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手描き地図からみたバングラデシュ農村地域の人々の空間認知

髙　井　寿　文*

I.　は じ め に

1.　問題の所在
バングラデシュに長期滞在した日本人が書い

たメールマガジンの中に「バングラデシュの
人々は，地図を使う習慣がない」という記述が
みられる（高沢 2005）。地理空間の認知におい
て，地図は人間が空間的知識を獲得する際の重
要な情報源である（若林・鈴木 2003）。日常生
活で地図をほとんど利用しないのであれば，
もっぱら空間移動による直接的な環境経験に
よって空間的知識を獲得していると考えられ
る。
人が頭の中に持っている空間のイメージを認

知地図といい，その形態は主体や対象の条件に
よって様々な違いがみられる（若林 1999）。
こうした認知地図の多様性や個人差をもたら
す対象の側の要因の1つに物的環境の構成要素
や空間構造による影響が挙げられるが，開発
途上国の農村地域の研究では，ほとんど扱わ
れていない。手描き地図は，参加型農村調査
（Participatory Rural Appraisal）で用いられる参
加型手法の1つとされ（Rambaldi et al. 2006），
こうした地域において研究を蓄積することは有
益である。
以上のような問題意識を端緒として，本研究

では，バングラデシュの農村地域に暮らす人々
が捉えている身近な環境を，彼らの手描き地図
をもとに検討してみたい。

2.　従来の研究と本研究の目的
従来の空間認知に関する研究では，人々の発

達過程と認知地図の類型との関わりが議論され
てきた。未就学期（2～ 7歳）には固定的参照
系に基づいて，経路沿いの自分の目線からの眺
めを線的に描くルートマップ型の表象が形成さ
れる。加齢に伴って行動範囲が拡大することに
より，青年期（11歳以後）には，抽象的参照
系を用いられるようになるため，上空からの全
体的な眺めを面的に描くサーベイマップ型の表
象へと変容する（ハート・ムーア 1973）。
このような過程は，未知の環境の再学習とさ

れる微視発達においても，個体発達と同様の事
柄を繰り返すことが明らかにされている。青年
期の大人であっても，未知の環境に連れて行か
れれば，もう一度その環境を学習し直す。し
たがって，居住年数の増加によってもルート
マップ型からサーベイマップ型への変容が見ら
れ，微視発達は個体発達を繰り返す（Golledge 

1978）。ルートマップ型の表象で理解される空
間関係は位相的である。認知地図の外的表象と
しての手描き地図には，具体的かつ相貌的に地
物が描かれることが多い。一方，サーベイマッ
プ型の表象では，ユークリッド的な空間関係が
理解できるようになる。手描き地図には，記号
的表現が多用されるようになり，より地図学的
地図に近く，極めて抽象的に地物が描かれるよ
うになる。したがって，相貌的な描画形態は，
認知地図の発達において，比較的に初期の段階
に現れるものとして理解されてきた（Walmsley 
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and Lewis 1993）。しかし近年では，認知地図は
ルートマップ型からサーベイマップ型へ定向的
に発達するとは限らず，サーベイマップ型表象
が獲得された後でも，相貌的知覚が出現すると
される（岡本 1998）。この点については，野生
の空間に暮らす人々を対象とした研究などで指
摘されてきた（野中 2004）。
日常生活や学校教育における地図の利用と認

知地図との関わりについても検討されている。
日本人は初等・中等教育における社会科の授業
で地図に頻繁に接しており，日常生活でも道路
地図やカーナビゲーションを利用する機会が多
い。個人差はあるものの，日常的に地図に接し
ているため，比較的に地理的なイメージを持ち
やすい。日常的な地図利用が，認知地図の形成
に影響する（若林 2008）。
一方，本研究での調査対象者は，日常生活に

おいて地図を利用したり，自分たちが暮らす村
を高い所から俯瞰したりする経験をほとんど持
たない。しかしながら，途上国の農村地域とは
いえ，人工物が全く見られない野生の空間に暮
らしているわけでもない。本研究では，このよ
うな生活環境に置かれている人々に着目し，バ
ングラデシュの農村地域に暮らす人々がどのよ
うな認知地図を持っているのかを明らかにする。

II.　調査対象者と研究方法

1.　調査対象者
上記の目的に即して，バングラデシュの農村

地域に暮らす人々が認知している空間の範囲や
要素を検討するために，2つの村で手描き地図
調査を行った。調査対象者は，タンガイル県ミ
ルジャプール郡カジラッパラ村とダッカ県ダム
ライ郡チョウハット村に居住する12～ 45歳の
男性10名である。うちカジラッパラ村の1名は
工事労働者であり，タンガイル市の居住者であ
る。カジラッパラ村での調査は2009年3月に行

い，チョウハット村での調査は2010年12月に
行った。
カジラッパラ村は首都ダッカから直線距離で

約60 km，チョウハット村は同じく約45 kmの
農村地域に位置する（図1）。いずれの村も沖
積平野に位置し，集落は水田稲作地帯の中の樹
木に囲まれた微高地に立地している。村と村と
を結ぶ道路は，周囲の農地よりも2 mほど高く
盛土されている（写真1）。

2.　研究方法
手描き地図調査では，調査対象者にB4の白

紙を渡し，「村の地図を描いて下さい」という
教示の後に自由に地図を描いてもらった。地図
を描く時間は，特に制限しなかった。
また，手描き地図に描かれた範囲を把握する

ために，GPSを用いた簡易的な実測図を作成し
た（横山 2001）。2つの村で記録した軌跡デー

図1　カジラッパラ村とチョウハット村の位置
注： JAHAN ATLAS（2009）をもとに作成。

Fig. 1　  Location of Kazirapara village and 
Chowhat village
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写真1　  カジラッパラ村の農村景観（2009年3月
2日撮影）

Photo 1　  Rural landscape in Kazirapara village （March 
2, 2009）

タをGoogle earthに適用し，村内の道路を定位
した。また，実測図をもとに村内の店舗や公共
施設などをプロットし，Google earthをベース
とした簡易的な地図を作成した（図2，図6）。

10枚の手描き地図について，描かれた範囲，
描かれた要素，描画類型を検討した。描画範囲
は，Google earthをベースとして作成した簡易
的な地図と比較して，手描き地図の広がりを把
握した。描画要素の数は，ランドマークの個数
と道路本数を数え，これらの合計を総要素数と
した。描画類型は，髙井ほか（2003）の分析手
順を踏襲し，定量的に分析した。すなわち，手
描き地図に描かれた道路形状から，平面を閉路
型と非閉路型の2つに分類し，それぞれの型の
個数によってルートマップ型とサーベイマップ
型を判定する指標とした。手描き地図を分類す
る際の判定基準として，閉路型の領域が2カ所
以上の手描き地図をサーベイマップ型とした。
以上の分析を踏まえて，バングラデシュの農

村地域の2つの村に暮らす人々が描く手描き地
図をもとに，彼らの認知地図の特徴について明
らかにする。

III.　手描き地図にみる認知地図の特徴

1.　手描き地図の描画範囲
手描き地図の描かれた範囲は，いずれの村の

調査対象者も，村を通る主要道路を中心に，盛
土された集落の中心部を描いた（図3）。カジ
ラッパラ村では定期市の開かれる隣の村まで
を広く描いた地図が多かった（図4）。チョウ
ハット村では，商店や定期市など村の中心部が
詳しく描かれた（図8，図9）。隣村の名称を記
す手描き地図が多かったものの，村の境界線は
河川が描かれる程度であり，行政区分上の村の
領域全体が厳密に描かれた地図はなかった。

2.　手描き地図の描画要素
描かれた要素については，ほとんどの調査対

象者が村内を通る主要な道路や村と村とを結ぶ
道路を描いた。道路沿いの売店や茶店，学校，
定期市は，いずれの村でも描かれた。チョウ
ハット村はヒンドゥーの村であるためにmandir

（寺院）が描かれ，カジラッパラ村はムスリム
の村であるためmosque（モスク）が描かれた。
彼らが日常的に往来する定期市までの道路に
沿った商店や施設が，彼らの印象に残っている
ことが分かる。隣村との境界である河川は，い
ずれの村でも描かれた。一方，木々に囲まれた
1軒1軒の住居や集落の周りに広がる農地を詳
しく描いた者は少なく，総体として描かれる程
度であった（図5）。整置されていないが，方
位を示した手描き地図も見られた。
要素の描かれ方は，抽象的な表現の手描き地

図が多く見られる一方で，成人であっても，具
象的な表現を多く含んだ手描き地図も見られた
（図7）。歩行者から見た道路沿いの眺めが，そ
のまま絵画的に描かれていた。
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図2　カジラッパラ村の衛星画像
注：  図中の番号は，①Bill Pala Bazar　②Foot Bridge　③Play Field　④Primary School　⑤GRAM BANGLA
の位置を示す。赤い線は主要な道路である。Google earthを用いた。

Fig. 2　Satellite image of Kazirapara village

図3　手描き地図の例（1）（カジラッパラ村：回答者1）
注：図中の番号は，図2に示した番号の地物に対応する。回答者の番号は，表1と同じである。

Fig. 3　Sketch map: case 1 （Kazirapara village, subject no. 1）
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図4　手描き地図の例（2）（カジラッパラ村：回答者2）
注：図中の番号は，図2に示した番号の地物に対応する。回答者の番号は，表1と同じである。

Fig. 4　Sketch map: case 2 （Kazirapara village, subject no. 2）

図5　手描き地図の例（3）（カジラッパラ村：回答者4）
注：図中の番号は，図2に示した番号の地物に対応する。回答者の番号は，表1と同じである。

Fig. 5　Sketch map: case 3 （Kazirapara village, subject no. 4）
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図6　チョウハット村の衛星画像
注：  図中の番号は，①Tea Shop　②Mandir　③BRAC Office　④Mosque　⑤Chowhat Bazar 　⑥Bridgeの位
置を示す。赤い線は主要な道路である。Google earthを用いた。

Fig. 6　Satellite image of Chowhat village

図7　手描き地図の例（4）（チョウハット村：回答者7）
注：図中の番号は，図6に示した番号の地物に対応する。回答者の番号は，表1と同じである。

Fig. 7　Sketch map: case 4 （Chowhat village, subject no. 7）
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図8　手描き地図の例（5）（チョウハット村：回答者9）
注：  レイアウトの都合で原図を右90度回転してある。図中の番号は，図6に示した番号の地物に対応す
る。回答者の番号は，表1と同じである。

Fig. 8　Sketch map: case 5 （Chowhat village, subject no. 9）

図9　手描き地図の例（6）（チョウハット村：回答者10）
注：図中の番号は，図6に示した番号の地物に対応する。回答者の番号は，表1と同じである。

Fig. 9　Sketch map: case 6 （Chowhat village, subject no. 10）
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3.　手描き地図の描画類型
描画類型を判定するために，手描き地図に描

かれた道路の形状をもとに，閉路型と非閉路型
の個数を数えた。その結果，調査対象者の年齢
に関係なく，1名を除いて全て非閉路型のルー
トマップ型であった（表1）。サーベイマップ
型と判定された手描き地図では閉路が2つ確認
されたものの，村と村とを結ぶ道路を描いたの
みであった。描かれた要素が道路沿いの地物で
あるため，認知地図の類型は，ほとんどの調査
対象者がルートマップ型であった。鳥瞰的なイ
メージを把握しづらく，道路を歩いて見た眺め
そのものが，認知地図に大きく影響していると
考えられる。

IV.　お わ り に

以上の分析から，バングラデシュの農村地域
に暮らす人々は，村については，ほとんどが
ルートマップ型の認知地図を持っていると思わ
れる。彼らは道路を基準とした空間把握を行っ
ており，このことが認知地図の類型に影響して
いると考えられる。しかしながら，農村地域の

人々がルートマップ型の認知地図を持っている
と断定するのは早急である。沖積平野に集落が
点在し，盛土された道路が集落と集落との間を
結んでいるという空間構造が，手描き地図の描
画形態に影響しているかもしれない。したがっ
て，たとえばよりミクロな農地の地図やバング
ラデシュの国土全体を描いてもらうなど，村と
は異なるスケールでの地図を描いてもらう必要
があるだろう。
本研究での手描き地図調査では「村の地図

を描いて下さい」という教示であった。しか
し「村」の捉え方が描画者によって異なるだろ
う。実際に村全体を思い浮かべた者もいれば，
村の中心集落のみを思い浮かべた者もいるかも
しれない。認知地図の範囲を正確に検討するた
めには，描画の段階での個人差が出ないよう
に，地図に描く範囲を厳密に教示する必要があ
る。
本研究では，従来の手描き地図の分析で行わ

れてきたように，描かれた範囲を要素から判断
するにとどまった。しかし，この手法は極めて
主観的な解釈に過ぎない。手描き地図を定量的
に把握することにより，地図学的地図との対比

表1　手描き地図の描画要素と形態
Table 1　Drawn elements and types of sketch maps

回答者 村名 年齢
描画要素

地図型
道路形状

総数 リンク数 ランド 
マーク数 閉路 非閉路

1 カ
ジ
ラ
ッ
パ
ラ
村

12 23 11 12 S 2 6

2 14 17 8 9 R 1 4

3 15 18 7 11 R 0 5

4 42 19 8 11 R 1 4

5 16 11 5 6 R 0 6

6 チ
ョ
ウ
ハ
ッ
ト
村

25 5 1 4 R 0 2

7 29 14 7 7 R 0 5

8 40 15 12 3 R 1 6

9 45 20 12 8 R 1 6

10 42 10 6 4 R 0 5

注：地図型のSはサーベイマップ型，Rはルートマップ型であることを示す。
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が可能になり，認知地図の広がりを客観的に把
握できるようになる。以上のように，多くの課
題や問題点が残されている。これらについては
今後の研究に譲ることとしたい。
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Spatial Cognition of Villagers in a Rural Area of Bangladesh  
as Shown by Their Sketch Maps

Toshibumi TAKAI*

The study clarifies the type of cognitive maps held by the residents of rural communities in 
Bangladesh, who have little experience of using maps in their daily lives or getting a bird’s 
eye view of their village. The author conducted a sketch map survey of 10 people from the 
villages of Kazirapara and Chowhat. I incorporated GPS tracking data obtained from the field 
survey into Google earth and identified the location of major roads. Furthermore, I plotted 
shops and public facilities based on ordinance maps and prepared simple maps of the two 
villages. To interpret the sketch maps, I determined the geographic range and aggregated the 
various elements that were depicted. Using Takai’s (2003) method, I quantitatively categorized 
the formats of the maps.

The analysis revealed that the range of information depicted on the sketch maps was particu-
larly broad in Kazirapara village, reaching as far as a neighboring village where a market is 
held periodically. The same types of elements were depicted in both villages’ maps, including 
facilities along the major roads such as shops, teahouses, mosques, mandirs (Hindu temples), 
schools, bazaars, and large rivers. In terms of depiction of these elements, I observed a pre-
dominance of figures and representational images, even though they were designed by adults. 
With regard to the format of maps, all except one were route-type maps. It seems that the 
villagers’ cognitive maps are more likely to be route-type in nature, as they interpret a space 
where the primary relevant figures are major roads that run through the village and connect it 
to other villages.
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