地面 につ きそ うなお腹 をみなが ら,我家以外 の どこかでお産す ることを祈 るはか りであったが, 4月
は じめの生あたたかい春 の夜,玄関脇 の縁 の下あた りで ピイ ピイ とい う仔猫 のな き声 がす る｡や んぬ
るかな

と思 ったが後 の祭であ る｡ ところが間 もな くその声は‑ クと止 んで しまった｡ どこか居心

地の好 い ところを見つけたのか と思 っていた矢先,何 と玄関の天井裏で複数 の仔猫 のなき声がす る｡
しか も日がたつ中にな き声は次第 に大 き く,ホ コ1
)や枯葉が落 ちて来 るよ うにな った.オババち ゃん
は無表情 な顔 で御飯時 にな るとあ らわれ,つつ ましやかに食べ終 ると姿を消 して しま う. ある時 ソ ッ
とつけて行 ってオババち ゃんが裏の白取 家 との境の塀 を足場 に して,我家の屋根 にとび うつ り,屋根
と壁 のす き間か ら屋根裏 に入 るところを見届 けて しまった.半 月たち 1月 た って もオババち ゃんは仔
猫 をお ろす気配 がない｡私は仔猫 の体重 がオババち ゃんのアゴの力を上廻 った らど うしよ うか と気が
気でない｡ その中仔猫は ます ます大 き くなって天井 裏を さかんに移動す るよ うにな り,私 をヤキモキ
させた. そ うして 5月末 の 日曜 日の朝,私は と うと う裏庭 の八つ手 の下 にまる くよ りそ ってい る仔猫
を発見 したのであ る｡ ヤ ックヤ ック と私 はオババち ゃんの愛病 のあ る顔 を眺 め柏手 を送 った｡私が大
声を挙 げ,娘共 が ドッとかけつけ仔猫は黒白プチが 1,黒が 2と判 明 した｡ しか し人間共 のさわ ざが
あ ま り大 きか ったせい かオババち ゃんは仔猫 を鈴木家の木材 をお ゝってい るキ ャンバスの下 に くわえ
こんで しまったが,半月 もす ると 3匹従 えて我家 にあ らわれ るよ うになった.娘共は早速 アニ メ漫画
からとって大介, 甲児, ヒカル と命 名 し, さかんに餌 でおび きよせ て, と うと う家の中に連れ こむ こ
とに成功 した｡ こ うして この仔猫達は我 家の準家族 として家 中をかけ廻 るよ うにな ったのであるが,
7月 に甲児が 胃腸 を こわ し,病院 に連 れ て行 ったが手お くれ で死 に,牡 とはか り思 っていた大介 は何

と牝 であ ることが判 明 して止む を得ず大子 とい う変 な名前 にな り, ヒカルは ピカとい うニ ックネーム
で呼ばれ るよ うにな った.オババち ゃんは育児期間中は実 によ く面倒 を見,時 々 どこか らか大 きなエ
した我子達をみて も別
ビフ ライや鮭 の頭 な どを もって来 て食べ させていたが,今は飼猫 に出世 (?)̲
に羨むで もな く,相変 らずオズオズ とや って来 ては,大子 や ビカの食べ残 しを しとやかに食べ て出て
い って しま う｡

わ た し の 歴 史 地 理
柴

田

孝

夫

秩 父の二 山はか り奥 に両神村薄 とい うところがあ る. 荒川 の支流 の赤平川 の又支流 の薄 川の流域 に
あた る｡ こ ゝは中世 の武士団 の武蔵七党 の うち丹党 に属 す る薄氏 の本拠 であ る｡ ひ ど く奥 まった とこ
ろであ るか ら山間の僻地 であろ うと思 っていたが薄川の段丘上 には条里水 田な どもあ って意外 にひ ら
けた ところであ る. こ ゝに無住 で荒れ てはい るものの立派 な薬 師堂があ って埼玉県 の保 護建造物 にな
ってい る｡室町時代 の建築 だ とい う｡ こ ゝが薄氏の館虻 だ と思 われ る｡ 住職 がいないか らこれを預 っ
てい る人 を土地 で尋ね た.両神 山の中腹 に金剛院 とい う寺があ ってそこの法 印だ とい う.せ まい山道
を車 で上 れ るか ど うか危みなが ら砂利 の急坂 を登 りつめた｡ な るほ ど二三軒 の集落があ る｡ も う日は
暮れか ゝってい るのに人影 がない. ｢金剛院 さん ｣と大 きな声 で二声三声呼 んだ. 山の上 の方か ら声
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があ って ｢わ しじゃ ｣おそろ し く背 の高 い老 人が長 い杖 をつい て下 りて くる｡金 剛院は実 の名 を両神
山御獄神社金剛院 とい う｡ 山伏 の寺 で この老人は こ ゝの法 印 であ った. ｢今 ごろ何 しに来 なす った｡｣

,

｢薄氏 のあ とを訪 ね て参上い た しました｡ ｣こ ゝで話 が は ぐれ て ｢わ しの ことを土 地 では ウス ダイ ラ
と呼ぶ,ほん と うはス ､キ ダイ ラだ と思 う. 山 の桑畑 をお こしていた ら人骨 と‑ しよに室町時代 の永
楽 銭が沢山出て きた｡ も うその頃か らこ ゝに住 まってい た と思 うが,下 の村 の冠婚葬祭は わ しが行 か
ねは始 まらぬ とい う. 薄平 は おそ ら く薬 師堂 のあた りであろ う.
J法 印は今 も正 し く下 の村 の支配者 で
あ るら しい｡ わた しは この異様 な老 人 に丹 党 の薄氏 のお もかげを見 出 した｡阿蘇 では古代 の阿蘇 の国
の国造 を まつ る国造神社 とこれ に付随 す る古墳 を訪 ね た｡社務所 に立寄 ると神 官 は阿蘇神社 の方へ行
って今は いない か らとその母親 だ とい う老婆 が 陸中電燈 を手 に古墳 の中を丁寧 に案 内 して くれ た｡老
婆 の気圧 され るよ うな気品 に こ ゝで も古代 の豪族 の姿 をみ た. 出 羽 の 羽 黒 山 で は 坊 の所 有す る経 田
とい う水 田に中世 の頃 の荘 園 の形態が その ま ゝの こってい るのを知 った｡今 にの こる姿 をみ るとそ こ
に古代 や 中世がた ぐり寄 せ られ て歴史 が現実 とな って眼前 にせ まって くる｡何 の因果 かわ た しは過去
の時代 に興味が あ って歴史 地理 な どとい うものをや ってい るのだが古墳 や館旺 そ の ものには あ ま り感
動がない.それは殺 して虫針 で さ した昆虫標本 の よ うにひか らびた姿 だけであ る｡ 古墳 や館虻 な どの遺
物は何 か を調査す るための手段 であ って対象 では ない. 生 きた動物 の生 態 には教 え られ ることが多い
と動物学 者はい うが,歴史 地理 も過去 の環境 の復原 だけ では昆 虫標本 の よ うでつやが ない｡地理 の対
象 のすべ ての事象はやは り生 きてい る｡ 生 きてい ることは時 を追 って形 を変 え,場所 を うつ し,動 き
まわ ることであ る｡ 地理 は横 のひろが りだけ を強調 す るけれ どもすべ ての事 象は生 きてい るか ら過 去
もあ り未来 もあ る｡ わ た しの地理は そ うあ りたい と願 ってい る｡

偶

感
矢

滞

大

随分以 前の ことであ る｡私 が初 めてボン大学 の,い まは亡 き トロール先生 を教室 に訪 ね た ときの こ
とであ った. この付近 で特 に見 て廻 わ りたい所 は, との先生 のお言葉 に甘 えて私 は ,一 つ は ライン河
谷 の段丘地形 ,い ま一 つは ライ ンラン トの土地利用 の変 遷, の二つ を申 し上 げた｡先生は早速 アイマ
ンズ さん (当時は助手 ｡ 現在 同大学経済 地理学教授 )を呼ばれ,明朝 ､大学 の車 を使 って, ラインの
段丘 を見 てあ る くよ うにと云 われた. そ こでわ れわれ二人は ,その翌 日,ほ とん ど一 目が か りで, ラ
イン川沿 い を巡検 した｡途 々,同氏 か ら, この地域 の地形発達 のあ とを,現地 につい て,実 に明快 に
説明 してい ただいた｡
そ の数 日後 , これ また トロール先生 のお計 らい で, フ レンツ ェル さん (当時 は助手｡ 現 在は地形 学,
古地理学 におけ る第一人者 )を煩わ して, これ また大学 の車 で, ライ ン ラン トの現在の土 地利用は も
とよ り,現在 に至 るまでのその変遷 の大筋 を理解 すべ く,再 び一 日が か りで見 て廻 わ った.途 々同氏
から実 に適切 な説 明のあ った ことは勿論 であ る｡
ライy河 谷 の段 丘, ライ ンテン トの土地利用 の変 遷 な どについ ては,文献 を通 して,私 も多少 の知
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