はニューヨークに存在 していたユ ダヤ文化起源の
デ リカテ ッセ ンを, 自分 たちに とりこみやすい
"ス タイル" とい う形式 を持 って受け入れ,東京
に存在 してはいるが,東京でない空間をもつ "
脱
領土化" されたグローバル空間 として, 日常的生
活の中に溶け込 ませている｡ これはニューヨーク

のデ リカテ ッセ ンとは ｢
似て非なる｣ものであ り,
日本独 自のカテゴリーで 日本 に合 う形 に変容 させ
た もので しかないが,それがあ くまで も ｢
デ リカ
テ ッセ ン｣として存在することで,東京の都市景
観 を変容 させているのである｡

理想のスキー場 ‑ スキー場利用客の動向 をもとに‑
瀬尾
近年のスキー場利用の動向には,スノーボー ド
の著 しい増加,団体の割合の減少,家族連れの割
合の増加,交通手段ではバスや電車の割合の減少
と自家用車の大幅な増加,滞在期間の短期化等が
ある｡1
96
0年代 のスキーブームに対応 して きた
老舗スキー場では,駐車場不足や,スノーボー ド
の滑走許可 をめ ぐる常連客や地元 との論争 な ど,
幾つかの問題が生 じた｡
一方, 日帰 り施設の充実やスノーボー ドを積極
的 に受け入れ,あえて ｢
スキー場｣ と自称 しない
施設 も現れた｡これ らは, 自然降雪に恵 まれない
地域 に立地 していることも,従来のスキー場 とは
異 なる｡ 天候 に左右 されず気温調整が可能な屋内
人工スキー場は,通年営業 も可能だが,雪山を滑
り下 りる豪快 なアウ トドア ･スポーツというスキ
ー本来の魅力 を損 なった｡そこで,ゲ レンデの距
離や幅を求める声は多い｡
本論文では,このようなスキー場 を取 り巻 く状
況や利用客の動向の変化 を踏 まえ,スキー場経営

晶子

者が理想 とするスキー場 を明 らかにし,実際には
どのスキー場が最 も合致するかを検討 した｡立地
場所 と規模 をある程度統一 して比較す るため に,
最大スキー市場である関東か らの人込みが最多の
上越地域 で,入込数 3
0万人以上のスキー場 を分
析対象 とした｡アクセスの良 さ,スノーボー ドの
積極的な受け入れ姿勢,家族連れや 日帰 り客への
配慮 などの条件か ら選択 した結果,神立高原スキ
ー場が最 も理想的であるという結論 に達 した｡
同スキー場は無料 シャ トルバスの運行や リフ ト
の早朝営業 を行 うなど,比較的新 しい傾向へ素早
く対応する身軽 さを持 ち,同 じ地域の中で先駆者
的役割 を果た している｡一方,一部スキー場では
既 に協力体制 を整 え,情報交換や共通 リフ ト券の
発行 を行い,切薩琢磨 し発展 を目指す動 きがみ ら
れる｡ 神立高原スキー場 も,従来は競合 していた
スキー場間で協力姿勢 を持ち,互いに発展 してい
く事が望 ましい と思われる｡

北半球中緯度における傾圧不安定波について ‑ その季節変動の把握一
野口
本論文は,中緯度の気候 を捉 える上での重要な
指標 となる傾圧不安定波 を取 り上げ,その季節変
動 を捉 えることを目的 とした｡デー タは,1
991
年第 1半句〜2
0
00年第73半句の,北緯 5
00 に沿
う5
0
0h
Pa等圧面高度値 を用いた｡
まず,本データの 1
0年 間通年の平均 と標準偏
差 をとって季節区分 を行 った｡ これによると冬季
は第70半句〜第 1
2半句,春季 は第 1
3半句〜第3
5
半句,夏季は第36半句〜第49半句,秋季 は第5
0
半句〜第6
9半句 と区分で きた｡
次 に,上記の季節区分 を用いて,傾庄不安定波

恵実

動の季節変動特性の検出を試みた｡傾庄不安定波
動の空 間スケール を経度 25度以内 と仮定 し,そ
れに該当する波動 を切 り出す とい う作業 を行 った
結果,以下の知見 を得た｡冬季はヨーロッパ全域,
ユーラシア大陸東部,アメリカ大陸東部 にまとま
った気圧の谷が見 られ,その中で波が西進,東進
を見せていることが分かった｡春季,秋季 はとも
に東進が明瞭であったが,秋季の方が よ り顕著 に
表れていた｡夏季は,波が無秩序 に西進 または東
進 していた｡
最後 に,上 に示 した傾庄不安定波の季節的特徴
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を,次半句 とのズ ラシ相関をとることで定量的に
検討 した｡その結果 ,冬季 には波 の走在 が ,春
季 .秋季 には波の東進が見 られ,夏季 は相関が低
い とい う,季節的特徴が得 られた｡
しか し,傾庄不安定波の季節変動 を捉 えるにあ

たって,本論文で採用 した空間的,時間的スケー
ルが最適か どうかの検討 は残 されている｡ また,
最終 目標 としては,傾庄不安定波 とい う指標 を用
いてその経年変化 を捉 え,北半球大気で何が起 こ
っているのかを把撞 したい｡

地域情報サイ トか ら見 る ｢ネ ッ トコミュニテ ィ｣ と｢
地域社会｣
‑港北 ニュータウンを事例 に一
古漬

暁子

るために,アンケー ト調査 と簡単 な聞 き取 りを行
インターネ ッ トは,いつ, どこで も簡単 にコミ
った｡
ュニケーシ ョンをとることがで き,地理的(
距離)
障壁 を超 えることがで きる面が注 目を浴 びている｡
地縁の欠如や多忙｣といった背
調査 を通 じて ｢
一方,港北ニュータウンなどでは,限 られた地域
景 の中で,｢
地域｣における｢ネ ッ トコミュニティ｣
の役割の重要性 を知 ることがで きた｡ また,地域
の中で,インターネ ッ トを介 した交流がみ られる｡
地域｣における｢ネ ッ トコミュニ
本来,対面 で行 なわれていた地域交流が, なぜ , 住民の多 くは,｢
地理的障壁 を取 り払 うインターネ ッ ト上で再構築
テ ィ｣は,実際の世界 とは別世界で はな く,地域
社会でのコミュニテ ィの 1形態 として捉 えていた｡
されているのだろ うか｡本稿 では,港北 NTを事
｢ネ ッ トコミュニテ ィ｣が｢
地域｣と敢 えて融合する
地域情報サ イ ト｣か ら ｢ネッ トコミュニテ
例に ｢
地域社会｣ の新 たな
ィ (
ネ ッ ト上の交流 )｣ と ｢
ことにより,｢ネ ッ トコミュニテ ィ｣と｢
社会｣の独
関係 について検証 した｡
特 の関係が生 じてい る｡ 特 に,｢ネ ッ トコミュニ
テ ィ｣と｢
地域社会｣との間にあるフィー ドバ ック
まず,港北 NTにおける地域情報サ イ トを概観
横浜都築 ･
港北 NTML｣と｢
緑 の小
した｡そ して ｢
効果は,両者が相互 に影響 を与 えつつ進展 してい
径｣の 2つ を取 り上 げ,過去 ログの分析 や管理者
く可能性 を秘 めてい た｡ また,｢地域｣にお ける
への聞 き取 りを行 い,｢
横浜都築 ･
港北 NTML｣で
｢ネ ッ トコ ミュニテ ィ｣の様 々な姿 を探 った結果,
はネ ッ ト上での｢
情報交換｣の姿 を,｢
緑の小径｣で
インターネッ トによってグローバル化が進む中で,
は｢
半径 1
0km の近所付 き合い｣を検証 した｡ これ
皮 肉にも｢
地域｣とい う位置付 けが より重要になっ
てい くのではないか と推測 される｡
らに加 えて,地域情報サイ ト利用者‑の意識 を探
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,
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グローバ リゼーション下の新 しいエスニ ック･メデ ィア
一 首都圏にお けるフ リーペ ーパーの実態調査 か ら一
本田

美穂子

(フル ･ペーペーを別 に掲載 した)

路面電車 とまちづ くり 一 万葉線 を事例 に一
山田
日本の路面電車 は,道路交通の邪魔物 として昭
和 40年代 をピークにつ ぎつ ぎに廃止 されていっ
たが,近年,本格的 に見直 され始めている｡
本稿では,富山県西部の小都市,高岡市 と新湊
市 を南北 に結ぶ,路面電車 ｢
万葉線｣を事例 とし
て取 り上げた｡万葉線 は現在,民間経営か ら第三

知以子

セ クター事業 として,新 たに生 まれ変わるべ く準
備段 階にあるが,近年 の第 3セクター事業の危機
的状況 を考慮す る と,万葉線の今後の経営状況が
危ぶ まれる｡ また,富山県 は, まさに自動車依存
社会であ り,公共交通機関の重要性 は低い｡ この
ような状況の もとで,万葉線が ｢
市民の足｣ とな
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