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ろベルギーは北半はフラマン語圏,南半はフランス語圏

同 じ大学に ピサ‑ル教授 の主宰す る地形学 ･第四紀地

で, リエージュほ後者を代表す る都市であ り, ワロン運

質学教室がある.翌21日は朝か らその教室 のシ ャベル氏

動が盛んだか ら街中でも英語は殆ん ど通用 しない.

の案内で, ミューズ川対岸の城祉付近にある野外観測場

ア レキサ ン ドル ･ピール 夫人は ジ ャン ･ア レキサソ

を見に出かけた.アルデンヌ高原につづ く緩やかな丘陵

ドル教授 の奥 さん (ピールは結婚前の旧姓)だが,自ら

斜面 でのマスウェーステ ィソグの観測が地味に続けられ

も地形学者である. 1
)エージュでの案内は一切引き受け

ていた. ピサ‑ル教室の方は メー トルアシスタソ ト (日

ようとい う夫人の親切に甘えることに した.早速午後に

本 の大学 の専任講師に相当す るlが 5, 6人 もいて,そ

は迎えに来て下 さ り, リエージュ大学の自然地理学教室

の午後は入れ代わ りで現在研究中のテーマを説明 して下

0
0年ほ ど前 の旧い建物で,後か ら
を案内して下 さる. 1

さる.土 じょう侵食 のポ リーヌ氏,海岸地形 のオザール

中二階を継 ぎ足 した りして部屋を増や した様子 もあ り中

氏,カルス ト地形 のニ ック氏などが次 々と現ま
っれ.まこ

の構造は複雑である.そ こでア レキサン ドル一家つ ま り

とに熱心そのもので全体が活気に添れていた.私 もその

歴史学者の子息 ピーターや二人の娘 さんなどに紹介 され

気分につ られて 日本か ら持参 した有珠岳のスライ ドを映

た.教授 の主宰する講座で夫人 も講師をつ とめ,御子息

t/
レ隆起す る異常 さ｣
写 して説明 してみた.｢1日 1メ‑ T

も同 じ大学に勤めている関係 もあろ うが,教室すなわち

に驚いた先生方は, も う少 し滞在を伸ば して祥 しく説明

家庭の延長 といった趣 きなのにはいささか驚いた.教室

して くれないか と申し出る程であった.

の名称に熱帯地形 ･気候 ･水文教室の副題がついてお り,
都市気候 のエ リピクム氏か らも リエージュの気温分布や

同 じ大学の自然地理関係の教室でさえ,互いに内容 も
気風 も驚 くほ どに異 るものだ とい う感慨をもったのだが,

大気汚染 の説明を うかがえた.この大学の同窓生 の御夫

これが ヨーロッパの故だ とも思えるし,大学 とい うもの

婦が教室を運営 されているのだか ら,雰意気は和やかで

だ と云 う風にも思える.そ う云えば本学でも研究室の部

陽気な感 じだが,夫君が兼務先のザイールの大学へ出か

屋 ごとに先生に よって机や椅子の配置か ら室 内のおもむ

けて長期 間留守に しても うまく運ぶための仕掛けのよう

きが全 く異 っているようだ.

で もある.

(1
985年 1月31日)

イギ リスの万里 の長城
井

内

昇

敵軍の進攻を高い壁を築いて防 ぐ, とい う戦術的発想

ス コットラン ドの蛮族 の北か らの攻撃を防 ぐ目的で 2世

は,古 くは中国の万里の長城を生み,近 くは同種 のもの

紀初めに築いた もので,ブ リテン島の東西の幅が最 も狭

として第 1次 ･2次大戦で独 ･仏国境線沿いに,地下要

くなる北海沿岸のタイソ川河 口か ら西のアイ リッシュ海

塞 マジノ線,ジークフ リー ト線 の構築 となってあらわれ

2
0
Ⅹmの間に構築 されている.
沿岸ボウネスまでの約1

た.ベル リンの壁 もこの発想の延長 であろ う. しか し,

昨年 8月,I
GC出席の折,イギ リスの地方都市 と農村

田廓都市 のように狭い区域を城壁で と り因んで防衛する

0日間, レンクーカーでイングラ
部を見たいと思い,約1

場合 と違 って,広 い平面上に線状の障壁を築いて も余 り

ン ド, ウェールズ,ス コットラン ドを一人で旅行 した.

有効 とは思えない.史上最大規模 の中国の長城は,最近

この横会に途中でこの長城に寄ろ うと考えたが, 日本で

新生中国の観光名所 として外貨獲得に貢献 しているらし

ち, ロン ドンでも具体的な情報は手に入 らない. しか し

いが, この長城は本来の 目的である北欧 の南進防止の役

イギ リスで入手 した40万分の 1地形図をみ ると,城壁の

には立たなかった し,マジノ線,ジークフ リー ト線 も結

所在を示す記号が断続 して記入 されている.そ こで地図

局は敵の進攻を防げなかった.に もかかわ らず,人間は

上に城壁の記号が最 も長 く残 っている所に行 くことに し

古今東西を通 じて同 じ発想を くりかえ し,各地に この種

た. 8月某 日,朝早 くミドルズブラの町を出発,途中タ

の長城 の例をみ ることができる.

イ ンサイ ド重工業地帯の中心サ ンダーラン ドの斜陽化の

このよ うな長城の中で,意外に知 られていないのがイ

現状を観察 し, ワシン トンニュータウンに立ち寄 り, 1

ギ リスの長城‑‑ ドリア ヌスの長誠一であろ う. この長

時過 ぎ,長城に近い コールブ リッジの町に着 く.町の中

城 は,紀元 1世紀にブ リテン島に侵攻 した ローマ軍が,

心 の案内所でわかった ことは, この長城はイングラン ド
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その代 り入場料を と る).保塁の北に
北東地方では一寸 した観光名所 らしい とい うことである. が行われている (
とい うのは,長城 の写真や案内地図が沢山張 ってあった

接 して東西方向に城壁が延 々と伸びているが,城壁 とい

か らである.時間が無いので係員に ｢何処が見 どころか

その上に銃眼付の石壁が さ
っても高 さ 2‑ 3メー トル (

?｣ と聞 くと ｢Housesteadsが よい｣ と教えて くれた.

らに 1.
‑2メー トル),幅2.
5メー トル程度の石積みにす

再び地図を顔 りに走 ってゆ くと次第にマイカーや観光バ

ぎず, ブ リテン島の各地でみ られる放牧地 の境界用石垣

スが前後にふえは じめ,やがて大 きな駐車場に到着 した.

と大 して変 らない.この程度の石垣ではた して北からの

附近はイギ リス特有 のスケールの大 きい うね るような起

蛮族 の侵入が防げた ものか どうか,或いは,単に国境を

伏の丘陵地で,樹木は皆無に近 く,一面 ヒースで掩われ

示す程度の意味 しかなかったのか不明だが,見張所や大

た荒地で羊が草を食んでいる.大 きな谷を横切 って約15

きな保塁 の遺構,石垣 の上 の銃眼などをみ ると,やは り

分 も歩 くとそ こに Hous
es
t
eads の保塁 の遺構が緩い斜

これが純軍事的な防衛用の城壁 であった ことが理解でき

面にひろがっていた.

るのである.

この長城には 1マイル毎に小保塁が築かれ,さらに一

ローマ軍は この長城を約400年にわたって維持 したが,

定の間隔を置 いて全部で1
7の大 きな保塁が設け られてい

400年 もの長い間, 家郷を離れ, 当時は地の果てにも思

eadsは AD.ユ
25′
‑ユ
28に築かれた最大の保
る.Housest

えたであろ う北の防衛線に連れてこられた ローマ兵たち

l
a,約1000人 の歩兵 の常時駐留が可能で
塁で,面積約 2I

は,一体 どうい う想いでこの荒涼たる景色を眺め,家族

あった とい う.遺構は環境省に よって発掘,整備,維持

のことを考えたか と思 うと胸が傷んだ.

劉先生 の こと
内

藤

博
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昨年の 9月か ら10月にかけて中国か ら地理学関係の 3

である. もちろん 日本人教師に よる授業は 日本語で行わ

組の代表団が来 日した.中国科学院長春地理研究所代表

れた.先生の日本語力は この時期につちかわれたのであ

団 (5名),四川省地理学会代表団 (5名),中国地理学

る. 1943年に国民高等学校を卒業 した先生は同 じ年 に

会代表団 (4名)がそれである.これ ら 3代表団の訪 日

工農合作社 とい う会社に就職 された.合作社 とい うと人

は 日本 の地理学者の有志でつ くっている日中地理学会議

民公社に先立つ農業生産組織を連想 させ られるが,当時

の招碑 に よっている.た また ま私は 日中地理学会議 の事

のそれは企業一般を指 した ものらしく,先生が就職 した

務局の仕事にたず さわ っていた ことか ら, 2ケ月間 とい

ところは大連に本社を もつ 日系企業であった. この会社

う比較的短 い期間に13名 もの中国の研究者 と親 しく接す

での勤務は 1年 で終 り,1944年か ら47年 までの 3年間は

ることができた.長春地理研研究所の所長で同研究所訪

無職であった とい う.第 2次世界大戦終了の年を間には

日代表団の団長をつ とめ られた劉暫明先生 もその中の 1

さむ この期間に, どのような生活を送 られたのか うかが

人であった.劉先生は 日本語がお出来になる.先生はま

ってみたが ｢英語の勉強を していました｣ と言 わ れた

た中国地理学会代表団の一員でもあられたので,長春地

だけで くわ しいことは不明のままに残 された.先生が29

理研究所一行が帰国 した後 も日本に とどま り, 日本 の地

才か ら32才にかけての時期 のことである.1947年になっ

理学者 との交流を続け られた. したがって 日本での滞在

て先生は長春大学法学院に入学 し,法律の勉強をは じめ

期間は14名の中で劉先生のそれが もっとも長いものとな

られた･この頃か ら中国では国民党 と共産党の問の内戦

った. この間に劉先生か らほ御 自身のことも含めて多 く

が激化 し,共産軍 の攻勢に よって国民党政府の管轄下に

,

のことを教えていただいた. こうした ことが劉先生に対

あった長春大学は先生が卒業期を迎える前 の 1949年 に

す る印象を とくに強いものに した原因のように思 う.

閉鎖 されて しまった.やむな く先生は同 じ長春市内にあ

劉先生は 1925年 7月のお生 まれなので59才,中 国 東

る東北師範大学地理系 (
地理学科のこと.ただ し規模か

北地方 の吉林省の出身である.1939
年に書林市第三国民

らいえば系は 日本の学部に相当する)に入学 した.つ ま

高等学校商科に入学 された.当時の東北は満州国の統治

り先生は中華人民共和国が成立 した1949年か ら地理学 の

下にあ り,先生は簿記などを勉強するかたわ ら日本語 も

勉強をは じめ られたのであるる.1953年に東北師範大学

この学校で学ばれた.教師の半数は 日本人であったそ う

を卒業 した後,先生は北京にある中国人民大学に入学 し,
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