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研究成果の概要（和文）： 

  本研究の課題は，現代山村における非限界集落の存立基盤を分析することにあった。社会学

者が名付けた「限界集落」という呼称が独り歩きし，山村=限界集落というイメージが流布した。

しかし，全ての山村自治体，山間集落が限界化しているわけではない。そこで，本研究では，

非限界を示す山村自治体や山間集落を析出し，その存立基盤を明らかにすることをめざした。

その結果，山村の道路整備やリゾート開発が非限界性を生み出していることが明らかにされた。 

研究成果の概要（英文）： 
The purpose of this paper is to analyze the existence base of non-marginal settlements 

in mountain villages of modern Japan. "Marginal settlements" which was the coinage of 
one sociologist gave the impression that all mountain villages will soon collapse.
However, the condition of all mountain villages is not marginal settlement. Existence 
base of non-marginal settlements in mountain villages of modern Japan are as follows. 
The first factor is improvements to the road and transportation infrastructure to cities 
that have made much more accessible to inhabitants of the mountain villages. The second 
factor depends on whether a region can develop and market itself as a vacation resort 
destination. 
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１．研究開始当初の背景 
高齢化の著しく進んだ山村の集落を，環境

社会学者が「限界集落」と名付けた(大野晃
『中山間地域対策』所収，1993 年，農林統計
協会)ことから，この「限界集落」という呼

称がジャーナリズムに乗って広く知られる
ようになった。しかし，2007 年に国土交通省
が公表した過疎地域内にある集落の状況調
査結果によれば，「10 年以内に消滅する可能
性のある集落」は 423 集落，「いずれ消滅す
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る可能性のある集落」は 2,200 集落となって
おり，両者をあわせた集落数が過疎地域内に
ある全集落に占める割合は 4.3％であり，山
間集落の大部分が「限界集落」化しているわ
けではない。例えば，地域独自の政策の展開
によりＩターン者が人口の 10％を占める自
治体では，高齢化率の低い山間集落が存在し，
また長年のむらおこし事業の継続によって
奥地集落においても高齢化率が低率化して
いる山間集落も存在している。このような
「非限界集落」の存在は，山村の持続性を形
成する政策立案に大きなヒントを与えてい
るように捉えられる。そこで，本研究では，
山村の動向分析から「非限界集落」を析出し，
その存立基盤を明らかにすることを考えた。
なぜならば，そのことにより，新たな山村政
策への視点を見出すことができると考えら
れたからである。 

２．研究の目的 
本研究の目的は，山村における「非限界集

落」の存立基盤を明らかにして，新たな山村
振興のための政策課題を提示することにあ
る。いわゆる「限界集落」問題が表面化し，
社会的な関心も高まった。しかし「限界集落」
という一研究者が名付けた呼称が一人歩き
し，山村の集落は全てが「限界集落」化して
いるとの社会的認識も高まった。加えて「限
界集落」をめぐる政策論議の過程において，
維持のためにコストをかけるよりは撤退さ
せることが望ましいとの意見さえある。しか
し，山間集落の中には住民レベルの取り組み，
自治体レベルによる社会基盤の整備によっ
て持続的な地域づくりを行っている「非限界
集落」も存在している。本研究では，このよ
うな「非限界集落」の存在に注目し，その存
立基盤を明らかにして，山村の地域政策的視
点を析出することとした。 

３．研究の方法 
本研究の目標を達成するために，まず，本

研究の総論に関わる系統分担研究と，それぞ
れの専門分野から山村にアプローチし，地域
を分担する地域分担研究に分けて，山村の変
容過程分析を行い，21 世紀初頭における山村
の現状を明らかにする。系統分担研究は全国
レベルでそれぞれ分担することによって全
国の山村の動向が把握される。また，地域分
担研究は分割した9地域の山村地域について，
分担者の専門分野から山村の存立基盤を事
例的に分析し，多様性を究明する。その上で，
現状分析から析出される特異な山村，すなわ
ち持続的な山村自治体や「非限界集落」の存
立基盤の解明を事例的に行う。そして，明ら
かになった存立基盤から見出される共通項
や非共通項を整理，分析する。加えて，これ
らの成果をふまえて，山村振興への政策的視

点を論理的にまとめ，今後の山村の方向性を
提示することとした。 

４．研究成果 
 まず，西野寿章と藤田佳久は，奥地山村に
おいても，独自の地域政策の展開によって，
若年者比率の高い山間集落が存在している
ことから，人口減少率と若年齢者(20-39 歳)
比率によって現代山村を類型化し，その存立
基盤を探った。分析の結果，顕著に非限界性
を示す山村は，道路整備によって都市近郊山
村化した山村地域や多くの若年齢者を雇用
するリゾート開発業者が立地している山村
地域であり，農林業を経済的基盤としている
山村は皆無であることが判明したが，非限界
性には強弱があり，顕著ではないが過疎化に
抵抗しつつ地域を維持している山村の存立
基盤の解明を今後の研究課題として残した。   
関戸明子は，群馬県中之条町六合地区の山

間集落を事例として山間集落における問題
発生状況や相互扶助に関する住民評価など
の分析を通して，人口減少，高齢化の進んで
いる山間集落においてコミュニティ活動な
どに深刻な問題が発生していないことを論
じ，地域コミュニティを次世代に継承してい
くためには，住民自らが個性豊かな地域文化
を見直して，主体性をもって活用することで
「ここに住むこと」を誇りとする価値観を形
成していく必要性のあることを述べた。 
堤 研二は，中国・四国地方の山村地域に

おける林野率と高齢化率の相関関係を分析
して，両者には強い相関関係が認められず，
限界集落の定義や背景は大野晃が語るほど
単純ではないことを指摘したうえで，鳥取県
の山間集落を事例としてソーシャルキャピ
タル論やコミュニティ論を切り口として，限
界集落性を考察した。山間集落調査結果から
は，通勤兼業によって農林業世帯が支えられ
ている実態や，コミュニティにおける互助，
相互の信頼関係と強力の精神は明示的では
ないことなどが明らかとなり，山村の持続性
形成に必要な政策的視点を提示した。 
 宮地忠幸は，山村農業の変化について，全
部山村における総農家数の変化率や経営耕
地面積の増減率などから分析し，変化率が上
位にある山村を析出した。その結果，総農家
数の減少と経営耕地面積の減少は近畿地方
で顕著にみられた一方，北海道の山村では農
家数は減少しているものの経営耕地面積が
拡大している傾向のあること，北海道の山村
では乳用牛の産出額が中心となっている地
域が多く農家所得も高いことなどが判明し
た。そして，自給的性格の強い農業となって
いる山村の多いことも同時に認識された。高
柳長直「山村における鳥獣被害対策とジビエ
の商品化」は，山村における鳥獣害被害を逆
手に取り，駆除した野生鳥獣の肉を資源利用



し，非限界性を示している山村の事例を報告
した。 
 中川秀一は，山村の基幹産業である林業に
ついて，住宅産業の盛んな岐阜県中津川市加
子母地区と岩手県住田町を事例として，現状
を分析し，日本林業が不振に陥っている状況
下において，積極的な取り組みを見せている
両山村の存立基盤を明らかにした。住田町は，
日本林業が不振に陥っても継続的な取り組
みを積み重ねて時代状況に対応し，加子母地
区でも森林組合，事業所単位で継続的な取り
組みによって時代に対応しており，こうした
活力こそが「非限界性」であり，森林管理を
持続させていることを明らかにした。 
 合田昭二(連携研究者)は，観光業の盛んな
非限界山村を析出し，岐阜県白川村，長野県
白馬村，福島県檜枝岐村を事例として，実態
分析をおこなった。白川村は，世界遺産に登
録されたことも相まって観光入り込み客数
は急増しているが，高速道路の開通などによ
って宿泊率は低く，特産品の開発も遅れてい
るなど，地域経済循環が未形成である実態が
明らかにされた。白馬村は，観光地化されな
い伝健地区に注目し，村の振興公社が伝健地
区で栽培される紫米の買い入れを行って特
産品を生産して伝健家屋所有者の所得の一
部を支えていることが明らかにされた。檜枝
岐村は，国有林事業の事業縮小による雇用，
所得確保のために，村による温泉掘削によっ
て観光山村として地域振興に取り組んでき
た。尾瀬観光ブームも相まって村民に民宿経
営を奨励する一方，温泉施設や特産品センタ
ー，木工品販売所，ロッジ，スキー場経営な
どで雇用を生み出し，若年者の雇用の場を創
り出してきたことなどが観光山村として存
続してきた要因であることを明らかにした。 
伊藤達也「ダムと地域振興」は，ダム・脱

ダムを利用した対抗山村を 4つのタイプに分
類して，黒四ダム，神奈川県・宮ヶ瀬ダム，
岩手県・御所ダム，群馬県上野村，熊本県五
木村を事例として，ダム建設と地域振興の関
係について分析し，上野村のような固定資産
税収を活用した地域振興策の展開は注目さ
れるものの，ダムを利用した地域振興策は総
じて困難であることを明らかにした。 
 岡橋秀典「定常型社会における山村の持続
的発展と自然・文化資源の意義」は，成長を
絶対的な目標としなくても十分な豊かさが
達成されていく社会とされる定常型社会に
おける山村の持続的発展について検討した。
具体的には，非限界山村としての特徴を示し，
観光入り込み客が急増している東広島市福
富町を事例として，住民による内発的な地域
振興と外来型開発であるダム開発の二事例
に焦点を当て，持続的発展に対してもつ意義
について検討を行った。前者の事例では，持
続的発展の裏に多くのアクターとそれらの

ネットワークによる知の創造が存在すると
推察され，地域資源を活かし産業融合的な形
で経済の複合化がみられ，それにより地域内
循環が高まり，田園風景も良好に保たれてい
ることが明らかになった。後者は，戦後のダ
ム建設は地域社会に混乱をもたらした面が
多い中，水没移転者の生活再建地を含む形で
新たな中心市街地が形成され，ダム建設に伴
う道路整備は都市部へのアクセスが向上し
たことにより近郊山村化が進み，地域の生活
条件が大きく改善されたことや，新市街地の
一角に開設された道の駅の存在や，ダム開発
を契機とした上下流の交流と環境保全に力
点を置いた新たなコミュニティが形成され
るなど，地域振興に配慮した官民の様々な取
り組みが持続的発展に結びついていること
が明らかにされ，山村に新しい社会が形成さ
れていることが報告された。 
 本研究を総括すると，21 世紀初頭の山村の
類型化をふまえ，農業，林業，観光などから
山村の現状にアプローチし，非限界性を示す
山村の形成過程や現状を分析し，それぞれの
研究成果には新しさがあったものの，新たな
山村振興に結びつくような政策的視点を見
出すことは出来なかった。 
これらの研究成果は，2012 年 10 月に開催

された日本地理学会秋季学術大会(神戸大
学)で発表したが，コメンテーターから「抵
抗山村とは何に抵抗するのか明確に論じる
必要があろう。山村問題を考えていくときに，
そこで人がどのように生きていくのかが大
切な視点であり，小さな田畑を使って生きる
人の存在価値を認め，着実に育てていくこと
が重要だ。人間論的，社会的角度から山村を
捉えることも必要ではないか」(早稲田大
学・宮口侗廸氏)「研究の手法は，オーソド
ックスな地理学的手法が用いられており，も
う少し深く踏み込んで山村地域の問題を捉
えてもらいたかった。非限界性の指標化の検
討が必要であり，地域経済分析にあたっては
マクロ的な位置づけをより正確に行うこと
も必要である。山村の現状を捉える中で，現
実に山村に創造性を生み出す人材がどれく
らい存在しているのか，山村が情報インフラ
の整備にどのように取り組んでいくのか，と
いった研究視点もあろう。もう少し深く踏み
込んで，山村の地域経済循環を正確に捉えて
いくことが課題であろう」(東京大学・松原 
宏氏)とのコメントをいただいた。これらの
コメントに対応したさらなる研究の深化が
課題だと認識している。 
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