◇論文◇

地域の まとまりについて
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ある地域の構 成部分が互 にば らば らで夜 く,全体 と して何 らかの一体性 をもち, 且つ この点で隣
接地域か ら区別 で きる場合に按, この地域 にはま とま Dがあるよ うに思 われ る｡ もとよ りば らば ら
といい,一体性 とい って も,いわば感覚的な表現で,学問 の立場か ら規定され た用語 では をい｡ そ
れ ゆえ人に よって受取 9万にニュアンスの相違 がみ られるのは 当然である｡ ここでは この ような漠
然 とした表現 を手がか Dとして論議 を進 めたい｡
以上 の ように考え る と,地域のま とま Dとは,地域 の構成部分の相互 関係の性質で ある とともに,
また隣接地域 との関係の性質で ある｡ 思 うにそれは次の 2つの条件 を充す場合に認め られ る｡
(
1
)
構成部分相 互の間に,全域に一体性 を与える ようを何 らか の関係が存在す る こと｡

(
2
)同 じ関係か らみて,その地域 を隣接地域か ら境界 線に よ9区別で きること｡ 問題 は地 域のま と
ま Dにあるのだか ら,隣接地域か らの区別 に際 しては,境 界線の設定 に よる領域の画定 が必須 の条
件 とをるC
.
o 構成部分が互 にば らば らで夜 く,全域に一体性を与 えることが
次に第 1の条 件か ら考察 したレl
可能 をのは,部分相互 の間に どの ような関係が存在す る場合 であろ うか｡
思 うにその 1つは, 部分相互 が何 らかの共通性 を もつ場合で,他 の 1つは, 部分が何 らかの執帯
に よって相互 に結 び合わされ る場合である｡ 地域にま とま りを与えるのは,以上の 2つの性質以外
には考え られ 夜い｡ 部分の間に共通 の属性 もを く, また相互 を結ぶ執帯 も夜けれ ば,全体 としての
地域は,全 く異質 の,そ して全 くば らば らを｢連の部分地域の,単浸る集合以外の何 もので もをい｡
そ こには地域の ま とま りは全 く認 める ことが できない｡
但 し部分相互の共通性 と結合性 とは本来 別個の属性 であるか ら,感覚 的笹は等 しくま とま Dとい
って も,以上 の よ うに理解する限 り,その実質は 2つの全 く異 をる意味をもっているO そ の中でま
ず共通性につ いて検討 したVI
o
ここで問題 と在るのは,上 に述べた第 2の条件で ある｡ 部分相互が共通の属性 を有 し, したが っ
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て全域がそ の性質 について均等地 域 を形成す るだけ では な く,合わせて 第 2の条件を充すためには ,
全域 は この共通の属性 に関 して隣接地 域か ら区別 され ,両者 の間に境 界線 が引 か れ な け れ ば な ら
ない. た とえば盆地や島がま とま りの ある地域 と して認め られ るのは,そ のいずれ も 2つの条件 を
満足す るか らであるO 盆 地では周囲の 山地に対 して, 多 くの部分地域が低平 を地形 の性質 を共有 し,
また島では周囲の海 域 に対 して,すべ ての部 分が陸域 と しての共通性 を もってい る｡ そ して盆地の
場合V
Cは山地 との境界線が山電線 で .島で は海洋 との境 界線が海岸線で あるo

1
)
特定の性質 に関す る均等地域で ,(
2
)
そ の性質 に
要す るにま とま Dのある地域 の 1つ の類型は,(
ついて隣接地域か ら区別 され, 両者の 間に境 界線 が引かれ る こと.以上 2つの条件を満 足する場合
である｡
次 に構 成部分 の共通性 の他 に,地域 にま とま りを与 えるのは部分の結合性 で, この点か らはま と

ま りとは結合地域の 属性 である｡
ところで等 し く結 合地域 とい って も,構成部分の結合様式 はさま ざま で ある｡ そ して結合地域 の
中で も椿 節地域の場 合には,すべ ての 部分が 1つの結節点を仲介 と して, 相互 に結 び付け られてい
るので,結合の幾何的形式が きわめて ま とま Dの ある形態 を もっている. 恰 も扇のか なめの ように,
部分の系列 を 1つに結び合わせ .それ によbl個の全体 を形作 る地点が結節点に他 な らない.結節地
域に認 め られ るま とま Dを結節的 ま とま りとよべば,それは何 よりもT
iず, この地域 に独 自の幾何
的 属性 に 由来 す る｡
但 し結合の実 質的 た靭 帯 と して作用す るつは,地域の種類 に よりさま ざまで ある. た とえばある
町の′
｣
､
売商圏 O最 も簡皇 モ形式 忘, こ,
D町 を唯一 の中心 とす る結節地域 の形態で あるが,そ こでは
中心 とすべ ての草 成部分 との間,
I
)人 と商売の動 きが, 部分地域 の全系列 を中心に結 び付け, 1つの
へ｡ そ して この場合 別個 の町 を中心 と して . 全 く同 よう
全体に までま とめあげる教育 に他 た らそ し
C独 自の結節点 を もつ地域 と して,構成部分
に隣接 結節商圏 が形成されれ ば ,2つ の商圏はそれぞれV
の結 合関係か らみ て明 らかに区 別され る｡ 結節 地域 としての商圏 がま とま Dを有す るのは,以上 の
e両者 の重合部 分が介在
点で最 初に述べた 2つの条件 を充足 す るためで あるO 尤 も 2つの商圏 の間 v
し,境 界線 を設け るこ とが困難 な らば .ま とま 少の度合 はそれ だけ低 下 する.

次に結節地域 の 中で も,す ぐれ てま とま 9のあるのは,思 うに国家地域 である. 国家地域は統治
上,首都 を最高の中心 と して, 府県や 市町村 な ど,い くつかの段階 の結節地域 の階層的 系列に,意
図的 ･強制 的に組織 付け られ てい る｡ そ してか ようを結節構造を有す る地域 として, 隣接 国家 とは
一切の共通結節点を もつ ことを く, 原 則的 に国境線 を‑ だてて, きわめて明瞭 に対比 され る｡ 国家
地域 にま とま Dを与えるのは, 1つに は この ようを事実 である｡
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か くて等 しく地域の結節的ま とま 9とい って も,商圏 と国家地域ではその実質 に差異が ある｡
商圏の場合地域 の結節的ま とま Dは,何 らの強制を伴 うこ とな しに, もっぱ ら中心地間 の相互依存
ない し競争関係 に よbもた らされ る. これに対 して国家地域は,統治 の中枢的活動 を 目的 として,
強制的 に結節形 態 にま とめあげ られ た地域 である｡
加うるに,
地域 のま とま Dに関 して,国家地域 と商圏の間 にみ られ る性質の差は,構成部分の対外
関係について も指摘 され る.

■
た とえば 2つ の地域 a ,b間の人間や商品の移動性, aが A国に,そ して bが B国に所属す る場

合には, a ,b間の単なる直接 関係 ではを く, A ,Bの国家関係 を前提 とした上で,その 中での a,
bの関係である｡ ピザの発行, 関税,輸 出入の制限 をい し禁止な ど, A ,Bの国家関係 が,構成部

分 a ,bの関係 を強制 的に規制す る. か ように国家地域の場 合,任意の部分 の対外 関係払

それが

統治権の強制 下 におかれる限 り,全 体 としての国家関係を前提 と し,その枠 内に限定され る. 全体
と部分 との関係か らみ て,国家地域 のこの よ うを属性は,強度の一 体性 をい しま とま Dと呼ぶ にふ
さわ しい.
これ に反 して 2つの商圏 A ,Bの場 合には,構成部分 a ,bの関係 を規制す る何 らの強制力 も存
在 しない. 全体 とはかか わ 9な しに a ,bの対外関 係が成立す るのはそのた めである. そ して この
点では全域のま とま りは全 く認め られない｡
以上の ように国家地域は,単なる結節的ま とま 9以 上 に. よ9高度のまとま 9を もっている｡
この点 を区別す るために,統合的ま とま Dと名付けた

レ
も

地理学では, さま ざまな均等地域や結節地 域 とともに,国家地域 が取上げ られ るが,実用価値 を

別 に して も,
それ がま とT
ibのある地 域 として.研究地域 の選択 をh L地 域区分に際 して,好んで考
慮 されるためで あろ うo
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