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地域 における経験的規則性 と固有性の緊張関係

一計量地理学による韓国研究の事例を通 して-

水野 勲

Ⅰ はじめに

計量地理学すなわち統計学的手法を用いた

地理学研究では､対象地域は単なる一つのサ

ンプルとみなされる (キング,1973)｡なぜ

ならば､統計学は､何度も繰 り返されたり､あ

ちこちで見られる現象を扱 うのであり､たっ

た一つしかない現象を扱 うわけではないから

である｡しかし私たちは､他のどこでもない

｢この｣地域が問題なのだと主張するしかな

いときがある｡

1970年代に､マルクス主義地理学､人文主

義地理学によって計量地理学が批判されたと

き､｢この｣地域というものを計量地理学者が

軽く見てきたこと-の批判があったはずであ

る｡マルクス主義者にとって ｢地域問題｣と

は､政治 ･経済的な構造の中で問題が集中的

に現れた特定地域の現象であろう (ホランド,

1982)｡また人文主義者にとって ｢場所｣ と

は､歴史的に作られ､他と明確に区別される

個性をもった､固有名で呼ぶほかない地域の

ことであろう (トウアン,1988)0

はたして計量地理学には､このような地域

問題や場所を扱 う余地はないのだろうか?

言い換えるならば､多くの地域に見られる経

験的規則性 と､特定の地域に見られる固有性

は､関係づけられないのだろうか? このよ

うな問いは､計量地理学を新しい緊張関係の

中におく (水野,1997)｡推論の明示化､方法

論的反省を含んだ計量地理学は､残念なが

ら､わが国地理学界に十分に定着したとは筆

者は考えていない｡同時に､マルクス主義地

理学､人文主義地理学の成果を､いかにして

計量地理学に生かしていけるかを筆者は考え

ている｡

このような問題を考えるにあたって､計量

地理学による開発途上国研究は重要な事例を

与えるであろう｡なぜならば､経験的規則性

と固有性の間の緊張関係は､計量地理学によ

る開発途上国研究において大きくなると考え

られるからである｡そこでまず､これまでの

計量地理学による開発途上国研究の議論をふ

りかえっておく｡そして､それらの議論をふ

まえて､筆者がこれまで行ってきた､韓国の

定期市システムの計量的研究 (水野,1987,

1994a,b,1996)を事例に､計量地理学と

韓国研究の結びつきについて考察する｡

Ⅱ 計量地理学による開発途上国

研究 について

かつて計量地理学に対 して ｢新 しい地理

学｣というキャッチフレーズを流行させたP.

グール ドは､一般向けに現代地理学の成果を

紹介する本の中で､開発途上国は計量地理学

の成果が実践される壮大な ｢空間的実験室｣

であると述べている (グール ド,1994,p.

139)｡このような考え方の基礎には､統計

データが十分に整備されていない地域で､あ

る地域計画の目標にそって諸施設を立地させ

るときに数理モデルが合理的な解答を与える

という､｢科学者｣の自信がうかがわれる｡も

ちろん､グール ドはガーナやタンザニアなど

の国々で地域研究を行っていて､開発途上国

の現実に関わった地理学者である (Could,

1963,1966,1970;Taaffe,Morrill,and

Could,1963)｡またグール ド(1994,p.153)

は､開発途上国はいずれ先進工業国のたどっ

た道を進むという ｢単線的｣近代化論を疑っ
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ている｡しかし､それにもかかわらず､開発

途上国が計量地理学の実験室であるという彼

の主張には､開発途上国の捉え方としても計

量地理学の方法論 としても問題が残る｡

計量地理学はもともと､物理科学の方法論

から大きな影響を受けてきた｡そのことは､

計量地理学のモデルの多くが物理的アナロ

ジー (類比)に基づいてきたことに示されて

いる｡そこで､グール ドはごく自然に､開発

途上国を実験室になぞ らえたものと思われ

る｡この場合､数理モデルを開発途上国の現

象に ｢適用｣することが､実験に相当する｡こ

のような考え方に基づくならば､空間的拡散

モデル､立地配分モデル､システム分析など

の計量地理学モデルが､開発途上国の現象に

次々と応用されたとしても不思議ではない｡

しかし､これまでの開発途上国研究で用いら

れてきた計量的研究は､地理学者､プラン

ナー､開発経済学者などにとってその妥当性

が しだいに疑われてきつつある (Gore,

1984)0

計量地理学モデルの開発途上国-の適用と

いう考え方､または開発途上国を実験室にな

ぞらえる考え方は､問い直されなければなら

ない｡なぜならば､対象地域の文脈から独立

した､一般性を主張するモデル (じつは､先

進工業国を前提にしたモデル)から､開発途

上国を捉える方法が出てくる可能性は少ない

と思われるからである｡計量地理学モデルの

開発途上国-の適用には､物理科学-人文地

理学 (先進工業国)-人文地理学 (開発途上

国)という ｢理論の移動｣があり､どのよう

な関心の文脈で当の理論が出現し､それが異

なる関心の文脈をもつ分野-移植 されること

によっていかに変容 したかを､自覚的に検討

しておく必要がある｡このような吟味を加え

ることで､計量地理学モデルによる開発途上

国研究を実 り多いものとすることができるで

あろう｡

大まかな研究プログラムを先に述べるなら

ば､計量地理学者は開発途上国研究に向か う

とき､｢残差の専門家｣であるべきではない

か､ということである｡残差とは､もともと

統計学の回帰分析における推定値と観察値の

ズレをいう｡ハゲット (1976)は､残差の空

間的分布を描いた ｢残差地図｣を検討するこ

とによって､新たな説明要因を発見すること

ができ､そのことが地理学研究を前進させる

と示唆 している｡彼の研究プログラムは､予

測とその誤 りの改善によって真実に向かって

少しずつ接近していく実証主義のそれを思い

起こさせる｡しかし､重回帰分析であれ他の

多変量解析であれ､変数を増やしていけばい

くほど自動的に予測がよくなるというもので

もないのである｡

残差の専門家とは､残差の空間的自己相

関､グラフの不連続な折れ曲がりの発見を通

して､新たに取 り組むべき問題を示唆する研

究者のことである｡計量地理学者はしばしば

現実の問題を計算可能な問題に還元して､問

題の ｢解決｣を客観的に図ろうとするが､残

差の専門家はむしろ問題の ｢提起｣を行 うの

である｡手法の洗練を目指す計量地理学者

は､問題の解答､解決を第-に求めるが､残

差の専門家は､経験的規則性から逸脱 した問

題に焦点をあて､問題の解答については計量

地理学以外の方法論-も視野を広げて考え

る｡科学史 ･科学認識論の成果によれば (ポ

パー,1980)､現象にみられる経験的規則性

の発見よりむしろ､従来の理論では説明でき

ない例外､あるいは理論の妥当性が疑われる

現象を何とか理解しようと努めたギリギリの

段階で､近代科学が飛躍的に発展してきたこ

とがわかる｡計量地理学においても､同様の

ことが言えるのではなかろうか｡

それでは､残差に注目するとは､具体的に

どんなことであろうか｡ここでは､わかりや

すい例として､順位 ･規模法則を開発途上国

研究にあてはめたBerry(1961)の研究をあげ

たい｡順位 ･規模法則は､周知のように､あ

る国 (または地域)の都市人口の規模を順位

ごとに両対数グラフ上に表 したものである｡

もともと順位 ･規模モデルは､多様な関心を

もっていた物理学者 zipf(1941)が語嚢の頻
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度分布､都市の規模分布などにみられる経験

的規則性 (対数正規性)を調べたことに始ま

る｡Berryがこのモデルを開発途上国研究に

あてはめたとき､両対数グラフ上に描かれた

都市の順位 ･規模曲線における曲線の急激な

折れ曲がり､とくに開発途上国のグラフで人

口第 1位の都市がずばぬけて規模が大きいこ

とに注目したのである｡これは､順位 ･規模

モデルが提起される以前に､Jefferson

(1939)が首位都市型として概念化していた現

象であるが､Berryの新しさは､それを対数

正規型と結びつけて理解 しようとしたところ

にある (首位都市型-対数正規型 :開発途上

国-先進工業国)0

今では､順位 ･規模モデルは開発途上国研

究の基礎知識となっていて､最初は単純な直

線関係が問題の中心におかれていた｡ しか

し､量的には小さい逸脱であるにもかかわら

ず､Berryが曲線の折れ曲がりに何らかの意

味を見出そ うとしたことは､本稿との関係で

参考になる思考の働きである (なお､順位 ･

規模曲線の折れ曲がりに注目して開発途上国

の都市システムの比較研究に貢献しようとす

る試みについては､別稿を用意 しているの

で､ここでは深入 りしない)0

このような視点をもって､計量地理学によ

る韓国研究を事例 としてとりあげたい｡その

前に､わが国の地理学界における韓国 ･朝鮮

研究の進展について､簡単にふ りかえってお

くことにする｡

Ⅲ わが国地理学界における

韓国研究

日本が植民地 としていた時期 (1910-

1945)には､膨大な数の地誌や資源調査の資

料が朝鮮総督府などの出先機関によって出版

され､地理学関係では､志賀重昂､小田内通

敏､田中啓爾､今和次郎によって注目すべき

研究が行われた｡この間の詳細な学説史につ

いては､樋 口 (1971)によってまとめられて

いる｡もちろん､この時期の地理学研究に植
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民地宗主国の利害が反映されていることは確

かであるが､今 日からみても貴重な現地調査

となっているものがある｡たとえば､定期市

研究の領域では､朝鮮総督府から調査資料 と

して出版 された一連の全国調査 (善生 ,

1923,1925,1929)が､後にそれらに匹敵

する規模で行われた韓国人農業経済学者 (金,

1977)の調査報告において､植民地主義的研

究の批判だけでなく一定の評価も与えられて

いることは注目される｡

しかし､植民地朝鮮の解放以後には､わが

国地理学界における韓国･朝鮮の地理学研究

はきわめて数が限られたものになってしまっ

た｡戦前の一方的な関心から､戦後の無関心

-と､韓国 ･朝鮮研究は大きく転換 したわけ

である｡このことは､他の分野たとえば､朝

鮮史学､朝鮮語学､考古学､国際政治学､農

村社会学､文化人類学､開発経済学における

研究が､むしろ戦後になってから数多く発表

され続けてきたことと､対照的である｡

1970年代までのわが国地理学界における

韓国の人文地理学研究は､筆者の知るかぎり

では､千葉 (1962,1967)による林地荒廃の

歴史地理研究､矢守 (1958,1970)､山田

(1975,1978)による邑城の歴史地理研究､樋

口 (1977)､村上 ･井手口 (1970)､石原 ･山

田 (1974)による定期市研究､樋 口 (1979)

による都市地理研究､宮川 (1970)､谷浦

(1978)による工業地理研究などの貴重な研

究が､散発的に行われてきたにすぎない｡ま

た韓国地誌については､すでに英語圏では

McCune(1956)､Bartz(1972)などがあったが､

わが国では大沼 (1973)くらいであろうか｡

もっとも､このことは､朝鮮語が学べる場が

当時きわめて限られていたこととも､関係が

ある (ちなみにNHKハングル講座の開設

は､1984年であった)0

このような状況が多少なりとも改善された

のは､1970年代後半から日本に留学した韓国

人地理学者による韓国研究が､日本語論文と

して次々と発表 されて以来である｡たとえ

ば､黄 (1978)による工業地域研究､成 (1977,
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1978a,b,1979,1982)､朱 (1980,1981,

1982a,b)による都市システム研究､南

(1981a,b,1982)､伊藤 ･南 (1982)による

ソウル大都市圏研究､韓 (1981,1982,

1989)による交通流動研究､森川･成 (1982)､

田 (1982,1983)､金 (1983)による定期市

研究､鄭 (1987,1988)による人口地理研究

などがある｡1990年代に入ってからは､韓国

からの留学生が活発かつ多様な分野で研究を

発表してお り､日本人研究者の中からも一定

の研究蓄積ができつつある｡その研究史につ

いては､本稿の主題からやや離れるので､こ

こでは詳述しない｡ともあれ､1970年代後半

からの韓国人留学生による研究のおかげで､

わが国の地理学界は戦後30年余 りの韓国地

誌の欠落を埋めることができたのである｡

本稿との関連で注目されるのは､1970年代

の後半からの韓国研究の多くが計量地理学の

手法を用いたものであったことである｡もち

ろん､当時のわが国地理学界において計量地

理学がさかんであったという事情も関係ある

が､それ以外の要因があるように思われる｡

それは､計量地理学が ｢歴史｣を捨象する枠

組みをもっていたことである｡軍事政権下に

あった韓国人地理学者が日本に留学して研究

するためには､研究テーマを慎重に選ぶ必要

があった｡そのような配慮は当時のわが国地

理学界で認識されていたかどうかわからない

が､困難な状況の中で日本に留学した韓国人

地理学者の関心と計量地理学の枠組みは見

合っていたと思われる｡韓国人地理学者が日

本語で書いた論文には､日本と韓国 ･朝鮮を

めぐる近代史の記述が控えめにしか語られて

いない｡しかし､当然のことながら､韓国の

地理学会誌､紀要に書かれた論文には､日本

植民地時代の遺制に対する批判が登場するこ

とは､けっして珍しいことではない｡

1970年代までの韓国､もっと広げて､開発

途上国の研究を行 うためには､歴史をぬきに

語ることはできない｡なぜならば､開発途上

国は先進工業国との関係で､歴史的に形づく

られてきたものであるからである｡このよう
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に考えると､計量地理学が対象地域を-つの

サンプルとして扱 うのとは逆に､｢この｣地域

にかかわる姿勢が必要となる｡そこには､研

究者の倫理の問題が生じてくる｡倫理には､

それに対応する形式､または反省の方法がな

ければならない｡たとえば朝鮮史学では､日

本と韓国の近代経済史家による日本植民地時

代に関する共同研究がさかんに行われている

(中村 ･堀 ･安 ･金,1988;中村 ･梶村 ･安 ･

金,1990;宮嶋 ･松本 ･李 ･張,1992;中村 ･

安,1993)｡また､未来社や御茶の水書房など

からも､朝鮮近代史に関わるシリーズ本が日

本､韓国双方の研究者によって多数出版され

ている｡これらは､気分的な反省ではなく､方

法論的な反省を実践したものといえる｡同様

に､計量地理学によって韓国研究に貢献し､

そのことにより計量地理学自身を豊かにして

いくためには､残差からの問いかけ(反省)を

一つの方法論としたい｡

以上のことをふまえて､次には､韓国の定

期市研究を事例に､残差から問題を提起する

とはどのようなことかについて説明していき

たい｡

Ⅳ 計量地理学と韓国研究 :

3つの事例

筆者は韓国の定期市システムをシミュレー

ション･モデルによって理解する研究を行っ

てきていて､その間に考えた計量地理学と韓

国研究の結びつきの仕方について事例をあげ

たい｡以下であげる事例は3つあって､第 1

に､伝統的中心地と鉄道網とのズレた関係､

第2に､日本植民地期の市場政策､第3に､定

期市ネットワークと空間的拡散現象をとりあ

げる｡

まず第 1図には､1910年代の朝鮮の伝統的

中心地と交通網が示されている｡これは､交

通地理学で一般的に述べられてきた内容とは

違っている｡第 1図の鉄道網は､数学的には

ツリー(木)と呼ばれる構造をもっていて､ど

こか1カ所が切断されると鉄道網の全体性が



√′′.

3uO

第 1図 朝鮮における鉄道網と伝統的中心地(1910年)
下記の文献により著者作成

朝鮮総督府(1911):『朝鮮鉄道沿線市場一斑』朝鮮総督府
善生永助(1933):『朝鮮の衆落(中)』朝鮮総督府

失われてしまう(JRの路線網でこれに相当

するのは､いわゆる ｢盲腸線｣しかない)｡こ

れは､もっとも原初的な構造である｡しかし､

なぜツリーなのであろうか? しかも､よく

見てみると､伝統的な中心地が鉄道網からは

ずされているが､それはなぜであろうか?
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一番極端な例 として､

公州があげられる｡こ

こは古都であり､長ら

く忠清南道の道庁がお

かれた伝統的中心地で

あったが､日本により

敷設された鉄道網から

はずされると､道庁は

京釜線と湖南線の分岐

点になった大田に移さ

れた(1928年)｡同様に､

全州､光州､清州､義州､

海州､晋州､春川といっ

た道庁所在都市が､主

要鉄道網からはずされ

た｡

このような交通網と

伝統的中心地との関係

は､古典的立地論や計

量地理学モデルでは考

えられない事態である

(たとえば､クリスタ

ラ- (1969)の交通原

理を示 した第 2図を参

照)｡どのような交通地

理学の教科書 をみて

も､伝統的中心地から

交通網が放射状に伸び

ていくものと想定され

ている｡ちなみに､古典

的立地論の重要な前提

である等方性空間 と

は､そのような想定を

普遍化 したものにはか

ならない｡筆者が1925

年頃の忠清南道の定期

市ネットワークを､近隣空間の考え方によっ

て旧陸軍陸地測量部作成の5万分の1地形図

から抽出しようとしたとき､規模の大きな伝

統的集落と鉄道網のズレをどう考慮するかが

問題としてあった (水野,1987)｡このような

残差の現象を認識することを通じて､日本植



民地期の朝鮮の都市システム政策を再検討す

る出発点に立つことができるであろう｡

第 2に､定期市の分布について考えてみ

る｡スキナ- (1979)は中国の定期市システ

短距触交通,
主として富裕な地域

G

.A-,&点 芸vtlnLB言芸這な地放 生

◎G一地点0B一地点

0 KJ臨 短距離交通,

. M一地点

x 宿場町

幹 線

一･一 ･一支 線

-･--･･-I-･ 地方線

地化された時期にあたっていることは､注目

される｡

ところで､日本植民地期の朝鮮では､これ

とは別の意味での変則的事例が観察されてい

る (第 3図)0

朝鮮経済史家

長距祉交通,
G､ 主として富裕を地域

ノ′
■

し 1-q ヽ

了 で

L o

G
長距柾交通,
主として貧困な地域

第2図 中心地理論における交通原理(クリスタラ-(1969)による)

ムの研究において､二つの変化の過程を提示

している｡一つは伝統的変化の過程で､もう

一つは近代的変化の過程である｡周知のよう

に､伝統的変化の過程では､人口密度の増加

に対応 して市場密度が増加 していくさまを､

スキナ-は一つの図式として示した｡これに

対して､筆者が定期市システムの再編モデル

において注目したのは､近代的変化の過程の

方である (水野,1994a)｡スキナ-は､定期

市システムが近代的変化をこうむるとき､人

口密度と市場密度の間の相関関係がくずれて

いくことに注目している｡彼は当初､それを

変則的事例と呼んでいるが､さらに近代的変

化というふ うに概念化 しなおすことで､より

一般的なモデルの可能性を示 した｡ここで､

スキナ-が変則的事例を見出した時期が､日

本を含む帝国主義列強によって中国が半植民

ー6--

の木村は､ 日

本植民地期の

初期には市場

密度 と人 口密

度の相関関係

がみ られ るも

のの､後期に

なると両者の

相関関係がか

な り低 くなっ

たことを､回

帰分析か ら明

ら か に し た

(Kimura,

1986;木村 ,

1989)｡日本植

民地期の朝鮮

半島の定期市

システムの変

化は､スキナ-のいう伝統的変化の過程 (第

4図)から逸脱している｡それでは､何が市

場密度と人口密度の相関関係を低くしたので

あろうか ? 定期市間の規模の格差は日本植

民地期を通じて拡大せず､常設市や常設店舗

はほとんど発達しなかった｡木村の統計分析

によれば､日本植民地期の朝鮮半島の定期市

は､人口分布の粗密とは無関係に､空間的に

均等に分布 したという｡商業地理学の教科書

では､商業施設の分布が人口分布に相関しな

いということは､変則的な現象であるはずで

ある｡ここでも私たちは､そのような変則的

事例がなぜ生じたのかと問 うことで､日本植

民地期の朝鮮に固有な中心地システム現象､

さらには同時期の ドイツ東部地方 (ポーラン

ド)の中心地システム現象 (R6ssler,1989)

を計量地理学モデルによって理解する糸口が
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第3図 朝鮮の人口密度と市場密度の関係
木村(1989)より著者作成 回帰分析は木村による

1915年では､y-1.56+0.73Ⅹ (R2-0.907)
1937年では､y-37.7+0.35Ⅹ (R2-0.480)

記号

黒 点 :村 落

白抜きの点 :標準市場町

六 角 形 :標準市場圏

●･.･勺連結線 :既存の道路網

第4図 市場システムの伝統的変化の図式(スキナ-(1979)による)
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第5図 忠清南道の定期市ネットワーク(1925年)
数字は市日を､-は移動商人の巡回路を示す

大きな数字は､規模の大きな市場を表す
善生(1929)付図より作成

できるであろう｡

第3に､定期市ネットワークと空間的拡散

について考えてみる｡第 5図には､1925年頃

の忠清南道の定期市ネットワークが描かれて

いる｡図の中の矢印は､裾負商と呼ばれる巡

回商人が､市 日にそって次々と定期市を巡回

していった順番を示している｡この図で示さ

れたネットワークは､南米や西アフリカのそ

れと比べて､きわめて緊密に階層的に組織化

された定期市システムと言 うことができる｡

金 (1979)は､1919年に朝鮮全土で繰 り広

げられた3･1独立運動の空間的拡散につい

て､興味深い論文を発表した｡空間的拡散研

究は､かつては計量地理学の大きな柱の一つ

であった｡空間的拡散モデルでは､近隣効果

と階層効果の二つを組み合わせて現象の説明

が行われる｡金 (1979)は､ソウルのパゴタ

-8-

公園から始まった非暴力の

独立運動が朝鮮の津々浦々

の集落に広がっていった過

程を､空間的拡散の枠組み

で捉えようとしたわけであ

る｡その結果､ソウルから

道庁所在地､邑､定期市所

在地というふうに､独立運

動が広がっていったことを

回帰分析により明らかにし

た｡

一般に空間的拡散モデル

では､中心に新 しいアイ

ディアの創造があって､周

辺はそれを中心からの社会

的距離に応じて模倣すると

いう過程が記述される (第

6図)｡しかし､このような

モデルからすると､3･1

独立運動の展開過程は､例

外的なものを多く含んでい

るように思われる｡たとえ

ば､独立運動の総数1215回

のうち900回以上が､市日

に集まる人々を利用して定

期市所在地で行われた (朴,1976)｡これは､

3･1独立運動が地方に根をおろした運動で

あったこと､しかも何度も同じ地点で行われ

たことを反映している｡最初は都市部で発案

された独立運動であったとしても､農村部で

運動が定着し､定期市の市日を利用して何度

も反復されるという事実は､空間的拡散モデ

ルの想定する ｢創造から模倣の連鎖-｣とい

う考えに反するものである｡このことは､

Bュaut(1993)が空間的拡散モデルを ｢拡散主

義｣というイデオロギーとして批判したこと

とも､重なる｡このように､固定した中心か

ら周辺-と文化が伝播するという単純なモデ

ルを､植民地という ｢周辺｣地域において検

証することで､より複雑な内容をもった計量

地理学モデル-と鍛えていくことができる｡



第6図 拡散モデルのシミュレーション
(水野(1992)による)

Jは移民の受入れ地点､等値線は人口密度を示す

V おわりに

開発途上国は私たちの地理的知識の中では

周辺に属するもので､また計量地理学にとっ

て例外や残差も周辺の事実といえる｡両者に

は､地理的知識の獲得において､並行的関係

がみられる｡開発途上国は計量地理学の格好

の ｢実験室｣であるというより､むしろ計量

地理学を試す ｢試金石｣である｡なぜならば､

｢実験室｣での関心は経験的規則性の発見に

あって､例外事象すなわち周辺の事実の意味

には向けられないからである｡かつて､計量

地理学者は伝統的な地誌学をさして､｢例外

主義｣と批判 した｡しかし､例外との取 り組

みが理論を鍛えることを考えると､もっと地

誌学と計量地理学は接近すべきである｡ここ
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において､近年､注目されている

自己組織化論が果たすであろう役

割がある (Stern,1992)0

パソコンの普及によって､今後

わが国の地理学研究において多変

量解析の統計パッケージを用いた

論文が､ごく日常的に現れること

が予想される｡それは､計量地理

学の定着を意味するであろうか?

筆者の答えは､半分､否である｡な

ぜならば､数理モデルのパッケー

ジ化とは推論のブラックボックス

化にはかならず､それは計量地理

学の方法の正反対であるからであ

る (水野,1995)｡推論の明示化を

研究の習慣 とした計量地理学者に

おいて､特異な現象に出会ったと

きの方法論的反省が可能になる｡

もちろん､計量地理学には科学主

義のイデオロギーがっきまとって

お り､また人間主体の役割を軽視

する傾向があるが､しかし私たち

は手もちの道具を工夫 して研究す

るしかないので､既存の計量地理

学を改善する方向で持続的に考え

ることが重要である｡

(注記):本稿は､1995年度日本地理学会春季大

会(筑波大)にて発表した内容をまとめたもので

ある｡発表の機会を与えて下さった｢第三世界の

地域理解と地理教育｣研究グループ呼びかけ人､

熊谷圭知氏 (お茶の水女子大)､生田真人氏 (立

命館大)､そして討論に参加して下さった方々に､

この場をかりて感謝する｡
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