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地域住民の環境認識は，環境，経済，社会のバランスが取れた持続可能な観光戦略・地域戦略の策定や，地域の主体的

な地域づくりにおいて重要な要素であるが，地域戦略や諸計画の前提となる地域の空間的特徴との関係の分析は進んでい

ない状況にある。本研究は，石垣島集落群から地域の歴史性や地域づくりの取組みの蓄積が豊かな集落を選定し，その歴

史性を含む空間的特徴を歴史的景観キャラクタライゼーション等の手法を用いて明らかにした上で，地域の環境認識との

関係性について明らかにすることを目的として分析を行った。その結果として，空間的特徴と景観価値，ならびに景観価

値と地域愛着に関して，いくつかの関係性を示した。 
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 The environmental cognition of residents is an important factor in the formulation of sustainable tourism and regional strategies. The 
analysis of the relationship between the environmental cognition of residents and the spatial characteristics has not progressed. In this 

study, we selected a village in Ishigaki Island that has a rich history and accumulated efforts for regional development, and analyzed 
their spatial characteristics, with the aim of clarifying the relationship between them and environmental cognition. As a result, we pointed 

out several relationships between spatial characteristics and landscape values, as well as between landscape values and place attachment. 
 

1.はじめに 

1.1 研究背景・目的 

近年，地域の固有性，多様性を活かした地域づくりの

重要性が高まっている文 1)。一方，インバウンド需要の高

まりやその対応に向けたインフラ整備により観光客が急

増した地域では，環境へのインパクトの軽減，地域の歴

史や生活文化の保全・継承に向け，環境，経済，社会の

バランスが取れた持続可能な観光戦略・地域戦略への見

直しの必要性が指摘されている文 2)。しかし学術分野にお

いて，上記指標のうち環境，経済などの定量的データが

得やすいものに比べ，地域社会の特徴を把握する分析手

法や計画反映に向けた方法論は十分に確立されていない

のが実情である。 
本研究では，地域の社会的特徴の表象として地域住民

の環境認識（Environmental Cognition; EC），特に EC の

一つであり，ソーシャルキャピタルの醸成や近隣コミュ

ニティの結束につながることが指摘されている文 3)，地域

住民の場所愛着（Place Attachment）に着目する。 
地域住民の EC は，持続可能な観光戦略・地域戦略の

策定や地域の主体的な地域づくりにおいて重要な要素で

あるが，既往の研究の多くは地域住民の内的な心理構造

分析に重きが置かれ，地域戦略や諸計画の前提となる地

域の空間的特徴との関係の分析が進んでいない状況にあ

る。またこのような EC に影響を与える要因について，

居住歴文 4)や，観光戦略に関わる真正性文 5)に結びつく地

域の歴史性との関連が指摘されているが，歴史性を含め

た空間的特徴との関係性を論じたものは少ない。 

一方，歴史性に関わる空間的特徴を記述する試みとし

て，英国で公図による土地利用変化の分析に基づく歴史

的景観特性アセスメント手法として「歴史的景観キャラ

クタライゼーション」（Historical Landscape Characteriza

tion; HLC）が提案され文 6)，日本に適用した研究成果も

示されている文 7)が，HLC を地域社会の特徴，特に地域住

民の EC と関連付けた研究は行われていない。 
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本調査により，本構法の施工経験者はほとんどおらず，

すでに技術継承は途絶えつつあることがわかった。この

ような状況下で，日本における希少な組積構法の保存・

継承・再生には，技術的な基礎資料が必要であり，本研

究の成果の活用が期待できる。また，本構法は塗り壁よ

りも短い施工期間で素人施工でも分厚い壁を作ることが

でき，厚い土壁の持つ蓄熱性や調湿性を活かした建築と

して今後の活用が期待できる。 
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以上より，地域の歴史性を含めた空間分析と地域住民

の EC の関係解明に向けた新たな分析手法の構築は，持

続可能な観光戦略・地域戦略の策定に向けた重要な課題

であると言える。 

本研究は，多様な歴史性を持ちながら，持続可能な観

光戦略・地域戦略の策定が重要な地域課題となっている

石垣島集落群から①地域の歴史性や地域づくりの取組み

の蓄積が豊かな集落を選定し，その②歴史性を含む空間

的特徴を明らかにした上で，③地域の環境認識（Environ

mental Cognition; EC）との関係性について分析し，それ

らの関係性を明らかにすることを目的とする。特に③に

ついて，具体的には後述のように，空間的特徴と景観価

値ならびに景観価値と地域愛着との関連性に関する仮説

を提示し，その検証を行う。 
 

1.2 既往研究と研究の位置づけ 

既存研究においては，環境認識が促される心的な仕組

みやその要因について実証的に検討した研究は少ない。

ただし，人間と環境の感情的な繋がりである地域愛着を

通して環境認識の探求を試みる研究分野において，その

形成要因に関わる様々な議論が展開されてきた文 3),文 8)。

その中で，歴史的な建造物や記念碑等の歴史遺産は，住

民の地域愛着に関与する可能性が指摘されている文 9)。こ

れは，文化財に代表される実存する歴史遺産は，地域が

共有する記憶を宿しており，こうした遺産を目にするこ

とで，地域が共有する記憶の想起が促され，住民と地域

との結びつきが強まるためと指摘される。他方，Lynch 文

10)は，人間が建造した都市は，その全てが歴史的な産物

であり，あらゆる場所が住民の生活と関わりを持った歴

史性を帯び，こうした歴史的な建造物が地域と人を結び

つける重要な働きを担っていると唱える。この点を踏ま

えると，文化財として価値が認められる歴史遺産に限ら

ずとも，学校や住宅といった地域に長らく残る歴史性を

有した建造物もまた，住民の環境に関する価値認識に影

響を及ぼす可能性が考えられるところである。さらに

Lewicka 文 9)は，地域と人を結びつける機能は，歴史的な

建造物に見受けられることは元より，身の回りの歴史性

を有する環境全般にもみられる可能性を指摘している。

この点を踏まえると，地域で長らく維持されてきた環境

として，建造物に加え，地域住民の日常の営みの一部と

なっている山林や田畑をはじめたとした歴史性を有した

自然や耕作地等の歴史的な環境の保全状況もまた，住民

の地域愛着を高め得るものと考えられる。ここに，「景観

とは人間を取り巻く環境のながめに他ならない」との中

村文 11)の定義に従えば，自然環境，耕作地，建造物等いず

れもが景観と捉えられ，こうした歴史的な景観が地域住

民の地域愛着に影響を及ぼしていることが考えられる。 

他方 Brown and Raymond 文 12)は，地域愛着の醸成は場

所が有する景観の価値の認識に起因することを指摘し，

景観価値の類型として，歴史的価値や美的価値等からな

る 12 種類の価値類型を提案し，各景観価値の認識が高

くなる程，地域愛着が高まることを実証的に示した。こ

うした点を踏まえると，地域住民が目にする身近な景観

とその保全状況が，景観価値の認識を介して，地域愛着

の醸成に関与しているものと考えられる。 

以上の議論を踏まえ，本研究では，空間的特徴，景観

価値及び地域愛着との関連性について，第一に景観の種

類とその保全状況に応じて，住民の景観価値に関する認

識が高まる傾向にある，第二に景観価値が高い程，地域

愛着が高まる傾向にある，との２つの仮説を措定した。

以下では，沖縄県石垣市登野城地区を対象とし，空間的

特徴を把握するための景観調査及び環境認識を把握する

ためのアンケート調査により，本仮説の検証を行う。 
一方，石垣島の集落を対象とした研究は，風水をもと

に集落空間を分析した研究文 13)，地籍図をもとに明治 20
～30 年の村落空間の特徴を明らかにした研究文 14)，集落

形成，生業，地域行事から地域住民の集落空間認識を把

握した研究文 15)等の蓄積があるが，集落が持つ多様な特

徴を踏まえ，空間的特徴と景観価値ならびに景観価値と

地域愛着との関連性について論じた研究は見当たらない。 

 
1.3 研究手法 

1)景観の保全状況に関する計測手法 

一般に景観の保全状況は，古写真などにより直接的に

表現する手法もしくは，古地図などを利用して間接的に

表現する手法により計測される。直接的に表現する手法

としては，撮影日時が特定可能な古写真と現在の状況を

比較する方法が提案されている。ただし，取得可能な古

写真が限られるとともに，取得した古写真の地点判断が

困難であるため，過去の景観と現在の景観を比較する際

にデータ作成者のバイアスが含まれる可能性がある。 

間接的に表現する手法は，景観を土地利用と捉え，土

地利用図に基づき過去の景観と現在の景観を比較する手

法がしばしば用いられる。例えば先述のように，英国文

化庁は歴史的な土地利用データに基づき土地利用が変化

しない期間を算出し，景観の保全状況を把握する「歴史

的景観キャラクタライゼーション」を提案し，国内の歴

史的景観を評価している文 6)。同手法に基づき，宮脇文 7)

は，鎌倉市を対象に土地利用を宅地，境内地，墓地，畑，

水田，森林，草地に区分し，当該地域の景観の保全状況

を定量化した。その結果，寺社周辺に森林が保全されて

いることを明らかにし，歴史的建造物に限らず歴史的価

値を有する景観を保全することの必要性を指摘している。 

 以上を踏まえ，本研究では，土地利用が記された歴史

的な地図を基に，景観の保全状況の定量化を図る。 
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2)環境認識の計測手法 
 景観価値の測定には，参加者に景観価値が認められる

位置の回答を要請する手法が用いられる。Brown は，そ

の一連の研究文 4), 文 12), 文 16)において，景観価値を「場所

が持つ価値の類型」と定義し，人間と環境の感情的な繋

がりを実証的に検討した。例えば，住民参加型 GIS に基

づき，参加者に対して，美的価値，精神的価値，歴史的

価値，将来的価値，経済的価値，娯楽的価値，学習的価

値，供給的価値，生物的価値，内在的価値，療養的価値，

原生的価値からなる 12 の景観価値と愛着を感じる位置

を地図上に記すことを課し，景観価値と地域愛着との関

連性を検討した文 12)。その結果，美的価値，精神的価値，

経済的価値，娯楽的価値，療養的価値が地域愛着に影響

を及ぼしていることを明らかにした。以降同様の取り組

みを重ね，現在では，社会的価値等を加えた 20種類程度

の景観価値を構成する価値が提案され，地域愛着との関

連性が指摘されている。本研究においても，上記を参考

に，住民参加型 GIS の手法に基づき地域愛着と景観価値

の関連性を検討するためのデータを取得する。 

 

2.石垣の集落・景観形成の特徴と対象地の選定 

2.1 石垣の集落の特徴 

石垣島の集落位置を図 2-1 に示す。石垣島は，日本最

西端に位置する八重山諸島の主島である。石垣島は 22 の

字に分かれ，その中に集落が点在している。集落運営の

基本は公民館組織（以下：公民館）であり，公民館長が

その代表である。公民館の中に青年会や婦人会などが組

織されている集落もある。中心市街地である登野城，大

川，石垣，新川は合わせて四か村あるいは四か字（以下：

四か字）と呼ばれている。 
 近代化以前の石垣島の主産業は一次産業であった。マ

ラリアの温床となりやすい水田に近接した居住の回避や，

耕地不足により多くの集落が遠距離通耕をおこなってい

た。また漁業を営み半農半漁の生活を営む集落もあった。

現在の石垣島の主産業は農業と観光業である。農業では，

サトウキビやパイナップルの栽培が盛んである。また畜

産業も行われている。 

 石垣島の集落形成の起源は，最も早いと言われる四か

字で穴居時代末頃とされているが，他集落を含めその詳

細は不明である。文献に残る最初の記録は早くて 17 世
紀である。その後，琉球王府の人頭税制度や開拓，琉球

藩や沖縄県の政策による開拓事業などの政策によっても

多くの集落が形成されたが，マラリアや自然災害の影響

により，廃村や分村を繰り返し集落が形成されてきた。

特に 1771 年の明和の大津波（以下：明和大津波）は，沿

岸部を中心に各集落に壊滅的な被害をもたらし，その後

の集落形成に大きな影響を与えている。 

1972 年の沖縄県の日本本土復帰を機に本土の資本が 

 
図 2-11 石垣島の字と集落位置 

 
流入し，沿岸部の観光開発等を目的とした土地の買占め

などが生じた。さらに 1980 年代頃から本土からの移住

が増え始めピークであった 2006 年には 1840人が県外か

ら移住している。移住と同時に観光地化も加速し，2007

年に離島ターミナルが開港，2013 年には新石垣空港が開

港し，観光客数が大幅に増加した。観光客数は年々増加

し，年間 100万人を超えたが，今後も増加傾向が続くと

予想される。 

石垣島の集落では現在でも多くの伝統行事や祭祀が

行われている。生業に関わる行事の減少などが見られる

一方で，現在でも豊年祭を重視している集落も多い。そ

れらの祭祀の多くは御嶽という拝所で行われている。開

拓集落では御嶽がなく，祭祀が行われていない集落もあ

る。また近年地域振興の行事が行われる地域もある。 
 

2.2 石垣市の景観施策 

 石垣島の代表的な景観に，1950 年代にかけて市街地で

多く建てられた，赤瓦勾配屋根寄棟造の木造家屋，屋敷

囲いの琉球石灰岩や粟石の石垣，石積み，フクギ，イヌ

マキ，センダン等の屋敷林による街並み景観がある。1960

年代に，度重なる台風に備えるため住宅の恒久化が推奨

され，茅葺，赤瓦屋根の木造家屋から鉄筋コンクリート

造家屋へ建て替えが進み，並行してハブが住み危険，崩

れやすい等の理由から石積みの囲いはコンクリートブロ

ックの塀に変わるなど，これらの街並みは減少した。し

かし 1988 年策定の第二次総合計画基本構想，1989 年策

定の前期基本計画に，「地域性豊かな計画」，「個性的な空
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　注：集落については、石垣市「統計いしがき

　平成28年度　第39号」，p29の区分を参照した。

：対象集落
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間づくり」をはじめ，上位計画で地域らしさ，個性が重

視されると，赤瓦，石積み，フクギの屋敷林は伝統的集

落景観の要素や「誇りとし，大切に保存したい」ものと

して位置づけられ，その保全・修復・育成の方針が示さ

れた。その後も 1991 年策定の景観形成条例と景観整備

計画に基づき景観の保全・形成が進められ，1995 年策定

の後期基本計画，2000 年策定の第三次総合計画基本構想，

前期基本計画でも伝統的集落景観の保全と創造の方針が

引き継がれ，赤瓦，琉球石灰岩の公共施設への積極的な

利用が継続された。2012 年策定の第四次総合計画，第四

次基本構想，基本計画，改訂された風景計画ともに「石

垣らしさ」が継続して言及され，赤瓦や琉球石灰岩を用

いた景観形成の方針が継承されている。 

 

2.3 対象地の選定 

本研究では，石垣島集落の多様な特徴を把握する指標

の抽出に向け，石垣島の中心市街地である四か字の中で

も最も人口が多く交通拠点および南部市街地として観光

開発され，かつ他からの人口流入も多い一方で，現在で

も多くの伝統行事が継承されている登野城を対象とする。 
 

3.登野城と空間的特徴と環境認識 

3.1 登野城の概要 

登野城は四か字と呼ばれる石垣島の南の市街地に位

置する。字の範囲は南北に細長く 26 の小字に分かれて

いる。石垣・登野城両村の起源は穴居時代に遡るといわ

れているが，詳細は不明である。登野城の人口の記録は

1651（慶安 4）年の琉球八重山島取調書が最も古い。1675
（延宝 3）年石垣・登野城両村の境界が定められ，その

後の両村の人口増加により 1757（宝暦 7）年石垣村から

新川村が，登野城村から大川村が分村し，現在の四カ村

（四カ字）の区域が定められた。登野城は行政の中心地

として役割を果たしてきた。1633 年八重山の中央政庁で

ある蔵元が登野城に移され，その後も明和の大津波後の

移動を除けば，行政庁が置かれてきた。戦後は学校が多

く設置され，教育の中心地としての役割も果たしている。 
登野城の生業の基本は農業であったが，人口増加に対

して耕地が足りず遠方まで耕作に通っていた。現在も四

カ字の中ではもっとも経営耕作地面積が広い集落である。 

登野城公民館が所管する範囲は 7 つの町内に分かれて

おり，町内ごとの取り組みも盛んである。登野城では神

司と公民館を中心に祭祀が継承され，現在でも豊年祭を

はじめ多くの祭祀・行事がおこなわれている。 

戦後から 1970 年代に在来赤瓦屋根家屋が多くみられ，

1970 年代前半には瓦葺き対茅葺が 8 対 2 であった．その

後市街化の進行により，在来赤瓦屋根家屋は減少してい

るが，現在も集落内に点在し，豊年祭等の伝統行事に利

用される御嶽は赤瓦葺きである．観光業が盛んで集落南

側には新形式の赤瓦を施した宿泊施設，飲食店が多く並

ぶ．八重山の中央政庁である蔵元があった場所に琉球石

灰岩による景観整備が施されるなど，中心市街地かつ歴

史的なエリアとして景観形成が進められている。 

 

3.2 登野城の空間的特徴 

景観の保全状況に関する計測に先立ち，登野城の土地

利用状況の変化を整理した。具体的には 2021 年の地図

をベースマップとし，筆界と土地利用状況を示す地目が

判別可能な 1902（明治 35）年の「登野城村字村内全図」，

および 1974（昭和 49）年の「一筆地調査図石垣市登野城」

を用いて，各年代の土地利用及び面積を把握するための

土地利用図を作成した（図 3-1）。地目として宅地，農地・

原野，山林，池沼，墓地，学校敷地，拝所，雑種地，運

動公園，水路，道路を設定した。 

1902（明治 35）年の土地利用状況をみると，登野城村

の範囲のみであるが，宅地，農地・原野，山林の配置が

明確に分かれており，現在も御嶽がある画地に拝所が示

されている。1974（昭和 49）年の土地利用状況を見ると，

新川川（フナーシードー）と呼ばれる登野城村の北端を

超えて宅地が発展している様子がわかる。また地目が雑

種地に変化しているものもあるが，現在も御嶽がある画

地に拝所が示されている。2021（令和 3）年の土地利用

状況を見ると，戦後の急激な人口増加を受け，現在の登

野城の居住範囲は，旧集落範囲の北側に拡大している。

官公庁施設が旧蔵元位置に現在も集中して立地している

一方，学校や運動公園などの公共施設が，旧集落の範囲

の北側に整備されている。 
 

3.3 登野城の環境認識 

1)景観の保全状況に関する計測手法 

先述の土地利用図を基に，ベースマップとした 2021 年

と比較可能な 1974 年で土地利用が変化しているか否か

を画地ごとに算出した。分析対象とした画地は合計 5283
筆，総面積は 134.3ha であった。 

 
2)環境認識の計測手法 

 景観価値を，表 3-1に示す定義に従い，美的価値，精神

的価値，歴史的価値，将来的価値，社会的価値，経済的

価値からなる６種類を選定し，各景観価値を示す異なる

色のシール各６枚と，縮尺５千分の１の地図を印字した

調査票を住民に配布し，地図の中で上記６種類の価値を

感じる場所を思い浮かべ，その位置にシールを貼付する

ことを要請した。分析に際しては，各画地に貼付された

各価値の総シール数を画地面積で基準化することで，各

景観価値の「景観価値密度」を構成した。 
 地域愛着は，「あなたが強く愛着を感じる場所」と定義

し，景観価値と異なる色のシールを配布し，地図に貼付 
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図 3-1 登野城の土地利用変遷図 
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■1902( 明治 35) 年の登野城の土地利用 ( 登野城村範囲）
資料名 ： 「登野城村字村内全図」
作成者 ：臨時沖縄県土地整理事務局
発行年月日 ： 1902 （明治 35） 年 11 月

■1974( 昭和 49) 年の登野城の土地利用
資料名 ： 「一筆地調査図　石垣市字登野城」
作成者 ：沖縄県土地調査事務局
所管 （発行） ： 沖縄県企画部土地対策課
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■2021( 令和 3) 年の登野城の土地利用
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表 3-1 本研究で設定した景観価値と地域愛着の名称と定義  

名称 定義 

美的価値 魅力的な景色や眺め，香り，音などが 

あると感じる場所 

精神的価値 神聖で神秘的な価値や，自然への 

畏怖や敬意を感じる場所 

歴史的価値 自分たちにとって重要な歴史を感じる場所 

将来的価値 将来の世代に今の地域のことを知り， 

経験してもらえると感じる場所 

社会的価値 人々の交流の機会を提供していると 

感じる場所 

経済的価値 観光事業の機会を提供し， 

地元の関連企業を支えていると感じる場所 
地域愛着 あなたが強く愛着を感じる場所 

 

するように要請した。各画地に貼付されたシール数を当

該画地面積で基準化し，「地域愛着密度」を構成した。配

布した調査票にはこの他に，年齢，性別，居住年数，出

身地からなる個人属性を問う項目を設け，印字した。調

査票の配布対象は，沖縄県石垣市登野城に居住する 1150
世帯とし，各住戸へ個別配布し，同封の返信用封筒にて

回答した調査票の返送を求めた。 
 

3)分析方法 

 本研究では，地域愛着と景観価値の関係性を式(1)にて

モデル化し，景観価値が地域愛着に与える影響を明らか

にする。 

 
𝑝𝑝! = 𝛼𝛼" + 𝛼𝛼#𝑣𝑣#! + 𝛼𝛼$𝑣𝑣$!+𝛼𝛼%𝑣𝑣%! + 𝛼𝛼&𝑣𝑣&! + 𝛼𝛼'𝑣𝑣'! + 𝛼𝛼(𝑣𝑣(! (1) 
 
ただし， 
𝑝𝑝!：画地 iの愛着密度（個/ha） 
𝑣𝑣#!：画地 iの美的価値密度（個/ha） 

𝑣𝑣$!：画地 iの精神的価値密度（個/ha） 
𝑣𝑣%!：画地 iの歴史的価値密度（個/ha） 

𝑣𝑣&!：画地 iの将来的価値密度（個/ha） 
𝑣𝑣'!：画地 iの社会的価値密度（個/ha） 

𝑣𝑣(!：画地 iの経済的価値密度（個/ha） 
𝛼𝛼"：定数項 

𝛼𝛼#~𝛼𝛼(：未知パラメータ 

 
 景観価値と空間的特徴については，空間的特徴として，

画地の現在の土地利用の種別とその土地利用の変化に着

目し，画地の現在の土地利用の種別ならびに土地利用の

変化の有無別に各景観価値密度を比較することで，景観

価値と空間的特徴の関係を評価する。具体的には，現在

の土地利用の種別は，宅地，農地・原野，山林，墓地，

学校敷地，拝所，雑種地，運動公園，水路，道路の 10種
別に設定し，各各地の土地利用の種別を指標化する。土

地利用の変化は，現代の地図をベースマップとし，過去

の地図に対して画地形状及び土地利用がともに一致して

いる画地を土地利用の変化が無い画地，画地形状あるい

は土地利用が一致していない画地を土地利用の変化が有

る画地と定義し，土地利用の変化の有無を指標化する。 

 
4)結果 

 回答数 アンケートの回収結果を表 3-2 に示す。調査

票の有効回答数は 136 名，回収率は 11.8%であった。回

答者の性別は男性が 86名，女性が 48名であり，回答者

の年齢の平均値は 52.8 歳であり，年齢 60 歳以上の回答

者は 33.1%であった。回答者の居住歴の平均値は 22.2 年

であり，出身地は，登野城出身者が 42名，登野城以外の

出身者が 92名であった。 
地域愛着及び景観価値 本研究では各回答者が地図

に貼付した 1116個のシールデータを基に分析を行う。回

答者 1名につき 8.2個程度のシール貼付が得られ，888個

が景観価値，228個が地域愛着に関するシールであった。  
表 3-3 に，地図に貼付された各景観価値及び地域愛着

の総数ならびに，各景観価値密度及び地域愛着密度を示

す。各景観価値密度は，精神的価値が最も高く，次いで，

社会的価値，歴史的価値が高いとの結果が得られた。地

域愛着についても，景観価値の中で最大である精神的価

値と同程度の密度であることが確認された。  
図 3-2 に，景観価値及び地域愛着のシールが貼付され

た位置を示す。貼付されたシールは一部の範囲に密集し

ていることが観察された。特に調査対象地域南部の御嶽，

北部の総合運動公園，西部の中学校，東部の商店にシー

ルが密集している傾向が見受けられた。また調査対象地 

 
表 3-2 調査票の有効回答数と回答者の属性データ 

項目 取得データ 

有効回答数 136名 
性別 男性 86名，女性 48名，不明 2名 

年齢 平均 52.8歳(標準偏差 14.9歳) 

居住年数 平均 22.2 年(標準偏差 21.6 年) 
出身地 登野城出身者 42名，他地域出身者 92名 
 

表 3-3 景観価値と地域愛着の数量及びその密度 

景観価値 景観価値数(個) 景観価値密度(個/ha) 
美的価値 81 0.60  
精神的価値 240 1.79  
歴史的価値 171 1.27  
将来的価値 118 0.88  
社会的価値 172 1.28  
経済的価値 106 0.79  

地域愛着 228 1.70  
合計 1116 8.32  
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図 3-2 景観価値及び地域愛着の布置状況 
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南部に貼付されたシールの多くは継続している画地に

布置していることが確認された。各景観価値と地域愛着

のシールが貼付されている位置の関係に着目すれば，両

者はおおよそ同じ位置に貼付される傾向が伺えた。 
景観価値と空間的価値 表 3-4 に，現在の土地利用状

況ならびに土地利用の変化の有無毎の景観価値密度を

示す。いずれの価値においても拝所の景観価値密度が高

いことが伺える。拝所の土地利用の変化に着目すれば，

精神的価値，歴史的価値，将来的価値，社会的価値につ

いては，土地利用の変化無しは変化有りに比べて各価値

密度が高く，美的価値及び経済的価値は，土地利用の変

化が有る画地は変化が無い画地に比べて各価値の密度

が高いことが伺える。この他，水路の精神的価値密度が

高く，その中で土地利用の変化に着目すれば，土地利用

の変化が有る水路は土地利用の変化が無い水路と比較

して精神的価値密度が高くなることが伺えた。 
 景観価値が地域愛着に与える影響分析 式(1)のモデ

ルにてパラメータ推定を行った結果を表 3-5 に示す。歴

史的価値及び社会的価値のパラメータは地域愛着に有

意に影響を与えることが示された。パラメータの符号は

正であり，これは歴史的価値が高い程，社会的価値が高

い程，地域愛着が高まることを表現している。上記以外 

表 3-4 景観価値が地域愛着に与える影響分析 

説明変数 推定値 t 値 
美的価値 -0.04  -1.15 

 

精神的価値 0.01  1.38 
 

歴史的価値 0.07  3.63 ** 
将来的価値 0.00  0.43 

 

社会的価値 0.08  2.83 ** 
経済的価値 0.03  1.04 

 

定数項 0.62  4.49 ** 

観測数 5283 
R2 0.01  

修正 R2 0.01  
注 **: p<.01, *: p<.05, †: p<.10 

 
は地域愛着に影響を及ぼすとの結果には至らなかった。 

景観価値が地域愛着に与える影響分析 各景観価値密

度について，現在の土地利用状況×土地利用の変化に関

する 2 要因分散分析を実施した。分析結果を表 3-6 に示

す。美的価値，精神的価値及び歴史的価値に関して現在

の土地利用の状況における主効果が有意に認められた。

また，美的価値及び精神的価値において，現在の土地利

用状況及び土地利用の変化の交互作用項が有意であっ

ため，下位検定を行った。結果を表 3-7 に示す。美的価 

 

表 3-5 現在の土地利用種別及び土地利用の変化の有無毎の景観価値密度 

土地利用状況 美的価値 

(個/ha) 
精神的価値 

(個/ha) 
歴史的価値 

(個/ha) 
将来的価値 

(個/ha) 
社会的価値 

(個/ha) 
経済的価値 

(個/ha) 

宅地 0.44 
0.32 

1.61 
2.31 

0.92 
0.61 

0.34 
0.22 

0.68 
0.32 

0.96 
1.34 

0.49 1.32 1.05 0.39 0.84 0.81 

農地・原野 0.48 
1.86 

0.95 
0 

0.72 
1.86 

0.48 
1.86 

0.24 
0 

0 
0 

0.27 1.09 0.55 0.27 0.27 0 

山林 0 
0 

1.89 
0 

0.63 
0 

0.63 
0 

0 
0 

0 
0 

0 1.89 0.63 0.63 0 0 

墓地 0 
0 

0 
0 

0.28 
0 

0 
0 

0.28 
0.61 

0 
0 

0 0 0.53 0 0 0 

学校敷地 1.52 
1.61 

0.13 
0.54 

2.92 
6.98 

7.12 
9.13 

4.83 
6.44 

0 
0 

1.50 0 1.66 6.49 4.33 0 

拝所 4.60 
3.97 

64.4 
131.16 

14.95 
23.85 

4.6 
7.95 

2.30 
7.95 

1.15 
0 

4.85 37.22 11.33 3.24 0 1.62 

雑種地 0.53 
0 

3.18 
0 

10.59 
0 

0.79 
0 

0 
0 

1.06 
0 

0.53 3.20 10.68 0.80 0 1.07 

公園 1.68 
0 

0.20 
0 

0.10 
0 

1.78 
0 

6.32 
0 

0.89 
0 

1.68 0.20 0.10 1.78 6.32 0.89 

水路 0 
0 

24.99 
0 

3.57 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 64.7 9.24 0 0 0 

道路 0.35 
0 

0.47 
0.67 

0.24 
0 

0.24 
0 

0.24 
0.67 

0.24 
0 

0.43 0.43 0.29 0.29 0.14 0.29 

合計 0.60 
0.42 

1.79 
2.94 

1.27 
1.10 

0.88 
0.77 

1.28 
0.74 

0.79 
1.10 

0.67 1.40 1.33 0.91 1.46 0.69 
                 注 

全画地の 
景観価値密度(個/ha) 

変化無し画地の 
景観価値密度(個/ha) 

         変化有り画地の 
景観価値密度(個/ha) 
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表 3-6 各景観価値密度の分散分析表 

変動因 美的 
価値 

精神的 
価値 

歴史的 
価値 

将来的 
価値 

社会的 
価値 

経済的 
価値 

現在の 
土地利用状況 

F 値 3.28  ** 11.68  ** 2.31  * 0.21   1.34   1.15   

自由度 (9,5263) 

土地利用の変化 
F 値 1.68  2.09   0.04   0.01   0.00   1.66   

自由度 (1,5263) 
現在の 

土地利用状況× 
土地利用の変化 

F 値 2.48  ** 9.67  ** 1.31   0.05   0.86   0.40   

自由度 (9,5263) 

注 **:p<.01, *:p<.05, †:p<.10 

値については，農地・原野及び拝所の単純主効果が有意

であり，これは，農地・原野については，土地利用の変

化が無い画地は，土地利用の変化が有る画地と比較して

美的価値が有意に高いこと，拝所については，土地利用

の変化が有る画地は，土地利用の変化が無い画地と比較

して美的価値が有意に高いことを示している。土地利用

の変化が無い画地においても単純主効果が有意であっ

たため，多重比較を行った結果を表 3-8 に示す。農地・

原野及び拝所は，墓地，道路，宅地，学校敷地，水路と 
 

表 3-7 美的価値密度及び精神的価値密度の単純主効果に関する検定表 

変動因 
美的価値   精神的価値 

SS df F 値 p 値     SS df F 値 p 値   

現在の土地利用

の状況 

宅地 29.6  1 1.28  0.26    592  1 2.05  0.15   
農地・原野 399  1 17.3  0.00  **  0.50  1 0.00  0.97   
山林 0  1 0  1.00    2.39  1 0.01  0.93   
墓地 0  1 0  1.00    0  1 0  1.00   

学校敷地 2.27  1 0.10  0.75    0.11  1 0.00  0.98   
拝所 90.5  1 3.93  0.05  *  16663  1 57.6  0.00  ** 
雑種地 0.07  1 0.00  0.96    24.2  1 0.08  0.77   
公園 1.46  1 0.06  0.80    0.01  1 0.00  0.99   
水路 0  1 0  1.00    6951  1 24.0  0.00  ** 
道路 0.22  1 0.01  0.92    2678  1 9.25  0.00  ** 

土地利用の変化 
変化無し 639  9 3.08  0.00  **   28204  9 10.8  0.00  ** 
変化有り 309  9 1.49  0.14    17283  9 6.64  0.00  ** 

誤差 121323   1523034 
注 **:p<.01, *:p<.05, †:p<.10 

表 3-8 美的価値密度及び精神的価値密度の多重比較表 

変動因 宅地 農地・原野 山林 墓地 学校敷地 拝所 雑種地 公園 水路 道路          

宅地 -                                                                                  
                                                      

農地・原野 
ⅰ) 4.39  ** 

- 
                                                

ⅱ) 0.42                           
ⅲ) 0.72                                                    

山林 
ⅰ) 0.07   ⅰ) 1.54   

- 
                     

ⅱ) 0.15   ⅱ) 0                        
ⅲ) 0.02    ⅲ) 0.42                                              

墓地 
ⅰ) 0.90    ⅰ) 4.52  ** ⅰ) 0    

- 
                                    

ⅱ) 1.93  † ⅱ) 0   ⅱ) 0                     
ⅲ) 1.00    ⅲ) 0.11    ⅲ) 0.53                                        

学校敷地 
ⅰ) 0.26    ⅰ) 3.45  ** ⅰ) 0.13    ⅰ) 0.52    

- 
                              

ⅱ) 0.57   ⅱ) 0.01   ⅱ) 0.01   ⅱ) 0.02                  
ⅲ) 0.58    ⅲ) 0.08    ⅲ) 0.42    ⅲ) 0                                  

拝所 
ⅰ) 2.54  * ⅰ) 0.30    ⅰ) 1.53    ⅰ) 2.63  ** ⅰ) 2.31  * 

- 
                        

ⅱ) 9.45  ** ⅱ) 8.65  ** ⅱ) 5.58  ** ⅱ) 9.62  ** ⅱ) 9.11  **             
ⅲ) 1.34    ⅲ) 1.49    ⅲ) 1.27    ⅲ) 1.54    ⅲ) 1.47                            

雑種地 
ⅰ) 0.07    ⅰ) 1.54    ⅰ) 0    ⅰ) 0    ⅰ) 0.13    ⅰ) 1.53    

- 
                  

ⅱ) 0.15   ⅱ) 0   ⅱ) 0   ⅱ) 0   ⅱ) 0.01   ⅱ) 5.58  **          
ⅲ) 2.20  * ⅲ) 1.98  * ⅲ) 1.17    ⅲ) 2.31  * ⅲ) 1.58    ⅲ) 0.85                      

公園 
ⅰ) 0.07    ⅰ) 1.54    ⅰ) 0    ⅰ) 0    ⅰ) 0.13    ⅰ) 1.53    ⅰ) 0    

- 
            

ⅱ) 0.15   ⅱ) 0   ⅱ) 0   ⅱ) 0   ⅱ) 0.01   ⅱ) 5.58  ** ⅱ) 0         
ⅲ) 0.67    ⅲ) 0.05    ⅲ) 0.44    ⅲ) 0.04    ⅲ) 0.03    ⅲ) 1.49    ⅲ) 1.82  †             

水路 
ⅰ) 0.16    ⅰ) 2.86  ** ⅰ) 0    ⅰ) 0    ⅰ) 0.26    ⅰ) 2.23  * ⅰ) 0    ⅰ) 0    

- 
      

ⅱ) 0.34   ⅱ) 0   ⅱ) 0   ⅱ) 0   ⅱ) 0.01   ⅱ) 8.17  ** ⅱ) 0   ⅱ) 0      
ⅲ) 6.71  ** ⅲ) 6.70  ** ⅲ) 6.39  ** ⅲ) 6.79  ** ⅲ) 6.52  ** ⅲ) 4.06  ** ⅲ) 6.17  ** ⅲ) 6.64  **       

道路 
ⅰ) 0.80   ⅰ) 4.49  ** ⅰ) 0   ⅰ) 0   ⅰ) 0.52   ⅰ) 2.63  ** ⅰ) 0   ⅰ) 0   ⅰ) 0   

- ⅱ) 1.57   ⅱ) 0.80   ⅱ) 0.29   ⅱ) 2.65  ** ⅱ) 1.08   ⅱ) 9.20  ** ⅱ) 0.29   ⅱ) 0.29   ⅱ) 0.64   
ⅲ) 2.00  * ⅲ) 0.09    ⅲ) 0.45    ⅲ) 0.27    ⅲ) 0.16    ⅲ) 1.51    ⅲ) 2.95  ** ⅲ) 0.14    ⅲ) 6.86  ** 

注 各セル内の数値は t 値を示す。**:p<.01, *:p<.05, †:p<.10 
  ⅰ)変化無し画地の美的価値密度 ⅱ)変化無し画地の精神的価値密度 ⅲ)変化有り画地の精神的価値密度 
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比較して，美的価値が有意に高いことが示された。他方，

精神的価値については，拝所，水路，道路の単純主効果

が有意であった。拝所及び道路は，土地利用の変化が無

い画地は，土地利用の変化が有る画地と比較して精神的

価値が高いことを示している。一方水路は土地利用の変

化が有る画地は，土地利用の変化が無い画地と比較して

精神的価値が高いことを示している。土地利用の変化が

有る画地及び土地利用の変化が無い画地における単純

主効果が有意であったため，多重比較を行った結果を表

3-8 に示す。土地利用の変化が無い画地においては，拝所

は，他の全ての土地利用と比較して有意に精神的価値が

高いことが示された。また墓地は，道路と比較して有意

に精神的価値が低く，また宅地と比較して精神的価値が

有意に低い傾向が示された。土地利用の変化が有る画地

においては，水路は他の全ての土地利用と比較して有意

に精神的価値が高く，雑種地は道路，墓地，宅地と比較

して有意に精神的価値が高く，農地・原野と比較して有

意に精神的価値が高くなる傾向が認められた。  
 

3.4 考察 

 地域愛着と景観価値の関係においては，歴史的価値が

高い程，また社会的価値が高い程，地域愛着が高まると

の結果が得られた。Lewicka 文 9)は，身の回りの歴史性を

有する環境は，地域とその地域に居住する住民との関わ

り合いの時間的継続性を担保するものであり，こうした

歴史性の認識により地域と住民との結びきが強まると

説明する。本研究の結果もまた，住民が景観の歴史的価

値を認識する画地程，地域愛着が高まったものと考えら

れ，既存研究の知見と一致するものである。Lewicka 文 17)

はさらに，日頃から近隣住民と挨拶を交わすなど地域内

の対人関係が充実している程，住民が地域に愛着を抱く

ことを指摘している。これを踏まえれば，こうした住民

間の繋がりを醸成する素地となる住民同士の交流の場

として価値が認められる画地では，地域愛着が抱かれる

ものと解釈することができる。 

 景観価値と空間的特徴の関係では，美的価値において，

農地・原野に関して土地利用の変化が無い画地は，土地

利用の変化が有る画地と比較して美的価値が高いこと

が示された。これは，古くから続く田畑は，住民が日常

的生活の中で長らく目にすることを通じて，地域の風景

を形作る魅力的な眺めとして認識されていることを意

味していると考えられる。一方，拝所については，土地

利用の変化が有る画地は，土地利用の変化が無い画地と

比較して美的価値が高いことが示された。公共的な性格

を有した地物は，地域の中で様々な議論や取り組みの末

に設けられると考えられ，本研究ではこうした過程を経

る中で，住民が新たな景観の創造に参画したとの想いを

抱くことから，土地利用の変化が有る場合に美的価値が

高まったと解釈できる。さらに全体として歴史的価値や

精神的価値が示されている拝所について，住民ヒアリン

グから特に愛着が多く示された天川御嶽は，豊年祭（プ

ーリィ）など多くの祭祀を通して住民との関わりが多い

ことが指摘されるなど，拝所ごとに地域との関わりの差

があり，それが結果にも影響している可能性が指摘され

た。これを踏まえると，地域行事の取組みが乏しかった

拝所が荒廃しその結果雑種地と記録され，その後拝所と

しての地域の役割を再び取り戻す中で住民が美的価値

を認めるに至ったなどの解釈も可能である。一方拝所の

土地利用の変化について，本分析で使用した 1974（昭和

49）年の土地利用図では雑種地と記録されているが，そ

の前後の 1902（明治 35）年及び 2021（令和 3）年の土地

利用図ではともに拝所と記録されているものが一部存

在した。一般的には拝所が廃止及び新設を繰り返すこと

は考えにくく，本分析で変化が有ると判定した拝所は，

実際にはその変化が無く分析結果にバイアスが含まれ

ている可能性も考えられる。以上より特に拝所の土地利

用の変化や地域との関わりの実態の詳細な分析は今後

の課題といえる。 
美的価値において土地利用の変化が無い画地に着目す

れば，拝所及び農地・原野は，他の画地と比較して，美

的価値が高いことが示された。これは，前者については

祭祀等の非日常的な行事，後者については日々の移動等

の日常的な活動を通じて住民が自身の生活と強くある

いは長く関わりを持った何がしかの過去の体験を介し

て魅力的な眺めとしての価値が認識されるに至るもの

と考えられる。 
 精神的価値において，拝所及び道路に関して土地利用

の変化が無い画地は，土地利用の変化が有る画地と比較

して，精神的価値が高いことが示された。これは，上述

の通り，日常生活を送る中で，強くあるいは長く関わり

を持った過去の体験が，地域と住民の精神的な結びつき

を強めたためと解釈できる。一方，水路については，土 
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地利用の変化が有る水路は，土地利用の変化が無い水路

と比較して精神的価値が高いことが示された。本調査に

おいて土地利用の変化が有る水路として精神的価値が

貼付されたシールのほとんどは，図 3-3 に示す米為御嶽

の周辺に貼付されたものであった。御嶽周辺の整備に関

してはその性質上，地域住民と慎重に議論がなされるも

のと思われるため，こうした議論を通じて，その周辺の

土地についても畏怖や敬意を感じる神秘的な価値が見

出される可能性があると言える。精神的価値において土

地利用の変化が無い画地に着目すれば，拝所は他の全て

の土地と比較して精神的価値が高くなることが示され，

古くから続く御嶽は，住民の精神的な拠り所となってい

ることが示された。一方，それとは対照的に墓地は，道

路や宅地と比較して精神的な価値が低くなることが示

され，古くから存在する墓地は，住民にとって近づき難

い存在となり，畏怖や敬意を抱く対象とはなり難いもの

と思われる。精神的価値における土地利用の変化が有る

画地に着目すれば，水路は他のすべての土地利用と比較

して精神的価値が高く，これは，上述の通り御嶽に派生

したものだと考えられる。同様に土地利用の変化が有る

雑種地においても精神的価値が見出された。精神的価値

が有る雑種地として貼付された多くのシールは図 3-4 に

示す美崎御嶽，天川御嶽，船着御嶽をはじめとした御嶽

周辺の雑種地であった。こうした画地は，現在は雑種地

であるが，かつては御嶽の一部であり，したがって，た

とえ現代においてその姿が確認できなくとも，周囲にか

つての様子を想像し得る景色が残っていることで，依然

として住民の精神的な拠り所として機能し得ることを

示していると言える。 

 なお本研究では，歴史的価値において，現在の土地利

用状況の主効果が有意に認められる一方で，現在の土地

利用の状況と土地利用の変化に関する交互作用項につ

いては有意な結果が得られるには至らなかった。歴史的

価値密度が高い，拝所，学校敷地，雑種地及び水路に着

目すれば，拝所及び学校敷地においては，土地利用の変

化が無い画地は，変化が有る画地と比較して歴史的価値

密度が高い傾向が伺える。これは，古くから景観が継続

していることで，当該画地に歴史的な価値を感じ得るこ

とを意味している。一方で，雑種地及び水路においては，

土地利用の変化が有る画地は，変化が無い画地と比較し

て歴史的価値密度が低い傾向が伺えた。水路については，

米為御嶽周辺にシールが布置されており，当該地域の歴

史に言及する上で欠かすことができない御嶽周辺の環

境に対して歴史的価値が見出されていることが推察さ

れる。雑種地については，一見すると歴史的脈絡がない

画地にシールが布置されているように見受けられる。た

だし，当該画地は，現在ではその姿は残っていないもの

の，かつて八重山島蔵元が存在していた画地であり，画

地の一部に図 3-5 に示す通り，その面影を伝える景観整

備が実施されている。本研究で採用した歴史的景観キャ

ラクタライゼーションは，地図に記載されている土地利

用の状況によって景観の保全状況を判断するとの性質

上，地図に記載されない景観上の整備については観測す

ることが難しい。しかし，本例に示されるように，歴史

的文脈の基づき景観整備が施された箇所に歴史的価値

が見出される傾向があるとの事実は，当地の歴史的事実

を現在に伝えるための新たな社会基盤施設の整備を通

じて，住民の景観価値を高め得ることを示唆するものと

考えられる。  
 

4.結論 

本研究は，石垣島集落群から地域の歴史性や地域づく

りの取組みの蓄積が豊かな集落を選定し，その歴史性を

含む空間的特徴を明らかにした上で，地域の環境認識（E
C）との関係性について明らかにすることを目的として

分析を行った。その結果，登野城を対象として，空間的

特徴と景観価値ならびに景観価値と地域愛着に関して，

いくつかの関係性を示した。 
 

 
図 3-4 御嶽（写真奥）に隣接する雑種地 
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本研究の知見が地域計画に示唆する点について考察

する。本研究の結果より，住民が地域に抱く愛着は，土

地の有する歴史的・社会的価値への認識を通じて醸成さ

れる傾向が確認された。この結果より，地域計画や地域

づくりの実践においては，住民が歴史的・社会的な価値

を認識している土地の適切な保全が住民の地域愛着の

醸成に寄与する一方で，そうした土地への十分な配慮が

なければ，地域愛着が毀損される可能性がある点には留

意する必要がある。一方空間的特徴と景観価値との関連

性を見ると，土地利用の変化と景観価値との間に一義的

な関係性は認められず，より複雑な歴史的・地域的文脈

の中で景観価値が形成されている可能性が示唆された。

この点を踏まえると，地域計画を進める上では，単に土

地の利用状況だけを見るのではなく，地域の関わり合い

の中で住民がどのような景観価値を認識しているかを

十分に把握することが肝要である。この点において，本

研究で提案した住民参加型 GISの調査手法は，土地利用

の変遷などの地理データのみでは捉えられない，住民が

認識する景観価値や地域愛着等，言わば「心の風景」を

把握する上で有用であり，こうしたアプローチを通じて，

住民の環境認識に即した地域づくりを進めていくこと

が期待できる。また石垣島の他集落への展開に向けても，

歴史的・社会的価値に関わる要素が多い登野城を対象と

した本研究の成果は有用な知見となると考えられる。 
以上本研究の成果は，多様な歴史性を持ちながら，環

境，経済，社会のバランスが取れた持続可能な観光戦略・

地域戦略の策定が重要な地域課題となっている石垣島

集落群の特徴の把握と計画反映の手法構築に向けた有

効な知見となると考えられる。その上で，土地利用以外

の空間的特徴を含めた地域特性と結びついた分析や，よ

りマクロなスケールにおける環境認識の把握など，住民

の環境認識に内在する歴史的価値，景観価値の，空間的

特徴を結びついたより精緻な分析と，計画実践への応用

が期待される。 
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