
小・中学校における社会科 (地理) 学習では, 地名やその地理的位置の認知が基本的に大切

である｡ その基礎知識があってはじめて地域の理解が深まるばかりでなく, 地域間の関係の理

解にもつながる｡ その意味では, 現在明確な基準はないが, 最低限度の地名学習は必要である

といえる｡ 苦手とする生徒が多いとされている地名や地理空間の認知についての研究は, これ

までに多くの地理学者の間で注目され研究が蓄積されてきた｡

ダブリン市内の中学生を対象に調査した Torrens (2001) は, アイルランド国内だけでな

くヨーロッパ, 世界の地名の認知には, 訪問経験やマスメディアの視聴による地理情報なども

関係していることを明らかにしている｡ 日本で児童生徒の都道府県名の認知について調査した

山口・高橋 (1987) は, 東日本で正答率が高く, 西日本で低い傾向つまり ｢偏東性｣ があるこ

とを指摘した｡ 小学生に大規模なアンケート調査を行った帝国書院 (2003) は, 日本の南北端

や, 都市域で認知度が高く, 概して東日本で高い傾向があるが, 内陸県や西日本の諸県では認

知度が低いことを確認し, 認知率が東高西低であるのは北から順に学習するためではないかと

している｡ また, 都道府県スケールあるいは市町村スケールでの地名認知に関する研究も行わ

れてきた｡ たとえば伊藤 (2003) は, 中学生による千葉県内31市の地名認知の特徴を分析し,

認知は南房総や県域の突端に位置する４都市を除けば, 居住地からの距離 (経路距離) と関係

し, それは交通網に規定された生徒の訪問や身近な人からの情報に大きく影響を受けるとして

いる｡ また, 岡本 (2000) は武生市の中学生を対象に市内の地名認知の実態を分析し, 認知は

中学校区の境界の影響を受けることを明らかにしている｡

都道府県スケールでの地名認知研究では, どの地域の生徒にどこまで地理情報を質問するか

という問題がある｡ たとえば, 伊藤 (2003) は千葉市内の１中学校を対象に分析しているが,

郷土の市町村名やその位置に関する認知は, 地域差あることも考えられる｡ そのため, １都市

を対象とするのではなく, 非都市地域を含めた県内各地の生徒がどのように地名を認知してい

るかについて, 同一内容の調査を複数地域において実施する必要がある｡ また, 市制施行都市

のみを対象とすると居住地に隣接して町村がある場合はこれらが対象から除かれてしまう｡ そ
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のため, 結果的に調査で得られた地理的情報が完全に満たされていない空間についての分析と

なり, たとえば認知度の距離減衰に関する定量的説明には限界を生じる可能性がある｡

そこで本研究は, 千葉県全80市町村を対象に, 県内８地域の中学校生徒に対して同一調査を

実施することによって, 県内地名 (市町村名) とその地理的位置に加えて郷土環境に関する認

知の実態とその要因を明らかにすることを目的とした｡ この８地域 (校) の調査によって, 地

理空間の認知に関するより信頼性の高い検証が可能となるし, 同一県内であっても居住地によ

る地域差なども検討できるなど地理学的意義は大きいと思われる｡

この研究は, 1991年度から開始された千葉県史編さん事業の地誌部会による地誌編さん１)の

ための研究プロジェクト (2000～2001年度) の一環として行われた調査 (｢県内中学生の郷土

の認知｣) を基にしたもので, その結果の概要は, ｢千葉県の歴史 別編 地誌３ (地図集)｣ pp.

234�243に掲載した (橋詰, 2002)｡ 本稿は, この地図集では, 紙面の関係で充分に紹介出来な

かった図表や分析結果, さらにその後, 検討を加えて得られた新たな知見を集約し直したもの

である｡ なお, ここではアンケート調査を実施した時点 (2001年) での市町村名を使用したの

で, その後の市制施行や合併などによって必ずしも現在の地名と一致しないものもある２)｡

Ⅱ. 調査と分析の方法

千葉県の地理的広がりを考慮して, ほぼ均等に分散するように選定した野田市・浦安市・千

葉市・佐原市・銚子市・茂原市・木更津市, 千倉町) の８市町の中から調査協力の同意が得ら

れた各市町それぞれ１中学校に対し, 2001年５月に ｢郷土の環境と市町村の名前調べ｣ と題し

たアンケート調査を依頼した｡ 調査は, 比較的郷土に関する知識量の差が少ないと考えられる

１年生を対象に, 学校のホームルーム等で実施時間20分を目安に行われた｡ アンケート調査は,

終了後郵送で回収された (図１)｡

アンケートの調査項目は, A３用紙の片面に80 (千葉県内市町村数) の空欄, 片面に千葉県

の白地図 (市町村に北から１～80の番号を記入したもの) を示し, ①千葉県内の地名 (想起さ

れる千葉県内の市町村名を空欄に記入する) ②地図上での位置 (その市町村名と白地図上での

地理的場所を特定し該当する番号を空欄に記入する), ③中学校の位置確認 (自分の中学校の

位置を地図中に記入する), ④郷土環境の認知 (千葉県と聞いて想起する場所, 地元の選好空

間を１か所あげ, その理由も自由に記入する), ⑤生徒の居住経歴 (転入経験の有無と時期お

よび前住地の記入する) とした｡ このうち①～③については, 次のような質問の文言とした｡

＜質問＞次の千葉県の地図を見て, 次の質問に答えてください｡ ①千葉県には80の市町村が

あります｡ あなたはいくつ知っていますか？表に知っている千葉県の市町村名をできるだけ多

く記入してください｡ 順番は問いません｡ ひらがなで書いてもかまいません｡ ②表にあげた市

町村を地図中から探し出し, その番号を表に記入してください｡ ③あなたの中学校はどこにあ
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りますか？地図のおおよその位置に (・) を描いてください｡

このアンケート方法は, 白地図が地名想起の手助けともなるが, 文字として与えられた地名

と白地図上の場所を一致させる再認法に比べて正答率が低下するものの, 地名認知をより正確

に把握できる (宮原, 1995)｡ アンケートの回収数は８校で合計882人 (１校平均110人＝３ク

ラス分) から回収された｡ そのうち有効回答数は876人であった｡ 郷土環境に関しては, 千葉

県と聞いて想起する場所の回答数が798人, 好きな場所の回答数が714人であった｡ これらの回

答が分析対象となった３)｡

アンケートで想起された県内の市町村名＝地名 (以下, 特に断りのない場合は地名という)

がどの程度認知されているかを知るために, 地名の想起率 (ある市町村の想起数／回答生徒総

数×100) と, 地名の地理的位置の正答率 (位置の正答数／回答生徒総数×100) をそれぞれ地

名認知率, 位置認知率として算出した｡ 次に, これら認知率と転入経験の有無の関係を検討す

ると同時に, 調査地からの距離, 市町村面積や人口を用いて認知率を規定する要因を分析した｡

さらに, 郷土環境の認知で回答された場所についても集計を行い, その場所をあげた理由を基

に検討を加えた｡ なお, 白地図に記入された自中学校の位置についても集計したが, 本稿では

この点についての分析結果は省略する｡
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番号市町村名番号市町村名番号市町村名番号市町村名
1 千葉市 21 八千代市 41 神崎町 61 一宮町
2 銚子市 22 我孫子市 42 大栄町 62 睦沢町
3 市川市 23 鴨川市 43 小見川町 63 長生村
4 船橋市 24 鎌ケ谷市 44 山田町 64 白子町
5 館山市 25 君津市 45 栗源町 65 長柄町
6 木更津市 26 富津市 46 多古町 66 長南町
7 松戸市 27 浦安市 47 干潟町 67 大多喜町
8 野田市 28 四街道市 48 東庄町 68 夷隅町
9 佐原市 29 袖ケ浦市 49 海上町 69 御宿町

10 茂原市 30 八街市 50 飯岡町 70 大原町
11 成田市 31 印西市 51 光町 71 岬町
12 佐倉市 32 関宿町 52 野栄町 72 富浦町
13 東金市 33 沼南町 53 大網白里町 73 富山町
14 八日市場市 34 酒々井町 54 九十九里町 74 鋸南町
15 旭市 35 富里町 55 成東町 75 三芳村
16 習志野市 36 印旛村 56 山武町 76 白浜町
17 柏市 37 白井町 57 蓮沼村 77 千倉町
18 勝浦市 38 本埜町 58 松尾町 78 丸山町
19 市原市 39 栄町 59 横芝町 79 和田町
20 流山市 40 下総町 60 芝山町 80 天津小湊町

(市町村名は2001年現在)

☆ は調査中学校の位置, 図中の破線は印旛沼

図１ 千葉県の市町村とその人口規模 (2000年)



Ⅲ. 市町村別にみた地名・位置認知率

１. ８調査地別にみた認知率

合計８校 (調査地), 合計876人の地名認知率の平均は10.0％であったが, 位置認知率の平均

はその１/３弱の2.8％に留まった｡ これを中学校 (調査地) 別に算出し比較すると, 地名・位

置認知率ともに最も高いスコアを示したのは佐原市で18.1％・4.4％であった｡ 次いで地名認

知率が高かったのは千倉町, 茂原市の順で, 位置認知率では茂原市, 千倉町の順であった｡ 逆

に, 地名認知率が最も低い値を示したのは, 野田市で5.2％, 次いで浦安市, 千葉市の順で,

位置認知率では千葉市が1.7％と最も低く, 次いで浦安市, 銚子市などの順となっており, 調

査地によって認知率に格差が見られた｡ アンケート調査を中学校に依頼して行ったため, その

実施段階で８校すべて同じ基準で行われたかなど若干疑問が残るため４), 結論を急ぐことは避

けなければならないが, 概して農村地域に認知率が高く, 都市化が進展した地域に低いという

傾向が読み取れる (表１)｡

このような調査地によ

る認知率の差は, 生徒の

居住経歴と関係している

可能性がある｡ そこで,

アンケート調査で得られ

た生徒の転入経験の有無

を集計し, 転入率 (市外

と県外に分けて集計) と

の関係をみた (表１)｡

集計の結果, 市外からの

転入者率が最も高かったのは浦安市で54.2％, 次いで千葉市, 木更津市, 野田市の順で, 佐原

市において20.7％と最も低かった｡ このうち海外を含む県外からの転入者をみると, やはり浦

安市が最も高く37.4％, 次いで千葉市, 野田市, 木更津市の順であり, 佐原市で8.3％と最も

低かった｡ 東京に隣接する浦安市をはじめ東京近郊地域において居住地の随伴者移動を経験し

た生徒が多いことがわかる５)｡ このことから, 転入者, 特に県外からの転入者が多い地域で,

地名や位置認知率が下がる傾向があるといえる｡

２. 市町村別に見た８調査地の平均認知率

そこで, 県内80市町村別に８調査地で得られた地名・位置認知率の平均値を算出して図化し

た (図２�a, b)｡ この図２�a から, 地名認知率 (全県平均は�＝10.2％, 標準偏差σ＝12.4)
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表１ 地名認知率の高い順にみた調査地の転入者率 (％)

調査地 地名認知率 位置認知率 市外からの
転入者率

県外からの
転入者率

佐 原 市 18.1 4.4 20.7 8.3
千 倉 町 13.1 3.5 22.0 12.7
茂 原 市 12.4 3.9 25.7 19.8
銚 子 市 11.2 2.3 12.7 10.1
木更津市 9.1 2.6 45.0 26.7
千 葉 市 5.8 1.7 53.3 37.1
浦 安 市 5.3 1.8 54.2 37.4
野 田 市 5.2 2.4 40.0 27.8

平均 10.0 2.8 34.2 22.5

(アンケート調査結果より作成)



を市町村別に３ランクに区分した｡ 最も高いスコアの第１ランク＞�＋3σ (＝47.4) に属す

るのは, 千葉 (66.2％), 銚子 (59.9％), 浦安 (48.5％) の３市である｡ 第２ランク＞�＋2σ

(＝35.0) には該当市がなく, 第３ランク＞�＋σ(＝22.6) には館山 (32.0％), 木更津 (29.9

％), 船橋 (28.7％), 鴨川 (27.8％), 成田 (27.1％) どの８市が含まれる｡ 逆に, 最も認知率

が低かったのは白井町, 本埜村, 野栄町で0.1％, 次いで印西市, 松尾町, 山武町が0.5％以下

で, 農村地帯に位置し人口・面積ともに小規模な市町村が多いが, 白井市(2001年市制施行)や

印西市 (1996年市制施行) は, 千葉ニュータウン地区の一角の新興住宅地域にあたるため, 必

ずしも認知度は高くなかったとも考えられる｡

図２�b の位置認知率 (�＝2.9, σ＝6.4) をみると, 最も高いスコアの第１ランク＞�＋3σ

(＝22.1) に属するのは, 銚子 (45.5％), 千葉 (27.2％) の２市である｡ 第２ランク＞�＋2σ

(＝15.7) には該当市がなく, 第３ランク＞�＋σ(＝9.3) には館山 (14.2％), 野田 (11.7％),

浦安 (11.6％), 佐原 (11.0％) の４市が含まれた｡ 誰もその位置を特定できなかった市町村

(０％) の数は15か所に上った｡ このうち, 八千代市(a：地名認知率は4.2％), 鎌ヶ谷市 (a：

0.8％), 八街市 (a：3.8％) の３市はいずれも０％であったが, これらの市の場合は, 面積が

比較的小さく内陸に位置し, しかも周囲を５～７つもの自治体によって囲まれているという共

通項が確認できる｡ 特に位置認知度の低い地域は, 山武・匝瑳・夷隅・安房郡などの人口, 面
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☆ は調査中学校の位置

図２ 県内８中学生による市町村の地名と位置認知率の平均
(2001年, アンケート調査結果より作成)
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積ともに小さな町村に多い｡

このことから, 地名が容易に想起され, またその位置が正しく認知されているのは, 県庁所

在地都市の千葉市を除けば, 銚子市, 浦安市, 館山市, 野田市と県の東西南北それぞれの先端

部またはその付近で最も人口規模の大きな都市であることがわかる｡ 特に, 銚子・浦安・館山

の３市については, それらが先端部という地理的位置がもたらす効果が認められる｡ もちろん,

浦安については東京ディズニーランド (TDL) の影響が大きい｡ このことは, 千葉市を事例

に調査した伊藤 (2003) も指摘したこととほぼ同じ結果である｡ つまり, サーリネン (1976)

の指摘する ｢ウラジオストック効果｣ または, ｢パースの法則｣ が千葉県の場合, 見事に当て

はまることを再確認することができた｡ 銚子市や館山市がその自らの形状もさることながら,

いわば ｢銚子・館山効果｣ または ｢半島効果｣ とでも呼ぶべき結果を示すものとなっている６)｡

３. 調査地別に見た地名認知率

次に, ８調査地別に地名認知率の分布パターンについてさらに詳しく検討する｡ まず, 自市

町の認知率 (�＝89.0％) で最も高いスコアを示したのは, 銚子市 (100％：生徒全員が自市

名をあげた) で, 以下, 茂原市 (96.7％), 野田市 (94.8％), 千倉町 (92.4％) の順で, 最も

低いスコアは浦安市 (73.1％) であった｡ これは, 表１でみたように, 生徒の市外・県外から

の転入者の多さと関係しているものと思われる｡

そこで, ８調査地の中で自市認知度が90％未満と低かった４市 (図３�a～d) と90％以上と

高かった４市町 (図４�e～h) に分けて地図を作成し, その地域差を分析した｡ それによると,

図３�a 浦安市では自市に次いで, 市川 (55.6％), 千葉 (50.0％), 銚子 (43.5％) が, b.千葉

市では銚子 (56.2％), 浦安 (38.1％), 船橋 (36.2％) が, c.木更津市では君津 (78.2％), 富

津 (70.7％), 袖ヶ浦 (60.9％) が, d.茂原市では千葉 (65.7％), 銚子 (54.9％), 市原 (45.1

％) などがそれぞれ高いスコアを示している｡ さらに, 図４�e銚子市では浦安 (77.2％), 千

葉 (68.4％), 旭 (63.3％) が, f.佐原市では銚子 (93.4％), 千葉 (91.7％), 成田 (86.8％)

が, g.野田市では沼南町 (63.8％), 千葉 (53.6％), 銚子と柏 (50.0％) が, h.千倉町では館

山 (87.3％), 白浜町 (79.7％), 鴨川 (76.3％) の順であった｡ 逆に, どの調査地においても,

印旛・山武・香取・匝瑳・夷隅・安房郡市に属する地域で比較的面積の小さな市町村では認知

率を大きく下げていることがわかる｡ 地名認知率０％の市町村数は, 茂原市で27と最も少なく,

浦安市で45と最も多かった (８地域の平均は31市町村)｡

このことから, 県都千葉市は当然認知度が高いが, 浦安・銚子・館山市などはどこの調査地

を見てもスコアが高く ｢銚子・館山効果｣ によるものと思われる｡ また, 必ずしもスコアは高

くないものの市原・君津・成田市など市域面積の大きな都市や, 人口規模が大きい船橋・柏・

市川・松戸など東葛飾地域の都市, さらに, 観光レクリエーション都市でもある鴨川・勝浦・

成田・浦安市などにおいて高スコアとなっている｡ さらに, 千葉市と ｢銚子・館山効果｣ がは
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☆ は調査中学校の位置

図３ 中学生による市町村の地名認知率
(2001年, アンケート調査結果より作成)
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☆ は調査中学校の位置

図４ 中学生による市町村の地名認知率
(2001年, アンケート調査結果より作成)

. .
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たらいていると考えられる先端部の都市を除けば, 自市町の認知率の高低にかかわらず, 基本

的に自市町に隣接する市町村において相対的に認知度が高く, 自市町から距離を増すごとに認

知率が漸減するという近接効果の存在を読み取ることができる｡

加えて, 図３, ４から認知率の高い地域が自市町からある一定方向へ連続的に伸びているこ

ともわかる｡ 浦安市・千葉市・木更津市は, ともに湾岸方面にスコアの高い地域が, 銚子市で

は佐原市や八日市場市を経て千葉市までの地域が, 野田市では東葛飾地域が, 千倉町では館山

を経て千葉市に至る地域が相対的に高スコアを示す｡ これは鉄道網に沿った地域と見ることが

でき, 千葉・木更津市など湾岸地域ではJR総武線や内房線沿線に, 茂原市は外房線沿線に,

銚子市の場合は総武本線や成田線沿線に, 佐原市も成田線沿線にあたる｡ つまり, 主に鉄道を

利用した中学生の遊び, 買い物, 習い事といった日常的な行動圏域に位置する地域で認知度が

高まっていることから, 認知空間が鉄道路線を軸とする日常生活圏や週末余暇行動圏を中心に

発達する可能性を示すものであるといえる｡

４. 調査地別に見た位置認知率

ここでは, 調査地別に市町村の位置が正確に特定できたかどうかという位置認知率の分布パ

ターンについて検討する｡ 自市町の位置認知率の平均 (�＝65.6％) は地名認知率に比べて23

％以上も低い｡ 最も高いスコアを示したのは, やはり銚子市で93.6％, 以下, 野田市 (84.5％),

佐原市 (80.2％), 茂原市 (70.6％) の順で, 逆に最も低いスコアは浦安市 (45.4％) であった｡

その順位は, 地名認知率のパターンと比較して最高と最低スコアの市は同じであるが, その他

は若干入れ替わりがあった｡ これは, たとえ自市であっても千倉町のように周辺に比較的小規

模な町村が集中分布しているような地域の中にある場合, 生徒はその位置の特定が困難になっ

てしまった可能性があることを示唆している｡

地名の場合と同様, ８調査地の中で自市認知度が60％未満と低かった４市 (図５�a～d) と

70％以上と高かった４市町 (図６�e～h) に分けて地図を作成した｡ その結果, 図５�a浦安市

では自市に次いで, 銚子 (32.4％), 市川 (19.4％) が, b.木更津市では銚子と君津 (27.8％),

千葉 (26.3％) が, c.千葉市では銚子 (38.1％), 市原と館山 (10.5％) が, d.千倉町では白浜

町 (44.1％), 館山 (42.4％) などがそれぞれ比較的高いスコアを示している｡ さらに, 図６�

e銚子市では飯岡町 (21.5％), 旭 (16.5％) が, f.野田市では沼南町 (56.0％), 銚子 (34.5％)

が, g.佐原市では銚子 (71.9％), 千葉 (44.6％) が, h.茂原市では銚子 (42.1％), 市原 (27.5

％), 千葉 (26.3) の順で高いスコアを見た｡ 逆に, 調査地域から離れている市町村の場合,

人口規模や面積にかかわらず位置認知率が極端に低くなっていることもわかる｡ 位置認知率０

％の市町村数は, 茂原市の場合38と最も少なく, 野田市で64と最も多く, ８地域の平均は52市

町村となった｡ つまり, 県内の65％の市町村はその位置を特定できなかったということになる｡

以上のことから, 地名認知率分布と同様, 県都千葉市および銚子・館山・浦安市などはどの
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☆ は調査中学校の位置

図５ 中学生による市町村の位置認知率
(2001年, アンケート調査結果より作成)
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☆ は調査中学校の位置

図６ 中学生による市町村の位置認知率
(2001年, アンケート調査結果より作成)



調査地でもスコアが高く ｢銚子・館山効果｣ を見出すことができる｡ 必ずしも遠距離の場合は

当てはまらないが, 市域面積の大きな市原・成田・富津市などにおいても比較的高スコアとなっ

ていることが指摘できる｡ また, 調査地域の近隣地域でスコアが高く, 自市町からの距離と逆

相関の関係にあるように見える｡ なお, 地名認知と位置認知の間には高い正の相関関係 (�=

0.859) が認められた｡ このように, 位置認知の場合, 近接効果は認められるものの, 地名認

知に比べて鉄道沿線に認知度の高い地域が連続して分布するとは必ずしもいえない｡

Ⅳ. 地名・位置認知率分布の規定要因の分析

では, こうした地名やその位置認知率の分布は何によって説明できるのか｡ ここでは, その

要因を伊藤 (2003) による千葉市の事例からもその関係が認められた①自市町からの距離, ②

人口規模, ③市町村面積の３説明変数を用いて再検討することを試みた｡

１. 距離と認知率の関係

まず, 認知率と距離の関係を知るために８か所の調査地 (中学校) と他の79の市役所または

町村役場までの直線距離を地図上で計測し, 10kmごとの８地域の平均値を求めグラフ化した

(図７)｡ この図から, 地名・位置認知率はともに距離を増すごとに次第に低下することがわか

る｡ ここでは, これを ｢認知勾配｣ と呼ぶ｡ ただし, 認知率は自市町から10ｋｍ未満の地域で

ともに高いが, 10�20kmになるとスコアを急激に低下させ, 20�30kmにかけて漸減し, それ以

降40�50kmへとややスコアが高くなることがわかる｡ これは, 銚子市や館山市など比較的認知

率の高い都市が, この平均40�50km圏域に位置していることと関係している｡ つまり, 半島性

を有する千葉県の場合, 距離抵抗によって認知率は低下するが, 必ずしも距離だけでは説明で

きない特殊な地域の存在によって ｢認知勾配｣ の曲線に乱れが生じているといえる｡
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図７ 距離帯別にみた認知率の変化
(2001年, アンケート調査結果より作成)
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認知率と各調査地から他のすべての市町村までの距離との関係を知るために相関係数を算出

した｡ その結果, 両認知率ともに千倉町で最も高く (地名認知率が�＝－0.703, 位置認知率が

�＝－0.535：�＜0.01で有意), 千葉市において最も低い (�＝－0.227, �＝－0.090) という結

果となった｡ これら地域による差異についての解釈は難しいが, ８地域の相関係数の平均値を

見ると, 地名認知率が�＝－0.435, 位置認知率が�＝－0.302 (いずれも�＜0.01で有意) となり,

かなりの説明力をもって居住地からの距離に規定されることが再確認された｡

２. 人口規模と面積との関係

次に, 認知率のパターンを規定する要因として各市町村の人口規模と面積を取りあげ, この

２つを説明変数とする回帰分析を行った (ここでは認知率が高かった８地域の地名認知率平均

を被説明変数とした図８, ９のみを示す)｡ その結果, 人口規模, 面積ともに地名認知率との
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図８ 地名認知率と人口規模との関係
(2001年, アンケート調査結果より作成)
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図９ 地名認知率と市町村面積との関係
(2001年, アンケート調査結果より作成)
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正の相関関係があることが読み取れる｡ 得られた相関係数は, 人口規模が�＝0.588, 面積が�＝

0.553 (いずれも�＜0.01で有意) であった｡

この２つの図から, 千葉市を除き, 認知率が高かった ｢銚子・館山効果｣ を示した地域が正

の残差をもって, ほぼ垂直に並ぶことがわかる｡ 人口では, その規模の大きな船橋・市川・柏

市などが回帰直線に沿って負の残差をみせながらもほぼ平行に分布する (図１参照)｡ また, 市域

面積の大きな市原・君津・富津市も同様の分布パターンを見せる｡ このことは, 千葉県では ｢銚

子・館山効果｣ を示す地域を除くと, 人口や面積規模が認知率と関係が深いことを示している｡

３. 若干の考察

すでに述べたように, 中学生の地名・位置認知度には生徒の転入経験の有無が関係している｡

そこで, ８調査地の地名認知率との関係をみると, 県外からの転入者率の間に最も高い負の相

関関係 (�＝－0.884) が認められ, 次いで市外からの転入者率や, 位置認知率と県外からの転

入者率との間にも相関関係が認められた｡ この結果は, 郷土の地名認知が千葉県内居住歴と関

係が強いこと, つまり県外から転入した生徒は, 千葉県で出生・成長した生徒に比べて, 県内

地名の認知が遅れることを示唆している｡ 位置認知率の場合は, 県内居住者, 転入者に限らず

地名は記憶されていても市町村の位置の特定は難しいことを物語っている｡ この点については,

転入者と非転入者別に, あるいは転入年次別に検討する必要があるが, 詳細は別の機会に検討

することにしたい｡

地名・位置認知度と自市町からの距離, 人口, 面積との間にも有意な相関関係があることが

確認できた｡ つまり認知率は, 人口・面積と正の相関に, 距離・転入者率と負の相関関係にあ

り, 基本的に距離が増すと認知率は低下する ｢認知勾配｣ を示すということである (表２)｡

しかし, そこには ｢銚子・館山効果｣ または ｢半島効果｣ とでも呼ぶべき千葉県特有の場所的

特徴の影響が表れている｡ 人口の大きさは, 様々なメディアを通じて発信される地域情報量や

商業中心地としての機能とも関係すると考えられる｡ そのため, 中学生が日常的に受け取る情

報や遊び・買物行動をとおして行われる訪問経験と大きく関係していると見てよい｡ また, 市

町村面積と認知率については, 市町村の広がりそのものが直接地図からの図形情報として記憶

されやすいことも関係している｡

また, 図３, ４で示したよう

に地名認知率の分布パターンを

見ると, 自市町から伸びる鉄道

沿線地域にスコアが高いという

傾向を読み取ることができた｡

同時に, 浦安市や鴨川市などの

観光地においてスコアが高いの
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表２ 地名・位置認知率と説明変数の関係 (相関係数)

説 明 変 数 地名認知率 位置認知率 ｎ

県外からの転入者率 －0.884 －�.��� 8
市外からの転入者率 －�.��� －0.669 8
自市からの距離 －0.435 －0.302 80
人口規模 0.588 0.374 80
市町村面積 0.553 0.382 80

太字：p＜0.01で有意, 斜字：p＜0.05で有意



は, TDLや鴨川シーワールドなどへの訪問経験とも関係していよう｡ これは, 地域の日常生

活圏および週末行動圏内の市町村に相当することから, 中学生の買い物や習い事などの訪問経

験やそれまでの家族旅行や学校行事 (遠足) などでの訪問先が認知率を高める可能性があるこ

とを示している｡

また, 今回のような都道府県スケールでの地理情報の認知研究では, 居住地経歴 (転入経験)

を検討する必要があることが確認された｡ 同時に本研究では, 認知度の高さの地域的特徴とそ

れを規定する諸要因を県内８か所の調査地について分析することで従来指摘されていた点を再

確認することもできた｡

Ⅴ. 郷土環境の認知

では, ８調査地の中学生は, 千葉県の郷土の環境をどのように認知し, また郷土のどこに愛

着を持っているか｡ この点を分析することによって, 生徒の場所のアイデンティティ形成の一

端が明らかにできると考える｡ アンケート調査では, ① ｢あなたが ｢千葉県｣ と聞いて思い浮

かべる場所はどこですか？ １か所名前 (地名) を書いてください｡ そこを選んだ理由を教え

てください｣｡ ② ｢あなたが住んでいる市町村の中で, あなたが最も大切にしたい場所または

好きな場所はどこですか？１か所名前 (地名) を書いてください｡ そこを選んだ理由を教えて

ください｡｣ の２つの質問をした｡

１. 千葉県と聞いて想起する場所

｢千県と聞いて思い浮かべる場所｣ の質問 (自由回答) で郷土環境の認知を探った｡ 最も多

かったのは, 自市町名をあげた回答 (平均37％) であった｡ 理由は大半が ｢自分が今住んでい

るから｣ というものであった｡ 次いで, 浦安市の場合は舞浜, 千葉市では幕張, 木更津市では

畑沢, 銚子では犬吠崎, 野田市で醤油工場など, よりローカルで具体的な場所がイメージされ

ている｡ その理由としては ｢有名だから｣ とする回答が多かった｡ これらは, 調査地固有の空

間を県の象徴的場所として認知している生徒が多いということを示唆している｡ もちろん, 対

象が中学１年生であるので, 彼らの地理的空間認知のスケールがまだ県土全域に達していない

ことによるとも考えられるが, 地元に対する親地性の高さを示すものと捉えることもできる｡

いまひとつ注目すべきは, 東京ディズニーランド (TDL) と答えた回答が非常に多く18％

に達したという点である｡ これに, 浦安市や・舞浜という回答を加えると26％にも及ぶ｡ TDL

をあげた理由で多かったのは ｢有名だから, 楽しいから｣ であった｡ TDLに次いで千葉市

(９％), 銚子市 (４％), 成田市の順で多かった｡ これらは, 県下８調査地に共通して見られ

る一般的特徴である｡ このことは, 既に中学生の世代にとっては, 千葉県のイメージがかつて

の銚子や成田から浦安・TDLに置き換わり, 新たな千葉県のイメージとしてTDLが定着しつ
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つあることを物語っている (表３)｡

２. 地元で最も大切にしたい・好きな場所

では, 中学生にとって ｢地元で最も大切にしたい・好きな場所｣ はどこか｡ この回答から,

中学生にとっての選好空間を見出すことができる｡ この質問 (自由回答) には, 地元の自然景

観 (資源), 観光施設, 歴史的遺産, 居住地域など多様な回答が寄せられた (表４)｡

その中でも, 銚子市では ｢犬吠崎｣ や ｢屏風ヶ浦｣ など上位から５位まですべて特徴ある自

然景観があげられた｡ これらをあげた理由は, 景色が綺麗, 有名だからなどであった｡ 千倉町

でも ｢海｣ と ｢海岸｣ が上位を占めた｡ 佐原市では ｢歴史的街並み｣, ｢伊能忠敬旧宅｣, ｢小野

川｣ にかかる ｢ジャージャー橋｣ などいずれも国の伝統的建造物群保存地区に指定されている

街並み景観をあげている｡ 理由としては歴史がある, 綺麗だからなどが多かった｡ また茂原市

では, 自然が沢山あるという理由で ｢茂原公園｣ と国指定天然記念物ヒメハルゼミの生息地と

しても有名な ｢ひめはるの里｣ をあげ, 野田市では ｢清水公園｣ や ｢醤油工場｣ など企業城下

町ならではの回答が寄せられた｡ このほかに, 千倉町では地元でもっとも賑やかな観光施設と
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表３ 千葉県と聞いて想起する場所上位５位

調査地 １位 ％ ２位 ％ ３位 ％ ４位 ％ ５位 ％

浦安市 浦安市 40 ＴＤＬ 23 舞浜 8 千葉市 9 市川市 3
千葉市 千葉市 26 ＴＤＬ 18 浦安市 11 幕張 8 銚子市 7
木更津市 木更津市 40 ＴＤＬ 21 千葉市 8 畑沢 5 君津市 5

千倉町 千倉町 54 ＴＤＬ 10 千葉市 9 海 5 浦安市 4

茂原市 ＴＤＬ 35 茂原市 12 浦安市 7 千葉市 6 幕張 4
銚子市 銚子市 38 犬吠崎 12 浦安市 11 成田市 6 千葉市 5
佐原市 佐原市 40 千葉市 15 ＴＤＬ 12 浦安市 6 銚子市 5
野田市 野田市 47 千葉市 11 ＴＤＬ 11 醤油工場 5 銚子市 4

ＴＤＬ：東京ディズニーランド (2001年, アンケート調査結果より作成)

表４ 地元で最も大切にしたい・好きな場所上位５位

調査地 １位 ％ ２位 ３位 ４位 ５位
浦安市 ＴＤＬ 15 公園 15 舞浜 11 三番瀬 9 境川 5
千葉市 千葉市 15 稲毛区 9 海 6 幕張 6 その他 ―

木更津市 畑沢 42 木更津市 15 小中学校 7 港南台 5 公園 5

千倉町 海 35 海岸 10 千倉町 9 小中学校 9 潮風王国 4

茂原市 茂原公園 20 茂原市 18 ひめはるの里 14 茂原駅 5 下永吉 4

銚子市 犬吠崎 38 君ケ浜海岸 10 長崎海岸 8 海 6 屏風ケ浦 6

佐原市 歴史的街並み 15 利根川 10 ジャージャー橋 9 伊能忠敬旧宅 9 小野川 8
野田市 野田市 24 清水公園 11 小中学校 11 醤油工場 5 江戸川 4

(2001年, アンケート調査結果より作成)



して道の駅 ｢潮風王国｣ が登場した｡ さらに, 浦安市で ｢三番瀬｣, 千葉市で ｢海｣ があげら

れたのは, 都市地域に残された自然が少なからず子供達の注目を集めていることを示すもので

ある｡

このように, 地元の選好空間としては自然環境や歴史・観光施設が多かった一方で, 居住地

域そのものをあげた回答も目立った｡ それは, 調査地の中学校区と直接関係する場所や地名で,

木更津市では ｢畑沢｣ や ｢港南台｣, 茂原市では ｢下永吉｣ などがそれに相当する｡ 木更津市,

千倉町, 野田市では自分の中学校をあげたケースも多かった｡ 中学１年生にとっては, 日常的

な遊び空間となっている学校を含む地元が最も好きな場所ということであろう｡

以上のように, 中学生の選好空間は日常生活圏内に偏在しているが, それぞれの地域性を反

映した場所が検出されたといえる｡ それは他地域にはない, ある意味で地元の場所のアイデン

ティティの形成に寄与している場所である可能性が高い｡

Ⅵ. おわりに

この研究は, 1991年度から開始された千葉県による千葉県史編さん地誌部会による地誌編さ

ん事業の一環として行われた ｢県内中学生の郷土の認知｣ に関するアンケート調査を基にして

いる｡ 本稿は, 千葉県内８地域の中学生の県内の地名 (市町村名) と位置の認知とその要因を

明らかにすると同時に, 郷土環境に関する認知の実態を知ることを目的としたものである｡ こ

の研究で明らかになった点は, 以下のように要約できる｡

地名・位置認知率のスコアは, 概して農村地域に高く, 都市化が進展した地域に低いが, こ

れは中学生の転入経験の有無と関係している｡ 千葉県内で, 地名が容易に想起され, またその

位置も正しく認知されるのは, 県都千葉市を除けば, 銚子市, 浦安市, 館山市など県の先端部

の都市であり, いわば ｢銚子・館山効果｣ の存在が確認された｡ 面積が比較的小さく内陸に位

置し, 多くの他市町村と境界を接する場合, たとえ市であっても位置認知率は低い｡ 特に, 位

置認知度の低い地域は, 山武・匝瑳・夷隅・安房郡などの人口, 面積ともに小さな町村に多い｡

千葉市および ｢銚子・館山効果｣ によると思われる先端部の都市を除けば, 地名・位置認知

率はともに距離抵抗によって低下するが, 半島性の特徴から ｢認知勾配｣ の曲線に乱れを生じ

させている｡ 地名・位置認知率と自市町からの距離の間には負の, 人口および面積の間には正

の相関関係があることが再確認された｡

特に地名認知率の高い地域は, 自市町からある一定方向へ鉄道網に沿って連続的に伸びてい

る｡ これは, 主に鉄道を利用した中学生の遊び, 買い物, 習い事といった日常行動圏域に位置

する地域, あるいは週末余暇活動の対象地など訪問経験が多い地域ほど認知度が高まることを

示している｡ また, 人口規模が多い都市の場合など, マスメディアなどを通して得られる地域

情報量の大小とも関係しているものと考えられる｡
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中学生の世代にとっては, 千葉県のイメージがかつての銚子や成田から浦安・TDLに置き

換わり, 新たな千葉県のイメージとして定着しつつある｡ 中学生の選好空間では, 地元の自然

景観, 観光施設, 歴史的遺産, 居住地域など多様であったが, 日常的な遊び空間となっている

学校を含む地元が最も好きな場所として認知されていることがわかった｡ 以上のことから, 中

学生の地理教育・地域学習において, 地名の認知だけでなく, 郷土の理解に基づく場所のアイ

デンティティを育んでいくような授業での取り組みが望まれる｡

今まさに, 平成の大合併が進行中であるが, 郷土の地名が消滅することによる地域アイデン

ティティの喪失といった事態が起こる可能性があることを指摘しておきたい｡ 郷土の地名が,

国の行財政改革の犠牲となってしまうことは残念である｡

本研究を進めるにあたり, アンケートの実施にご協力いただいた千葉県内８中学校の先生方

にお礼申し上げます｡ なお, 本稿は, 2002年度日本地理学会秋季学術大会 (於：金沢大学) に

おいて発表した内容をその後橋詰が一部加筆修正してまとめたものである｡ また, 本稿の地図

作成にあたっては, 地理情報分析支援システムMANDARAを使用させていただいた｡

注

１) 千葉県史編さん事業の地誌部会 (部会長：白井哲之) で取りまとめ, 千葉県史料研究財団が編集
した ｢千葉県の歴史｣ 別編 地誌は, これまでに３巻, ｢別編地誌１ (総論)｣ 1996年, 639p, ｢別
編地誌２ (地域誌)｣ 1999年, 995p, ｢別編地誌３ (地図集)｣ 2002年, 491pが千葉県より出版され
ている｡

２) 2005年１月現在, 千葉県は79市町村 (33市41町５村) から成るが, 最近の市制施行は, 白井市
(2001年４月), 富里市 (2002年４月) である｡ 市町村合併では, 野田市が2003年６月６日に関宿町
と合併して野田市となった｡ また, 鴨川市と天津小湊町は2005年２月11日に, 柏市と沼南町は2005
年３月28日に合併予定である｡ その他に県下では12地域37市町村が合併に向けて現在協議中である｡

３) 県内８中学校でのアンケート有効回答総数876人の内訳は, 野田市が116人, 浦安市が108人, 千
葉市が105人, 佐原市が121人, 銚子市が73人, 茂原市が102人, 木更津市が133人, 千倉町が118人
であった｡

４) このスコアの基礎データとなっているアンケート調査は, 中学校の現場教師に委ねられたため,
調査に協力してくれたクラスによっては, 筆者らが作成した実施要領に準拠されない形で実施され
たか, あるいは生徒同士で相談した結果, 高得点につながった可能性も否定できない｡

５) アンケート調査では, 生徒の自市町への転入時期や前住地についても尋ねて集計したが, ここで
は言及しない｡

６) 千葉県の場合は, 県の西と南側が海に面しているため ｢銚子・館山効果｣ が認められるが, 内陸
県の場合はこのような効果は期待できない｡ このことは, 川津 (2004) による埼玉県の小・中・高
等学校の児童・生徒を対象とした研究によっても明らかにされている｡
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