業 されていた硫 黄鉱山が被 災 し, 70名以上の従業者 が死 に生存者は 3名に過 ぎなか った とい う｡ 大
変な災害 だが,明治 21年の磐梯山の爆発 とその災害の規模にか くオ1
て余 り語 る人がいないのか も知

,

れない｡箱根 の 早 川 が 芦 の 湖 の 湖 尻 か ら発 す る の と同 じに ｢沼の平｣ 火 口湖の沼尻 か ら発 して
い た火口瀬の沼尻川 か ら,沼尻高原の名前が由来 したのであろ う｡ 上記の廃屋は 当時の鉱 山小屋の筈
なのだが,この 火山爆発 を説明す る立札 も何 もない｡ その上 ,硫黄臭のす る火 口底 を,何の注意 を受
けることもな く歩 け るのには ,未だに不思議な思いが残 ってい る｡

(1
980年 1月 15日)
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浅井先生が定 年退官 される｡ 日頃 ,若 々しい,元 気なお姿 に接 してい ると実感 が湧 かないが ,その
日は間違いな くや って来 る｡ 先生が去 られた教室 を思 うと寂 しい｡
先生の学問的 な業績 については他に語 るべ き適任者が多い か ら, この欄 を借 りて先生の身近 な印象
を幾つか綴 ってみ たい｡
先生におつ き合い頂いた期 間は 5年に満たないが ,先生のお名前 を認識 したの も確 か今か ら 7‑ 8
年前の ことであ った｡当時 ,勤め先の雑誌書庫の中で調べ もの を していた時,ふ と手に とった雑誌 の
中に,先生の ｢実験地理学(
?
)
の提唱｣の記垂が載 っていた｡ その頃 ,役人生活 を掛 ナるか,或いは将
来大学に転ず るか を考 え始めていた こともあ って読んでみ たのだが, ｢地理学研究 とは,地味で根気
の要る仕事だ｣ とい うことを教 える,怠 け者 に とってはい ささか士気阻 喪 させ られ る厳 しい 内容だ っ
た ことを覚 えてい る｡先生 の この実験 ,実証 を重んず る研究態度には ,その後 ゼ ミや論文発表会 な ど
で しば しば按す るこ とがで きたが,この ことが私 に とって研究上の大 きな戒 め となってい るこ とを今
あ らためて感 じている｡その頃か ら私 も春 ,秋の大 会な どに顔 を出す ようにな り,知 らない うちに先
生の容姿に接 していた らしく, 50年夏に初めて教室で先生 に紹 介された時, ｢あ ゝこの方が成井先
生だ ったのか｣ と,名前 とお顔が初めて一致 した次第であるo
それか ら4年余 ,偶然先生 の隣の研究室に住み着いた こともあ って ,先生 との接触 の機会 もふ えた
誰で も同 じと思 うのだが) ,その心身の若 さ,
よ うに思 う｡ 学問以外の部分での先生 の印象 とい えば (
特 に旺盛 な好奇心で あ り,その具体的な現れの一 つが扱械好 き,工作好 きの面であろ う｡ 先生の研究
室 を中心 に,観測 設備か ら居住環境施設 に至 るまで,先生手づ くりの作品は数知 れず , しか もその ど
れもが素人 とは思 えぬ見事な 出来は えを示 してい る｡時 々,先生 の研究室 か ら電気鋸の音 が聞 えて く
る と, ｢次の作 品は一体何で あるか ?｣ と興味深 々その完成 を待 った ものだ った｡機械好 きの面が最
も発揮 されたのは写真に関 してであろ う｡教室の大型写真複写機 を動 かせ るのは先生だけであった し,
日常的 な カメラ操 作で も玄人の域 に達 してお られた.特 にサ ウン ド付 8肋 と立体写真に ご熱心で,立
体写真は市販 の部品では飽 き足 らず ,工作知識 を駆使 して業者 に特注す る, とい う凝 り様 であった.
一般 に機械好 き, といわれる人達は,写真, ステ レオ, 自動 車の 3つ をこなす様だが, この点 ,不思
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議なこ とに先生は 自動車運転は とうとうなさらなか った｡或いは, ｢
運転な どは車夫馬 J
●
のす ること｣
とお考 えだったのかも知れない｡ ステ レオのことは存 じあげないが,教室へ来て間もな く,或 る土曜
の午後,隣の研究室か ら壁 を透 して軽快なポピュラー ミュージ ックが流れてきた｡ どう考 えても先生
の印象 とポ ピュラー音楽 とは両立 しなかったか ら,多分補佐員の Ⅰ君であろ う,と勝手に決めたのだ
が,この主は何 と先生であることが知 れたo うかが.
うと,大変お好 きだ, との こと｡ この分では ステ
レオに関 してもマニアであるに違いない｡
ともあれ,旺盛 な好奇心 ,興味,関心は学問に とって も必須の要件であ り,ご退官後 もご研究が発
展す るであろ うことを信 じて疑わない｡不肖な後輩 であるけれども,今後 も先生の変 らぬ ご指導 を賜
りたい と願 っている｡
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昭和 45年 4月か ら 47年 3月まで浅井先生は 日本地理学会常任委員にな られ,集会委 員長 をつ とめ
られた｡私 もその際 ,集会委員 を委 しょくされ,浅井先生 を補佐す ることになった｡集会委員会の主
な仕事は年に 2回開かれる大会 と,ほぼ毎月開かれる例会 を準備す ることである｡浅井先生はこの仕
事に意欲的に とり組 まれた｡浅井先生が リーダー ･シ ップをとって行われた改革のなかで,もっとも
大 きい もの と考 えられるのは大会発表 に関す る予稿 集の刊行である｡例会発表に関 してはその要 旨が
機関誌の地理学評論に掲載 されるので会員は事前に発表 内容の概略 を知 ることができる｡ しか し大会
発表 に関 してはその よ うな便宜がな く,タイプ印刷の要 旨集が大会当 日または事前に会員に配布 され
るにす ぎなか った｡ 地理学評論 とは別 の発表要旨集になると保管の点で不便であるだけでな く,文献
としての価値が事実上ゼ ロに等 しくなって しま うとい う欠点があった｡浅井先生は気象学会その他の
例 を参考に しなが ら,要 旨原稿 をその まま写真製版 し,印刷 ･製本 して まとまった文献 に仕立てる予
稿集の必要性 を力説 され,これが学会 を動かす ことにな って昭和 46年度秋季大会 (
鹿児島大学にて開
催) よ り刊行 をみ ることにな った｡
予稿集 を刊行す る際に不安な点が一つあった｡ それは,発表時 よ り 2カ月余 り前にかな りまとまっ
た原稿 を提 出 しなければな らないために,発表数が減 るのではないか とい うことである｡ 普通,発表
要 旨として要求 される分量は 1
200字程度が多いが ,予稿集の場合は約 4.
500字分が要求されることか
らい っても,この不安は根拠のあるものだった と思 う｡それに,学会発表 をおこなった ことのある人
な ら大な り小 な り経験す ることであるが,研究活動は発表直前まで続け られているものであ り,発表
申込時 と発表時では内容が多少変 ることも生 じるので, 2カ月前に原稿の提出を求め られることが発
表者に とってかな りの負担 にな るこ とは十分予想できた｡ しか し実際に フタをあけてみ ると,発表件
数は減 る どころか,逆 に年 々増 える傾 向にある｡ た とえば予稿集第 2号 (1972年度春季)の発 表件
数は 123であ ったのに対 し,予稿集第 16号 (1979年春季)では 136件に達 した｡この よ うな結果 を
もた らした理 由としては次の ことが考 えられる｡第 1に学会会員数が増 えた こと,第 2に予稿集が文
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