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都市の変化を記述する文法および手続きの開発 

 －京都市左京区大原大見町の変容過程をサンプルデータとして－ 

Developing Grammar and Procedure for Depicting the Changes of Cities 
 : Using History of Omi-cho, Sakyo-ku, Kyoto City as a Sample Data 
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Cities are changing continuously through a variety of events. The authors have proposed a theoretical model to 
understand urban transformation as "network of events." Each event is depicted with basic grammar, which consists 
of three layers, actor or agency (A), background (B) and changed object (C → C'). This paper tries to develop more 
detailed grammar and procedure especially for depicting "C → C'" with the grammar by using a concrete sample 

data of Omi, which is a mountain village in Kyoto. The procedure proposed in this paper is as below; 1) Designating 
events to be depicted. 2) Collecting materials. 3) Picking up events from the materials. 4) Applying grammar to each 
event. 5) Visualizing changing process of objects using diagram. 
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1. はじめに 

1.1. 研究の背景と経緯 

都市は、為政者による都市計画、建築家による建築設計、ま

た多くの市民による小さな行為の繰り返しなどにより、変容し続

けている。これらはデザイン行為と呼ぶことができるが、科学技

術の普及が思わぬ影響をもたらしたり、自然災害により大きく形

を損ねたりするなど、意図せぬ変容もたくさんある。これらをす

べて「出来事（event）」と呼ぶこととすると、都市は無数の出来

事の積み重ねによってできていると言える。 

筆者らは都市の長期的な変容の過程を「出来事のネットワー

ク（network of events）」として理解するための理論モデルを提案

している 1), 2)。モデルを構成する基本単位は、E-unitと呼ぶ【図-1】

のもので、主体A（actor / agency）が、B（background）という背

景のもと、C（changed object）をC'に変化させるというものであ

る。t（time）は出来事の起こる時間、n（name）は出来事に付さ

れる固有名である。そして複数の出来事間に共通の要素が見られ

た場合に、それらをリンクさせる（【図-2】）ことで、出来事群を

ネットワーク化することができる（E-networkと呼ぶ。【図-3】）。 

 

1.2. 本稿の目的と方法 

E-unitは、さまざまな出来事を記述するための基本文法となる

が、極めて単純なものであり、実際のデータを扱うにはより詳細

な文法や、そのデータに文法を当てはめるための手続きが必要に

なると考えられる。【図-1】のA, B, Cのそれぞれの要素に対し、

個別に文法や手続きを構築できる。本稿ではまず、出来事の記述

の中でも特に重要な、「変化」に相当する C→C'の部分および時

間 tについて、記述のための文法と手続きの構築を試みる。 

そのために、筆者が既に論じているように 3)、実際のデータを

分析しながら同時に文法や手続きを開発するという方法をとる。

本稿2章で示す文法・手続きは全て 初から決めていたわけでは

なく、データ分析を通じて構築したものである。データがどのよ

うに処理されたかも、2章では具体的に記す。 

 

1.3. サンプルデータ 

本稿では、京都市左京区大原大見町（以下「大見」と記す）

の辿ってきた変容過程をサンプルデータとして扱う。大見は京都

の中心市街地から自動車で約１時間の距離にある山村であるが、

1973年に集団離村によって実質的に廃村となった。その後2012
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【図-1】 E-unit 

 
【図-2】 E-unit間のリンク 

 

 
【図-3】 E-network 
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年には、この村をリデザインする「大見新村プロジェクト」がス

タートしている。サンプルデータとして大見を取り上げる理由は、

①山間の小集落で地形的に完結しており、記述する空間的範囲が

絞りやすい ②京都から近く、早い段階からよりグローバルな文

脈と接続しているため、出来事のネットワークの可視化に好都合

である ③筆者自身が「大見新村プロジェクト」に参加してアク

ションリサーチを展開しており 4)-6)、村の歴史や現在の状況に通

じている という三点である。 

なお「都市」という語の定義はさまざまであるが、本研究で

は人間が環境形成にかかわっている場所を広く都市と呼んでお

り、大見のような農山村も同様に扱う。 

 

2. 文法と手続きの開発 

データを分析しながら開発した手続き全体の流れは、以下の

ものである。それぞれの段階を、節に分けて論じる。 

１．記述する対象を設定する 

２．関連する資料を収集する 

３．出来事を抽出・リスト化する 

４．各出来事に文法を適用する 

５．変容過程を図として可視化する 

 

2.1. 記述対象の設定 

1) 記述範囲 

理論上は E-unit により都市の変容以外のものも含めてあらゆ

る出来事を記述できるが、実際上はそのすべてを記述することは

不可能であるため、記述の範囲を限定する必要がある。 

保城は、歴史上の出来事の分析の際に、対象とする「時間・

空間・イシュー（論点）」を限定し、その中ですべての事例を分

析することで、事実性と一般化可能性とを併せ持った理論を提出

することができると主張する 7)。本論でも時間・空間・イシュー

を限定して、現実的に記述可能な範囲での分析を行なう。その範

囲を「記述範囲（depictive range）」と呼び、研究の目的に応じて、

時間・空間・イシューの三側面それぞれについて設定する。記述

範囲は、境界づけに明確な根拠があり、範囲の内外が容易に判定

できるようなゲシュタルト性があることが望ましい。 

◆大見のデータ 

以下のように定める。 

時間：資料に示された有史以来、現在（2015年）まで 

空間：大見の集落、それに属する山林、およびそれに接続する道 

イシュー：空間の、形態的、意味的、利用上の変化 

 

2) 記述粒度 

記述範囲を限定しても、その中で出来事は多数生じている。

また一つの出来事を微小に分割して捉えることも可能である。

E-unit が細かすぎるとプロセス全体の流れが見えづらくなるし、

大きすぎるとごく大雑把にしか把握できなくなる。 

大きすぎず、小さすぎないスケールのE-unitを取り出せるよう、

「記述粒度（depictive grain size）」を、再び時間・空間・イシュー

について定める。ここでも各E-unitが、1)で述べたゲシュタルト

性を備えるようにすることが望ましい。 

◆大見のデータ 

以下のように定める。 

時間：特に定めない（短期の出来事も長期的な出来事も扱う） 

空間：建物スケールよりも大きいもののみ記述する 

イシュー：同じイシューに関して同じ傾向で続く連続的・断続的

な出来事は、概ね数十年以内の期間であればまとめて扱う 

記述範囲についても記述粒度についても、完全に客観的（定

量的または定性的）な基準を定めることは難しい。特にイシュー

が も困難であり、空間がそれに次ぐ。実際のデータを分析しな

がら、捉えたいプロセス全体との関係や、出来事間のバランスを

考慮して、適宜判断をする必要がある。 

 

2.2. 資料の収集 

設定した記述範囲・粒度内の事項に関して記載のある資料を

収集する。歴史学でいう一次資料、二次資料の別を問わない。収

集する資料の分量は、 終的なネットワークの密度を規定する一

因になる。記述範囲や記述粒度、個々の資料のボリュームなどを

勘案して決定する。 

◆大見のデータ 

大見は、多くの人々が活動し史跡も多い都市部とは状況が異

なっており、また他の農山村に比してきわだった特徴があるわけ

でもない。したがって資料の数や、個々の資料での記載量は決し

て多くない。そこで、図書館やインターネットなどを通じて網羅

的に、大見について言及のある 17 の資料を収集した 8)-24)。大見

や、それを含めた久多、大原と呼ばれる地域の歴史をまとめた二

次資料が多いが、村に住んでいた元住民に対するヒアリングを主

体とした資料（文献19)）や、 近の「大見新村プロジェクト」

の活動を記した資料（文献22)-24)）なども含まれている。 

 

2.3. 出来事の抽出 

1) 全ての出来事の書き下し 

資料から、出来事に関する叙述を探し出し、単文の形式で書

き下し、リスト化する。出来事には出典を付記しておく。 

資料内の出来事には、記述範囲・粒度を満たさないものも含

まれている。時間・空間的には含まれているもののイシューが範

囲から外れている出来事や、時間・イシューは基準を満たすが空

間的に粒度が小さすぎる出来事などである。しかしこれらの出来

事も、この時点ではリストアップしておく。記述範囲・粒度内の

出来事をより広い文脈と照らして分析するためである。またネッ

トワークを描画した後に、さらにネットワークを拡充するための

基礎データとすることもできる。 

また「変化」でなく、ある時点または期間の「状態」を記し

た叙述もある。この場合は後に（2.4. 2)）変化へと書き替えるこ

ととし、この時点では変化と同様にリストアップしておく。 

複数の資料に同じ出来事が記載されている場合、一つの出来

事として登録する。資料間で記載内容や記載の詳細さの度合いに

差があれば、その旨を注記する。 

◆大見のデータ 

たとえば「疋田妙源が久多荘・大見荘の給主職となる」「シコ

ブチ神社の両側の小宮さんが雪で崩壊する」「京都市が『まちづ
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くり構想―二十年後の京都』を発表する」などといった書き下し

文で、出来事を記述する。「86 戸、人口 300 人以上である」「買

い物は大原や小出石か、百井の行商屋で行なう」などは状態を示

す事例である。 

282の出来事を抽出した（複数資料の重複は差し引いた実数）。

出来事ごとの掲載史料数は平均値が1.51、 高値が9であった。 

 

2) 選定とグループ化 

1)で得られたリストから、記述範囲・粒度内の出来事に相当す

るものを選定する。 

出来事単体では粒度が十分ではないが、同じイシューに関し

て同じ傾向で続く連続的・断続的な複数の出来事をまとめて扱え

ば記述粒度の基準を超えるような場合がある。その場合は、当該

の出来事群をグループ化する。 

◆大見のデータ 

記述範囲外とされた事例には、「大原小学校が京都市立大原小

中学校になる」（大見の外）、「秀吉、家康らが大見を通って撤退

する」「おくどさんで煮炊きする」（いずれも空間に変化がない）

などがある。記述粒度外とされた事例には、「吸江院の庭に桜を

植える」「剣山に五輪塔や地蔵がある」（いずれも建築スケール以

下）、「北部周辺地域の将来的整備計画の策定に関する調査報告

書」（一連の計画の一部）などがある。 後の事例は、他のいく

つかの出来事とともに、一連の出来事「大見公園計画が進行する」

としてグループ化した。 

結果として、出来事 282 のうち 147 は記述範囲・粒度外とし

て除外され、また 11 のグループ化が行なわれ、出来事数は 107

となった。 

 

2.4. 文法の適用 

1) 要素分解 

【図-1】のモデルに従い、各出来事を構成要素へと分解し、書

き直す。t, n, A, B, C, C'のうち、nは任意に命名することができ、

A, B については本稿では触れない（各々独自の文法・手続きを

要する）。本稿では t, C, C'に対象を限定する。 

ところで変化と言っても、あるものが完全に別のものに変わ

ることはほとんどない。多くの場合、ある側面が変化しても、残

りの側面は保持される。建物であれば形態、位置、機能などの諸

側面があるが、その長期的変遷を辿ると、出来事ごとに変化する

側面が異なっていたり、側面ごとに変化のタイミングが異なって

いたりすることが多い。出来事を正確に捉え、その関係を論じる

ためには、諸側面を分けて扱う必要がある。 

そこで、出来事ごとに、C が何であるか（要素 element）と、

どこが変化するか（側面aspect）を分離して扱う。「要素Ceの側

面Ca が、Ca*からCa*'に変わる」というように変化を捉えるの

である。 

変化でなく状態についての記載の場合、「Ca*→Ca*'」の形式に

はならない。しかしこの場合も便宜的に「Ca*＝Ca*'」と考えて、

変化と同じフォーマットで記述しておく。 

◆大見のデータ 

以下、いくつかの具体例を挙げて説明する。 

◇「尾見分校が現吸江院の場所に移転」→「尾見分校 の 位置 

が、 峠の南250m から 現吸江院の場所 に変わる」 

この変化で変わったのは位置であるから、側面は「位置」

とする。「峠の南 250m」は、リスト内の別の出来事から引用

し補足したものである。 

◇「醍醐寺三宝院が関を設ける」→「関 の 存在 が、 ● か

ら ○ に変わる」 

「●」は「不在の状態、意味を失った状態」を、「○」は「存

在する状態、万全の状態」を指す略号とする。また、新たに

何かが作られる、あるいは生じるとき、建物、機能、所有者

などの諸側面が一気に成立する。したがって側面「存在」は、

これら諸側面を統合するメタな側面である。この「存在」が

生じることではじめて、建物や機能などの諸側面が個別に変

化することが可能となる。なお「醍醐寺三宝院」はAとなる。 

◇「吸江院が大雪により倒壊」→「吸江院 の 建物 が、 ○ 

から △ に変わる」 

建物が万全でなくなっても存在自体は消滅しないので、側

面を「建物」としている。「△」は「万全でない状態」を指す

略号とする。また、「大雪」はBとなる。 

◇「岡田氏は土地や山林を集積」→「土地・山林 の 所有者 

が、 ？ から 岡田氏 に変わる」 

文の主語は「岡田氏」であるが、扱うイシューは場所の変

化であるから、「土地・山林」をCe、「所有者」をCaとする。

また「岡田氏」以前の所有者は不明であるので、「？」として

おく。 

◇「久多荘は、峰定寺領である」→「久多荘 の 統治者 が、 

峰定寺 から 峰定寺 に変わる」 

状態の記述であるので、便宜的に「Ca*＝Ca*'」として記述

しておく。 

 

2) 出来事の補完と状態から変化への書き替え 

要素分解を行なうと、古代から現在に至るタイムラインの一

部分しか資料には記載されていないことが明らかになる。それ以

外の出来事は特に歴史上の意味を持たないので省略されている

か、不明であるかのいずれかである。稠密な出来事のネットワー

クを記述するには、この部分をできるだけ補完することが望まし

い。また、前項で便宜的に変化と同じように記述した「状態」を、

「変化」へと書き替えなければならない。 

この作業を、各々の出来事に【図-4】のフローを適用すること

で行なう。フローは、各要素の各側面に対し、時間の記述範囲の

始点から終点までの変遷を明らかにすることを目的としている。

任意の側面について、記述範囲の始点での状態を Ca*s、終点で

の状態をCa*eとする。 

まず出来事の変化前の状態 Ca*が、記述範囲の始点での状態

Ca*s と同一であるかを問う（【図-4】内の①）。もしそうであれ

ば、その出来事以前に、その側面に関する出来事はなかったと考

えるのが妥当である。そうでなければ、次にCa*とCa*sの間に、

何らかの出来事が（一つまたは複数）、出来事リスト内に存在す

るか否かを問う（②）。存在すれば、Ca*に至る変化の過程は説

明されていることになる。以上①、②において両方「No」であ
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れば、Ca*という状態になったことを説明する出来事を新たに作

成し、リストに追加する（③）。作成した出来事は、1)のような

要素分解したかたちで記述しておく。 

変化後の状態Ca*'と記述範囲の終点での状態Ca*eの関係につ

いても同様に進める。Ca*'と Ca*e が同一であるか（①’）、また

はこれらの間に入る出来事がリスト内に存在するか（②’）を問

い、どちらも「No」の場合はCa*'とCa*eの間に出来事を作成す

る（③’）。終点が現在に設定されている場合、Ca*e は、文献資

料の他、フィールドワークやヒアリングによっても確かめること

ができる。 

以上の処理を終えた後に、Ca*＝Ca*'（つまり状態の表記）か

どうかを判定し（④）、そうであればこの出来事を消去する（⑤）。

処理を経て前後に出来事を作成し、状態が変化に書き替えられた

ので、状態の表記は不要になるからである。 

すべての出来事にこのプロセスを適用すると、新たに出来事

がいくつか作成される。この新たな出来事についても、【図-4】

のプロセスを適用する。新たな出来事が作成されなくなるまでそ

れを繰り返す。 

◆大見のデータ 

時間の記述範囲は「有史以来現在まで」と定めている。さし

あたり紀元0年をタイムフローの始点（そのときの状態はCa*s）

として、2015 年現在を終点（同 Ca*e）として設定する。以下

具体例を、【図-4】のフロー中の番号と対応づけて記す。 

◇「久多荘 の 統治者 が、 法成寺 から 法成寺 に変わ

る」 

①No ②No ③「久多荘 の 統治者 が、 ？ から 法

成寺 に変わる」を作成 

①’No ②’No（「久多荘 の 統治者 が、 峰定寺 か

ら 峰定寺 に変わる」は存在 ③’「久多荘 の 統治者 

が、 法成寺 から 峰定寺 に変わる」を作成 

④Yes ⑤消去 

記録に残る範囲では久多荘の統治者は法成寺が 古である

が、それ以前に統治者がいた可能性も否定できないので、「？」

としておく。一方資料から、法成寺の次の統治者は峰定寺で

あることが有力なので、その変化を示す出来事を作成する。 

◇「十の神社 の 位置 が、 集落内に分散して存在 から 

シコブチ神社に集合 に変わる」 

①No ②No（十社のうち、シコブチ神社と由岐神社の創建し

かリストにない） ③「神社Ｘ の 存在 が、 ● から 

○ に変わる」という変化を、Ｘ＝Ａ～Ｈの8個を作成 

①’Yes ②’－ ③’－ 

④No ⑤－ 

元の出来事が十の神社にかかわるものであるから、前の出

来事作成はそれぞれの神社の創建へと分岐する。また神社は

2013 年に台風で倒壊したが、フィールドワークによりその再

建の機運が高まっていることがわかっているので、意味的に

存在していると見て、特に新しい出来事は作成しない(1)。 

出来事数は 107 から 165 となった。また、出来事が作成され

る限りは【図-4】のフローを繰り返すが、今回のケースでは 大

でも2回で収束した。 

 

3) 要素の補完 

t, Ce, Ca, Ca*, Ca*'の各要素のうち不足しているものを補完す

る。このうちCe, Ca, Ca*, Ca*'は、新しく作成される出来事にお

いても、その生成時に記入している。一方 tについては、作成し

た出来事はもとより、資料でさえも不明確なことが多い。したが

って、ここでは tの補完方法を述べる。 

当該の出来事のみに着目して tを補完できることは少なく、よ

り広い文脈から手掛かりを求める必要がある。まず、Ce や Ca

の共通する出来事群をまとめて扱うことが有効である。変化の過

程を逐次的に追うことで、出来事同士の前後関係から、t のとり

うる値を限定できる。またこの前後関係だけでなく、リスト内の

他の出来事と関連する場合はそれが参考になる。さらに、AやB

となる事象の内容が、tの限定に役立つこともある。 

◆大見のデータ 

◇「尾見分校 の 制度上の位置づけ が、 尋常小学校 から 

国民学校 に変わる」 

この出来事の時期について資料には「第二次大戦時」とし

か記されていないが、国民学校制度が制定されたのが1941年

だと一般に知られている 25)ので、t を 1941 とする。B である

国民学校制度が補完に役立った事例である。 

◇「久多荘 の 統治者 が、 ？ から 法成寺 に変わる」 

これは「久多荘の統治者は法成寺である」という1064年時

点の記録をもとに作成された出来事である。また今回参照し

た資料群には記されていないが、法成寺は1022年に創建され

たことが一般に知られている 26)。したがって、この出来事は

1022年～1064年の期間内に生じていると言える。このような

区間内の不明な一時点を指して、「|1022-1064|」と表記する。 

◇「久多荘 の 統治者 が、 峰定寺 から 足利家 に変わ

る」 

これは資料より「鎌倉末期」の出来事である。鎌倉時代の

終焉は一般に1333年とされており 27)、この出来事はその数年

 
【図-4】 出来事補完／状態から変化への書き替えのフロー 
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前に起こったと考えられるが、それ以上は不明である。この

とき、「1333< - >」と表記する。「-」は時間を遡ることを、「< >」

は数年の誤差がありうることを示す。 

これらの例では、tを１年で代表できるほど短い期間に変化が

起きているが、長期間に渡る継続的な変化もある。本稿では前者

を「時点変化」、後者を「区間変化」と呼ぶことにする。区間変

化の例としては「田 の 面積 が、 約12万㎡ から 約20

万㎡ に変わる」がある。この変化は、約12万㎡とされた時点

（享保年間）から、約20万㎡とされた時点（明治以前）への継続

的な変化と見るべきである。その間の増減の仕方の詳細は、資料

からはわからない。 

 

2.5. 可視化 

以上のように文法を適用された出来事間の関連を、図として

可視化する。図は Ce ごとに一つを作成する。t を横軸にとり、

Ce内の各Caに関する出来事を時系列に配置してゆく。用いる記

号の凡例を【表-1】に示す。この中で「変化」を表す記号が、【図

-1】のE-unitを表現していることになる。 

◆大見のデータ 

現在休校中の「大原小学校尾見分校」についての可視化結果

を【図-5】に、大見集落全体（ただし多数の側面のうちの一部の

み）についての可視化結果を【図-6】に示す。諸側面を統括する

「存在」の発生に端を発し、その後さまざまな側面が、ときに同

時に、ときに別個に変化する様子を、視覚的に伝えている。 

【図-5】で、「建物」という側面は 1953 年の現在地移転時から

記述している。それ以前は、建物はあったものの特にそれに言及

した資料がなく、建物という側面は重要でないと考えられるから

である。またその建物について、「＋職員宿舎」というように、

建て増された建物の種類で記述している。「校舎、体育館、産業

教室 から 校舎、体育館、産業教室、職員宿舎 へ」という「状

態間の遷移」による表現よりも、「職員宿舎が付加された」とい

う「差分」による表現の方が容易な事例である。 

【図-6】の「世帯数」は、時点間の区間変化の連続として表現

されている。文献 9)には各戸の村への出入りや分家、廃絶など

が克明に記されており、それを出来事の単位とすれば時点変化の

集合としても表現できる。しかし他の出来事との粒度のバランス

を考慮して、同資料で章立ての根拠となっている期間をグループ

化して扱うこととした。このように、時点変化と区間変化は相互

変換が可能な場合も多い。 

 

3. 考察 

3.1. 出来事のネットワーク 

本稿では C のみに絞って文法適用や可視化の手続きを記した

が、A や B を含めるとネットワークは大きく拡大されうる。た

とえば大見では、1973 年の大原小学校尾見分校の休校は人口減

少を背景（B）としているから、【図-5】の休校と【図-6】の大見

の世帯数の減少という二つの出来事はリンクされることになる。

さらに尋常小学校から国民学校への変化は、戦争を背景とした国

民学校制が B、日本国政府が A である。戦後の戸数の激減はエ

ネルギー革命による薪炭産業の不振などがBとして挙げられる。

大見という小さな集落での出来事が、日本や世界の法律、経済状

況や技術などのグローバルな文脈と密接にリンクしているので

ある。 

「出来事のネットワーク」は、このようにして限りなく広がっ

てゆく。変化するCは記述範囲内にあっても、AやBは（特に

空間、イシューにおいて）記述範囲の外にあることが多い。 

 

3.2. 資料批判 

歴史学の研究においては、論述の根拠とする資料の正当性や、

資料の書き手の意図の介在の仕方について批判を行なうのが常

である。複数資料を比較検証したり、書き手や書かれた時代背景

について探ったりすることで、資料批判を行なう。 

本稿では、一つ一つの資料に対して批判を行なわず、全てデ

ータとして取り入れている。中には伝承レベルの不確かなデータ

もある。歴史学的には望ましくない態度であると非難されるかも

しれない。それに対し、筆者は以下のように考えている。 

まず、本稿では多くの資料を併用している。重要であり、真

実性が高い出来事は、多くの資料に記されていると考えられる。

2.3. 1)で出来事あたりの資料掲載数について触れたが、掲載数の

多い出来事だけを記述対象として採用するという方法も考えら

れる。本研究で直接的には資料批判をせず、資料批判の仕事を多

数資料の著者の集合知に依存するという考え方である。 

次に、より重要な点は、本稿の手続きそのものが資料批判の

手法になりうるということである。資料間に記載内容の齟齬があ

った場合、それを検証することで、どの資料が真である可能性が

高いかを推測することができる(2)。また【図-5, 6】のように時間

軸で可視化することで、前後関係に無理のある二つの出来事が発

見されれば、その少なくともいずれかは疑わしいものとなる。 

つまり本稿の方法は、歴史家が複数資料を突き合わせて資料

批判を行なうプロセスの一部の定型化にもなっている。さらに、

【図-5, 6】のような可視化によって歴史の中の不明部分が明白に

なるから、それをもとに新しい探求を開始することもできる。本

研究は都市の変容プロセスを長期的で幅広い視野から理解する

理論モデルを構築しようとするものであり、歴史的事実を探求す

ることを目的としていない。しかし過去の出来事を扱うがゆえに、

本稿で示したような手続きは、歴史学における推論のプロセスと

【表-1】 可視化に用いる記号の凡例 
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深い関係をもつことになる。 

 

3.3. さらに検討が必要な点 

2.4. 1)で、変化するものCを、要素Ceと側面Caに分けて捉え

る見方を示した。しかしこの分け方には恣意性の入り込む余地が

ある。たとえば「大見 の 世帯数 が、 16 から 15 に変

わる」は、「A家 の 所在地 が、 大見 から □□ に変

わる」と言い換えることもできる。このような主語の取り方の違

いによって、他の出来事とのリンクの仕方も異なってくる。この

問題は記述範囲や記述粒度と同様に、研究目的と関連するもので

あり、大見という一つの全体について多様な側面の変遷を追うの

が目的であれば前者が、各戸の詳細な遍歴を調べるのであれば後

者が適当であると思われる。「『A 家 の 所在地 が、 大見 

から □□ に変わる』ことで『大見 の 世帯数 が、 16 

から 15 に変わる』」というように、二つの独立した（しかし

リンクする）出来事として捉える方法もある。 

大見に「剣山」という場所がある。資料には、ここに「皇族

の墓があった」「武家屋敷があった」「米倉があった」「由岐神社

があった」「共有の草刈場であった」などの多様な記録が残され

ている。しかし「皇族の墓 の 存在 が、 ● から ○ に

変わる」「由岐神社 の 存在 が、 ● から ○ に変わる」

などという記述だけでは、共通している場所（剣山）が顕在化し

ない。一つの場所の空間的変化を長期スパンで扱うためには、場

所／位置座標p（place / position）の概念を導入する必要があると

考えられる。 

 

4. まとめ 

本稿では筆者の提案している、都市の変容過程を「出来事の

【図-5】 「大原小学校尾見分校」の変容過程の可視化 

 

【図-6】 大見集落の変容過程の一部の可視化 
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ネットワーク」として理解するための基本モデルである【図-1】

のE-unitのうち、特に変化C→C'および時間 tの部分について実

際の出来事を記述するため、大見の変遷についてのデータを用い

て、文法の精緻化と手続きの構築を試みた。【図-5, 6】の可視化

はその 終成果である。「記述対象の設定」「資料の収集」から「出

来事の抽出」「文法の適用」「可視化」までステップ数が多いが、

このうち出来事の抽出までは、A, B も含むE-unit 全体で共通の

ものである。 

具体的なデータを扱う中で、要素と側面との分離、時点変化

と区間変化、時間表記が曖昧な場合の取り扱い方などについて知

見を得ることができた。また 3.3.で述べた問題点も発見された。

今後この問題点を解決する方法を模索することで、文法や手続き

をより発展させることができると考えられる。たとえば3.3.で示

した p の概念は、【図-1】における t と同様に、出来事の座標を

指示する要素としてモデルに取り入れるべきかもしれない。 

本研究はこのように、抽象理論と具体的データの間を往復し

ながら、都市の変容の過程を構造的に理解するための理論モデル

を構築する、構成論的アプローチをとる。今後はAとBの各要

素についても同様に詳細文法と手続きを開発し、然る後に

E-networkの記述へと研究を進めたいと考えている。 
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補注 

(1) このように考えると、存在の消滅とは、物理的に消滅するば

かりか人々に忘却され意味が失われるというような状態であ

り、認知的側面も関係すると考えられる。変化の諸側面の中

には、意味や認知にもかかわるものがあり、その扱いについ

ては今後検討する余地がある。 

(2) 実際に、今回分析した 17 の資料の間にも、内容の齟齬が散

見された。解釈の違いによるもの、ヒアリングの証言内容が

人によって異なるもの、誤植と思われるものなどがあり、今

回の資料だけでは真贋を判断できないものもあった。 
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