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奄美群島へのまなざし

─ テキストマイニングによる地域像の分析 ─

須山　聡*

A Gaze to Amami Archipelago:
Trial of Text Mining Applied to Regional Images

SUYAMA Satoshi 

本論は奄美群島に対して本土住民が抱く地域像を明らかにすることを目的とし，テキストマイニングに

よる計量的分析を試みた。その結果，奄美群島に対して「美しい海」「豊かな自然」「のんびりした人び

と」といった，抽象的でステレオタイプな地域像が描かれていることが明らかになった。奄美群島は「よ

く知られていない南の島」であり，南島に対する一般的な理解が敷衍されているにすぎない。このこと

は，奄美群島を指示する明確なシンボルを欠くことに起因する。また，近接する沖縄を参照しながら奄美

群島を理解しようとする態度も見られた。
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．はじめに

本論の目的は，奄美群島に対して本土の人びとが抱く地域像を明らかにすることである。

地理学は伝統的に景観を地表上の実体として認識し，分析対象としてきた。それは景観が地域の諸条

件を反映する，いわば映し鏡としての機能を有するからである。地域の映し鏡としての景観は，誰もが

同じように観察できる客観的性格を備えている。しかし，同じ景観であっても，見る人によって景観か

ら受ける印象はさまざまである。渋谷駅前の景観を，賑やかで活気あるものと捉える人もいれば，乱雑

さや不穏さを感じる人もいよう。そうした印象の多様性は，個人の心象のなかに形成される地域の姿，

いわば地域像が異なることに起因する。地域像は個人によって異なるだけではなく，実体としての地表

上の景観とも一致しない。

このように見れば，景観を個人が心の中に描き出したもの，すなわち地域像の一形態と捉えることが

できる。こうした地域像は，人びとが地域に対して照射するまなざしを形作る。本論では奄美群島を対

象とし，本土の人びとが抱く地域像を，採集された言語テクストの分析から可視化する。

地域像を考える上で参照すべき方法論に，テクスト論がある。テクスト論は，文学・言語学をはじめ

とする人文・社会科学の方法論として大きな影響を与えてきた。ロラン・バルトは，文学作品がいった

ん作家の手を離れたら最後，作品には読者によってさまざまな解釈が加えられ，作家の意図しないとこ
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ろに流れ去ると指摘し，作家の意図や思惑を排除し，作品，すなわちテクストのみを分析の対象とする

ことを主張した （バルト 1979）。

バルトの主張を景観に置き換えれば，景観は読まれる対象「テクスト」であり，それを生み出す母胎

としての地域・地表面とは別個の存在と見なせる。景観と地域の関係性をあえて切断することにより，

景観に対するより自由な解釈を加えることが可能となる。聖なる空間である神社仏閣や京浜工業地帯の

夜景が，観光資源として利用されるのも，テクストの考えを導入すれば理解が容易になる。景観をテク

ストとして読む試みは，スリランカの古都キャンディにおける，都市空間に反映されたイデオロギーの

解読を嚆矢とし （Duncan 1990），日本でも大城 （1992・1994・1998），今里 （1995・1999a・1999b） が景

観を表象と捉え，村落空間が含意する多様な意味を読み取る試みに取り組んだ。

景観を地域から切り離すことは，伝統的な地理学の景観に対する見方を否定することにもなりかねな

い。しかし景観テクストに対する人びとの解釈は，地域に対するまなざしとなって地域に跳ね返る。し

たがって，景観テクストは，地域との関連をまったく断ち切るわけではない。むしろ人びとのまなざし

は，景観を作る，あるいは作りかえる営力ともなりうる。人びとが心の中に描いた地域像が現実の地域

に照射されることにより，地域は新たな景観を生み出す可能性をもつ。

一方，地表面を写し取ったという意味でのテクストの研究として，絵図や名所図会などの研究があげ

られよう。初期の研究は，単に過去の地表面を復元する手段としてこれらの図像テクストを用いていた

が，1990年代以降，作者や当時の人びとの地域観・地域像をテクストから読み取ろうとする研究が増

加した。上杉 （2004） は大坂の名所案内記を対象に，膨大な資料渉猟の結果，三都の名所観には齟齬が

あること，名所観は歌枕に代表される「過去」と，祭礼や行事を主体とする「現在」を基軸として構成

されることを明らかにした。また，長谷川 （2012） は，大坂を描いた 2つの名所図会の分析から，作者

の名所観を読み取った。そして，大坂の喧騒や賑わいを描く作者，秋里籬島のまなざしには，文化都市

京都の人であるというアイデンティティが組み込まれていると指摘した。

．言語テクストの計量的分析

テクストはさまざまな形態を取るが，バルトのテクスト論が言語を起点としたように，地理学におけ

るテクスト研究もまた，言語表現の分析に基づくものが多い。それらは「地域イメージ研究」と一括す

ることができよう。地域イメージ研究は都市地理学の一分野として発達した。これらの研究は，都市を

点的な存在と捉え，都市に対する包括的なまなざしに注目した。その方法論では，計量地理学の影響を

受け，多変量解析を主とした計量的分析を採用することで，人間の主観的評価を分析することに客観性

を担保しようとした。

一連の研究の嚆矢に位置づけられるのが，内田 （1986） の，都市の「風格」に関する研究であろう。

内田は日本の70都市に対する「風格」を被験者に 7段階評価させ，それらの都市を象徴する要素を記載

させた。都市の象徴要素は 2系列，11カテゴリに分類され，それらから数量化理論Ⅰ類によって，各都

市の「風格」の推定値が算出された。その結果，都市の「風格」は都市の審美性と，総合的能力という

2つの評価系列によって作りだされることが明らかにされた。得られた結論は単純なものではあるが，

言語表現を実際に数量的に分析した点で，地理学にとっては画期的な研究であった。

都市イメージ研究が標準的な手法を獲得したのは，伊藤 （1994） によってであろう。伊藤は北陸 4県

の18市について，12の反対語ペアからなる評定尺度による評価を適用した。集計された評定尺度の平

均値の因子分析から，「あこがれ」「へだたり」「ためらい」の 3因子が抽出された。伊藤はこれらの因
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子が，都市イメージを構成する基本的要素であることを示した。その後同様の手法を用いた追試がなさ

れ，須山・鄭 （2006） は，韓国の27都市についての因子分析から，伊藤と同様の 3因子を抽出し，それ

らの因子が都市の祝祭性と日常性，物語性と現実性，および被験者にとっての馴染み深さによって形作

られることを明らかにした。これらはそれぞれ，都市の経済的活性・生活環境，および距離に対する評

価を反映する。

これらの研究が，個人の所感や印象を言語によって表現させ，データとして収集する方法に依拠した

のに対し，滝波 （1995） は旅行ガイドブックを言語テクストとして利用した。滝波は，著名な旅行ガイ

ドブックのシリーズである「ギド・ブルー」をテクストに，パリがいかに描かれているかを明らかにす

るため，観光アトラクションに関する43の単語・表現を因子分析によって 8因子に要約し，さらに単

語・表現間の肯定／否定関係を，数量化理論Ⅳ類を利用して距離に変換し，座標上に布置した。その結

果，ギド・ブルーの記述には雰囲気とモニュメントの対比があり，それが都市空間の把握の仕方の違い

を反映することが明らかとなった。滝波は単に単語の出現頻度をカウントするにとどまらず，パリに関

するさまざまなディスクール（言説）を座標上に配置し，可視化することに成功した。

言語テクストを数量的に分析する手法として，近年「テキストマイニング （text mining）」が注目さ

れている。テキストマイニングは，質的データを分析する内容分析 （content analysis） の 1つであり，

文章すなわちテキスト型データの分析手法の総称である。テキストマイニングではテキストデータの中

から言葉を取り出し，さまざまな統計的手法を適用して，言葉の出現頻度や出現傾向，意味的なつなが

りの規則性やパターンなどを見出す （樋口 2014；1）。テキストマイニングは，コンピュータの普及に

より利用が容易になった。現今では学術分野にとどまらず，マーケティング・経済予測・教育の分野で

もさかんに利用される。前述の滝波の研究では，単語の出現頻度は手集計されたものの，地理学におけ

るテキストマイニング研究の先駆例とも位置づけられる。

地理学においてテキストマイニングを利用した実証研究には，松山ほか （2014），淡野 （2017），横山

（2017） がある。淡野 （2017） は銘柄豚に対する消費者のイメージを，単語の共起関係から見いだそうと

している点で，言語表現に対する問題意識が見られるが，その他の研究は単に言葉の整理のための手法

としてテキストマイニングを適用している。すなわち，地理学におけるテキストマイニングの利用は，

本格的に始まっているとはいえない。

．分析の枠組み

上記の問題意識に基づき，奄美群島に対する本土住民の地域像を分析するデータを得るため，質問紙

調査を実施した。被験者は大学生で，2大学で 3回にわたって実施した （表 1）。有効回答数は415件で

あった。質問項目は，Q 1奄美群島への来訪歴，Q 2評定尺度法による奄美群島に対するイメージ測

表１　サンプルの収集方法

実施日 対象 有効回答数 備考

2015年９月26日 立教大学（全学部） 151 Q1～4

2015年11月17日 駒澤大学文学部地理学科 134 Q1～4

2016年11月22日 駒澤大学文学部地理学科 130 Q2・4のみ

合計 415
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定，Q3奄美群島にある （いる） もの／ないもの，Q4奄美群島に対するイメージの自由記述，である

（図 1）。3回の調査のうち，2016年11月の駒澤大学での調査では，時間的制約からQ2・4に設問を限

定した。

本論では図 2の手順で分析を進める。最初に，奄美群島に対する被験者の知識水準を測定するため，

Q3を利用して奄美群島がどの程度知られた存在であるかを確認する （Ⅳ章 1節）。具体的には，質問に

対する正答率を算出する。

次に，Q2の評定尺度法に基づき，奄美群島に関する地域像の基本構成要素を抽出する。評定尺度に

採用した対立語群は，従来の地域イメージ研究で用いられた標準的なものを一部変更して採用した （伊

藤 1994，須山・鄭 2006）。Ⅳ章 2節では対立語群の平均と標準偏差から，全体的な傾向を把握し，Ⅳ

章 3節で因子分析による要約を試み，奄美群島の地域像を構成する基本要素を抽出する。

Ⅴ章では，テキストマイニングによって奄美群島の地域像を可視化する。テキストマイニングは，コ

ンピュータを用いた統計処理が前提とするが，本論はテキストマイニングの妥当性を検証することも目

的の一つとしているため，手集計とソフトウエアを利用した分析を併用し，分析のステップを確認しな

がら進める。

Ⅴ章 1～ 3節では手集計によるテキストマイニングを試みる。Q 4から得られたテキストを単語に分

解し，それぞれの単語の出現頻度を計数する。計数に先立って，テキストを前処理した1）。また，集計

過程で，否定文に用いられた単語には （N） を付して識別した。こうした前処理を施した後，単語の出現

頻度をカウントした。さらに，同一文節に出現する単語のペアをカウントし，共起関係とみなした。共

起関係は，行および列方向に出現語を頻度順に並べた，対称行列として集計される。

共起関係を数値化した対称行列から，出現語を平面上にマッピングする。関係の強さ，すなわち共起

奄美群島に関する知識の確認

評定尺度法による
イメージの構成要素の抽出

テキストマイニングによる
共起関係の可視化

奄美群島の地域像の検出

図１　質問紙 図２　分析の手順
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の出現頻度の高さに応じて，単語と単語の距離を決定するのが理想であるが，手集計では限界がある。

そこで手集計による分析では，語どうしの距離にはこだわらず，トポロジカルな位置関係を布置し，関

係の強い語を太い線で結ぶことにした。加えて出現頻度に文字サイズを対応させた。このような手順

で，奄美群島に関する言語的地域像を可視化した。

Ⅴ章 4節では，フリーソフトウエア 「KH Coder」 を利用した統計的なテキストマイニングを試みる2）。

KH Coderを利用したテキストマイニングでは，最初に単語の出現頻度をカウントする。類義語や用言

の活用変化はソフトウエアが自動的にまとめる。しかし，意図的にまとめたい単語 （ゆっくり・ゆった

り，など） は手集計と同様，あらかじめまとめる前処理が必要である。また，出現頻度が低くとも抽出

したい単語 （アマミノクロウサギ，など） や，頻出するが意味のない単語 （ある・いる・できる） など

は，それぞれ「強制抽出」「分析除外」語として登録しておくことができる3）。抽出された単語は，出

現頻度と品詞によって分類される。

抽出された単語の出現パターン，すなわち共起関係に基づいて，KH CoderはMDS （多次元尺度構成

法）によるマッピングを行う。出現パターンが類似し，共起関係にある語は，それぞれ近接して布置さ

れ，単語の近縁性が示される。また，クラスタ分析により，類似のパターンを持つ単語はグルーピング

される。すなわち，KH Coderを利用したテキストマイニングでは，単語どうしの距離関係が厳密化さ

れ，単語の類縁性も明確化される。

手集計およびKH Coderで作成された共起関係を示す「共起ネットワーク図」から，奄美群島に対し

て本土居住者が抱く地域像を読み取りたい。

．多変量解析による地域像の基本構造

１．奄美群島に対する知識水準

被験者の奄美群島に対する知識を把握するため，Q 3では11の語群をあげて，それらが奄美群島に存

在 （生息） するか否かを回答させた。取り上げた語群は①鉄道，②大学，③リンゴ畑，④米軍基地，❺

ハブ，❻アマミノクロウサギ，❼コンビニエンスストア，❽バナナ畑，❾空港，⑩泡盛，⑪自動車学

校，である。これらのうち白抜き丸数字は奄美群島に存在 （生息） するもの，黒字の丸数字は存在しな

いものである。回答を集計し，正答率を図 3に示した。図中では奄美群島に存在 （生息） するものにア

ミをかけた。

同図によると，11項目の平均正答率は64.5％で，ランダムに回答した場合の正答率50％よりも若干

高い程度であった。サンプルを採集した大学による正答率に，顕著な差異は認められなかった 4）。奄美

群島に対する被験者の知識水準は決して高くはない。奄美群島には存在しない，鉄道・大学・リンゴ

畑・米軍基地の正答率が高く，奄美群島に存在する自動車学校・空港・バナナ畑の正答率は低かった。

鉄道は離れた地域を結ぶ交通路であり，一般的な理解からは，小さな島に敷設されているとは考えに

くい。一方，離島の交通手段として空港は欠かせないが，被験者には都市的な施設と認識され，正答率

が下がった。同様に，大学も都市的な施設と認識され，非都市的な離島には存在しないと理解された。

自動車学校は奄美群島に 6校存在するにもかかわらず，これも都市的施設と認識されたため，正答率が

低かった。コンビニエンスストアはほぼ平均的な正答率であったが，本土では農村にも一般的に分布す

る施設であり，その延長線上で，離島に分布することに無理はないと認識された。リンゴは冷涼な地域

の作物であるから，南島で栽培されるはずはないが，日本国内でバナナが栽培できることには想像が及

ばなかった。
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沖縄に集中する米軍基地，沖縄固有の酒である泡盛の正答率には差異が表れた。米軍基地が奄美群島

にないことはおおむね認識されているが，泡盛は奄美群島でも造られていると認識される。このことか

ら，沖縄と奄美群島を混同した理解の混乱が見られる。沖縄・奄美群島の両方に生息するハブに対する

正答率は比較的高いが，この中にも，沖縄と奄美群島を区別しないままの回答が混在しているものと思

われる。一方，奄美大島と徳之島の固有種であるアマミノクロウサギの正答率は65.3％で，平均的な水

準であった。奄美の名を冠した語であるにもかかわらず，場所と結びつかない被験者が 3分の 1近くも

いた。アマミノクロウサギの正答率からは，奄美群島という場所が固有の地域と認識されていないこと

が推測される。

以上から，奄美群島は「非都市的な南の島」と認識されていることが推測される。また，沖縄と混同

して理解され，奄美群島を沖縄との連続性で捉え，固有の地域として識別しない見方がむしろ一般的で

あると見ることができよう。

２．基本統計量

本節および次節では，Q2の評定尺度法による奄美群島の地域像の抽出を試みる。評定尺度は，「明

るい―暗い」など，対をなす名詞・形容詞・形容動詞のペアである。これらの対義語を両極に配した 5

段階区分で奄美群島を評価する。本論では14の対義語群を採用し，さらに「（奄美群島に） 行きたい―

行きたくない」を加えた。当初，これを独立変数とした重回帰分析を企図していたためである5）。おお

むね否定的な評価を負極，肯定的な評価を正極に配置し，-1.0・-0.5・0.0・0.5・1.0の 5段階の得点を

与えた。

集計化された評定尺度の平均と標準偏差を図 4に示した。図 4では平均得点が低い順に評定尺度を配

列した。平均得点が低い尺度の標準偏差は0.4以内でおおむね小さく，評価が収束するのに対し，平均

得点が高い尺度の標準偏差は0.5を超えるものもあり，評価にばらつきが見られる。

平均得点から，評定尺度は 4つのグループに分けられる。平均得点が-0.75を下回る［のんびり―忙

しい］［田舎―都会］［遠い―近い］，-0.5付近に分布する［不便―便利］［古い―新しい］［小さい―大

図３　被験者の奄美群島に対する知識 （2015・16年）

（立教大学・駒澤大学における質問紙により作成）

図４　評定尺度の平均・標準偏差
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きい］［静か―にぎやか］，-0.1程度の［貧しい―豊か］［地味―派手］，そして＋0.25を上回る［退屈―

楽しい］［危険―安全］［汚い―清潔］［暗い―明るい］［厳しい―優しい］である。これらから，奄美群

島は遠くにあるのんびりした田舎で，人びとが優しく，明るく清潔な地域とみられていることがわか

る。ただし，「優しい」「明るい」「清潔」イメージにはばらつきが大きい。一方，生活水準やライフス

タイルについては明確なイメージを描くことができず，不便さや後進性に対する漠然とした印象を抱い

ているといえる。

３．地域像の基本構造

奄美群島に対する地域像が，どのような要素から作られているのかを明らかにするために，前節で取

り上げた14の評定尺度を変数とした因子分析を試みた。その結果 5因子が抽出されたが，累積寄与率

は32.04％にとどまった。表 2では，各因子において因子負荷量の絶対値が0.50以上の変数にアミかけ

を施した。第 1因子では［退屈―楽しい］［地味―派手］，因子 2では［遠い―近い］［のんびり―忙し

い］，因子 3では［危険―安全］［厳しい―優しい］，因子 4では［不便―便利］，因子 5では［静か―に

ぎやか］の寄与率が高い。

因子 1の因子負荷量では［地味―派手］［退屈―楽しい］がいずれも-0.50を下回り，［暗い―明る

い］が-0.47を示した。すなわち因子 1では，負極に「楽しい」「派手」「明るい」が，正極に「退屈」

「地味」「暗い」が配置される。因子負荷量の高い変数の構成から，因子 1は地域の魅力を示すものと考

えられる。

因子 2では，［のんびり―忙しい］［遠い―近い］が-0.50を下回った。また［田舎―都会］［古い―新

しい］も-0.35程度を示す。因子 2では，正極に「のんびり」「遠い」「田舎」「古い」が，負極に「忙し

い」「近い」「都会」「新しい」が配置される。これらから，因子 2は隔絶性・後進性を意味する因子で

表２　評定尺度の各因子における因子負荷量

評定尺度 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 因子 5 共通性

地味　　 ― 派手 －0.5446 －0.1667 0.0844 0.0076 －0.0320 0.3326

古い　　 ― 新しい －0.2340 －0.3470 0.0340 －0.1274 －0.0961 0.2018

小さい　 ― 大きい －0.1366 －0.1843 0.0566 －0.3767 －0.0137 0.1979

貧しい　 ― 豊か 0.3399 －0.0893 0.0088 0.2276 0.0298 0.1763

遠い　　 ― 近い 0.0702 －0.5016 －0.0049 －0.0700 0.1893 0.2973

のんびり ― 忙しい 0.0737 －0.6087 0.2013 －0.1966 0.0106 0.4552

危険　　 ― 安全 －0.0086 0.0562 －0.5498 －0.0128 －0.0046 0.3057

静か　　 ― 賑やか －0.2369 －0.1409 －0.0032 －0.1284 0.6320 0.4918

暗い　　 ― 明るい －0.4718 0.0427 －0.3313 －0.0117 0.0930 0.3429

汚い　　 ― 清潔 －0.2086 －0.0124 －0.3206 0.0407 －0.3993 0.3075

退屈　　 ― 楽しい －0.5532 0.0751 －0.1900 －0.1463 0.1454 0.3903

田舎　　 ― 都会 －0.0663 －0.3549 0.0704 －0.4737 0.0543 0.3627

厳しい　 ― 優しい －0.0654 0.0888 －0.5580 0.0614 －0.0804 0.3337

不便　　 ― 便利 －0.0350 －0.0602 －0.0296 －0.5194 0.1215 0.2903

負荷量の二乗和 1.1341 0.9803 0.9201 0.7913 0.6601

寄与率 8.1009 7.0025 6.5723 5.6521 4.7147

累積寄与率 8.1009 15.1033 21.6756 27.3277 32.0423
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あると考えられる。

因子 3では，［厳しい―優しい］［危険―安全］が-0.55程度，［暗い―明るい］［汚い―清潔］が-0.32

～-0.33を示した。因子 3は地域の快適性や安全性を示す因子であろう。

因子 4では［不便―便利］のみが-0.50を下回り，［田舎―都会］が -0.47を示す。正極に「不便」「田

舎」，負極に「便利」「都会」が配置される，利便性を示す因子であると推定できる。

因子 5では［静か―にぎやか］が0.63を示す。他の因子では，因子負荷量の絶対値が大きな変数がほ

ぼ負の値を取るのに対し，この因子だけは正の値を取った。したがって，因子 5は正極に都市的な活

力，負極に農村的な静寂を配置した因子と考えられる。

以上から，因子 1は「地域の魅力」，因子 2は「隔絶性・後進性」，因子 3は「快適性・安全性」，因

子 4は「利便性」，因子 5は「都市的活力」を示すと総括できる。

表 3にこれら 5因子の性格から読み取れる，奄美群島の地域像の構成要素を示した。因子 1では，奄

美群島は「退屈」で「地味」で「暗い」が，一方で「豊か」な場所として認識されている。ここでいう

豊かさが，経済的な富裕さを意味しないことは，他の語群との対照から明らかであろう。また退屈・地

味・暗いという評価も必ずしも否定的な印象ばかりではないことがうかがえる。南島の自然的環境や，

そこに展開する暮らしに対する思いが反映された因子である。

因子 2では隔絶性を示す「遠い」や，後進性を示す「田舎」「古い」というイメージが示される。こ

れらは，調査地点である21世紀の東京を起点とした，時空間的な隔たりによって紡ぎ出される。しか

しながらこの因子で最も因子負荷量が大きかった尺度は「のんびり」を一方の極にもつことから，遠い

島に対してノスタルジックな情景を想定していることが読み取れる。

快適性・安全性を示す因子 3では，いずれもネガティブな印象が抱かれる。因子 1・2とは対照的

に，奄美群島は生活水準が低く，自然災害が多発する地域とみなされている。この因子が示す快適性や

安全性とは，その地域における生活環境のよさを指示する。

因子 4は都市的集積への評価を示す因子である。この因子からは，奄美群島は不便な辺境地域であ

り，都市的集積の規模が小さいとみなされることが読み取れる。

最後の因子 5は，因子 4と同様，都市的要素に着目した因子である。しかし，因子 4とは異なり，賑

やかさとともに汚さが強調される。奄美群島最大の都市は名瀬であるが，被験者らが名瀬の都市的集積

を具体的に想像しているとは考えられない。この因子には沖縄の那覇との混同がみられる。

因子分析によって抽出された地域像を形成する 5つの基本要素は被験者の主観的な評価であるため，

地域の実像からの乖離や誤解が含まれる。奄美群島に対するまなざしは，遠い南島の豊かな自然環境と

穏やかな暮らし，しかしながら低い生活水準と都市的利便性から切り離された辺境地域といったイメー

ジである。これらは本土の多くの人びとが抱く南島イメージを集約したものである。さらに沖縄との混

表３　奄美群島の地域像の構成要素

因子 因子の解釈 説明量 （％） イメージ 構成要素

1 地域の魅力 8.10 退屈　　　地味　暗い　　豊か 自然・人文的環境

2 隔絶性・後進性 7.00 のんびり　遠い　田舎　　古い 時空間的評価

3 快適性・安全性 6.57 厳しい　　危険　暗い　　汚い 生活環境

4 利便性 5.65 不便　　　田舎　小さい 集積への評価

5 都市的活力 4.71 にぎやか　汚い 都市的要素

* イメージのアンダーラインは，絶対値が高い因子負荷量を示す。
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同が一部に紛れ込む。

評定尺度法を用いた計量的分析は，結局のところ解釈に大きく依存する。そのため，分析結果に客観

性が担保されず，見方を変えれば別の解釈を導き出すこともできる。また，因子分析ではそれぞれの変

数が独立していることが前提とされ，抽出された因子相互の関係を議論することができない。こうした

難点を解消するためには，言葉の関係性そのものを分析する手法を適用することが有効であろう。次章

では，言語表現を数量化して分析するテキストマイニングを試みる。

．テキストマイニングによる地域像の可視化

１．出現語の集計

テキストマイニングでは，コンピュータを利用した分析が一般的であるが，本論ではまず手集計によ

る分析を試み，手順を確認した。単語の出現頻度を計数した結果，465語，単語数で1,655件の単語が

抽出された。それらのうち，出現頻度 3以上の単語を表 4に示した。出現頻度 3以上の単語は108語，

出現件数の合計は1,256件で，総出現件数の75.44％に達した。この集計では，「本土ではない」「行かな

い」などの否定表現を （N） と表示し，肯定表現とは識別したが，それらの出現頻度は最も高かった「行

く （N）」「見る （N）」でも 5件にとどまった。

出現語は，単語の意味内容から「自然環境」「時空間的特性」「人文的要素」「評価」「行為・動作」

「抽象表現」に 6分類した。これらの多くは名詞であるが，「評価」は修飾語，「行為・動作」は動詞が

主体である。

自然環境では「海」「自然」「生物」，人文的要素では「人」「生活」「文化」といった一般的な名詞が

上位を占め，奄美群島の地域的特徴を示す「ハブ」「サンゴ礁」「熱帯」などの出現件数はそれぞれ10

件に満たず，唯一「台風」が14件を数えた。高い出現頻度が予測された「アマミノクロウサギ」はわ

ずか 3件にとどまった。これらを考慮すると，Ⅲ章 1節で示された，被験者らの奄美群島に対する知識

水準が言語表現に反映され，抽象的で一般的な言葉の羅列を作ったと見ることができる。

さらには時空間的特性で，「沖縄」が「島」「南国」を上回り，Ⅲ章 1節で指摘した沖縄を介在させた

理解がうかがえる。時空間的特性のなかでは「時間」が14件出現した。ここであげられた時間がどの

程度のスパンをもつものかは，この表だけからはわからないが，奄美群島を把握するための要素として

時間が取り上げられたことに留意したい。

「評価」のカテゴリでは33語がリストアップされ，多様な評価がなされていることがわかる。「きれ

い」「豊か」「やさしい」「美しい」などの肯定的な評価が上位に位置する一方，「遠い」「不便」「厳し

い」という評価も見られる。また，「のんびり」「ゆったり」などの身体性に関わる評価がそれぞれ

36・19件出現したことも特徴的である。

行為・動作にかかわる言葉では「行く」が18件，抽象表現では「とても」「流れ」がそれぞれ18件，

13件を数えた。否定形の「行く (N)」を含めれば「行く」は23件となり，奄美群島が身体的な行為の対

象とみなされていることがわかる。抽象的表現はそれ単独では意味をなさない副詞や名詞であった。こ

れらは他の語と共起することで意味を補強するものと考えられる。

２．共起関係の抽出

出現頻度 3以上の単語の共起関係を抽出するには，108行×108列の共起行列を作成する必要がある。

手集計で扱うにはこの行列は大きすぎるため，出現頻度10以上の語に対象を限定した。該当する語は
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28語で，合計出現頻度は897件であった。出現単語数としては全体の1.69％にすぎないが，これら28語

で総出現頻度の53.87％を占める。

これらの単語を行・列に配置した対称行列を作成し，同一文節に出現する語の件数，すなわち共起件

数を数値化した。共起関係の抽出は，例えば「海がとてもきれいだ」という文節の場合，〈海・とても〉

〈海・きれい〉〈とても・きれい〉の 3ペアを抽出した。文節を単位とした理由は，逆接文の場合は前節

と後節でコンテクストが反転するためと，単語数の多い長文の場合，1文からでも多数の共起関係が抽

出されるためである。

出現頻度10以上の28語間における共起関係は528件抽出された。表 5は出現頻度 3以上の共起ペア

表４　出現語の分類と出現頻度

自然環境 時空間的特性 人文的要素 評価 行為・動作 抽象表現

海 114 沖縄 49 人 33 きれい 100 行く 18 とても 18

自然 102 島 48 生活 21 豊か 73 似る 6 流れ 13

生物 15 南国 24 文化 17 多い 38 囲む 6 雰囲気 5

台風 14 時間 14 観光地 15 のんびり 36 守る 5 よく 4

ハブ 7 南 11 住民 12 暖かい 24 行く （N） 5 大変 3

動物 6 鹿児島 9 田舎 9 ゆったり 19 見る （N） 5 全体 3

生息 5 本土 5 観光 9 たくさん 19 比べる 3 よい 3

空気 5 日本 5 みんな 9 優しい 16 知る （N） 3

固有種 4 離島 4 伝統 8 美しい 12 残る 3

サンゴ礁 4 場所 4 街 6 近い 12 採る 3

被害 3 本土 （N） 3 旅行 6 独自 10 見る 3

熱帯 3 東京 3 都会 4 独特 9 過ごす 3

森 3 昔から 3 お酒 4 静か 7 溢れる 3

山 3 友人 4 少ない 7

砂浜 3 リゾート 4 穏やか 7

空 3 都会 （N） 3 遠い 7

海産物 3 仲よい 3 有名 6

花 3 人口 3 青い 6

アマミノクロ 3 信仰 3 強い 6
ウサギ 建物 3 いろいろ 6

奄美大島出身 3 同じ 5

ビッグダディ 3 のどか 5

観光客 3 不便 4

小さい 4

暑い 4

高い 4

厳しい 4

楽しい 4

温かい 4

異なる 4

明るい 3

白い 3

大きい 3

* 出現頻度３件以上の単語を抽出した。
**(N)は否定表現を表す。
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の一覧である。同表に示した47の共起ペアの総出現頻度は415件で，全体の78.60％に相当する。その

うち〈海・きれい〉が90件，〈自然・豊か〉が67件を数え，これら 2つのペアだけで 4割弱を占める。

このことは，奄美群島に対する被験者らのイメージの貧困さを裏づけるとも取れるが，共起ペアを観察

すると，貧困なイメージを埋め合わせようとする表現が見いだせる。

出現頻度の高い「海」と共起する単語は，「きれい」「とても」「海」「自然」「豊か」「沖縄」であり，

合計すると119件の共起ペアが形成されている。「自然」とは，「豊か」「自然」「多い」「海」「島」「美

しい」が共起し，「島」とは「南」「のんびり」「人」「自然」「島」「ゆったり」が，「人」とは「優しい」

「多い」「生活」「島」「のんびり」「行く」が組み合わせられる。「海」「自然」「島」「人」というステレ

オタイプな名詞に，「きれい」「のんびり」「ゆったり」などの豊かな表現が組み合わせられる。名詞で

表現される自然環境や人文的要素は，単語数自体が少なく，被験者らが十分な知識を持ち合わせていな

いことを示すようであるが，それに組み合わせられる評価の語は多様である。すなわち被験者らは，奄

美群島に対する貧困な知識を，多様な想像力を働かせることによって補おうとしている。

貧困な一般名詞と豊かな修飾語の組み合わせは，地域像が形成される原形の存在を示唆する。すなわ

ち，被験者らは奄美群島を「何があるのかよくわからないけど」と貧困な一般名詞で捉えるものの，

「こんなところじゃないかな」という想像を多様な修飾語で表現する。これらを組み合わせることで奄

美群島の地域像が形作られる。

表５　出現頻度10以上の単語間における共起関係

共起ペア 件数 共起ペア 件数

海　　　　きれい 90 多い　　　人 5

自然　　　豊か 67 人　　　　生活 5

人　　　　優しい 13 自然　　　きれい 4

ゆったり　時間 13 島　　　　人 4

ゆったり　流れ 12 のんびり　暖かい 4

時間　　　流れ 12 生活　　　住民 4

沖縄　　　近い 11 優しい　　住民 4

暖かい　　暖かい 11 観光地　　観光地 4

南国　　　南国 10 台風　　　台風 4

海　　　　とても 8 海　　　　観光地 3

きれい　　とても 8 自然　　　島 3

島　　　　南 8 自然　　　美しい 3

のんびり　のんびり 8 沖縄　　　文化 3

文化　　　独自 8 島　　　　島 3

自然　　　自然 7 島　　　　南国 3

自然　　　多い 7 島　　　　ゆったり 3

海　　　　海 6 多い　　　台風 3

島　　　　のんびり 6 のんびり　人 3

海　　　　自然 5 のんびり　生活 3

海　　　　豊か 5 のんびり　住民 3

海　　　　沖縄 5 人　　　　行く 3

自然　　　たくさん 5 生活　　　優しい 3

きれい　　沖縄 5 たくさん　生物 3

沖縄　　　島 5
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３．共起関係の可視化

次に，共起行列で得られた単語のペアを平面上に配置した。ただし手集計では単語どうしの距離を計

測できないため，単語間の距離・位置にはこだわらず，共起件数の多いペアを太い線で結びつけ，出現

頻度に文字サイズを対応させた。ただし，共起関係を発生させない単独出現語を含む単語は，文字を線

で囲んで示した。図 5はこのようにして作成された共起ネットワーク図である。

同図を概観すると，〈自然・豊か〉〈海・きれい〉〈沖縄・近い〉〈人・優しい〉〈島・のんびり〉〈ゆっ

たり・時間・流れ〉など，前節で指摘した名詞と形容詞の組み合わせによって結びついていることがわ

かる。さらに出現頻度の多い単語を中心にいくつかの単語グループが形成されていることも見て取れ

る。共起を示す線をできるだけ切断しないように共起ネットワークを分割しようとすると，破線で示さ

れる共起数 3～ 5の線を，2または 3本同時に切断することで，4領域に分割できる。すなわち，最初

に〈多い・人〉〈自然・島〉〈沖縄・島〉を切断することで，図が左右 2領域に分割できる。左側は

〈海・沖縄〉〈きれい・沖縄〉を，右側は〈島・南国〉〈島・ゆったり〉〈のんびり・暖かい〉を切断する

ことでさらに 2領域に分割できる。28語間の共起ネットワークは結局のところ 4領域に分けられる。

図中には 4つの領域にⅠ～Ⅳの数字を振った。領域Ⅰでは「自然」「海」に「豊か」「きれい」「多い」

などの形容詞が結びつく。〈自然・豊か〉〈海・きれい〉の共起関係は強い。これら 4語が共起すること

図５　手集計による共起ネットワーク
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でネットワークが複雑化する。さらに，「海」「きれい」は「とても」を介して互いに結びつく，いわば

トライアングル・ネットワークを形成する。トライアングル・ネットワークは 3語で一組を構成する。

つまり「海はとてもきれいである」といった紋切り型の言葉が用いられる。トライアングル・ネット

ワークの出現は，類型的な地域像が形成されていることを示す。

「自然」「海」は単独でも出現する。単独出現は地域像を端的に一語で表現しようとしたことの表れで

ある。自然環境は奄美群島を特徴づける事物であると認識されている。他にも，自然環境に関わる「生

物」「台風」が含まれる。この領域では，自然環境を語る名詞を主体に，奄美群島の地域像が描かれ

る。また「観光地」が「海」とつながり，奄美群島の豊かな自然環境が観光，すなわち消費の対象と目

されていることがうかがえる。

領域Ⅱでは，「沖縄」を核とした共起ネットワークが形成される。その中核には〈沖縄・独自・文化〉

が相互に結びつくトライアングル・ネットワークが見られる。これらの 3語はひと組となってステレオ

タイプな沖縄イメージを呈示する。「沖縄」は，領域Ⅰの「海」「きれい」とも，弱いながらトライアン

グル・ネットワークを形成している。これらのことは，沖縄イメージが奄美群島の地域像に大きな影響

を及ぼしていることを物語る6）。被験者の多くが，沖縄と奄美群島を混同しているとも考えられるが，

〈沖縄・近い〉が共起件数11で結ばれていることから，沖縄と奄美群島を別のものと識別しつつ，両者

の近接性や類似性を念頭に置いた地域像が含まれることも想定できる。

領域Ⅲでは〈人・優しい〉〈島・のんびり・南〉が，共起の中核をなす。また「生活」「住民」もしば

しば言及され，周囲の単語と複雑に結びつき，弱いながらもトライアングル・ネットワークを形成す

る。この領域に分布する単語は，人間や生活に関わるものであり，自然環境を語る領域Ⅰとは対照をな

す。この領域では「のんびり」「島」の単独出現がみられる。「のんびり」が単独出現すると同時に，

「島」「人」「生活」「住民」と共起するということは，奄美群島の生活に共通するキーワードとして「の

んびり」が意味をもつことを示す。

領域Ⅳは，領域Ⅲの「島」「のんびり」と樹枝状に結びつく言葉の群れである。領域内での単語どう

しの結びつきは稀薄で，その意味では領域Ⅲの亜領域と見ることもできる。この領域では「暖かい」

「南国」が高頻度で単独出現すること，〈ゆったり・時間・流れ〉が強固なトライアングル・ネットワー

クを形成していることが，顕著な特徴である。この領域に含まれる単語をつなぐだけで，「暖かく，

ゆったりとした時間が流れる南国」という，ステレオタイプな地域像が浮かび上がる。

手集計によるテキストマイニングから，奄美群島に対する 4つの地域像が見いだされた。第 1は豊か

で美しい海を中核とする自然環境，第 2は沖縄を参照軸とする理解，第 3は島の人びとの優しさや，の

んびりとしたライフスタイル，第 4はゆったりとした時間が流れる南島のイメージである。地域像を構

成するこれら要素の多くは，奄美群島に固有のものではない。むしろそれらの多くは，第 2の地域像に

端的に見られるように，沖縄からの類推や近接性によって形成されたり，さらには第 4の地域像にある

ような一般的な南島イメージを引き写したものである。それぞれの地域像には，トライアングル・ネッ

トワークとして表象されるステレオタイプな認識が内包される。

４．KH Coderを利用した共起ネットワーク

本節では，手集計によるテキストマイニングの成果を踏まえ，フリーソフトウエア「KH Coder」を

利用したテキストマイニングを試みる。手集計では，大量のデータを処理できないことはもちろん，共

起頻度を単語間の距離に置き換えることができず，トポロジカルなネットワーク図しか作成できなかっ

た。単語間の距離を計測するためには計量的手法を導入する必要がある。KH Coderは，単語の出現頻
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度，共起関係を集計し，共起行列を作成する。これらをもとにクラスター分析で単語を分類し，さらに

MDSによって共起頻度から単語間の距離を推測し，これに基づいて共起ネットワークをマッピングす

る。

分析には手集計で採用したのと同じデータを用いた。類義語をまとめる前処理を施した後，強制的に

抽出する語，分析から除外する語を設定し，単語を集計した結果，文節単位での564サンプルが，

3,706の単語に分解された。これらのうち，意味をなさない助詞・助動詞などを除外した527語，1,767

件を分析対象としたが，実際に分析に採用した単語は，出現頻度 3以上の108語，1,276件である。

図 6に，KH Coderで作成した共起ネットワークを示した。同図では，MDSによって推定された単語

間の距離に応じて，単語が二次元座標上に布置される。原点付近には，おおむね出現頻度の高い単語が

配置される。出現頻度は円の大きさで表現される。単語は，出現パターンに基づいたクラスタ分析に

よって 7分類された。また，KH Coderでは単語がプロットされるのみであるため，共起が認められた

単語間を線で結んだ。

クラスタ分析によって分類された 7類型は，被験者が思い描いた地域像の分類でもある。座標上で

は，クラスタ①をクラスタ②～⑦が取り囲んでいる。

クラスタ①では「海」「自然」「きれい」「豊か」「島」が50件以上出現し，それらの共起関係も強い7）。

これらの単語は自然的要素を主体とするが，少数ながら「住民」「リゾート」といった語が含まれる。

このクラスタは奄美群島に存在する事物をとりあげ，それを評価する単語によって構成されていると考

えられる。

クラスタ②では，出現頻度で「沖縄」「人」が卓越し，「文化」「思う」「観光地」なども目立つ。クラ

スタ内部での共起関係は「沖縄」に収斂するが，クラスタ①の「多い」「島」とも結びつく。他にも

「鹿児島」「田舎」がこのクラスタに含まれることから，奄美群島を近隣地域と対比しながら位置づけよ

うとする態度が反映されたクラスタといえよう。

クラスタ③は，座標上ではクラスタ②の対極に分布する。このクラスタで最大の出現頻度を有する語

は「南国」であるが，その他では「とても」「時間」「流れる」「穏やか」が含まれる。共起関係ではク

ラスタ内部よりも，〈のんびり・時間〉〈とても・豊か〉などクラスタ①との結びつきが強い。これらの

単語は時間に関連した認識を表象する。

クラスタ④は「独自」「優しい」が卓越し，クラスタ②の「文化」「人」とそれぞれ結びつく。他にも

「たのしい」「少ない」などの形容詞が多く含まれることから，抽象的な評価を含意する語群から構成さ

れるクラスタである。

クラスタ⑤は，「行く」「観光」「生活」の出現頻度が高く，共起関係は「行く」に収斂する。身体的

な行為としてイメージされる単語を主体としたクラスタである。

クラスタ⑥は「暖かい」「強い」「温暖」の出現頻度が高い。その他の「遠い」「サンゴ礁」「砂浜」を

含め，温暖な南島に対するイメージを示すクラスタである。これらは「ビッグダディ」に見られるよう

に 8），メディアによって流布されたイメージを内在化させることによって形成された。

クラスタ⑦は「美しい」「南」が卓越し，多くの単語がクラスタ①と共起する。共起関係は「自然」

「海」「島」に収斂し，クラスタ①のなかでも自然環境を形容する関係にある。

これらを総括すると，中央に布置されたクラスタ①は，地域像を具体的に形作る事物であり，クラス

タ②～⑦がそれらに対する「まなざし」のあり方を示すものと解釈できる。

図 6の横軸は，負極に時間，正極に空間を配置した軸，縦軸は負極に具体的な認識，正極に観念的な

認識を配置した軸と考えると，クラスタ②～⑦の解釈が容易になる。クラスタ②は奄美群島に対する空
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間的位置づけを，クラスタ③は本土とは異なる時間の流れを被験者らが思い描いていることを示す。ク

ラスタ④および⑦は，被験者らが抱く観念的な評価である。クラスタ④は，クラスタ①とも結びつく

が，むしろクラスタ②の人文要素との結びつきが強調される。クラスタ⑦はクラスタ①の自然的事物と

強く結びつく。一方，縦軸の負極側に配置されるクラスタ⑤は，被験者が身体的な行為を想像しながら

クラスタの類型
①事物とその評価
②空間的位置づけ
③時間の流れ
④観念的評価（人文）
⑤身体的イメージ
⑥メディアイメージ
⑦観念的評価（自然）

共起件数
21件以上
11～20
６～10
４・５
３

出現頻度

件

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

図６　KH Coder による共起ネットワーク
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抱いた地域像であり，クラスタ⑥はメディアなどで語られる南島イメージを包含する。以上の分析に基

づいて共起ネットワークを模式化したものを図 7に示した。

５．分析間の対応関係

手集計によって検出された 4領域は，「自然環境」「沖縄」「ライフスタイル」「南島イメージ」を示す

地域像として捉えられる。かたやKH Coderの結果得られた 7クラスタは，「事物とその評価」「空間的

位置づけ」「時間の流れ」「観念的評価 （人文）」「身体性」「メディアイメージ」「観念的評価 （自然）」か

らなる。手集計から得られた 4領域が並列的であるのに対し，KH Coderによる共起ネットワークでは

クラスタ①の周囲に他のクラスタが配置され，構造的である。その点ではKH Coderを利用した分析か

らは，より多様な考察を引き出すことができよう。その一方，手集計では共起ネットワークの作成に距

離を考慮する必要がない分，作図に自由度があり，解釈が容易であった。とくに，トライアングル・

ネットワークがわかりやすい形で抽出できる点で優位性を持つ。

しかし，2つの分析結果がまったく別の意味を持つものであっては，比較することができない。手集

計で得られた 4領域に基づくと，領域Ⅰはほぼクラスタ①に含まれるが，部分的にクラスタ③・⑦を取

り込む。領域Ⅱはクラスタ②に含まれ，クラスタ④にもまたがる。領域Ⅲはクラスタ②・①からなる

クラスタ①
事物とその評価

クラスタ②
空間的位置づけ

クラスタ③
時間の流れ

クラスタ④
観念的評価（人文）

クラスタ⑦
観念的評価（自然）

クラスタ⑤
身体性イメージ

クラスタ⑥
メディアイメージ

時間的 空間的

的
念
観

的
体
具

図７　共起ネットワークの模式

* 両矢印線は主要な共起ネットワークを示し，黒線は強い共起，グレー線は弱い共起を意味する。
リング状の共起はクラスタ内での共起を示す。
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が，クラスタ④・⑤の語も該当する。領域Ⅳはクラスタ③を主体としつつも，クラスタ①・⑥の語も含

む。このように，2つの分析は完全には一致しない。しかし，それぞれの領域がまたがるクラスタは，

いずれも図 6の座標上では隣接し，距離的に近接していることが読み取れる。したがって，両分析に決

定的な乖離はないと判断できよう。

むしろ，両分析を対応させることで，ぼんやりながら図 6の共起ネットワーク図にセクター性を見い

だすことができる。すなわち図 6に手集計の領域を対応させると，領域Ⅰは原点から第 2象限にかけ

て，領域Ⅱは第 1象限に，領域Ⅲは原点から第 4象限にかけて，領域Ⅳは原点から第 3象限にかけてに

分布する。手作業による分析では，事物とそれに対する評価が組み合わされて共起が発生したため，事

物を示すクラスタ①とそれに対するまなざしを意味する周辺のクラスタに，領域がまたがることは理解

できる。ただし領域Ⅱの具体的事物である「沖縄」が，クラスタ②に含まれたため，領域Ⅱだけはクラ

スタⅠにまたがらない。

すなわち，KH Coderで見いだされた共起ネットワークを読み解くためには，手集計によって領域化

された単語群を重ね合わせることが有効である。領域Ⅰの自然環境や，領域Ⅱの沖縄は，共起ネット

ワーク図上では観念的な理解の産物である。こうした地域像は，奄美群島に対する知識の欠如に基づ

く。一方，領域Ⅲのライフスタイル，領域Ⅳの南国イメージは具体的な像を結ぶが，それらの多くはメ

ディアによって流布されたいささか興味本位の情報によって形成される。また，身体的なイマジネー

ションは，観光や旅行という形を取って表れる。

．おわりに

以上の分析から，テキストマイニングによって明らかになった奄美群島の地域像を指摘したい。

被験者，すなわち本土に居住する若年世代は，南西諸島にとどまらず，東南アジアや南太平洋にまで

共通する，「自然豊かな南の島」といったイメージのなかに奄美群島を位置づける。したがって，彼ら

の地域像に奄美群島に固有の要素は稀薄で，ステレオタイプな言葉が羅列されるにすぎない。トライア

ングル・ネットワークが頻出することは，被験者のイマジネーションが類型的な域を出ないことを示

す。すなわち，奄美群島は一般的な南島イメージのなかに埋没している。

自然環境にせよ，人文的要素にせよ，奄美群島の地域像は，「海」「人」といった一般名詞で呈示され

る。しかし，一般的な事物を評価する言葉は比較的多様である。それはKH Coderが生成した共起ネッ

トワークで，クラスタ②～⑦がクラスタ①をとりまいて分布することからも読み取れる。6つのクラス

タは，それぞれが奄美に存在する事物に対する，被験者の「まなざし」である。彼らは，奄美群島に対

する知識の少なさを，多様なまなざしを向けることで補おうとしている。

奄美群島という場所を具体的に思い浮かべようとするとき，有用な参照軸となるのは沖縄の存在であ

る。本土との異質性という文脈で，沖縄と奄美は混同されがちである。また，琉球文化圏に属する地域

としての同質性も意識されている。しかし，〈沖縄・近い〉という共起ペアからは，奄美群島を沖縄か

ら切り離した認識がうかがわれる。沖縄と奄美群島の関係性は，被験者らにとって二面性を持つ。

ここまでの考察から，奄美群島に対する地域像は，「よく知られていない南の島」と要約できる。そ

の大きな要因は，奄美群島のイメージを規定するシンボルが不在であることに求められる。人びとは，

よくも悪くも，シンボルを起点として地域像を形成する。離島であれば，屋久島は原生林を，三宅島は

火山をシンボルとし，具体的で明確な地域像を呈示する。奄美群島にはアマミノクロウサギのような固

有種や，大島紬といった特徴的な地域産業があるにもかかわらず，それらに対する言及はほとんど見ら
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れず，地域像を描く手がかりとはなり得ない。そのため，多くの被験者は一般的な南島イメージを起点

として，地域像を作り上げようと，奄美群島に対してさまざまな角度からまなざしを当て，それを多様

な修飾語で表現した。

奄美群島が「よく知られていない島」だからこそ，参照軸としての沖縄は大きな意味を持つ。奄美群

島を理解する補助線として沖縄を利用するのであれば，大きな誤りとはならない。しかし沖縄が有する

強力なシンボル性に奄美群島が引き寄せられて，奄美群島が沖縄イメージに包摂されてしまうことも，

十分に考えられる。

本論により，言語化された地域像の分析手法がある程度提示できたものと考える。分析の過程で読み

取れる特徴や，最終的に形成される共起ネットワーク図の解釈にも，一定の指針を示すことができた。

分析の精緻化やサンプルの大規模化を進めることにより，分析手順の標準化が実現することが期待され

る。

付　記

　データ収集に協力していただいた立教大学および駒澤大学地理学科の学生諸君に感謝申し上げる。またテキス

トマイニングの実行には，樋口耕一氏が開発したフリーソフトウエア「KH Coder」を利用した。なお，本研究

は JSPS科研費 JP16K13299，JP15H01859の助成を受けた。

注

 1） テキストをそのまま計数すると例外が多く発生するため，最低限の前処理が必要である。本論では，「暖か

い」「温暖」といった類似語を一つの言葉にまとめ，「旅行する」などのサ行変格活用動詞は名詞として扱っ

た。

 2） KH Coderは統計解析用のプログラミング言語であるRを用いたパッケージソフトであり，テキストマイニ

ングに必要な語の抽出・集計に加えて，クラスター分析による分類や，多次元尺度構成法（MDS）による単

語間の共起ネットワークの生成と，それらの表示が可能である。ソフトウエアのダウンロードは無料である

が，Mac OSの場合には自動設定ソフトウエアを有償でダウンロードすることが推奨されている。（http://

khc.sourceforge.net）

 3） 強制抽出語は，「アマミノクロウサギ」「ちゅらさん」「元ちとせ」「鶏飯」「観光客」「宇検村」「コンクリ」

「観光地」「南国」，分析除外語は「する」「ある」「いる」「できる」「なる」「ない」「しそう」「そう」「イ

メージ」「奄美群島」「奄美大島」「奄美」である。

 4） ただし，泡盛・空港・リンゴ畑については，駒澤大学地理学科の正答率が10～20％高かった。学生らの地

理的関心の高さと，授業での学習の成果が現れたものと思われる。

 5） 因子分析に先だって，［行きたくない―行きたい］を従属変数，14評定尺度を独立変数とした重回帰分析を

試みた。14変数中の 5変数との有意な相関が得られたが，決定係数は0.23にとどまった。すなわち地域像の

みでは奄美群島への来訪行動を説明することができないと考えられる。

 6） 「南の楽園」という沖縄のステレオタイプなイメージこそが，本土のメディアや旅行代理店によって作り出

された創造物であり，ブーアスティンのいう「擬似イベント」に他ならない （多田 2004；ブーアスティン 

1964）。こうした虚構性をまとう言説に依拠せざるを得ないところに，奄美群島の稀薄な存在感が見て取れ

る。

 7） 図 6には共起関係が示されているが，クラスタ①に属する単語の出現頻度が高く，距離が近いため，共起を

示す線は単語を示す円の背後に隠れた。

 8） 「ビッグダディ」は2000年代後半に放送されたテレビ番組で有名になった人物で，奄美大島の大和村大棚に

居住していた。
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