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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献 としての体裁 を整 えたために,学会発表が単なる 口頭発表に とどま らずに,文献の裏付 けをもった
業績 として評価 されるよ うになった ことである｡事実,最近 の論 文では予稿集 を引用す る例が増 克て
きた｡
この ように発表者に負担 を強いたにもかかわ らず発表件数か増 えて きた ことは ,発表会場 の確保難
とい う新 しい問題 を生み出 した とい う事実はあるに しても,予稿 集の登場が学会 々員の間で研究活動
を活発化 させ る契機 となった ことを示 してお り,浅井先生の ご努 力は見事に実 を結んだわけである｡
その後 も順調に刊行 さ れ て い る こ とか らい って,予稿集は 日本地坪学 会の中に深 く定着 した とみて
よいであろ う｡なお予稿集には大会時の巡検案内も収録 されてい るが ,これだけ を別刷 りに してポケ
ット版 に改造 したもの も好評 をえてい るo これ も浅井 先生の アイデアによるものであるこ とを付言 し
てお きたい｡
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昭和 48年私 がお茶の水女子大学に転任 しておどろか されたことの一つは,地理学教室に ジープがあ
ることであった｡それは,三菱 J20Cとい う型 の ジープで ,浅井辰郎教授 を代表者 とする文部省科学
研究費 ｢生産力的研究法に よる地理 ･地誌学 ♂実証的研 究｣の備品の一つ として昭和 4 6年に隣人 さ
れた との ことである〔地理学教室 のみで ジ⊥ プを所 有 してい るのは,おそ らくお茶の水女子大学が 日
本の国立大学 のなかで最初で最後の ことではなかろ うか｡ とい うのは ,管理等の点で大学の‑学科で
ジープを帝人す ることの困難 さが,いろんな大学 のスタ ッフか ら指摘 されてい るのを耳にす るか らで
ある｡ このような観点 か らみて本学の地理学科の ジープの購入は ,日本の地理学会におけ る一大壮挙
とい って も過言ではないであろ う｡
私の着任前 , ジープは浅海 ･式両教授に よって フィール ド調査 ･野外巡検 ･学術研究お よび地理学
教室の現在地への学内移転等 多様 に活用 されてきた｡私が ジープを使い始めた時の走行距離は 8,
530
K
mで あったが , 現 在 36,
394K
mとな って い る . この 間 栄 あ る 1万 キ ロは式 教 授 に よ る富士北

麓 の地形 調査で , 2万キ ロは浅海教授 と筆者 による戸隠 ･鬼無里巡検の下見で, 3万キ ロは式教授に
よる修論指導で達成 されてい る｡
運転 日誌に よると,これまで私が全走行距離の 与強にあたる 13･
400K
mを走破 した ことにな ってい
る｡私は学会 ･学部巡検の下見,大学院巡検お よび個人的な フィール ド調査に この ジープを使用 させ
て頂いた｡なかでも,利根川 中流部の野菜生産,赤城山北西斜面の土地利用,栃木県高冷地の調査に
は充分活用 させてもらった｡ また,現在 ,共同研究 を進めているブナ帯 の生活文化 についての フィー
ル ドワー クも険 しい山道 をもの ともしない ジ‑プなくしては考えられないこ とだ｡ その意味で私は,浅
井先生の購入 された ジープの恩恵 を最 も多 くうけた者 の一人 とい えるだろ う｡
最近,浅海 ･式両教授は学務 が多忙 なこ とに加 え,自家用車 を冷房っ卓の高級車に買いか えられた
ため, ジープに乗 る榛会が少 くな りつつあるのは残念なことだ｡ また, ジープの購入に多大の貢献 さ
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