行く（鱈 ［対］）

17 売りに来る（衣類 ［12］），通勤する（保育所 ［12] [16]) 行く（洋裁学校 ［対］），行く（病院 ［対l［他］），旅行する（温泉 ［他］）

18 買いに来る（鱈 ［対］［他］），売りに来る（アイスキャ ンデイ ［対］） 売る（大豆 ［対］），買いに行く（ミカン ［対］），売る（魚，松茸 ［対］）

19 手伝いに来る（祭［18])
売りに行く（菓子，うどん ［対］），行く（洋裁学校 ［対］），毎日

行く（買い出し［対］）， 出る （出稼ぎ ［他］）

20 
来る（嫁 ［11] ［能］），買う（総 ［対］），来る（門徒 ［対］），売

行く（嫁［12］），売りに行く（海産物［対］），通勤する（職場［対］）
りに来る（鰯のぬか漬け［他］）

注 1）表中の地区を示す文字は，表3で示した集落ID及び対（対岸），能（能登烏），他（その他）に相当する。

2）表中の「御崇敬」とは，正式には「歓喜光院殿御崇敬」（通称 お年越え）といい，石川県能登地方の真宗寺院で執行されている法会である。

イ目侶による教義の朗読，質疑応答などが夜通しで行われる，約 5,000人が参加する集会のこと 14)0 
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図3 対岸との交流の方向とその頻度

Fig. 3 Connection and its frequency to opposite ar巴a

記したものが図3である。

［質的評価（集落外部から各集落に人や情報，対象物が

動く方向）］島内の集落聞では，教育機関への通学や

通勤，あるいは婚姻や祭事などの非日常行事に際した

人の移動に関するものが大半を占める。一次農産品や

加工品をはじめとした食料品が島外から入っていた点

が見受けられるが，得られた結果からは地域性によっ

て区別できる空間的な偏りは確認できない。

［質的評価 （各集落から外部に人や情報，対象物が動く

方向）］島内の集落問では，前述の傾向と同じく婚姻

や祭事などの非日常の交流に加えて，地名の出現傾向

から地域コミュニティの中心性が確認される。例えば，

島西部の各集落では，通院・通学や寺参り，御崇敬等

のために，集落5や集落6を訪問している記録が重な

っている。

同様に，島中部では，役所や寺院での用件だけで

はなく，娯楽目的を含めて集落 12を訪問している記

録が重なっている。島東部では，対岸とも近く，交

流拠点となる港の利用を目的とした集落 15への移

動が重なっている。これらの集落が有する，他集落

にはない施設や付随する行事を通じて，交流拠点

として機能していた事が推察される。

他方で，ここにおいても，各集落と島外（特に対岸

地域）との直接的な交流が顕著に多く見られ，日常の

買い物，通勤・出稼ぎや進学，物々交換を通じて各集

落内で不足する物品や機会を補完していたことが明ら

かとなった。

2 架橋後の交流圏に関する言及内容の抽出

表5は， TDの内容が 1982年の能登島大橋架橋後のも

ののみを対象とした，各集落及び島外の地名の出現傾向

である。分析枠組みの説明で既に示しているように，

TD内の文字数のバランスから，旧村で一括りにして分

析を行った。これらの TDを基に Jaccard係数0.3以上

の動調を抽出し，それらの主語や目的語相当の単語とと

もに旧村毎に整理したものが表6である。

以上，表5及び表6のデータ整理から，次のような傾

向が読み取れる。

［量的評価］この時期の分析結果においても，各旧村内

の居住者による TDに含まれる，その旧村内の個別集

落の地名出現数の合計が34に対して，当該旧村外の

個別集落の地名出現数の合計10と，低い水準に留ま

った。さらに，対岸地域とその他地域を合わせた地名

の出現回数は，合計で 64であった。つまり，対島内

他集落と対島外地域の交流頻度比率は，能登島大橋架

橋前と変わらず後者の方が多いことが推察される。

［質的評価（集落外部から各集落に人や情報，対象物が

動く方向）］地名の出現傾向から，架橋前は盛んに見

られた対岸地域との交流が相対的に減少し対岸地域

よりも遠方の地域との交流が大多数を占める。しかも，

民宿への宿泊客やゴルフ場利用客など，リゾート目的

であることがわかる。

他方で，他出していた長男の回帰や，長年遠方で生

活していた出身者の Uターン現象も見られる。

［質的評価 （各集落から外部に人や情報，対象物が動く

方向）］この項目にはほとんど項目がないが，移動の

対象は対岸ではなくさらに遠方の地域であることが確

認された。

3 架橋により交流圏の変化は見られたか

考察に際して，まず前提としてデータの性質に関する

認識事項を確認する。分析に用いたデータは，統計数値

情報ではなく聞き取りによる TDであるため，すべから

く発言者の立場や経験， 感情などを踏まえて形成される

ものである。したがって，その量的あるいは質的な精度

については，統計数値情報や地理情報などと並列で比較

できるものではない。これらの TDの性質を理解したう

えで以下のように考察する。

架橋前の能登島は，地理的にはいわば孤立状態であり

ながら，とりわけ対岸地域との繋がりを通じて相互に物

的，人的資源，あるいは医療福祉サービスの補完関係を

築いていたことがわかる。また 祭や寺参り等の文化行

事の存在もそれらの循環に少なからず関わっていたこと

が見て取れる。

他方で，架橋後の地域は，市町村合併による町役場の

市役所支所（窓口）化や小中学校の統廃合など，過疎化

に起因する行政サービスの縮小に直面している。しかし

本研究の結果にみる住民の当事者認知では，むしろ外部

から受ける側の印象が強く根付いていることが明らかと
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表5 能登島大橋架橋後の話題において旧村別 TD（甲）内に出現する他集落名（乙）及び他地名の数

Table 5 The summary number of geographical name of each settlements in island and other place emerging in text datum which told by 

residents in there settlements as story in the period of after bridge construction by speaker’s place ofresidence 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
清之 (Ni) (Ni) (Ni) (Ni) (Ni) (Ni) (Ni) (Ni) (Na) (Ni) (Na) (Na) (Na) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) 

対 能 他

西島
4 1 4 2 1 5 5 2 2 1 11 4 13 

(4,975) 

中乃島
1 1 2 2 1 2 5 6 20 

(4,022) 

東島
1 1 2 3 1 6 2 9 

(6,974) 

注： 1)表中の詳細な説明については表3と同様とする。乙集落番号に続くカッコ内の文字は， Ni＝西島村， Na＝中乃島村， H＝東島村に属していた

ことを示す。この表では地域性の差を示すセルの網掛けは行っていない。

表6 TD内に登場する他地域名とそれに共起する Jaccard係数0.3以上の動調及びその対象（架橋後）

Table 6 The verbs whose Jaccard index are over 0.3 co-occurring with geographical name emerging and their subject or object in text datum 

categorized by settlements (In the period of after bridge construction) 

！日村
外部から集落に入る方向の動詞 集落から外部へ出る方向の動詞

（主語，目的語やそれに相当する語［移動元集落や地域］） （主語，目的語やそれに相当する語［移動先集落や地域】））

担ぐ（祭り［村内】），参加を頼む（祭［対］），説教に来る（お

西島
坊さん［他】），祭に帰ってくる（長男［他］），夏休みに戻って 行く（お参り［対］），行く（婦人会【対］），盗まれる（山菜［他】），

くる（孫［他］），汚水が流れる（ゴルフ場利用で［他］），お金 帰省中の子に教える（お経【他】）

が入る（ゴルフ場利用で［他］）

来る（嫁［村内］），来る（イベント［対］），買いに来る（梅［対1
中乃島 ［他｝），来る（調査［他］），戻って来た（仕事［他】），帰ってき

た（移住目的［他】）来る（民宿［他］）

手伝いに来る（祭［村内］）．勧められる（キャンプ［能］），来る（移

東島
動販売［対］），訪れる（祭，釣り［他］），移住する（人の温か

出る（移住［他｝），単身赴任（仕事［対】），卸す（食品［能｝）
さを求め［他］），増える（客［他｝），ボランテイアに来る（草

刈り［他］）

注： 1)表4と同様，表中の地区を示す文字は集落ID及び対（対岸），能（能登島），他（その他）に相当する。旧村内の別集落同士の交流は，［村内］

と記載する。

なった。ただしここで得られたUターンに関する TD

には，コミュニティの包摂力に対する批判的な単語が含

まれていた。具体的には，集落行事や枠回りに関する理

不尽な約束事や出身者であるにも関わらずよそ者扱いさ

れたなど，孤立による不安や内向きな地域性に対する内

容であった。

また，一つの傾向として，近隣集落や対岸との日常的

な相互補完的行為に関する言及が抽出されず，架橋を機

に交流の質が大きく変化した可能性が考えられる。

v まとめ

1 摘要

様々な生業が混在する島棋部において，架橋というイ

ンパクトは地域にどのような変化を及ぼすかについて，

実例をもとに検討を行った。本研究の分析の結果，架橋

前は船による対岸地域との往来を主として，各地域で不

足する財の補完や，伝統文化行事を通じた循環的交流が

見られた。これが，架橋後は消費されるリゾート地とい

う様相が見られはじめるという，農林漁業統計や人口統

計によって計られる地域社会の量的変化とは異なる知見
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が得られた。

他方で，多様な生業様式を活かして島内集落同士で相

互檎完的な社会的交換が見られたかについては，本研究

結果からは明確に確認できなかった。

これらは，いわゆる地理的隔絶地域の交通状況の改善

が，地域に及ぼす影響を予察する結果としてみることが

できる。また，もともと沿岸地域など島外との繋がりが

強かった交流のあり方が，近年のリゾート地域化という

方向に変容したこと自体は時代の変化に適応的であると

考えられるが，経済的利益と外部不経済（ゴミや渋滞な

ど）の不整合が生じている事実もある。よって，集落問

で対立意識が生じないように，新たな地域課題として対

応するような方向付けも必要である。このように，ハ｝

ド，ソフト両側面における公共政策的観点からも，本研

究結果は貴重な記録と位置づけられる。

2 テキストマイニングの可能性

本研究では， TDを対象にした簡易かつ迅速な分析法

としてテキストマイニングを用いた。単語の分解過程で

文脈上重要な意味の喪失に注意する限り，極めて有効な

解析手法であることを例証したが，改めて手法としての



評価を記すことで，今後の注意点を明確にする。

まず，前述の通り TDには発言者の個性や経験が色濃

く反映されるものである。したがって，本研究のように

発言者の記憶を辿る場合，「当たり前」として重要な情

報が発言されずに埋もれてしまう可能性がある。具体的

には，島外との交流が過剰にクローズアップされ，ごく

日常である近所づきあい等の行為がTDから漏れている

状況は考え得る。日常的な交流において，当該地域を含

む半島全体で貨幣を介さない社会的交換が見られること

が確認されており 15）.既往研究の知見を踏まえて，当該

地域の交流のあり方を再検討する必要はあろう。

また，実際に用いた TDには，方言や口語がそのまま

組み込まれていることの影響も完全には除去できない。

研究者が口語調の TDを意訳する場合でも，バイアスの

混入が懸念されるが，文法に忠実とみられる公的文書を

用いたテキストマイニングの研究例胤 m との比較によ

り，その影響の程度を評価することが今後重要な課題と

なる。
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注

注 1）贈与経済は．貨幣を介した市場経済に対して物品や恩を

分かち合うことで偏在を解消し，安定的な社会を形成する

仕組みとしての経済を意味する。詳しくは神野3）が詳しい。

注2）共起とは．ある単語向士が1つの TD内に同時に出現す

る（文書内に含まれる）状況を指す。

注3）例えば本研究のように，実際に多くの人聞から収集した

膨大な TDを活用する場合（詳細は後述），データ処理の

効率性，個人のバイアスの除去など，テキストマイニング

の適用には多くのメリットがある。

注4）既往研究の中で，公式書類ではなく一般の被験者のコメ

ントを分析した例に石川I・ 星野 9）等がある。公式文書を分

析した例は後述する。

注5）なお，様々な媒体には，最大で6,000人ほどの人口が定

住していたと記録されている。

注6）例えば祭事の形態は大きく異なるほか，方言について

も若干の特徴的差違が見られることが明らかとなってい

る10)0 

注7）本研究で用いる TD（テキストデータ）は，必ずしも句

点で区切られる文章の単位ではなく，データ収集時に一つ

の話内容としてまとめられた数センテンスに及ぶ場合もあ

る。よって，後述する通り TDあたりの文字数には大きな

ばらつきがある。分析上，全ての TDを句点で区切ると，

単語間の共起関係を分断する可能性があるため，まとまっ

た文章はそのまま lTDとして利用する。

注8）性別もしくは発言者の氏名が欠損している場合もごくー

部みられたが，本研究の内容に大きな影響が無いと判断し，

そのまま用いることとした。

注9）テキストマイニングを適用するための最小TD量（単語

量）は明確に定義されておらず，既往研究でも取り扱いデ

ータ量は大きく異なる。データ量が結果に対してどの程度

の影響が出るかについての検討は今後の課題となるが，あ

まり出現頻度の低い単語に過度に注目し過ぎることを避け

るなど，暫定的にその影響を緩和することは可能である。

注10）詳細は， http://khc.sourceforge.net/を参照のこと。

注 11)Jaccard係数とは，以下の各要素によって説明される， 0

～lを値域とする尺度である。まず，基準となる語を庇

（本分析の場合は地名）として，共起性を評価したい対象

語 WV（本分析の場合は動詞）が胞と同ーセンテンス以

外に出現する場合のセンテンス数をNi叫同一センテンス

に出現する場合のセンテンス数を鰍阿する。そして， WV

を含まず WLのみが出現するセンテンス数をNi聞とする。

それらの要素によって次式のように定義され， 1に近いほ

ど共起している度合いが高いことを意味する。

Jaccard. = n II N, + N, I ｛尻，WV) (WV)/¥ （既） (WV) (WV)} 

注 12）改めて確認すると，出現頻度と交流頻度は正確に連動す

る訳ではない。本研究では，共起する回数が多いほど地元

住民の記憶に深く刻まれ，結果的にある程度連動する可能

性があると判断し分析を進める。
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Summary: This research qualitatively evaluated the impact that bridge construction exerts on the social economy system of a detached island. Our 

research group and local collaborators interviewed the residents ofNotojima in Ishikawa, Japan for over three years and collected memories of the 

situation and social exchanges of past life as text data. Then, we analyzed this data structurally and through text mining, evaluated the transitional 

history of the communal area of the island and its changing context. 

In the text data about the period before the bridge construction, references to social exchange with each settlement on the island was them司jority.In 

contrast, in the data about the period after the bridge construction, references to interactions with visitors coming from distant places to make use 

of resort facilities was the m句。rity.This knowledg巴ofempirical facts about what influences the improvement of traffic situations of geographical 

disadvantaged areas is important from a public policy point of view. 
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