お茶 の水地理

を記す｡エ ジプ ト博物館の監視人 (どうい うわけ
か制服を着た兵士風)が ,筆者 を 日本人 と確認 し
た上で ,｢ミイ ラを見せてや る｣ とか言 いなが ら
(
推定),石像 の裏にある石棺 の前 に連れ て行 っ
て蓋を瞬間開けた ような しぐさを した後 , 1ドル
くれ と言 った｡ おそ ら くこれで成功 した経験 に基
づ く行動であろ う｡蓋の開け方が棺 の内部を見 る
には余 りに も瞬間的す ぎたので ,｢ドル は持 って
ない｣ とか言 って彼 の努力は評価 しなか った｡
歴史博物館 の展示 の最初の部屋に ,空襲 で破壊
されたフラ ンクフル トの中心 部 の模 型 が置 いて
あった｡以前‑ ノーバーで も同様の模型を見せ ら
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れた記憶 がある｡我国には空襲 の後 の風景 の模型
を作 る習慣 はあま りない ようだ｡ これが ,国民性
の反映なのか , 日本家屋 はすべて燃 えて しま うの
で模型の作 りようがないのか ,いずれか不 明であ
る｡
自然博物館の展示に よれば,世界最大のカニは
タカアシガニとい う日本産 のカニであるそ うだ｡
わ ざわ ざカタカナでタカアシガニと書いてあった｡
また魚類 の展示室に も河豚 と漢字が書いてあった｡
(
注) スカ :逮 ,空虚｡用例 ｢
スカ見たいなや っ
ちゃ｣ ;大阪 ことば事典 (
牧村史陽編 ,講談社)0

浅海先生 の退官 に よせて
栗 原
浅海先生 と初めてお会い したのは ,去 る2
0
数年
前 ,お茶大 の地理学科に入学 した ときであった｡
後 ろを振 り向かずがむ しゃらに前を突 っ走 るのに
専心す る我が性格か らして も,先生の退官が 目前
に迫 ると,記憶 の闇の中か ら脈絡のないままに,
しか し,鮮 明に幾つかの情景が浮かんで くる｡
専門であ られ る土壌地理学 の講義は,土嚢分類
に加えて,その土壌 の生成に関す る科学的説 明が
非常に論理的で ,知的関心がおおいに覚醒 された
とい う印象が残 っている｡そ して,たんに土壌学
ではな く,地理学 として考 えることが重要なので
す とい う指摘 は,当時 どれだけ理解 で きたか不明
であるが,先生の地理学観を物語 る一端であった｡
地理学科に所属す る学生に とって地理学を勉強 し
ている気にな らせ るのが巡検であるが ,私達 の学
年 の浅海先生の巡検は,妙義山か ら松代に至 るも
のであった｡妙義山に登 り,風蝕作用や雨蝕作用
に よる岩石 の節理を観察す るものであったが ,山
登 りに次 々と顎 を出す学生に ,｢
信 じられ ない｣
とい うような先生の面持 ちが 目に浮かぶ｡当時の
巡検は山歩 きが結構多 く,学生の方は こんな筈で
はなか ったに とぼやいた ものである｡巡検 スタイ
ル と言えば ,ヤ ッケにキ ャラバ ンシューズが定番
であった｡ さすが ,奈良の巡検の ときには このス
タイルに抵抗す る学生はいたが｡それに して も,

尚 子

現在 とくらべ ると隔世の観 あ りである｡妙義山巡
検 の結末は ,群発地震が多発 していた松代を 目の
前に して小諸で震度 4の地震に遭遇 し松代行 きは
中止 とな った｡ ご承知 の ように どち らか と言えば
寡黙であられた先生 と学生時代 には話 し込む機会
を逸 したのが今に して思えば残念である｡
しか し, 8年前に,再び この教室に戻 って きて
か ら,短 い期間 とは言え,そのお人柄に身直に接
し得 られたのは私に とって貴重 な時間であった｡
相変わ らず寡黙ではあられ るが ,｢ノム｣ のが決
して嫌 いではない ?私につ きあい,先生 ご晶員 の
ところに連れていって下 さるときには話に花が咲
く｡先生のお考 えになる地理学 といまだ迷路か ら
脱 出で きない私 の地理学 とは対照的ではあるが ,
固い話だけでな く話題は多岐に渡 った (
後者の方
が圧倒的に多いのが事実ですが)｡
しか し,私に とって もっとも心 に残 ることは,
あるいはむ しろ私に とって先生 との原点 とな った
とも言えるような ことは (
私だけの勝手な解釈),
8年 前,就任の挨拶に研究室を訪ねた ときの出来
事である｡ ｢
先生 ,これか らど うぞ よろ し くお願
い致 します｣ と申 し上げたのに対 して ,｢も う先
生ではな く,これか らは仲間なのですか ら｣ と応
えて くだ さった ことであった｡爾来 ,この言に何
度救いを求め ,そ して事実救われた ことか分か ら
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ない｡一つ の出来事は ,多義的に解釈 され うる｡

これか らは ,先 生 の ご健 康 とこれ までやれ な

そ して ,その解釈 は ,そ の人が生 きる 日常 におい
て どの よ うなスタンスに立 っているかに よって異

か った ことに打 ち込 んで下 さることを祈 る ととも

な って くるだろ う｡時間に した ら本 当にわずかな
流れ の中での出来事 であ ったが ,浅海先生 のお人
柄 を凝縮 して示 している よ うで ,これか らも心に
残 ることであろ う｡

に ,長いあいだに渡 って先生が ,地理学教室 で果
た して くだ さった役割 を少 しで も果たす よ うに努
め る ことが ,後 を行 く一人 としての仕事であろ う
と思 っている｡

も うい くつ寝 る と‑ ‑
久 保

幸

夫

これを書 いてい るい ま,あ と40
00日で21
世紀 に

まだ生 じているQ高齢化 は ,前近代社会 の ｢
多産

世
な る｡ なにか遠 い将来 の よ うな気が していた 21

多死｣か ら ｢
多産少死｣ を‑て ｢
少産少死｣ に至
る過程 での問題 であ った｡

紀 が 目前にな った感がす る｡

99
0
年代 のキー ワー ドは何だ ろ う01
990
さて ,1

昨年 のい くつかの出来事 は ,確実 にあ る時代が
終わ りつつ あるとい う証左 であ った｡東西冷戦 の

年代 には ,情報社会がほぼ完成す るだ ろ う｡ この

終蔦 ,東欧 の ドラステ ィックな変化 は ,戦後政治

ため ,まだ完全ではない情報社会 のイ ンラ ラス ト
ラクチ ュアの整備 が課題 とな ってゆ く｡ 同時に移

体制 の終結 とい うことだけでな く,近代社会 がい
よい よ幕 を閉 じよ うとしてい るとい うことを印象
づけた｡工業社会 であるところの近代社会 におい
て ,マル クスは労働 の疎外 を述べ社会主義を提 唱
したが ,近代社会その ものが次の社会 (ポス トモ
ダ ン,ネオモダ ン,情報社会 な どと今 の ところ呼
ばれている らしい) に変わ りつつ ある現在 ,社会
主義が変質 を遂げねばな らないのは 自明の理 であ
るだろ う｡

1980年 代 の キ ー ワー ドは ,｢
情 報 化 J,｢国 際
高齢化｣ であ った. この 3つのキ ー ワー ド
化｣,｢
は基本的には社会 の移行 を意味す るものだ｡ なに

行期 において発生す る矛盾 の解消が大 きなテーマ
地球化｣,｢
環境｣
にな る｡ ｢
ネ ッ トワーキ ング｣,｢
な どが キー ワー ドにな るのではないか｡だが ,こ
れ も,過渡期 のキー ワー ドに過 ぎない｡ 問題 は,
21
世紀 にな って形成 され るだろ う新 しい社会 シス
テ ムがい ったい どの よ うな もので ,そ こにおけ る
価値基準や理論体系が ど うなるかだ｡
地理学 に とっての問題 は ,現在の この大 きな社
会変動 を ど うや って とらえてい くか ,とい うこと
と, これか らの社会 に対応 して地理学そ の ものを
どの よ うに変 えて い くか , とい うこ とに あ る｡

よ りそれぞれに ｢
化｣ とい う変遷 を示す文字が付

リッター,フンボル トに始 まる近代地理学 自体 ,

け られている｡情報化 も個別 の機械 の レベルでは

近代社会 ,そ こにおけ る近代科学 とい うフ レーム
の中で登場 して きた｡ したが って,社会 が変化 し

1
9
80
年代 にか な り進 展 した が ,ネ ッ トワー ク,
デ ータの面 では まだ まだである｡情報化 に伴 い ,

てい る状況の中で ,い ままでの地理学 の概念や枠

さまざまなデ レギ ュレーシ ョンが必要 であるが ,

魁 に固執すれば地理学 の衰退 は 目に見 えてい る｡

日本 では これ に逆行す る政策が とられた｡ この こ

21
世紀 の地理学 の(も う,
その時には地理学 とは
呼ばれ ないか もしれ ないが)枠観 を作 る作業 は ,も
う始 めなけれ ば な らな い時期 を過 ぎた と思 う｡
い ったい誰が近代地理学 の首に鈴をつけ るのか｡

9
80
年代 において情報 の偏在 ,集 中を うん
とは ,1
9
80
年代前半 の ｢
モ ノ｣ か ら
だ｡ また ,国際化 も1
｢ヒ ト｣へ進 んだが ,さまざまな コンフ リク トを
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