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人 口動態を明らかにした.国内の人 口移動の極が,
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海岸部の中‑高所得階層の住宅地域への低所得者

別府市 にお ける温 泉地の発展 と機能 の地域分化
宗
日本の温泉地は,一般に療養温泉地 (湯治場)
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, その泉源分布は一様ではな く, 温泉

か ら,温泉観光地‑の変質過程を経て発展 してい

湧出可能地域である石垣原扇状地の南部 と北部に,

くと考え られている.本論文では,別府市におけ

ほぼ東西にわた って集中的に分布 している. これ

る温泉地 の発展過程の中で,いかなる条件が集落

は,地質構造 との関係が深 く,地殻変動に よって

の立地や発展方向に作用 してきたか,それ と同時

で きた南部 と北部の断層線上に集中しているもの

に,温泉地の椀能が どう変化 してきたか, また,

で,地下深部の熱水や水蒸気は, この断層を通 っ

そ の機能は地域的に ど う展開 してい るかを考察す

て浅層に流出していると考 えられる.

ることを研究の 目的 とした.

別府温泉 の発展過程は,大 きく4期に分けて考

別府市は,温泉資源が豊富であるが (湧出量は

えた.第 1期は,近世期以降,南部に北部の自然
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湧出泉 (いわゆる別府八湯)を中心に湯治場が形

が困難な地域に も給湯に よって温泉が引かれ, 普

成された時期,第 2期は,明治維新後,幕府に よ

た,温泉 ボー リング技術の発達に よる泉源の増加

る封建的な入湯制限が撤廃 され,交通 も自由化さ

もあって,現在では,石垣原扇状地上のほぼ全面

れて,湯治場 として充実をみた時期,第 3期は,

にわた って温泉の利用が可能 となっている.これ

4
年の鉄道の開通を契機 として,湯治場か ら
明治4

は,別府温泉 の大 きな特徴であ り,温泉の利用 も,

脱皮 して,観光地化が行われ るようになった時期,

入浴利用だけでな く,観光利用,医療利用,産業

第 4期は,戦後,温泉観光都市 としての性格を明

利用,発電利用な ど,その利用形態は多様化 して

白に してい った時期である.

いる.特に,泉温 の高い噴気 ｡沸騰泉地帯におい

特に,昭和30年代後半か らの経済の高度成長期

て,温泉 の多 目的利用が盛んである.

には,九州横断道路や国際観光港 の建設をはじめ

全体 として見ると,温泉観光都市 として機能 し

とす る交通路の整備,周辺観光地の開発,観光施

ている別府市であるが,その温泉地域内は,観光

設 B宿泊施設の整備 と共に,観光客 も急増 し,鶴

地区だけでな く,保養地区,療養地区,一般住宅
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地区,農業地区,区療地区など,温泉利用を中心

か らは,観光客数の伸び悩み,観光市場の近距離

とした機能分化がみ られ る. このような地域分化

化,宿泊率の低下など,観光地経営上の問題 も多

がみ られ るようにな った背景には,温泉資源の状

くなっている.

況や交通条件,温泉地 の発展過程における観光開

別府では,温泉資源が豊富なため,温泉 の湧出

発や住民の考 え方の違い等があった と考えられる･
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