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1965年 の春か ら三年 の間 に.熊本 ･鹿児島の巡検 , 日向 ･延岡の調査,大 分 の学会巡検,A

代 ･北九 州市の調査,奄美諸 島の巡検 ,鹿児島の調査 とい う具 合に,半年に一度 の割 で九州旅行を
したことになる｡ 亡父が福岡出身の所為か九州の地 は聴む ごとに大そ うの親 しみを覚える｡ 血は争
えない とい うことをのであろ うo
昨夏 ,北九州を訪ねたときは,九州一体は異 常の早魅 に見舞 われてい ただけに,晴 天の日和にめ
ぐまれたO宿舎の小倉望玄荘か らは,関門海峡か ら響 雛にかけ ての海 面が大観で きる.昼は紺碧 の
海 と殿賑 な工 業地帯 ,夜景 は棄め く光の珠数で殊 の他美 しho この宿は,海沿し
1の平地 に面する企
救山地西縁 の断 層崖下 の ケル ンバ ッ ト上にあ り,海抜 150m, いわば常時東京 タワーの展望台 (
海抜 1 48 m)か ら眺 めている ようたものなので ある.
調査 をすすめてゆ くうちに牽いた のは,北九州市域 の土地 の人工改変の度 合の物凄 さである｡本
∫
州のT
j
一
万都市周辺 の丘陵地 の開発 などは現在進行中で あるが. ここの海 に近い丘陵地が削 られ市街
地化 したのはかな b以前である.閑門海峡側 の海樺顔は明治以来の埋立地 が連 接 し.現在は若松半
島の北岸 を西へ と埋立 が続け られているO 洞海湾の人為的 恵変化は.湾奥 部の近世干拓地 に始 ま D,
明治 54年八幡製鉄創立の前後か ら塩 立が活瀞 となD,現在 は狭い航路周の水 面が残 され るのみで
両岸 に埋 立地が並ぶO洞海湾の古名 ｢大川｣の名が よ り応 わ しくなった感 じで あるo埋立材料が製
鉄所の鉱梓や炭 E
E
I
の採炭廃土 で あることにこの地 の特 色が示され る. 洞港湾 F
Pにあ った寄島など二,
三 の小島は埋立地把 とbか こまれて丘 と在D
,若戸大橋付 近の中島は航路の障害 として削 bとられ
194 0年 姿 を消 した｡

恩後水道 に面す る企救山地東側の ｢衷門司｣ にも人工改変 の波が押 し寄せてい る｡そ の沈水型山
麓線の湾入都には, 18世紀末葉 に築造 された伊川,曾根干拓地 があ D,それ らの問 や地先は現在
どしどし埋 立地が造 成されつつ ある.岬角部ではバ ラス トや石灰岩 の採石が盛ん で.人=的に削乎
されて平坦地 となbI
T
L
甲の斜 面は次第に後退す る結果 と売 っている｡ そ うした岬 の一つ.櫛 ノ鼻には
梅花石 (天然記念物)が露 出す る｡梅花 石は古生層の輝線凝灰岩 で,晶出 した石英派が五弁 の梅花
の形を散 9ばめた ようにある所か ら名付け られた.土曜 の午後などには,鏡石ブームを反映 して人
が群 が っている.
北端の喜滴 には 面白い通信施設があ ｡た｡豊後水道を行 きか う船を監視 し, この通信所 と契約 し
ている関門港の荷役業者に入港に先立 ってその動静を通報 し,予め受入れ の準備 を整え させるとい う
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業務 を持 Dてい る.い わば 〝
敵艦 見 ゆ qの産業版 とい うわけで ある. 北 九州 とい うところは動 きま
わ って喰 少を生 じ,手段 をつ くして地下 資源 を掘 9,土 地 を造 り,骨 身を削 bなが らも立 ち上 がろ
うとす るよ うな意欲 に満 ちた活 力を感 じさせ る所で ある｡ (1968年 6月 29日)
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地理 には ･ア カデ ミック夜分野 と･応 甲 ･教育の分野 と,趣味の分野が ある. 今 ここに書 くのは ,
第 5の趣味 の分野 の地理 である｡

世界 の国展 をず らりと並べてみ る と,赤 ･育 ･空色 ･白 ｡紫 ･緑 ･黄 ･黒 ･褐 色 ･だいだい など,
一
乗にさ濠ざまな色彩が ある｡ では,赤系統 の色彩は どの よう夜国が使 っているだろ うか. 地理学 者
な ら誰でもや る方 法,つ 優 り分布図 を作 ってみ よう｡ す る と, 2つ の大 きな傾向が あるこ とが分 るo
lつは,社 会主 義圏 に多い ことであるO しか し, よく見 る とソ連 とア ジアの社会主 義国 に多 く,束
ヨーロッパでは,西 ヨー ロッパ と同様 に多彩 な色を使 ってい るO も う 1つは ,温帯か ら寒帯 にかけ
て多い ことで, これは 世界的 夜‑般傾 向で ある.
熱帯諸国の実情は ど うで あろ うか. アフ リカで もア ジアで もラテ ンアメ リカで も,縁 ･青 ･黄系
統 が圧倒的 に卓越す る｡ これは,熱帯圏 の住民が,暑熱 を連 想 させ る赤系統 よ bも,清冷 夜感 じの
色彩 を好 む ことによるので あろ う. しか し,東南ア ジアには比叡的赤系統 が多 く使われてい る｡
国旗 には ,太陽 ･月 ･星がマ ･
‑ク として よ く現れ る｡ これ らの うち,圧倒的 に多 く見 られ るのは
星で熱帯か ら温帯にかけ て広 く分布す るが ,特 に熱 帯に多い｡ 彼 らは 日没に よ って生気 をと Dもど
星 と同 じく夜 の天体 で あ Dをが ら,専
し,星にちなん だ物語 Dを発展 させ て きてい る0 月とをると,
ら旧大陸,それ も回教 ク
)
分布 と密接に関連 した分布 を示 す｡北 ア フ 1
)カか ら東アジアに分布が局 限

ての地域
されてい るe
jであるO 太陽は ど うで あろ うか O不思議 な ことに 日本か ら東南 ア ジアにか け
に多 く.ほ かは実に少 なレも 太平 洋 だ
1
西縁 は,太 陽信 仰Z
)
本 拠 をC
I
)で ある う
ー
か｡ 色彩 に も赤系統が

Lでい るのか も知 れ ない o
多いのも,何か これ と関係:
国旗のデザ インに十字架が使われ るこ ともい くつか あるが,そのほ とん どは ヨーロッパ に限定 さ
れ てお b,特に北 ヨー ロッパに多ho 新大陸はい うに及 ばず,中 ･南 ･東欧 で もほ とん ど使 われて
いをい｡
それ に対 して, 5色を基調 した国 旗 (
例 えば フ ランスの三色旗) 紘,北欧 を除 くヨー ロ,パか ら,
ア フ リカ ･西 南ア ･
}7 ･ラテンアメ リカへかけ て広 く見 られる. しか し, 東 ア ジア ｡オセアニア ･
アング ロア メ リカでは,ほ とん どか え り見 られ ない.
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