口の狭 い扇状地 に,家 が しがみつい てい‰

7年前の大惨事の お もかげは もはや矢 をわれ,人 々は

新 しい生 活を始めてい る. しか し,一夜の うちに村 を崩壊 させ た 自然の力を思 うと,その偉大さが
感 じられ思 しい. 現在 の姿が何事 もなか った ように静寂その もの であるだけに. よけ いに強 く感 じ
られ る｡
翌 7 日は猪之頭の養酵場,わさび栽培の様子 を見るO いずれ も富士山の湧水 を人間が利用 してい

るの菟〕今夜の宿泊地 白系の滝に正午前 に到着, ここでは白系の滝の小気候の観測 を行 う.観測の
説明,分担の後, グルー プごとに別かれて風速,水温,気温,湿度を測 る. 天気はますます悪化 し,
大雨に覆ったので観測 を中止す るO 夜は観察結果 をま とめ,地 図に記入す る作業を行 う｡
巡検 も三 日日に覆ると少 し疲れ て くる. 朝起 きるのがつ らレ
㌔ 五時に起床 して早朝観測｡ 昨 日と
うって変 って,天気はす っか りよい｡ きの うの初雪 をかぶ った富士がす っきDと姿を見せて くれ る.
今 日は大石寺,浅間神社を‑て,‑ ドロで有 名を田子の浦港へ行 く｡ 田子の浦港 は割合 に′
トさい人
工港 で,徒 歩で軽 く一周で きる｡ ‑ ドロがぷかぷか海水に浮 いてい るの だろ うと想像 していたの だ
が,い くらをん で もそ こまで ひ どくは 浸か った｡ しか し‑ ドロに汚染された水 は港外に出ると,そ
この海水 とは っ きり区別で きるほ ど褐色で あるO それが潮の関係か,港 の出 口か ら帯状 に 東向 き に
流れ 出て,水 平線 まで続 いてい る｡ i:
ん と もいえ 覆い光景であ った｡ こ うして私達は田子の浦港 を
後に して帰路 につ き,三 日間にわた る巡検 を終 えたO
今回の巡検の感想は 『百聞は一見 に如かず 』とい うことわ ざに言いつ くされ る｡ 見 るとい うのは
本当に よ くわか る ものだ｡ ただ,そ の見方が問題 で あろ うO 巡検 で払

自然 と人間 を予備知識 とと

もに地理的に見る 目を養 うところにその 目的 が ある と思われ るO といって も,実 際に巡検に行 った

■

結果は,その 目的 とは程遠い よ うだ｡ 見方は漫然 と した もの であ D, 予備知識 もたい した ものでは
l
なか った｡ しか し,毎晩の反省会 では,今までぽん や Dと していた ものが,そ の光景 を頭の 中で思
い浮かべる ことに よって,急 に他 の現象 と結びつ き,相乗的には っき9す ることが しば しばで あっ
た｡ 初めての巡 検の成果 はこのあた Dにある よ う夜気 がす る｡

(1年

上

村

恵利子 )

韓 国巡検 で感 じた こと
吉

田

晶

子

9月 3 日に下 関を出航 して せる一週 間,総勢 四名,正井 先生の韓 国巡検 で私に とっては初めて外

‑
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国を歩いて きま した｡ 釜 山か ら慶州,大部 をまわ 9, ソウルに 4泊 して ｢ま ち ｣の観察を した とい
うわけ です｡ そ こで感 じた ことを思いつ くままに述べてみ ます. だいたい 日本語が通 じる し,人の
顔 も似 ている し,都心の車や人や ビルを どの様子 か らも, ソウルと東京は似 ている ように思え ますo
しか し一 方, 日本人 である私 には適応 しに くい部分が. ソウルの景 観の 中には あ 9ます｡ 帰 りの飛
行機 か ら日本 の山 と田が見え た とき,そ して モノ レールの窓か ら東京の景色 を何 とな く見ていただ
けで, をにかほ っとした感 じで した｡ もちろん旅 の疲れ とい うこと もあるで しェうが,それ よDも.
私が 日本の 自然の 中で育 ち,東京のま ちの景観を見慣れていて,自分が一 番落 ち着いた気分でい られ
るようを景観がそ こか らで き上 が 9かけていたか らではをいか と思 うのですO
では ソウル と東京のま ちの景観の違いを,気のつ くままに あげてみます｡ まず, 自然その ものの
違いに由来す ることでは,線の量の差 です｡ 郊外 V
Cは ‑ ゲ山は あま 9あ 9号せん で したが決 して緑
が豊 か とは言え をい し, 都市の 中では. ヤブが所 々見える程度 で,庭 もつ くらをh L,神社 もをい
のですか ら.東京のいわ ゆる住 宅地 を見慣れた 目には異様 を感 じが します｡ ちェっと′
J
､
高い丘 の上
せでび っ しり家が建 っています｡ 私には,やは 9線 と共存 して家の ある景色の 方が見 ていて安心 で
す｡ おそ らく日本人で, 緑を見て落 ち着か ない とい う人はい 覆いの では 凌いで し三うね
また,気候 が乾燥 してい ることに由来す る と思われ ますが,家の建築材料が違いますo ソウルの
新興住宅地 を見せ したが,れんが を (おそ ら く日干 しレンガ )積むだけ です｡ 見た 目には, どっ L
bした感 じの 家と夜 ります｡ 日本の木造の家は,いかに も うす っぺ らく,た よりない感 じが して き
ますが,やは b私 にはそ の方が安心です｡
自然条 件 (と くに気候 と地盤 )の違いは,人 間の感覚 とい うか,態度の よう夜 もの に も表われ る
ので しょうO た とえば,私には, ｢まちづ くb｣に対す る態度が, 日本 とは 違 うように思われ ま し
た｡ ソウルを どを見てい ると, ｢まち ｣とは,全 く人間の手 で造る もの,人の手 でが っち りと固め
て しま うもの, とい う暗黙 の コンセンサスが あるのではをいか と思いた くを bます｡ レ､わゆる朝鮮
家屋 とい うのは, L字型 か コの字型で, 中庭式に在ってい て,隣同 志が連結 しています｡ 上か らみ
る と屋根がつ 夜がっています. モダ ンを住宅で も,庭の スペー スを あま bとらず,隣家 とずいぶん
近接 して建 てています. 中庭に して も, たいてい石か コンク 1
)‑ トで固めて しまっています し,へ
いをみる と, 例外を く高 く立派 で,いわば, 囲ん で固めて生活 している とい う感 じです｡
日本人の ことを考え る と, ｢ま ち ｣であって も, 自然 と一緒 に, 自然 と妥協 して,住ん でいる よ
うに思われます｡ 自然に対 して,その恵み も害 もあま b気 にす ることを Lに,実 にあいまいを態度
で接 して きたのだ と思 うのです｡ ｢都市に緑 を ｣と,最近 よく言われ ています が, ソウルをどか ら
み ると, これは全 く日本的 をス ロ‑ ガンだ とい う気が します. 夜ぜ 夜 ら, 自然 に あま DV
Cも甘えて
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いた結果でて きた ことだ と言える し,その緑の内容 も日本的を ものだ と言え るか らです. つま 9,

多 くの 日本人は,都市に緑を と9もどそ うとい う場合,おそ らく自然のままに近い木や草 を思い浮

かべ るの ではないで しょうかo レイア ウ トされた公園や,規則正 しく植え られた街路樹 をどは作 ら

れた緑であって,ほん とうの緑 とは感 じに くいのでは覆いで しェうか. 結局, 自然の中にとけ こも
うとする態度が, 日本人にはあるように思えて夜 9号せんb

こんを ことを, ソウルのまちの 目に見える景観を見て感 じま した｡ 目に見え る ｢もの ｣だけでな

く
,市民の生活の こと,言語の こと,対人関係の こと,その他いろいろな面を比べてみれば, ソウ
ルと東京のそれぞれの特色が もっと正 し くわかって くるで しェう. 短い期間で, これ だけの大都市
を見て きたのですか ら,それだけで も私に とっては, おもしろい巡検で した｡ (大学院 1年生 )
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商業 地理研究 の経緯 ､商業 立地論､商 業 地域形成論
商圏詮 な ど の理論編 と､全国 的規模 によ る商店街 の
種 々な業 種 の立地 の現状を多 数 の図 や表を駆使し分
析解明す る｡ と‑ に商 業 地域 の診断を通し て再 開発
への具体的な方策を も述 べる｡ま た商 店顧客両 者 に
と って理頼心
的な商店街 のあ‑方 など の実用的な面 に
お いても 十分役 立 つ内容｡商業 地理 の決定版｡

市川

石井
地

価 二〇〇〇円

プ ロ写真家 の芸術中 心 の写真 と異 な って地理的な日
を 通し て各 地域 のr
l
H然 ･人文 の諸事象を的確 にとら
えた写真を他
果録.小 ･中 ･商社会料 地理教育 の教材
とし て最適 な ばか‑ か'地理を志す 人 々 への地理写
‑
具 への指針を与 える｡
見 て楽 し いユニークな写真集 ｡

B5

写

水収支 の調査研究万 の基礎 的 なも の ､及 び具体的な
研究事例 を典旦
菅田に上げ '地球 全体 の水収支 から地域
の水収 支 に いたるま で'水 の在‑山
万と性格γ
を とらえ
る｡水文学研究者 はもちろ ん､水行 政面 でも合 理的
水 の開発利用 とそ の保 全など実用面 でも利用価値大｡
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水文学 の基礎
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