
お茶の水地理 第24号 1983年

ったものでした.

3月 (だったと思いますが,2月かも知れませ

ん)に相模湖まで遊びに行ったときに感じたこと

は今でも覚えています.吉祥寺で乗 り換えた中央

線の電車の窓から見た, ｢武蔵野｣の印象です.

私の生まれ育った大阪の郊外や,終戦直前から

東京に来るまで住んでいた愛知県の豊橋市の郊外

では,畑には冬でも何か植えられていて,緑がい

っぱいでした.雑木林にも緑の葉がついていまし

た.郊外の農家には白壁が使われていて,あかる

いたたずまいでした.土の色も白っぽいものでし

た.要するに冬でもあかるく,縁に満ちていたよ

うに思います.

ところが東京の西郊- 多分武蔵境か小金井あ

た りでのことだと思います- は,なにも生えて

いない (ということは線の全 くない)黒っぽい畑

と,これも黒っぽい雑木林ばかりの,いやにだだ

っ広い,人のあまり住んでいないところのように

私には思えました.だだっ広いというのは,近く

に山が見えないためにそのように感じたものと思

います.なにしろ生駒山と千里丘陸を毎日ながめ

ていたのですから.また防風林に囲まれた農家は

当時の私には雑木林の一部としか見えなかったも

のと思います.なにしろ,白壁がありませんから.

とにかく,私が東京へ住むようになって2- 3

ケ月過ぎた後に持った東京の印象は, ｢暗く,莱

開なところ｣というもので,大阪や豊橋の郊外と

のちがいにただ驚くばか りであったのです.なお,

これはだいぶ後のことですが,家の前の畑で収穫

されていた,ゴボウとニンジンがいやに細 く,長

いのに驚いたものでした.なにしろニンジンやゴ

ボウは葉っぱを持ってエイと引き抜けば良いと思

っていたのですから.東京のニンジンやゴボウは

それでは真申から切れてしまいます.

* * *

あれから35年すぎた今考えてみると,当時私が

受けた強い印象,東京と大阪の冬のちがいに驚い

たということが,私が大学-入って地理学へのめ

りこむようになった大きな要因であったのではな

いかと考えられます.

飯塚浩二先生が ｢地理学は,人類が自己の属す

るコミュニティの外に目をむけるようになって,

自己の属するコミュニティとは異るコミュニティ

が世の中には存在することに気付いた時に誕生し

た｣という意味のことを言っておられますが,私

の35年前の経験はまさにこれと同じだと思うから

です.難しい言葉でいえば,地域性の存在に気付

いたということです.地域性の存在に気付 くとい

うだけでは地理学者とは言えないのは言 うまでも

ありませんが,地理学と何らかの関係を持つ者に

とって,地理学の出発点である ｢地域性の存在｣

の認識は非常に重要なことだと思います.

(人口問題研究所)

冬のマレー半島

1982年12月18日から30日までの13日間,シンガ

ポール ･マレーシアを旅行した.真冬の日本から

平均気温 26.4oCのシンガポール-チャンギー空

港に降 り立つと,暑さと湿気で汗が吹き√出してき

た.11月半ばから1月3日の新学期まで現地の学

校は学年末休暇で旅行者が多く,漸くつかまえた

タクシーでマレーシア鉄道シンガポール駅へ着い

たのが21時40分.22時発の夜行で大東亜戦争開戦

佐 々 木 博

時日太軍が上陸し,軍総司令部として使ったレン

ガ造 りの ｢香港上海銀行｣のあるタイ国境に近い

コタバール-行こうとの計画は,頓座.発車20分

前というのに駅の切符売場はシャッタ-が下 り,

改札口にインド人が1人, ｢もう今日は満員,立

っていかなければならない, 明日だ, 明日だ｣･

1日6本の列車しか発車しないダイヤにもびっく

り.
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1. ヨーロッパ史のアジア-の刻印

列車をあきらめ, 19日クイーン=ス トリー トか

ら毎15分ごとに出ている路線バスで紅白の花で色

どられたプキット=ティマー通 りでマ レ ーシア南

端の都市ジオホール=バール (∫B)へ,90円也.

ジホール海峡手前で下車させられて出国手続 き.

日曜日とあって100m もの人の列.手続きに手間

取 ったためバスはJB-行ってしまい,仕方なく

1038mのコースウエイ橋を リュックを背負ったま

ま歩 くことになった.平行する鉄道 ･送水管 2本,

東側の軍港, JBのモスクや市街,橋の下を東か

ら西へ流れる海水などがよく観察できて,歩 くの

も悪 くほない.18年前来た時はシンガポールが独

立していなかったため,一気にクリフォー ド桟橋

からJBへ来れたのだが,国境 とはわずらわしい

ものだ.

JBから相乗 りタクシーでマラッカ-217kmを

3時間走る.客はマレー人 ･インド人 ･ドイツ人

と小生で4人,料金は人によって差があるらしい

が,小生は1600円.ゴム園が延々と続 く中をもの

す ごいスピー ドでメルツェデス-ベンツのタ ク シ

ーは走る.バス ･トラック,皆どうしてそんなに

急 ぐのかと思 うほど飛ばしている.バスが横転し

て引き上げているのを見た.

マラッカ旧市域のセン トポール教会の丘の周囲

は,ポル トガル ･オランダ ･イギリスとヨーロッ

パの海外進出勢力の順番に拠点となったところで,

残象として往古の歴史を今に伝えている･フラン

シス-ザビェルがゴア-移されるまでここに埋葬

されていたことも,当地へ来て知った.

市北東部の ｢中国人の丘(ブキット=チァイナ)｣

は明朝に派遣されていた大使が,ポル トガルに滅

ぼされるまでのサルタンに明王の娘を花嫁として

お供とともに連れ帰 り,住まわせたところで,中

国人の廟,井戸の外,丘一 面42haにも中国人の

墓地が散在している.マレー半島への中国人進出

の第 1号と伝えられている.

ポー トディクソソに16世紀に作られた燈台,バ

ングコア島テロク=ゲ ドング村にある1670年のオ

ランダ要塞,ペナン島ジオージタ ウ ンの 1808-

1810年に囚人労働によって築かれたコーンウォー

リス要塞などを,当時のヨーロッパ人が上陸し,

生活 していた様を想起しながら見て歩いた.何が

かれらを駆 り立て,かれらの得たものは何であっ

たかなどに想いめぐらせながら.

2. イギリスの遺産

左側通行,二階建てバス,舗装された立派な道

路, 狭軌鉄道, 交差点 ｢ラン-アバウ ト (ロータ

リー)｣などの物的遺産は数えあげれば数限 りない.

都市間交通のバス網の発達と都心部のバスターミ

ナルは旅行者には非常にありがたい.マラッカ-

クアラルンプール (KL)148km 問 を バスは2

時間480円で結んでいる.このバス交通システム

はイギリス国内のものと全 く同じものである.シ

ソガポ-ルは中等学校の全教科の授業が英語で行

なわれているので言 うに及ばず,マレー語化を進

めているマレーシアでも非常によく英語が通ずる.

マラッカの古本屋で英語の地理の教科書を購入

した.シンガポールでも新本を購入してびっくり

した.内容はほとんど同じ,多少新しい空中写真

や数字で改新されてはいるが,著者はイギリス人,

出版社 もLongman Malaysia.27,28日シンガ

ポールでの国際地理教育会議で得たシンガポール

の地理教育カリキュラムは,全 くイギリスのもの

そのままで独自の教育制度や教科書を作る段階ま

でいっていない.大学の教官の多 くは主としてU

Kを中心 とする英語圏で学位を取った人々で占め

られている.形式上政治的には独立していても,

文化的には依然としてイギリスの植民地のままで

ある.イギリスの海外援助政策 も旧植民地対策費

だと聞いた.

3. 日本人学校と日本人

KL7時半シンガポール行列専 (393km)の車

中で漫画に読みふける3KL日本人学校の男子中

2年生 4人を見付けた.冬休みに入ったので4人

でシンガポール-遊びに行 くのだという. ｢よく

親が許してくれたね｣, ｢外国だもん｣, ｢以前来

たことあるの｣, ｢4回目,ホテルに泊る,両親の

パ ーティ一時 1人で留守番するの ほ しょっちゅ

う｣, ｢君らの年令ならリュックをかついでヒッチ

でマレーシア国内を隅々まで見た方がいいね｣.

日本人学校をKLとシンガポールの2校訪問し
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た.全国から3年を限度に先生方が集められ,日

本の俸給とは別に,在勤手当 (税引後手取 り)と

して校長56万円,教頭50万円,教諭は45万-26万

の8段階を,さらに住宅手当を35万程支給されて

いる.日本での給与のざっと3倍に当るので,か

なり良い生活はできる.何に使 うかだが,多 くは

国内,外国旅行に当てているようである.

商社 ･大企業 ･在外公館勤務員となるとさらに

給与は1ランク高 く,主人はお抱え運転手付メル

ツェデス-ベンツ,御夫人はスカイライン, 家事

は女中まかせも多くなる.昼から夫人連のゴルフ

･マージャン大会,子供の弁当は購入したものが

多く,夜は主人と連れ立ってパーティー-.その

くせ帰国後の子供の高校進学が気になるため,午

間78日も登校した御夫人もいる (校長談).

なぜ偶然派遣されたその国を,手で触れ,肌で

感じて隅々まで知ろうとしないのか.この点は誰

にも引けをとらない強い点を創ろうとしないのか.

冷房車のガラス越しに彼の国の実像はわからない.

ある大手企業駐在員の ｢大使は別とすれば,この

国のことを真剣に考えている大使館員はほとんど

いない｣は,信じたくないが真実であろう.

(筑波大学)

払い戻 された特急料金

昭和57年の夏,私は,続け様に妙な経験をさせ

られた.8月7.-27日のわずか 3週間に,国鉄の

特急料金を3回も払い戻されたのである.職業柄,

毎年,よく旅行し,従って,予約してあった国鉄

の列車や,定期の船 ･飛行機が不慮の事故で運休

になり,キャンセルされたことは少なくない.し

かし,切符が改札され,旅行が開始されたにもか

かわらず,結局,特急料金が払い戻され,しかも,

こんなに立て続けに繰り返されたことは なか っ

た.

1回目は,長野県の下高井教育会等が主催した

志賀高原夏季大学の講師を引き受け,8月7日14

時46分上野発の特急白山5号で長野へ向かった時

であった.14時すぎに,熊谷市内の高崎線無人踏

切で,エンス ト中の軽ライ トバンに,進行してき

た上下線の特急列車が相次いで衝突し,辛の若い

女性 3人が死傷した.そのため,特急白山5号の

上野出発が遅れ,途中ものろのろ運転を余儀なく

されて,軽井沢以遠では,定刻より2時間以上も

遅れてしまったのである.それでも,幸いに,同

日夜,志賀高原にたどりつけたので,翌朝からの

講義には差し支えなかった.

2回目は,諏訪市の別宅で静養するため,家族

諏 訪 彰

連れで,8月14日18時新宿発の特急あずさ15号で

上諏訪へ向かった時であった.発車直後に冷房装

置が故障し,八王子から技術員が乗り込んできて,

修理を急いだが,結局,甲府までなおらず,車内

は蒸し風呂のようであった.列車の遅れは2時間

未満であったが,特急料金は半額だけ払い戻され

た.いわば 我̀慢料Mであった.

3回目は,8月27日,愛知県小牧市の自主防災

会 ･婦人消防クラブ連絡協議会発足記念大会で講

演しての帰途,同日16時43分名古屋発の新幹線ひ

かり180号 (新大阪始発)に乗ろうと,同駅ホー

ム-出た時であった.都井岬一防府と北上した台

風13号のために,新幹線のダイヤが大混乱し,ひ

かり180号も座席指定は取 り消され,かつ,その

名古屋到着は大幅に遅れるようであった. ｢どれ

でも結構ですから,乗れる列車に乗って行って下

さい.東京駅で特急料金を半額払い戻します.｣と

の駅員の指示に従って,帰京した.

なかなか得がたい,バラエティーに富んだ経験

をさせてもらったわけであるが,現代の文明生活

のもろさを,今更のように,痛感させられた.万

事が都合よく行っている平生は,お互いに,誠に

快適な生活を楽しんでいるが,ちょっとしたきっ
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