商業機能か ら見た文京区 の地域的性格
上

弘
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文京区は都心で もな く郊外住宅地で もな く,その地域的性格が明確に とらえに くい地域で あ る｡ こ
の卒業 論文で は. 文京区の地域的性格を商業機能に スポ ッ トライ トを 当て,特に最近の動 向を見てゆ
こ うとしたものである｡
文京区は都心に近 く,卸売業の集中地域で ある都心 3区を と りか こむ周辺卸売業地域の一部 とな っ
てい る｡ 文京区の卸売業の 中心 とな るのは東京大学を背景に成立 した医療機械 器具業種であ り,東京
大学付近の本郷 ･湯島に集 中を見せ ,この問屋集団の 支配の もとに 同地域‑の医療 器械メー カーの集
積が著 しい｡
文京区における小売業は都電の廃止 ･地下鉄の敷設を契機に消費の都心等‑の流出を余儀な くされ ,
現在で は都区部の中で も 1店規模の極めて貧弱な振わ ない ものに な ってい る｡近隣‑の サー ビス機能
としての最寄品業種についても,近年の夜間人 口の減少を反映 して,横 ばい ,または減少の傾向を見
せてい る. しか も,文京区は マンV ヨン化 等に より住宅 地 としての性格を変えつつあ り, こ うした こ
とに今後 どう対応 してゆ くのか 興味深い｡
文京区の商業において近年最 も注 目され るのは飲食業で ある｡ 1店規模 ･全体 としての規 模共に都
区部で もか な りの上位にあ り,しか もその うちの社交娯楽の要素の強い業種についてはます ます の増
大を 見せてい る｡ こ うした ことの背景には 文京区の昼間人 口の 大 きさ,その増大が考 え られ ,昼間人
口を集め る様 々な機能が ク ロー ズア ップされ て くる｡◎ 文京区の工業は都区部の北 西部か ら多 くの流
入 人 口を集め,その中心 とな るのは出版 印刷 ･衣服その他 ･医療機械器具業種で あ っていずれ も東京
とい う巨大都市の ポテ ンV ヤルに依存 した工業なので この まま存続す るもの と思われ る.(
参学校の多
い ことも文京区の大きな特色で あ り区外か ら多 くの通学者を集め るが ,今後は郊 外‑の移転 も考え ら
れ るので昼間人 口の増大の 大きな要因 とはな らない と推測 され る｡③業務管理機能 は近年都心か らの
進 出が著 しく,今後も この傾向は続 くと思われ , これ を主要 因に 文京区の昼間人 口は今後 も増加を 見
込 まれ る｡飲 食店の分布は,小売店の分布に比べて片寄 りが 見 られ ,喫茶店 ･バー等の分布を見て も
工場等の分布 とか な りの一致が 見られ る｡
文京区においては規模の小 さい商店街が数多 く散在 してお り,しか も交通量の多い道路 をはさんで
の 立地のため吸 引力が半減 してい る場合が 多い と言える｡ 区内の商店街は,主 として近隣の夜間人 口
に 支え られ るもの と地 下鉄駅周辺にあ って昼間人 口に 支え られ るもの とに 大別 され ,前者においては ,
開設 の古い商店が 目立ち,消費の流 出に よる商圏の縮小に もかかわ らず 買回品業種の比率が未だ 高い
もの も少な くな く,後者においては,昔なが らの最寄品店に数多 くの新 しい飲食店が加わ って商店街
を形成 してい る｡
文京区はひ とつの地域 としての まとまりがな く,む しろ北 西一雨東方向に (道路 ･交通 磯的に沿 っ
て)細長 くのびて都心に 直結 したい くつかの地域 の寄せ集め と考えた方が妥 当で あろ う｡ こうした条
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件下に ある文京区の イメー Uを今 回は或 る程度 具体的につか む ことがで きた と思 う.

榛 名 火 山北 東 麓 台 地 に お け る
集 落 立 地 条 件 に関 す る考 察
上

村

恵利子

(
1) 目的

群馬 県のほほ中央に 位 置す る榛 名 火山の北東麓 (
行政 区域 :渋川 市 )を調査地城上し,火山麓の乏水
台地(
こおけ る集 落立地条件を考察す る｡
(
2) 枠組

最初に 調査地域の簡 単な概 説を述べた後 ,地形 ･集落発達史 ･土地利用史 ･集落の形態 と分布 ･農
業 ･集落立地条件 (
気候 ,地形 ,地 質,水文 ,交通路お よび位 置,土地利用)等,以 上の観 点か ら考
察を行な った｡
(
3) 結果

◎榛 名 火山北東麓に は, 古期泥流か らなる 3台地が存在す る｡ 台地は標高 260‑ 480m で ,開 析 谷
に よ って 5つく
こ分断 され る｡ 開折 谷 と台地の間 は ,最 高 120m の標高差のある急崖 をなす｡ 開析 谷に
は 6世紀に ニ ッ岳か ら噴 出 した軽石流が流下 し,降下軽石層が 台地のほは全域を覆 う｡ その厚 さ 1‑
3m であ る｡

㊥ 台地 は古代 より抹場 として使用 され ,放牧が行なわれ た｡ 人はなか なか住みつか ず ,明治にな りよ
うや く開拓 され集落が発生 した｡ その後は,第二次大戦直後 の農地 改革に も とず く開拓に より,再び
開拓 され ,新 しい集 落が発生 し,現在に至 る｡
⑨ 台地に は 10集 落 存 在 し,いずれ も農業を営 む｡ 兼業化が進 み, りん ご,酪農 ,畜産が主な都市近
郊 型の農業で あ る. また .ニ ッ岳降下軽石を原料 として軽石 ブ ロ ック業が盛 んで ある.
④ 集落立地 条件につ い て
･台地の集落の発生は 降下軽石層の分布 とその厚 さに影響 され る｡ 台地 の中で も,降下軽石のほとん
ど分布 しない 2 集落に は中世か ら人が居たが ,降下軽石が 1 m 以 上分布す る他 の集 落は,明治にな り
よ うや く開発 され集落が発生 した｡
･台地の地下水 は深層 ･浅 層の 2層に 大別 され る｡ 台地に浅井 戸 (深度 15.
5m まで とす る｡) は開折
谷に 数個 あるにす ぎず ,乏 水地帯である｡ これ は ,台地 とい う地 形ばか りでな く,軽石流の堆積に よ
って,更に乏水度は 高 まった と思われ る｡ 集落へ の井戸への依存度は 当初 より低 く,川の 上流や湧水
か ら水を ひい た｡ 現在 は簡易水道が敷設 され る｡
･本台地 は伊 香保 と渋 川に は さまれた 位 置で ,それ らの 町に 近い｡ りん ごはほ とん どが伊 香保の観 光
客に売 られ ,兼業農家の務 め先は渋 川 市街地が 多い｡ 台地の地理 的位置が農業に影響す ると言え よう｡
･台地はその性 賢か ら次の特徴 を もつ｡①隔絶性 ,㊥録の 自然環境 ,⑨広い土地 ,④伊 香保 と渋川へ
近い こと. 国立 結核栄養所 , ゴル フ場, ゴ ミ焼却炉,公園な どの ように ,台地の特徴 をふ まえた土地
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