
神社を中心とLた榊細が組まれ相互扶助を目的 としていた.これは現在まで続いており,<地域

的まとまり>のところで述べたように重要な役割を果している｡

5. 血縁的まとまり

との布施村に:E･-けるまと凍りの状況の中で,血椋的まとまり(具体的6,C言うと,本家分家牌係

につV}て )那, どう位世にあるか｡

そこでせず, この布施村で早く住みついたといわれてrv,る家を4つあげてみるO

長 田 家 (中 屋 ) ( )のrT3L,l屋号

船 即 家 (船 田 )
l

藤 野 家 (撒 水 )

佐 原 家 (大 北 )

これらの家は現在すべて本家が他出しているo t'しかし,と(つ他出の状況は調査できをかった )

これらの家相,位はい等 上り,元税,草保頃から続いているものであるということ4-1確認できる

が,それ以前の ことirlわからない｡これらの家の家主蛭｢だJLなさん ｣と呼ばれており.その当

時 よりの指導者階級であった｡より端近のことをみてみると.次の5つの家系があげられる.

山 口 家 (山 口 )

土地や船を多く所有 していた.現在は,a.の家の阻店にあたるうちが,村長をやってお

られ 粥は分家 しているO

森 田 家 (上 ull 監 )

代 ,々上のLLJ口家の甜負船帝の家であるo この頚も,山林,田畑を多(所有 していた.

長 田 家 (熊 屋 )

明治初年より船を占, 7はい所有し,日本僻の仲介船 とLて宿将 していたが,今は没落

し,不動産はほとんどなho今,この鑑からは郵便局長が出ている｡

現在この村では,藤野,船臥 長田等の姓が多く ,葡 しくできる家は,それらの名前をもらい

一家を立てるo全く新 しい名前がてるというとと比をレ ､｡こうした状況から, この集落の形成に

かいて,本家分家朗係は大きな位置を占めていたと思われる｡

本家分家触係について,具体的内容を主 に山口繁忙i,tける開き取 りから述べて4Lるoせず.分

家する段階でのことを考えてみるo新家との位僅即I係について,｢本家の前へ仕出させ-ない｣

｢水の1手へ壮分家しない ｣等ということか よくいわれるが,この村ではそうLたことは与られ

ない｡その理由として,土地が狭 くて家が密着してかtl.そうしたことはいってい られなV,とい

うこと,又, この村が純然たる農村で殻Llことから,水の問題がでてこないとLいうことがあげら
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れる｡従って形態は不規則である. ･一

次に,相続については,やは り長子相株が中心的であるといえる｡しか.L.財産分けは,すべ

ての男子に朗楓 山林等を分ける｡その場合,長兄だけ家屋敷 とともに他兄弟より多く不動産を

相続する場合が多い｡としっうの払 次男以下の男子も婿入 りよ少は分家して,新しく,戸聴上

一家を立てる方が多いのである.又,不動産のない家で払 長兄は家屋敷だけ相続 し,次男以下

の場合には,家を嬢てるときその作発を手伝ってやるなどしている{.

との村では姓の数も少をく,#l続におけるこうした状況からも.今も血縁的つながりは,生活

に根ざすものとして現存しているO長兄は家麗数を相続 し,その父母と同居し,莫際的にはその

父母の老後をみる-ii･任があるO従って,隠居の制度とい うものは,との村ではみられなしヽ.

では次に,本家分家の関係 (つきあい)について述べてみよう｡ 5代 も4代もになると,督通

はたいしてつきあいらしいっさあいもなし1が,冠婚葬祭の時とか,村会破風の選挙の時払 この

rlrj係が表に報われるようである｡

原則的には,冠婚葬祭の行尊については,本家の葬式に壮新家が全部行 き,分家の葬式には本

家が行くo LかL,戯近では,結婚式は自宅でやらず,出席者も親の兄弟とか友人等eJ糾合少な

い人数で行表われるので,｢本家走から｣｢分家だから｣ということは言われなくなっている｡

しかし,今でも普通,本家の家主は2代位までは招かれるGやは り,こうした点でも,全国的に

みてつなか ()の強い地域といえる｡

本家分家問における日常的夜経済的理助J:か労物上の協力鮎係について代,開きとわによると,

招とんとないということである.同族間の格式の差もlrく,ほとんど同等であり,他同族との返

付 も,格式VLyおける差はあせりないとい うことであった.しかし,実際開腹として,本家分家意

琵削ま存在しており,格式とい うほどのものはなくとも,結婚の吻合に家,弟Sということは十分考え

られる｡

' 又,結婚について,布施の者が外へ出る時は,｢r曲薬に重点をおいてやる地域 j(ゴカ)で

は,とてもやれやせん｡｣とい うことがいわれており(首姓の樺巌がない ),対外へ嫁入 し,そ

こへ住みつくというものはあまりないが,今の若者は,やは り町へ行きたがる.,

若い者の多くは簡郷の方へ出て,観光酎係の仕事につく｡ しかし,前にも述べたか この村の

者は外へ出ても年をとると村へ帰ってくるO他出の理由,時期75:どということを系叔的につかむ

ことはできなかった(本家でも他出している家系が多い )が,老人が,｢死ぬの杜やっぱ りこの

村でなあ-｣というように帰ってくる｡ こうしたことからも,血緑的つなが りは一見弱いように

も見えるが,根深 くつながっているようにも思えるL,
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では,次に,そうしたつなが bが,宗教的に (たとえば,同族神をとによって)強め られてい

るのかどうかについて｡

現在布施にある滑水神社比, 400年ほど前,清水家が奈良の春 日神社の分れいを迎えたもの

である.それまでは里の神社であったが,迎えてきた榊水家がその当時有力者であったので,柵

水家の氏神となっていた｡ (しか し.その当時,その氏神が神水家内部のつをが 少に,どう役立

っていたものかはわからなかった｡ )しかL,これも碓水家の表徴により,今は里の神社となっ

ている｡

こうしたもの4-i:,他家には見当ら夜ho宗教的感情によって,同族教団のつなが りが強められ

たということ(ri夜かったようであるOとのことI/,=つレ1て老人に開hT･みると,

｢それはさっぱりじゃ,蕃成しなくちゃいかんfJ:O｣といわれたO

この村には,現包 大山さん 泰郎中社等があり.和人払 船乗 りの神様,山の魔物を防 ぐ神

様として崇敬 してVlるL.しかし,少なくとも,同赫 錘のつながりを強めるための宗教的感情払

存在 していたいといえる｡

全体的にみると,現在, 日常的には血緑的Iiと･まわ(,i表に出てこないが,ヤ仕 り,部ある海に

その壇とせりは表面に現われる｡そして,Ji括(I,C額ざしたものとして,人々0'3心には奥深 く最大

の依存集団として存在していると考えられるO

(北 村 淳 子 松 岡 珠 江 )

Ⅶ 布 施 村 の垢興計 画

1.

布施は総両統 1.856haのうち1.700haがW T･である,,昭和の初期には250hα近くあった

水田は,現在で壮 5haほどに滅少し,乗 1, 2からもわかるように,林薬 ･漁某を中心在英 とし,

(第一次産業人口がほほ 50年を占め,村の歳出も農林水産の部分が予算,D20- 50帝を占め

ている｡ )そして最近の観光ブームのなかで,観光藍藻を副業 とする人口741名の村である｡

調査へ出発する前の過疎化の蘇刻を寒村であろうという予想とはだいぶ適って,村有林が多い

ためか 村の財政仕, 50東近 くを財産収入によって補われ (蓑 2参照 ),裕福である感 じを受

けた｡
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たとえば,道路の舗掛 ま99多完備し,水道の取 り付けは無料｡また村独自で70才以1の老

人に壮 1,500円, 80才以上の老人には 2.800円の年金を支給 しているQそして頼光ブーム

のためか建設中の民宿が数軒 目についた｡

しかし若年労働者の不足也 はなはだしく,中,高卒の100市が関西方面へ流出するそうで

ある｡

- < 布施 村 の産業 別 人 口

S55.10.1 40.10.1 45.10.1

第 一 次 産 業 46.1帝 4 9.4帝

第 二 次 産 業 21.6東 2 1.5虜

29.5弟

l

秦-2 市 町 村 歳入 ･歳 出 決井 の推 移

県支出占車
国庫支出金10弟

財産収入 47啓

(単位 千円)

｢ 市町村税 2頭

目~~ 盲 ~ 激

チ民生盟7卓
110,429

154.809

′ ヽ
2. 'l

我国の鹿漁村払 68年代の嘩帝の高度成長 と,工薬の地方分散等によって顕著を影聾を受け,

かつて体験 しなかった変動期に当面 した｡そのため,V,わゆる基本対策としての農薬 ･漁業の柵

過敏杏事業が推進され,塊漁民屑の分解と労働力の流出移動も希有の比げしきを加えている｡

ここ布施村にかける過疎化 もその例外ではなく,とこでもそれへの対応策がたてられている.

布施村の中心産菜の 1つに漁薬がある｡ しか し,好漁場に恵まれているが港の施設不足と冷凍
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施設の不備拭致命的で磯漁業に甘ん じているo

漁業改善で比 昭和 42年には水産物の共同加=唖が駒井 働司組合の援助によって設立され,

｢味二相わかめ｣｢魚のにほし｣等を生産しているo Lか しここでも労働力の劣悪化は享けられず,

主婦中心で平均年令は 47- 48才と高令である｡ この加=韻の 4占年の総売上げは約d0O万

円で,その内訳は島内で50- 48車を消化し,松江等を中心に県内へ 占0- 70秀,県外へ 5

¢弱を出荷している｡

昭和 45年からは,ブロック漁礁をつ くり,毎年海底へ殻下し,採る漁業から育てる池井へと

成長しつつある｡

庇近壮挙殉わかめの導入が漁協の協力ですナ#)られ 5- 6̂ の共同体で生産されているo し

かも,蕃殖に従車している人の平均年令状 56才と布施でT3:とびぬけて若い世代となってレlる｡

この額実仕,布施の漁業への 1つの示唆を与える事架で紋をいてあろうか｡

次表は41年度以降の布施の漁菜 ｡港南脈係の主な都塵を抽出したものであるO

L-_ 事共費(千円) 卒業主体

経 常 近 代 化 1.ZOO 顔 蔽

42年 漁 戦 改 良 造 成 560 漁 協漁 場 改 良 造 成 22.55ロ 児

経 営 近 代 化 9.OOd 漁 協

45年. 親 機 改 良 造 成 414 漁 協

漁 場 改 良 造 成 15,860 ! 県 l

内 容

典雅岩 爆 破

鮮魚遠藤 施設

集碓岩 媒 鼓

コンクリートブロック

加工施設

nU55

岩稚爆破

大型漁碓 1.480個

一離島垢輿関係一括計上外事業個所別突放調査より-

L
Lr

振矧 画の一端をにをう観光連菜は,昭和 42年頃から除々に主に問西方面の観光布が増加し

始め ディスカバー･ジャパンの観光ブームに の り,昭和4d年には布施にやってきた観光客紘

年間4万人を数え, 1日の収容人員拙旅射 5軒,民宿25,ユース1で約 500人だそ うであるo

時期的には7月 15日～8月20El頃までが塔盛期で. 18月～ 5月がブランクになるoそ して

年間の水上げは約5,D0O万で村全体の収入の約 50車に当るOそして萌在, 1億円の予紫で (

7割は国の補助 ),駐車弧 キャンプ士払 バ トキントンコー トなどを完備した国民保諌センターt

の建設を計画 している｡そして,そこには年間5万八の観光客を呼び寄せる計画とか｡また布施
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一帯の海底を海中公園に指定する手続きも計画中とか開 く. しかし,もし海中公蘭に指定されれ

ば･その地域での･操業はできなくなるわけで,村全体の収入eJ50- 40弟を占める漁業に大き

な影中を及ぼすことになるのは享けられない｡

布施 昭は.若年労働者の問題,観光と漁業を両立させていく間煩等まだ多くの粒間が横たわっ

ている0であるL,
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Ⅰ パキス タン ･アフガニス タン紀行

山 川 枯 仁

筆者は 1971年 7月 19E]か ら8月 25日まで約 1ケ月間.証休みを利用して,同僚のilj適

担当教諭の片山笥士民 と2人 タイ.パキスタン. 77ガニスタン, インドの旅をし1こ｡鞭者に

とつては 2回目の海外旅行 (前回 19占9年 7月～ 8月. ヨーロッパ旅行,巡検記節 6餌で一部

報告 )で3'つT二が.個人旅行というLa味では初めで擢験しTこことも多か っTこD出発間傑 まで飛行

桝の切符購入 旅券申Hj.予防接軌 外貨'J')交換と駈まわり.気がついてみると肝心の旅行計画

もTこTこぬままで出発を迎えていTこ｡勿論.細かい計画をT:てようにも現地 特にパキスタン, 7

フガニスタンについては交漣qilJ情も宿泊施設 も全 くわか らなか っT:a.ここ 1.2年シルクロー ド

が托目され.娘近では多くの関係中箱が出版 されている｡ しかし当時はそうLTこも′つは少な く.

かな り柵鉄砲ではあ っT二が,往復の航空切符を持つナこけ〔')斬 りたい旅行とな .,Tこr.こ こに紹介 T

ろ〝)はそ′Jつ旅のうちパキスタンとアフガニスタンで(･?体験の一部をまとめ′二も'jDである.,何しろ

ろくに勉強 もせず, しか もわずか 20日余 りの戚在で'(▲手1二倍兄的体蚊をもとにして軒いTこもの

であるから,間軌 ､も多 く,時にはかな り独善的f;解釈をしている部分 も5,ると,EBLうO

文明･J?十字q詩としてなんとな くロマンチックなrT3苧さをもつシルクロー ドの田アフガニスタン亡,

世には ｢シ′レクロ-ド熱患者｣と称される人がいるそうだが筆者自身 も子供,,加LILか ら地図を見 ろ

Tこびに. ユーラシア大陸の炎中.茶褐色にめられT二PamirS高原とその西にのぴるHindu

xushと砂掛 つ世栄に神秘的な幻斑jないたいてさTこ｡その旅か ら揃 って もう2度E拘 夏を迎え

ようとしている,Jしかし.今まで も時々夢を見 ろC荒涼とLT二秒#,砂嵐の中をとげとは歩くロ

バのfu'.静のように津み切 っT:,ヾ-ミアンI二)礎8,喧嘩に満ちT:バザールID光fTrlL-,
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1. Kandaharか らHeratへのバスで

ギラギラと皮tqを刺 Tような光線を放ちつづけTこ太陽がや .,と地平線に殺し.残光が西の空

を赤く染め.やがてそれも南北か ら拡大してきT:藍色の天空に占預きれてしま.,T二｡それ もつ

か･Z)札 束の空が黄色に独 り,淡茶の 2屯 5丑の傘をかぶ .,Tこ央赤な満月が昇 ってきTこ0秒

ほこりに霞んでいTこ砂浜の大Ex'tも除々忙滞みはしめ1=C しかし. まだ中内の気温は 40度を越

えているようだO硬 くて,前と'J｡間附がいやi'C快いシー TJつ上で. 身動きもでき1.時々臓を

もちあげ.汗でべとつくズボン'n尻を乾燥させるのがや つと｡ 8月 dEl.午后 4時 40分に

Ⅹandaharを出発して, もうそろそろ5時間になろうと㌻るLl定員 4 0名はt:のJrl式の

小型バスに約 50人ばかりの乗客.繭ip_TjにiE,:んだ 5人出と2人肘のシー トは勿論通蹄 t,C概みあ

げられTニ荷物の上まで柄席である｡Handahar以来前後lこ甥 と持ち込んだ大きな水煙第-･:

のキセルをまわし飲みしていγこ隣席の老人が先程か ら両手を耳 もとにも.>ていき何かしきりに

話しかけてくるCバシユトウ語 らしく.香味を和解しかねていると. それVL気付いT:百年が老

人に何か耳 うちg-るC老人は納得しTこらしく.やかて渦L!:子の荷物'JD上に白い布切れを敷 き.裸

足にな ってその上に正座 ㌻るC,どうやら日没蔚俸C)4同日LDJfL拝';I)ことだ っT二らしいOパキス

タン以来何肢も見てき丁こ礼拝 (ナマーズ)である/J･'.時速 100/･"以上で走 るバスの中でのナ

マーズには全く煎ろいてしま つTこO 日常埜活'/).糾'C探く浸通し.生活の軸 として.規花 として

あ らゆる面でそ,Dよりところと-なっていろイスラームO そvD厳しい純律 も日借生活の中に埋殺

し.あまりにも自然に-'&･現されるOまだ夜 も明け牡まね日,/)出師 鳩 (,_)礼拝か ら就磁前の礼拝

まで一日5回の礼拝を時には燐ついT=砂段の中で. ま1二時には臼もあけちれぬ砂嵐の中で.一回

pと欠か gLことなく行 う彼 らを見る1rLつけT=だ紫嘩 Tるばか りであ っ1:O長い老人のナマーズが

終ると,今まで大声でしヤベ りまくってい1=前席rJ男がかわ って座 っTこO 水がめのわずかな水

で口をすg'ぎ洗浄し. メッカにrul･つてコ-ラン'D一節を口ずさむ｡それまでの彼と全く巽 っγこ

敬虚な表情にイスラームのもつ神秘性を改めて感じ./Tt-痛 に密着LT:宗教の嘩大さとその絶対

性を認殺せざるをえなか つTこLl間 もfJ=く乗客全体の中か らナマーズrD声がかか り,運転手は水

鮒 Ilが通解･を横切る手酌の迫沿いに 5.4軒'J)茶屋 (チャイハナ)もつ並ぶ小さな娘落vr-バスを
I

とめTこ｡3)りあわせの水や砂で洗浄し身を清めT=乗客は一塊とな って掛棟におおわれTニ砂浜に

ターバンや持参の布切れを拡げ.～斉に軽然 と礼拝をはじめT二｡非イスラームの乗客は少し離
t

れ,物めず らしげに. しかし多分に気恥かしさを感 じなが ら,そq)自然に発散 g-る宗教的威圧

感に圧倒され,その様子をfJ:がめていT=｡
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月もかなり高 くた ってき1ニO砂漠の中にとり残されT=ような岩山と泥;別 の廃線が満月に冊

し糾され,別 ､そのシ′レエツトが美しいO アフガニスiンでは道Fた沿いなど至 るところに虎姫

がみられる｡乾燥地帯では.水は死活問題にかかわるo地下水に頼る村ではその水瀬が滑れT二

時全てが放萌されてきT:.か って征服者達はまずカレーズfa=･破壊 することから攻撃をはじめ′こ

というC,泥煉瓦･･7)廃鰍 まこうして過去に放棄 さTtTこ柴港の一部であろうか｡中には隊商宿 (辛

ャラバン,サライ)の跡 らしく.周囲を城壁のように高く回らし.四角に望楼を備えT=泥煉瓦

造 り'D堅固な建物 も繁 っている｡今では用を足さ75:くた つTlrこれらの掩蛙は光れるにまかされ

時T=ま通過 する遊牧民の子供達の恰好IZ)遊び場tjこな っているようだ っTこ｡

Ghazniからkandaharの呪 追Fjと平行して中央山塊の水を奨めて.内陸塩湖の

S8istan湖に注ぐ.Helmand川の支流Tarnak川が郎れていろ｡,中央山塊とTarnak

川G')間はゆろやかに傾斜LT=乾燥地帯で.赤茶化T=.砂棟におおわれでいる.植生といえば,

点々と乾燥trL弥いか1こいとげ,Dあるラクダ草が生えているのみであるO歩行者にとっては厄介

者L:Jlこの苛 も.名の示 ㌻通 り遊牧民には大切な牧草であり.腹耕民には歯茎li:燃料 とな ってい

ろ｡丁任.遊牧民の訊過時期にあT=っていT=Tこめ.あちこちにテントが建ち.時にはラクダの

背に_家財道具一式を載せ移殉 Tる姿を見ることができT=O遊牧民のキャンプの密度は如宿に近

い所はど高く.乾季で休閑中の97:･港周辺の耕地にテントを鍛r), ラクダ.羊の放牧を行夜.づて

いるO弟牧民とLi'宕農耕民との結びつきを見ると,そつ歴史的なかかわり合いはともかく.休

閑中(つ除草と家畜の排准物による土地回復をはかる塵牧の合理的な連銃の上からも案外友好的

な馳係が生じている感じをもっT=o まT=,Eabul.Eanaahar等の都市近郊にも炎申して

おり, TこjL･忙楽譜市場ということだけでJi:く.柵市化の波が遊牧民に与えていろ彫狩も府税で

きたいように思えT:a-末尾挙行氏の ｢ア7ガニスタンの遊牧民｣世界地誌ゼ ミナ-,I, によ

ると.軒アフガニスタンの遊牧民には,局地遊牧R.菱刈手伝い半遊牧民(dervagar)

純粋t7)遊牧民 (meldar).隊商的遊牧民 (tejar)の4形態が3'るというOま1二晩 西

アフガニスタンで も同様にいくつかのタイプが存在しているらしい｡毅近特にこのよう潅遊牧

の内容に多様化がみられ.その原田として降水軌 植生等自然条件.貨幣,商行為の加味 定

着化現象に照応 Tる特にプロセスにおける多様化があるとしているO大野盛碓氏は ｢イスラム

の世界｣の中でイランの遊牧民の例をあけ.彼 らの生活空間の広さとそIJ7)広い空間の中での接

触を通し,遊牧民は多様状況に対して定着民より順応性があり.考え方にも融通性があるとい

うoまTこ大野氏は｢アフガニスタンの集村から｣の中で.遊牧民は宿命的に畜産の民で5,り,演

えき的tJt家畜を飼うりだと思い込んでいることが多いよう1='が実際には遊牧民は家畜を飼 うこ
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とが絶対的な ものだとは思 ってい如 ､のでttlEいかと,Jlj間腔11提起をしている,,即ち大野氏のい

う遊牧民の生活,行刑様式の特性が一方で遊牧C')内容,D多様化に形鞍を与えていることも考え

られる｡前掲末尾氏によると.図 2で示されろようにTarnak川流軌 Gha2:ni付近など

はMaldarの変哲地 (Yaylaq)にた .,ているoEalldahar. Jalalabadあるいは

Pakistan領内を冬僻地 (Eishlaq)とTる彼 らは春になると小集間をつ くり.移動を

はじめ. 占, 7月頃吏JLtI地に到宕する｡ しかし,盟宮地 といえども一ヶ所に疋住 Tるものでは

TJ:く.草を求めて一定の松組の中で移軌をくりかえしている｡Maldarは財産持ちの后で.

用獣として羊.山羊.駄獣としてラクダを保有し純粋t･{遊牧によって生計をT=てているという

しかし.そ'D純粋性 も.家畜依存度が番いということで.移胸を油して多かれ少たかれ定着民

や他の遊牧民と'jj 図2. ブシiトゥ族の遭軟 (Ferdinand による )

間に畜産物 と戯献

物の交換や完粍

家畜の飼料を得る

Tこめの労鋤等.宿

的.労働的行為が

生まれてくる｡即

ちMaldarの中

にも多様fj:形態が

存在していること

が考えられるo

tOjarや aeraw r

も視点を変えれば

maldarか ら腕

南アジア,地誌ゼ ミナー ル:より

｢合 一

･+蒜 てシ: ･･./Lt:::'･,･t, ) /l

/′/レ つ
J,ン-･-､一㌧

キシュラック
p～/-:I L＼⊃ 冬の放牧*("KI言)こてJag)の上阪

刷 】 ドゥラニr)urani族のU･%･静)放牧地

… ギルザイChHzai族の冬･褒仁政牧地

一 審の移動方向

遊牧への一段階と

してとらえることができる｡彼 らが将来商人や賃金労働者へ桁向 ㌻ることも十分考えられるo

a月初め.当然夏営地にいるべ き遊牧民がkabul.kandahar等の都市周辺に集中してい

ることはこのような指向的傾向を示 Tも,Dでは1j:かろうかD彼 らの行動様式が順応性 融通性

を生みだLT=が叶えに.その気質が近年の急激な社会.耗折の変化に対応して逆に彼 らの生満

行動様式を変容させているといえfJ:いだろうかL-Ikabul近郊に林_O:するテントがderavrgar

の特色でもあるヨーロッパ製(73白い屋根型の も'7)であ .,T:こと. まT=彼 らの財産で5,る家畜に
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午,ニワトリ等が加わ っT･いることやバザ-,レ,バスステーション付近にT:むろTろ人々の中

にロ-プを肩t.tLT二遊牧民 らしい逆打博や物乞いが多勢見 られT:ことは遊牧民の生活様式の変

容を示Tものとして杷擬できそうであるO-

遊牧民と定着民との関係は水利の面でもあ らわれているように患えT:C乾塊に強いラクダや

羊といえども砕料水を必要とTるのは当然であり.それ乾 彼 らのキャンプ地として水の得や

㌻い袋帯付近が選ばれるわけである.中央山塊 とT8rnak川の間のゆるやかな候斜地には遠

くから見 るともぐらの射 っT=跡のような土山が地表に点々と弛んでいる｡Tこまに. このような

土山の近くに遊牧民のテントを見ることもあるO近づいて見 ると.その土山の 1つ 1つは井戸

で,それ らは地下で 1本の暗渠によって結ばれているO これがイランか らアフガニスタンにか

けての乾燥地執 こ広 く分布しているカレーズで.地下水を触発面に将き.流れを利用して広範

蝕の湛慨を行う独特'D方式である｡土山の列が消えるところにポプラの繁 .,Tこオアシスが形成

されている,,カレーガか ら析出Tる水は.群像以上に水位 も多 く.流速 もある-,革木一木 もな

い乾ききっT=大地に噴き出 丁水は自然în観を-要させるo 締れに沿 う緑の帯.一抱えもあるメ

ロンやスイカのころが っている机 常々と弟をつけT:ブドウ札 土塀に蹄まれTr堅固な集乳

そして掛 取で無心に遊ぶ子供亀 木かげや塀のかけに身をよせ日中の強い日差しをさけ.羊と

-掛 ,Cうず くま.,ている牧免 生命の水の尊さ専攻に知 らされる思いがLTこO

-カレーズについては数多くの文献があるが手掛 て読めるものとして.鋲沼二郎 ｢風土と歴史｣

岩波桝乳 1970. 大野盛雄 ｢アフガニスタンV)曲村か ら｣岩波新現 1971.向 ｢イス

ラムつ世界｣講談社現代新軌1971等がある｡特にアフガニスタンU_?カレーズ(,1ついては

東京大学西南ヒンドゥークシュ調東隊編 ｢アフガニスタンの水と社会｣帝大出版会, 1969

が詳しいC.参考にアフガニスタンのカレーズの分布を示 すと図 3のように汀elm Rnd川とそ7)

支粍Arghandab川や.Tarnak川流域およびⅩabulH上流の Logar地方に多 く.中央

tL鰍 涌 側に見 られる･,カレーズの発祥地はイランと考えられており, アフガニスタンで もイ

ランとの国境近 くV'-かなり分布している｡世界で澱 も掛 ､カレーズの井戸は500m以上 艮

いものは90ねに達 するといわれているが普通深さ10- 20m,良き数i･mのものが多いO
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図5 部源の現状およびカレIX'分布/
(La geographic de l'Afghanistanによる )

:.I

転 遠と /'-,i.L･Zと山脈 野′ ー J
.," ･-- -｢ > 7 ノ / -｣

了
諸

:

.
i

'i

.

ト

･
.

H
〟

一

ヽ

■

-
A

/

3
L

t
L
TI.
I

.? (･L ,

一Tt･
1
.

L//
㌔
ヵ
う

Jヽ/LZl

L B--,: -

rl ●T 壬要都市
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Jl,･

ナマーズンス トップを終えT:バスは再T:び抄湊の道を時速 100kJr以上のスピー ドで突走 る｡

散在 Tる岩山とゆるやかな起伏を除いて.称 一つ視界を適斬 g-るものはない.地熱 ま月の光に

原され地平掛 ま黒い線とな って見える｡ その地平線か ら対向中のヘッドライ トが黄色の光の点

をみせ.ゆっくり接近して くるC やがて忘れかLHこ軌 -Cその光は左側を猛スピー ドで すれ違 .,

て行 く｡ 日中.焼かれ熟せ られTこ砂浜の空知 よ日没 2時間Tこって もまだ奄 く.袈か らは抄ぽ こ

1)湿 りの生暖かい風が入 ってくる｡顔はガサガサになりS.I-は乾燥してむづlu-1づして くるQ高温

地域でも湿度の低いところは不快指数が低 くなろはずだが.湿鑑の高い気候に慣 らされT二者に
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は番外に乾燥を不快に感じるO

思えば7月 22日BangkokからⅩarachiに入 .,て以私 LahorO.PeShELWar,

Kabulと乾燥地輔を2週間以上旅行してきT:Oパキスタン南部の砂漠地穐 雨 季といえども

商乾なPumjab地方.そしてXhyber峠を越えて以来は乾季のアフガニスタンの高原をJ

鎖初絃煉地帯としてr-riJ-の地域概念をも.,ていTここTLらの地域 も何日か歩いているうらt,t地域

差のあるのK気付いてき1=O

地 名 125 一4 I5 A 7 8 g9 10 11 1 2 -JHl■年
Karachi 189212243 269 292 5OL37 295き282 27占 271 245)2152587,㌃｢6 2 0 96 50 15295) 2 2 62口4
Lahol l12215525 205 266 11日F J55952.1 512 254 188 152. 245511 24 1占 58 22 125 80 9 〇 ll /192
PestLaWnr'fO7152 174 229 29.155.1巨[ 09I 289 257 175い25 227

59 41 65~L12 40 715㌻∫4114 1C1421Ot15 545

Kabul -285rl 0ム dA 125 18.1 220!247259200 8ム28 122
56 94 il102 2∩ 555015亘]至 550

Xandahar 占̂ 95 159 192 25占27【)二285)15 272÷∵'25i772178

衣 1 月別平均完成Jと月別降水鎚 (単位 ℃.刺 )

FEI和 4 4年 Ifrtl.科年滋より

2. KarachiとPumjabの気候

Ⅹarachiは年降水鎚200ZeuL余 りの乾燥しT=砂漠気候の地域であるが.貴く渇の日較差が

小さく. きわめて不快指数が高いO吃煉負も侯の地域は一般概念では清規にな .,ても乾蛙してい

る1こめ不快桁数が低いはずで3,るが,Arabia掛 こ面LTこEarachiでは湿皮が高 く, 日中

と年平均湿fiEは 7占笹でこれは高知.名古乳 仙台など末日本の平均俄と一致 Tる｡特に7.

8月は年降水htの5/4に相当Tる約 150朋の降水tl紬;あり. しかもArabia海か ら湿 .,

Tこ空知 滴れ こみ湿鑑は85- 85'PoになるO しかし,年間降水良の大半が 7. 8月に集中し
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ていろとい って も2ケ月で 150私犯余 り.我々が聯なし1こ7月下旬の 5円軌 毎日どんよりと

LTこ空模様が掛 ､T二が.それでいて雨が降るわけで もな く, 恭し讃さを助長 するばか りであ っ

T=o

Xaraohiから乗 っT=パキスタン国際航空 (PIA)のボーイング707椿は 砂ほこりに

かTむ抄漢地帯をIndus川に沿 って北上していTこか,秒ほこりはいつの刷れか省に変 ってい

Tこ｡約 1時間余 りの飛行の線.着陸体制に入 っ7:梢行機が空中か ら抜け出し1=とき,我々の眼

前に展開されTこjLFi表は盤然と地割が行き稚さ瀬瓶水蹄が縦蛸にはしろ緑のt-FI閑と汲緑の木立に

囲まれTこ集落の姿であ っ1こo Punjabの巾心肝市 Lahoreは 〝The r,reerlCityNと

も呼ばれている｡循殿.座臥 公開は緑,7)木々かあふれ. ムガール時代のモスクやレンガ造り

の古い建築物とよく調和している｡ IndusP)支流Ravi川の河岸に_立地 ㌻ろ古都 I,ahore

はその幾宿毛水を利用してステップの土地を縁の都市に変えTI｡ InduS川とその支流Sut18j

川の間に広がる低平た三角地帯Punjabj平野はその中を流れるJhclum.Chenab.Ravi

-,'JIどHimalaya.Earakoramか ら流れ出丁水他姓かた諸河川に怨まれていろoパキスタ

ンの人々は古くか らこの水を利用し[:[:牧業を営んできT二,I.WohenjO-Dar°.Harappa

fi-どの古代文明の発祥 もIndusの出かな水,D嚇物であ っTこ(,その男力は今日なお拙抑 され.

人々はダムを建て.運河を梱 り.滞概用水網を拡*していろ､,しかし.1)umjabかパキスタン

の穀倉地として発展しTこのはそれだけではない｡肥沃た土壌 と短かいTLか らもモンスーンの膨

鞍をうりることも忘れては7,'i:らたい ｡ 7月のLahoreは雨季であ .,Tこ｡ 5月にCaluctta

に上陸しTIliのモンスーンはGangeslノこ由 って静々に内陣に及び,や っと7月に入 って

pumjabに達 するo それもっかの軌 5 0 0花牙余 恒つ雨を もTこらしTニモンスーンは再び後退

をはじめ9月中旬にはPumjabを去 り10月末にBengp.1Fl'に抜ける｡.この短かい 2ケ月

余りがPumjabの雨季であるLl降水iflも少なく塩かい雨季ではあるが.大地の生命を息づか

せる恵みの季節であるこJ我々が眼下に見ていT二両よこそ. その恵み'J3両'Jつ隙であ っTこO しかし

妾出の割にl翻 :]･は少か ､C滞在中毎EHJんC,)短軸削 '.しめ り柑皮の雨がふっTこ,Jせ っかくの雨

雲 もHimalaya,Earakoramにぶつか ってはじめて多も:i,の雨とな る｡.Islamabadの

北束ⅩaBhimirとの墳いに近い保養都市Murreeは海抜 2.1551nの位邪にある｡

Himalaya南西斜面のこの都市は般輝月の 6月,7)平均気温 2 1･7℃, Islamabadより

10℃以上低い0年間降水もi約 1,占0日即.そのうち7月か ら9月の雨季に約 1,000棚の降

雨がある｡灼熱のRavalpimdiか らJAurreeにのほっ1二日.Wurreeは深い塀と小雨に

見舞われ.肌寒 く,土産物屋の並んだ通 りを歩 く保養客の多 くはセーターにコー トさえ羽砧 っ
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ていT=O この降雨こそ,'IEt'け水とともにGreat Indusを岬水させ.下純の広大た

Pumjat).Sirtd雨平野をうるおし.高乾七秒較地帯を甘流しArat)ia海にそそぐ｡

Lahorc空港の田圃もHarappaへの道7)両側に尿閉LTこ巨大な並木や綿楓 オレンジや

マンゴの畑 も. RaWalpindiへの鉄道沿線に見られTr水田や甘燕畑 も.全てこの水の恩恵

をうけている｡

Rawalpindiでは5日間滞在LT:が.その 1日はホテルか ら-歩も出ず部屋にとじこも

ってボーイを相手にし75が ら静養LTこ｡皮膚の弱い丑者は以前Cairoに彬在中マンゴの果汁

でFlの周恥や棺の問をかぶれさせT=ことがあ･}TこOそれだけに今 度の旅行では絶対にFIjにしな

いことを内心誓 っていT二がついその禁を破 り, Iahoro郊外の銀閣で運転手瀬ガイドの IqbaI

氏('･IT㌻められて口にしてしまっTこQ翌日か ら目のまわt)を中心に出はじめTI湿疹は IahorO

をTごつころには戯画い っぱいに広が t)Rawalplndiでまる-日ホテルにとじ込 もろはめt,,t

た っT:rf)であるら Iahoreより苦手栴抜高酸の削 ､RaWalpiTldi(頼政 508m)は私外

としのぎや㌻く.冷房装既のない和島でも一快適とはいえか ､までも-天井からさが っている

フアンをまわして軒槽日中過ごす-ことができ1こO夜は気渦 もさが り毛布なしでは寒い位であ っ

TこoLかレ ザヾールの唱やかな通りに而しγ二部屈の環境は悪く,阿地をはさんで向いの建物の

一暦が浅学,そOrJ周辺には好天の散髪屋や岸台の果物売 り.飲料水売 りが店を出しているL,,鍾

部のラジオは一日中ポリュ-ムをいっぱいにあげ.売子は大声で客よせをするC,通 りの交通_W

は多く.まさに雑踏｡人 馬*.範笛を'13:らしつづけて走る串. 自転串. ロバ.羊その上カラ

スまで加わるOその儀々しいこと.騒音公割こ悩まされTr一 日であ っT=O朝から負 っていT=そ

7･)日.年俸にな って雨に7TrLるQ しかし通 りの難敵 よ変 らず,歩行者は別に5Jわてる様子もJLく

雨宿りを-Tる者 もlL-L､O傘をき㌻者もほとjLどなく.ゆっくり面 でぬTLながら歩いている人を

見ると, 潅んとなく両を楽しんでいるようにも見えるハ一応才の人々にとって, こ でゝは本来雨

具有無按の物なC)か も知れぬ.そういえばワイパーのついていない自動車 も実に多いCか ってI

Cairoの近郊で岸根のない土造 りの家を見Tこことがあるが. これは極端 としても雨の少ない

土地の人t,'-とって防相対熊は寒冷地で冷房装殿を必要とし･'ないのと同じくらい如駄なことかも

知れたいO しかし,飯塚浩二がその著 ｢地理学と歴史｣,D中で一秒鼓の人々はかわさのTこめに

死ぬような失敗はしか ､が思いがけない洪水rL,{こめおぼれ死ぬことがある-と記しているが.

彼 らの生活を見ると確かにその危険性を感じさせ,ISものがあ っT=｡
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5. Rawalpindiか らPe8hawalへ

8月 1日.汽車でRawall)indiか ら国境に近いPeshawal-向う｡ 2等帝でPe血 vnl

まで汽車1,葦は7･28Rs,距離にして 200ねが約 5 20円だから実に安いO 日本はど運貨の

高い国は世界中さがしてもざらにない･Z)だろうか.東南アジ7-鞄 鉄道,バスとも運flfLが非

常に安いので助かる｡ 15時 4分発の急行TeZ;ra0号は約 5D分遅れて発*,迅外にパキスタ

ンでは汽串が時刻表通 り正確に巡行されているっ 2寄り申柄は男性専用と女性噂用屯 それに

家族同伴用の湿分車に分かれているOイスラムの女性隔離'Jj習tFiにもとずくもので保守的てFJ:回

教国では今で もこのようなかTこちで公然と残 っていろoパキスタンではバスも一般に酌部が女

性.後部が男蛇等用に分かれているっ

Rawalpindiか らBurhElnのあT=t)まで,向 って右手の車窓には山と丘陵がつぎつぎと

展開するOゆるやかな波状地形の丘陵rL))ところところは相生,DP_しきか らかするどく浸虫をう

けている｡ まTこ中には明らかに人に射 りおこされ丁二らしい跡 も-5-fっているが, これは家屋(Jj建

材として使われているらしく.付近一碍U')家盛柵進か ら十分推測できる｡ しかし.山の斜面は

粁構緑 も多く(雨季だっT=こともあるが )平坦地 t凌畑として利用されている様であ っT=oi-ri

地といえは常tr'C何か作物JJJ;植えられ.Tことえ休耕中といえとも土蛸｣や残され[こ切株など('Cよっ

てTぐわかる日本の耕地と果なE),畑作中心のしか も施政it!l鞘のi'･t鰍 iL'ミ観上利別がむつかし

い(,特に絶筆の休耕地 よ砂漠とかわらず.表土!~と石′7)ようL7-破く7より.相生といえばわずかに

耐髄性の雑草が生えているにTぎないO これは地中海沿梓の史'J)夙別 も榊様であるo Burhan

付近か ら鉄道は山中に入るo木も生えている･･:I;｢鮫に滞木(,I)疎林で下草も少ない｡岩がこぶしっ

ようにむき出しにた っており,土地 まいかにもやせている感じであるこ しかしこのような土地

にも人は住み.生活がある｡泥造 りの家が凹山 こ簸まり.午.羊を放牧 ㌻る子供達が山の斜面

で手を振 っている｡Sanjval付近のlLIC')斜面やLu麓晩 小さな丘の免には穴居 も見 られ1こ｡

穴居こそ泥造 りの家の起源なrJかも知れ~,E.･いO考えようによっては居住性からも建乳 耐久性

からも穴居の方が勝 っているともいえる.J

Ravalpindiから約 2時臥 Attockの駅を出るとTぐ汽車は黄土色に染っTこ濁流?上

を渡るo この意外に幅の狭い流れが Ind_usの本流である(.川幅を広げゆ っT=り締れてきTこ

Indu8日は. こrL,上流でアフガニスタンを斬粍とし.途中 Swatなどの水を架めて大河とな

ゥTこKabul川と合流する｡しかしせ っかく水81を増しTH ndu畠もAttockの手前で東西

に走 る山塊によ.,て流れをさえぎられ,合流点TF･中心に対岸が姐えぬくらい川幅を広げ堰止湖
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をIJry･成TるO湖にあふれ1=水は出rlを求め.ついにLLl塊に割れ日を見つけ放出TるCそれが

AttockからXalabaFhにかけての狭谷であるO こ でゝは母なる大河‡ndusも全くの激

流と化すo

Jahnnglra Road.を過ぎると鉄道はEabul川の南岸に沿 っているO河岸の沖枇 也は

割と湛瀧が行き拓き,家屋 もそれまで見てきTこ泥から石造 りの ものに変るc Jaru Jabba

付近からPeShavarCityにかけて{D約 10マイル樫は,鉄道沿いにナシ畑が続 くOサ ト

ウキビ. トウモロコシ. タバコ等も栽培されているOポプラの木に囲まれTこ柵はそれまで見て

きT=黄色や茶色の沖肌を見せ1こやせ細 っTこ土地と巽なり,苛々と作物が育 っていろG木の下で

休む牧菰 古色く鞠 っTこ小川や水′こ-itt)で水あぴをしている子供曳 牛 も日中灼熱の太陽で焼

かれ1こ体を首まで沈め癒している.,土塀で酌まれT二段家の煙突か ら･Wf)が出はじめナこC もうそ

ろそろタコ立のLT:くか｡その煙突や土塀には一面茶褐色のまろく平TこいもつがはりつけであるC.

牛の兼だ.木の少か ､土士Lhの人々にとって燃料は薪炭以外のもCT)に頼 らざるをえないo ldlCm

で知 り令 っT=Mohd MunirMalik宕(19才,工学系の大学の学生 )に案内されて

Lahore駅に血 ､新興住宅糖 (建物は新しいようだがin-はぬか り,はえが多く.あまi)葎生

的ではないが )にある彼の兄の家 (兄はPumjab大学の財務見 月給約 25CR8)を訪れ

Trが.その節はじめて目前に牛の栄を干している光銃を見TこQ道はT:で拾 ってきTこしつであろう

か.その糞きまるめて壁にはりつけている｡前日雨が降り壁が湿 .,てい丁こTこめか,かなり懸巣

がしてい1二が.絃放しTこものは軒維だけになり.道外と前喪で臭みもほとんどない0年やラク

ダは舷煉地帯で乏しい, しか もtil蛸仁の硬い草を食べているだけにその干糞は熟魁の掛 ､燃料と

Ji:る,,千乗は乾燥帯で広境に燃料として利用されている位も一般的な庶民の燃料とい ってよい｡

当然薪が控えるのは都田な人間で.粗末た桟木 もt'1節品であるC時 町々かどで薪犀を見かけT=,,,

曲りくねっTこ5尺程のしかも英白IJ'-ほこりをかぶつTこ接木を研みあげていろ｡そして木の枝な

どにつるしT二手造 r)の大きな天秤で石の分銅を使い計 t)売 りをしていTこO貿 ウTこ成木をこわき

にか えゝて坤く人の姿を見るとまさにそれは澱亙晶であ っTこ.

PeshaWarに近づくにつれ.汽串の中まで土ほこりが入 .,てき1こ0

4. Pesbawarの 1日 .

8月2日は一日P88hawarで休亀 昨夜は疲れていT=にもかかわらずむし暑くて眠れず0

9時半呪 手紙を逝いていると急に激しい雨が降り出し1こ.あっという間にホテ ル前の道鉛は

水び1=し｡ 自動車は年休までつかりながらようやく通り抜けている｡ しかし子供達は大鞍びO
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道路にできすご即成プールに飛び込んでは炊いでいろ_1雷を交え1こ激しい雨 も2時間ほどであが

りTこくさんのつばめが飛びかいはじめ1こci北パキスタン,特にRayFalpindi以来よくつば

めを見かける｡雨あが りや夕方には軌 ､線を空い っぱいに交叉させ乱舞 Tるo壌薬が哲及して

以来日本でLl=-いに耐えてしま.DT二光決がこ でゝは都市の中心t.liで も残 IDている.､Ⅹarachi

では.市街地にある国立他物館'J.)庭はか りか交池Ibの多い造 りの柏F.f.ii蓑.iKさえりTが住みつき

小鳥は人を恐れず目の前にお りてさに｡繰出か1rPumj,,1.t)は鳥の楽園だ｡f蛸1-.数ともにJ'&

宙で麻包のインコや声のII:;しいうぐい ㌻の仲旧がいT二るところで見 られf=(,

低 Tぎ雨5'がりの町Vtでγ=.昨夜入 .,Tニ中7F'･Tri呈Cつメニューのあるレス トランに行くOパキ

スタンの主Ii,5'都市には必らす中節料Bil.の吋門IgLH.あるcT この'.･'DTこりにも中パの的係の深さを示

す~ものがある0 196d～ 占7皮の貿易をF,1ると輸出締手打としてはイギ')ス,U.S.A,

についで5吃 輸入相手国としてはU.S.A.イギリス.西 ドイツIQ'-ついで 4位の阻係をも

つ中【乳 分離独g.以来犬猿の仲であるインドj･:1年59年のチベッ ト5,精しや ∠2年の中印国境

紛争を通して中国との的係を冷却化させ る中で,パキスタンは反:JiR.Ti･線か ら援助姓得の芯凶を

もちなが ら中晩 ソ連へ接むし.終にインドとソ連か接近 Tろことt,Lよって中岡のソ連に対 す

る利苦 もあ って中パの前掛 よよ･')緊密7tも･7)l'L+jlつていろC しかしおかげで鋒者は邸門店でな

くとも中雄和矧 J'L,あE)つI.JTこわけであるG ヨーロッパではよく鍾駅 ㌻ることであるが, こ ゝで

も食卸⊂時間がかかるO愉･ti''rLTま㌻はずの足先に予TE以上の時胤がかか り.通博の交換を--チ

定してい1=銀行の閉店時;'7]LLvr_laJに/,liわ7T/.く-/,I_つてしま っTこO糾 子,/)閉店:時胤が午后 1時と非常

に剛 ､パキスタンではうっかりすると鹿田-jl:塊をしそこ7:L-う｡,敏行にかざらで.王Ji:オフィス

嫡伐 も1時から4時頃までは昼休みで閉ってしまうC 大陸では一･殻的な午睡の習1ft 昼食中心

の食7;J=l体系がこ ゝVLも見られろ｡

紙行 も閉 ってしまっT二r/rCJ. レス トランを出て博物館に行 くことにg-るr.インド敢大陸の西

北部に位借 ㌻るPeshawarは紀元 45年琴i成立しTこクシャナ朝はカニシカ王 (140-170

節 )の首府でプルシアプーラが･,,i:まってPesbaVarにlj:つT:というOそしてまTこ中央アジ7

西7ジ7方面からの入口として古来か らfE変な祉-JiTlをはTこしてき1こ｡ それだけに市域およびそ

7)周辺Peshawar盆地-手酌では歴史的建造物や虚跡が_qJ(多 く分1T]'しているし古い ものは7-

･)7人がPumjabに進.lttL1こ紀元机2d0P鉦にさかのぼるD しかし,西北部辺境

の歴史的恐義か ら考えTLは紀元前 6世紀からイスラムの進出までの ものであろうLl.紀元前 6世

紀に削 ヒ郡辺境 TなわらGand言raはベルシア帝国の同州と･''LるO それか ら2世紀後のBC

5I7年征服者 アレキサンダーはⅩhyber峠を越えてGand言raに入る0枚が去 .,1こ後鞍万
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筒の後継者であるセレウコスVC引緋がれTこGand言r白は間 もな くG,lngeS河畔から身をおこ

しTこマウリア朝のチャンドラグブタK.割讃され るo そしてここにべ,I,シア文化.ギリシア文化

インド文化の組合しTこGand.言ra特有の文化を生むことになるcPe8hawarの博物館はこ

のGand言~raの美術品が豊富に展示 されていることで知 られている｡彫の深いギ リシャ的風

貌をLTこ仏陀の像.仏陀を支えるギ･)シャの神 .々 Gand言ra独特,D美術品とはg-で忙

Ⅹarachi以来何度 も対面してきTこ｡Ⅹarachi.Lahore,Taxilaの博物館で.中

で もLahore博物館に所属されているものはまさrL逸品であ っTこC,

The Mall通 りを博物館に向 って歩 くoThe Mall通 りは串や官庁の出先機関, それ

比帯紐住宅が報 ってお り,主副白も広 く.雨他の歩道には喬木の並木があ り.木彫が涼しいO途

中タbシー (小型のオー ト三輪を改造しTこも,D｡モーター ･リキシャというO帝南アジア一桁 .

て見られ.普通のタクシーにくらべ料金が安い )をひろい 1時半頃博物館につく｡ ところがこ

こでも昼休みで休館中O 4時半まで開館しないとのことO仕方なく先にバザールの見物を ㌻ま

せることにし.鉄道釦 ､にP88hawar Cant駅までひきかえ㌻､､そこから馬車をひろいバ

ザ-)レに近いBala Fi8gar Fortまで行 く,,Bala Hi8Sar FortはI)elhiの

Red Fort.LahoreのFortとrm様の赤色砂岩を使 っTニ城塞で 1519年ムガール帝国

C'1線祖ババールの治世に建立され,後にシーク教従によって 1791- 1549年にかけて修

復さrLTこもので.現在はパキスタン軍が使用しているC,パキスタンではいT:るところにこの種

I/)城塞が残 っているか多 くは今 日なお甲rD駐屯や密蜜として利用されている｡ しかし.Fort

'7)前の等弟掛彫願柴の立札がなんとなく滑稽に感じられ るIT)は何故だろうかO

軌 こ沿 .,てQJisBEIXhavani BaZ;,erにL出るo幣西に走る幅 10mはどの通 りをはさん

で両側t/L大小の店が並び大変な人込みであるっEarachi.Lahore.Rawalpindi等

のバザー,レと大LTこ速いはないが国境の町にふさわしく,雑多な人位が入 り交 り独得,I)ムー ド

をかもし出しているO そのFF.でも腰に拳銃.身体中に鍵帯をまきつけライフルを抱え′ン タヾー

ン族の掛 ま異容であるc l'eBhawarを中心とLT:西部辺境はパキスタン独立以来その帰属を

めぐってアフガニスタンとの間で紛争が続き一時は国交断絶 国境封鎖まで行われT=O その原

闇はこq)パターン族であるOパターン族はアフガニスタンでは人口の過半を占める支配的民族

であるが,彼 らの居住地埠は現′ヾキスタン頂の西北辺境に及ぶOそのTこめパキスタンの独Lf.に
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よって2/rlされT=パターン族の居住地 (パシユ トニスタン)は今 日なおパキスタンへの所炉日で

抵抗し. アフガニスタン-の柑kii, もしくはバシユ トニスタンの自治を求めて紛争が軌 ､てい

るO元来並牧民であるパターン族は判脱的でしかもgl猛な民族である(,今日政府にとってはカ

シミール.バングラデツシユの問題とともに軸相の盛にlL.,ている｡それだけに西北辺境では

政府の力が削 げ .秩序が乱れているらしいC帯解係の施設は勿論であるが銀行やちよっ阜L

T:商社等でも入口の わきに銃をもゥTこ守衛がg.ち何となく無気味たPe8hawarD町ではあるL,

しかし.人々はいTこって明るく,人の好い彼 らに鞍していると恐怖感などすぐ吹きとんでしま

うo薬B.抑子亀 靴屋がやTこらと多いQissa EhavaniBazarを左に曲るとZbzar

Bater-ba2;anに出ろr,もともとこr/)iulり'0名前は ｢馬市J(bira一markE)t)からお

こつたらしいが.現在では 1.2軒しかf:u_D凝る防sll/こく. 20軒余りrD弟ちゆう.銅製P.杏

炎造販完 .Tる店が並んでいろO特に手彫 りor)木つr'争丁二ゝ いて作 っ/=孔 皿,つくさ.水きしは

見iJA..'fL･出来はえで,しかも僻抄が安 く土産物としてFt環適であろ｡ 2, 5軒ひやかし半分に'f･'

ぞいてみ1二｡そ'D中の 1軒はこ･Z)通 r')でも老蔀 らしく.恰幅ついいちょび髭をはやしTこ主人が

製品の笹悪や店･TJ奥に飾 っている東谷L'D等P･やサインの諜明を長々とTる′′いつの間rLか主人

のペースにまき込まれ.前の茶rLl三からお茶 (緑茶 )をとりよせ紙塩の上にあぐらをかいてしば

らく雑談にふけるC純局ここで 2. 5銅製品を靴 ､外に出TこO時計を見るとすでに4時半をま

わ.,ている｡ ドルをルピーに紡えておかたければ'JらないJかとにかく道をひきかえし.博物館

に戻 ることにLT二｡来がけには閉っていTこバザー-ルの拓もほとんどか開き,人通 りはまTまg-

はげしくなり.喧嘩に繊ちTこにぎわいである｡向うから常客'ET.'が数人歩いてくるのに出会 っT=O

自動小銃を肩にかけ,大きな鎖のついTI手錠をぶちさけTこ軌では妊胆を抜かT-Lる｡-投に武船

の所持が認められている(?)当地では警察官もそれ触応の妓郡が必曹なのか､,それにしても物々

しいO途中跨線橋の左手把か7Tj:り大きなホテ′レポあっf=(,)で. フロントで ドルの交換を頼んで

みるD主要ホテルつフロントでは通貨L'7)交換をやっているが. ここでは認可されていか ､らし

く,交換は㌻るが証明掛 r･!出せ-li=いという.ンパキスタンは外I叩 柄が軌 ､らしく.いTころとこ

ろで髄 ドル里軌､に会うO大体公定レー トの2捌高ぐらいで収引きされている,,入国早 .々

xarachiの飛行場で彼 らにつかまり.熊理矢理翠に連れ込まれ.ホテルまで送るからドルを

替えてくれとなかは脅迫的に交換させ られて以来. ドル削 ､の執鋤きにtは い っていT=が.令

さら仕方がなく. 20ドルばかり交換してもらう｡

5時半.博物軌 ま軌 ､ていTこO赤っぽい煉瓦造りの落掛 'Tこ薄物であるが,中に入ると15
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m四方ほどの一脈フロアーにコの芋馴 こケースが封;.んでいるだけで.思 っていTこより展示物が

少ない｡ しかし一見してGRnd盲■raの代表的な仏教柔術品を界示していろのはわかろ｡

Ⅹarachi.Banbhore.Harappa,Taxilaの博物館では写舞姫形は自由であ っ

T二が. Lahoreとこ こでは欝止しているO鑑視人t･t怖 くと. 1ルピー出せば内緒にTるとの

こと｡馬鹿 らしくなりやめT=｡今までの博物館にくらべてやや不親切'.照明も満足につけてな

く.早々に出ることにTるD博物館rz)中で 2人の日本人に会 うoXarac'hiではかな りの日本

人を見かけT=が北に来てか らは全くJil言っていない.煎大の探検部の学生でこれか らアフガニス

タンTL,経てイランtJC向 うと'Dこと｡

- ホテルに戻 るともう7時をまわ っていT=._明日はいよいよXhyber越え,早々に床につ く

ことVTI㌻るO今7如譜昨夜の鰐し湧きにこり. 20Rsほど泊加して冷房つきり節卦 ･こうつるO

-tF降水TLutl二つ1こ565脚l. 7.R月はモンスーンつ彫智で雨が多いとい って も･2ケ月で平均約

90棚はどのPeshawBrでまさか浮皮が高 くてね られねとは夢に も思 ってい?'Lか っTこ0

1

5.Khy'ber峠 をこえて Kabl-1へ

･.月5円. 6時半起床｡今 円はいよいよ待望のアフガニスタン入 l)だ'｡ 7時半. レス トラン

で トース トとコーヒーの簡単な朝食を済 T ｡ ここでは先験的にイース ト菌の発酵がうまくいか

ない～r)かパンは全て酸味をおぴてい るoいつ もil一律旺盛を片山氏が今軌 ま全 く食欲がか ､,,ど

うも昨晩 50才の誕生日を祝 ってふんばつLTこアイスクリームが当 っTこらしいO放み水には十

分拝-還 してきT=がアイスクリームで企当りをおこすとは,Hotelの支払いを済ませ (宿泊料

のことで-悶若あ っT=が ). モーター ･1)キシャを呼び.や っと大荷物 をつめ込み,Cant削

に近いThe Government Tran8POrt Serviceつバス停に急 ぐ,.少し湿 っぽ く.

冷ややかな朝,D空知 濁 特がよいCバス停には すでに乗客が町が り,静かな朝の附でそこだけ

が騒々しいO-昨日Peshawarに軌 ､T=夜. GTSでの肪l蒲の予約. Hotelの紹介など親

y)に教えて くれTこ11号年 もその中で手を振 っていT:｡Ⅹabulで商売をや .,ているというその背

年は仕軒の朗孫でパキスタンに時々や ってくるらしいO彼 と話しをしてい る闇にもあちこちか

ら左入とな くう㌻汚れT=(土地が ら誰で もほこりっぼ くなるが )手が目の前につき出さTLる.,

日本ではJti近ほとんど見な くなっT=がパキスタンでは町で も村で も.乗物の申さi.人が嫌ま

るところどこで も乞食がいるC まず乞虫をさけて通 ることは不可能 とい ってよい 0 1955年

以来の 5ヶ年計軌 58年の無血クーデターによって登嵯LTrアユプ ･カーンによる土地改革

も末端の.EP衆にはほとんど影響さえ与えなか っTこのかO インドとの対立が宗教にもとづ くもの

-184-



といえ.今だヒソズー教の名残 りであるカス ト制度が特に爪革上:Pl･摘 く存在していると聞 く｡

就学率 dO界,就学邦のま1=.10才にも瀦T=ない子供が大人にまじって馳 らいていろ｡ Xa招Chi

やLahoreの町かどで. まlIRawalpindiか らPeshaWarへの汽恥の中で見かけT=靴

磨きの少年やあめ売 りの少年故 まだ遊びTこい年節rJ子供が朝か ら晩まで軌 ､ているし.一人の

客 ものが ㌻まいと㌻る彼 らの鶏剣な日を忘れることができ･[=いoある木でか IDて南アジアJJ人

々がいかに横幕で胸らかないかむいているのを読ん[:rことかある｡優秀なエコノミック.アニ

マル的日本人の目にはそううつろのかも知れぬか超音e)日にうつ つTこのは非常に勤勉fj:人々で

a,.,TこO斬早 くから夜迩 くまで仙 らいている彼 ら'71蜜を見 るにつけ,飽 らけば食えるとい う考

え方乃甘さを.lBわずにはい られなか っTこ,,#rとかlA･すらがあれば把 らは大工になるoわずかで

も木〔つ実が手に入れば彼 らはTIちまら行職人J.C1'るD しかし,大工に;･なつても家を建てる者が

いか ､｡行商人IU L･つても砦!i手が-/Lい｡. 1日中客を認めて歩きまわるO その労で乃l{[1-に対してい

かtr.非生羅的かJ.15rj間のパキスタン村石て中に机つ乞亡.に対 ㌻る考え方はLTごいに変 ってき

Tこ｡.鋸 とかなずらをもT:71い人 わずかTE木･7)東方もたない人にとってでき,-''のは一体何であ

ろうかと.そこ にどれだけの迎いがある'･')かと｡

3時1P分バスF̂',tI入るO荷物を屋根の上把'})せいざ出発｡ ところが今 日は朝からトラブルつ

づき｡片JLJ氏つ予約シー トには先客があ り国鉄に1く5'るTr-TJ一睡席の 2董発売であろ｡ しかし

終掛 こ空席があ っ1こTニめこれはどう(,こかおさまろ∴ さら',,L発串まぎわにな って荷物を尉 丑の

上に(DっけてくTtT二男かチップを出せと中内芝で繁り込んで大声でわめき出しTこ,,ホテルの支

払でパキスタンの通貨を全てはl'こいていT二部都 ,LT_ltどうにもならぬL,片山氏 も5Rs紙幣がTこ

っT二1枚C.5Rsもチップをやるわけにいかれし,とい って抱き-/Lけれはバスは出られず-大弱

りo片山氏の前の席にい1こ髭の男が′=てかえてくれや つと軍･qlIV-こぎつけ1=｡rFi市街の西に広

がるCantonmont are'1(宿営地域 )は糸剤I!･空間 も広 く.建物 も一般に新しく. 什市術 と

は対称的である｡areaを抜けるとPeshELVTLlr空港かある｡Peshawarにはパキスタン

空甲の司令部がおかれているだけに飛行fl如こは戦闘機が目立っ ｡迷彩をし緊急発進態勢をと.,

T二軌脱税 格納姑のかわりrL木枝をtt_Rってカムブラ-ジュLT二戦尉桃がみえろO飛行場の周軌

には竪娘が梱 られ.対空陣地がつ くられ.T._LTT射砲か空をにらんでいるO ピーンと張 りつめ′こ空

気が磯時体制下のパキスタンの実情を表わしていちょうだっTこO飛行tj,Jiのそばを通 t)㌻ざると

胤 もなく大きな横のCろころLT:荒地に入るO何 もTrい芹沢とLTこ世界,Pe8hawar盆地の

出かな緑 もこ でゝぶ っつり切れてしまう.,戚しい砂粒,V⊃様相をし1こ世界. それがPe8hawar

からEhyber峠への道であ .,1こo その緑気のない策_n'7)恥 ･こ今までと避 っT=頑丈TL泥煉瓦進
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りの家が点々と現われてきTIil.商い土塀で押し､, 四 -Tみに見張用の楢を もうけ住家 というより

砦とい っT二万がむしろぴ っT=り-Tろパターン族の家であるO見 張幕@)や壁に点々とあけ らTIJTこ

小窓はまさに卿 貝であ るO いざとなれば一族 この中にこもって抗戦 TるのかD この外面的在家

府構造 1つとりあげて もパ シユ トニスタンの開削 ､かに困難夜間題かわか る気が するQEhytx)r

p888 Gateでバスは一時停年O苛啓が通行稗だ とい って乗客 1人 1人か ら1ルピーずつ集

めてまわ るoGate付近にはバター ン族の9H=ちか大勢1こLr･ろしている｡肩にライフル.膜に

拳銃 西部劇の画面その ものの光景であるO その異様7t穿節気に恐怖感 さえ見え, カメラをも

つ手がふるえ,ついに一枚の写頁 も操 ることがで きなか つT二｡Gateを過 ぎると道はしだいに

勾配をもち,Sulaitnan山脈を登 ってい くcl谷 に治 っ1こアジア ･ハイウエ-の一部をTrTこ

の道は-B外 と鍛肺が行 き届 き.末節装 区間 もあるが串はあまりゆれない C谷をはさむ岩山の上

に小さな砦が点々と見 られ るO今潅お使用されてい るその砦はXhybor峠の政治的.甲卵tJ,

鮮帝的置要件をいやが上にも感じさせ る.峠の頂上近 くには値近建て られ1こらしい大 きな要塞

｡_ があるO兵隊の数 も多いC このあTrりを中心に道に粒 っ丁二岩肌 に鋼板や石板が数多 くはめ られ
∫

ていろO これは峠を涌過し1こ外国.'*隊が記念に残しTこものであ るo･特にアフガン戦争 (約 1次

1858-42,節2次 1378-80,第 5次 1919)のお り油過 しTこイギ リス問の ものが

多いようだL.峠を少 し下 ると小さな盆地が開けている｡ そこに人口約 1,700人樫の小さな町

があろoLa-ndi XotEtlとい う何7)へんでつ もないこ･'O,J､きた町は根近l細目月報 (二宮朝

店刊, 1970年 7月巧 )で高野史男氏が西パキスタンの一週間 と題 して紹介 されT二が,密輸

約品瑚 巳濃 ㌻ろ布のT二つところとして知 られている｡ CみごみとLTこバザールを通 り抜けると

き道の蘭僻の店先をのぞ くと確かに英語,独語.粛帯などで世かrlT二商品が多いC しかし平 日

であ っTニ丁=め多 くの店は閉 ってお り.人imりもそれほど多 くなか っTこoPeShawarか らL

I.and_i EotP.1までは鉄道が敷かれているが過に-哩しか運行されず (1守71年 4月現

在のPakistan Western Railway発行のTlmo Fare 'PabloによるとPe血 砲r

～Landi Xotall馴乙は毎週 日曜 日に一往復の汽車が運行されてい るQPoshaでTF'rCant

発 8:00L.甘.若11:20,L.E .雅 15:55Poshawar Cant-#16-.45

である｡ その肘約 52マイルであ るか らかな りゆ っくり走 る汽串であることがわか る｡ )汽串

C)出る日曜日は臥 ､出し客で満員 とな り.バザールも大変fLにぎわい と附 く｡国境 に近いとい

う地理的位同に加えて. バターン族居住地が両国にまT二が るとい う特殊性がこのよう7.:TFをつ

くりだLTこのかC後背地を もTこね市場 と交通の味落｡ 2.5年古い型の 日本製小型乗用串が約

200万円 もTるというノヾキスタンの転入関税の高さが. アフガニスタンとの間に格差を生み
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密輸に発展しTことも聞 く.

I'atldiXotalの町弛みを出 ると谷庇平野lrlTT.泥ll一例のバターン族の家が散在している｡

F.田で少 し凍 っT=その構えに.裕福な彼 らの生活･7ト 輔を見ろことができる｡か っては峠U)紘

帝者 として恐れ られ遊牧 と隊商に従堺 して きTこ彼 らも,今は多 くの者がバスや トラックを所有

し, アフガニスタンとパキスタンの陸上輸送をにな っているというO特にEhyber越え,O輸

送はほとんど独占しているそうTfc谷間u)迫を曲 りくね り. しば らく坂を下 ると前方の岩 LLl･Z)

胤に狭いなか ら平坦九●T.が鰍 ナて くる.-その谷底(つ井中に道をはさんで数軒の茶屋 と白 13ほい建

物が見えてきTこ｡串が 10数台11喝 .1･L,人彫 もか1Lり見える.-近づ くとこ Ll.が国展EhyberD

鰐口. TorX8maであ っT:e出国手軒 とはわ りと防弾で (パキスタン人 アフガニスタン人

は税関でかな り綿密に潮へ られていT=,tJ;). まず税関で通貨{･T,消要望申告をし.次に別LZ洞 にあ

る御坊所で出国印をうけるし.印パの税関はかな り厳しいと軌 ､ていT二が I【hyber峠L'･I)国境に

ついていえばそれ程で もfL･いoPe8haで7arで持 ち出し禁止こつ石鎚や仏惨 もI(hybc･r沿えJJ:

ら心配ないとい う'Dを淵いていT:が西部辺境 という1ごり'.で中央:つ統制力があまりTjいのか も知

れないO税即,Jつ前では札束をにぎっTこ私設両替.FjがT:むろし.手あ1=りしだいi削空交換旦･求め

てくる.国矧 ま徒歩で越える｡ ′ヾキスタン他心 か{鉄凝 りをひ っぼ っている｡幣新兵把手紡 さ

が終 っTこことを告げると針 )をゆるめて くTLる.,そ7Lを飛びこえ,小さな橋を獲 り1001〃群

歩 くと再び赤白Lltぬ つT:バーが道ff遮断していろ｡ これを抜けるとそこがアフガニスタンであ

る,迫L')左側の一段高 くな -)Tこ所に出入国!Ji難所かvtJる, こ こで入国印をもらい較疫を受けTL

は手練 き終了,,バスの乗客は税鵬の検充 もなく他単に済むし銀行でアフガニスタ ンの通ffに交

換 Tると1ドル86アフガニ(AF), 日本円に換井 g-ろと1Afが約 4･2円であ っTこ.

手掃きはわf)と筒中であ っT二がバス 1fT分の領有''Ji'全見所ませ るtL'は結柵 1時槻以上かか り.

その上 運転手と乗客の 1人が荷物LJ)fl･;で口論をはじめ.結后‡11時 18分に国中を出札 ●し

かし. こ こでは運転手は軌 ､｡.ついに乗客を 1人おろしてしま-,Tこ｡今 まで左冊を走 っていTこ

バスは右側通行にかわ っTこC急に右側通行にかわると索 .,ていろだけで も感覚が くるい対向 ㌻

るときなどあわや衝突 と肝を冷 すc LFl英鍬のパキスタンと節 1次アフガン戦争以来舘にイギ リ

スに抵抗 してきT:アブカニスタンでは交油ルールもか く違 うものかと感心 TるO

角僕のころが る岩山の帆を谷に沿 って下ると.しノか こ谷轍が広 くな り前方に広大を平地が開

けて くるC.石造 り.泥造 りの家が増え. 国境か ら約 日 分樫走 っTこところL･'(一国境 と同様の道を

避断 する '̂-があるo カーキ色の制服を乳 才綿1卑しTこ兵士が 1人そのそばに立 っているO検

問所かO串等が番所のようなところに飛び こみ間 もな く帰 ってきT:｡バーは上 り.バスは何事
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も七か っT二ように通 り掛 ナて行くC これから先Kabulまでこのような検問所が 4ヶ所あ っTこO

(あとで気づいTこことナごが検問所と恩 っていTrのはTこんなる検問所ではJJ=く通行税の徴収 もや

ゥていTこO まさか幹線道朗で通行税をとゥているとは考 えもしなか つTこ｡ )ここLoe I)akka

で道はⅩabul川と出会う｡ しかしTぐ川は北に斑れ.再びJalalabadの手前で姿を見せ

るO南î=Safod Eoh,北に打indu Xushの4.500077収 の山に囲まれγこ東西約 120

km,南北約 5OL･竹の回廊状の海抜 500- 6007〃の平坦地はEabul川とそり支流の水に怨

まれ 盛業国アフガニスタンの-製をに7'iう塊券地帯にな ゥている｡まTこ遊牧民は冬で もo皮

を下 ら+H､この低地を冬季の楢宮地として利用しているo lnau8に沿 って入 り込んナ謂∃軍の

モンスーンはこの低ji.'は で膨礎与･与え.雨TJ少ないアフガニスタンの中では比較的多堀七範侯

を示Tところでもある｡何と1j:く蒸し封さを懲じるほこりゥほい道をLoe 工)akk.qから1時

間余 りでJalalal)adにT孔､T=oJa】alabad.は前気あふれる町であ っ1こ,3町のい1ころと

ころで'更¥設工酢が行われ,市街が鳩 僻 も節々と進められている｡街中を幅広い新装適齢がはし

り.雨風t,tは街解繊が捕えられている｡まだ弱々しく. 日鮭をつ くるまでには行かぬ糾 可年か

先に [+Lいこいの塀をつくってくれろであろう.;Jalale.I)adを中心とLTこ低地は今.Xabul

川をiB-_止め大規模な催涙工iliが行われているoJala18badの手前何キロに-もわTこって延々

とCL':く造成中CT)耕]･Ltlと用水路. SE!fed EohのLLは みF.I.はるかにのぞむ仲平線(つ彼方まで地

割 rr)白い線がfDぴているO-部は ㌻でに穏地と化し,用水には盤かな水があふれていT=｡ ソ連

'D軌 17(忙よるここつ大工恥 ま今や完全vc-軌道にの っているように見えT二.しかし,兼射出の造成が

できて も遊牧民の多いこの国で定着幾耕民を養成 ㌻ることは次の大きな誹塩にたるであろうo

J,31(,11abadでの 2nJ/r)の休息中,スイカ(Kharbuza)で空服を楠Tこ㌻o l剛 =.'Tこ5

Afで(7)どのかわさと疲れが すゥと消える気がし1ニoJal∂1ab(Tadか らⅩabulまで 145

,I:',T, ここで乗客の一部が入れ市 ウT=,バスは市町中心に近いシシカバブーの勾い,I)立 ちこめる

停解所71,15時丁度に発申し丁=｡土塀と土壁の範 く街並をぬけると郊外には水田が広が ってい

T=(,まだ田植えをして聞かないらしい｡植生の乏 しい世界をたがめてきT=日rLは苗の緑が実に

析鮒こ. しか も強烈に映 っT=｡苑熟鞘性気候のJalalabad低地は米のほかに. サ トウキビ

や柑橘類などの栽培が見 られ. アフガニスタンの中では特殊な良薬iJ栴とな っている｡水即 つ

ところどころに残る赤茶化てくずれかけTこ塔は煉瓦を焼いT:炉の跡か｡奨藩の中に点在 Tるハ

トの塔とともに印象的であ っTこoJalalabadか ら1時札 しだいに谷が狭 くな りバスは谷

'7)5.摘 をゆ っくt)登 りにかかる｡右手はるか下方にEabul川の谷を見おろすところに谷の斜

面を利用しT-'橋林地が5,つTこ｡ ポプラがやっと5, 4mVC伸びTこそのそばにバスを止め.給水
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槽の蛸に布をひろげ･運転手と数人の乗客は午後のナマーズをはじめT=(.日詰,I,L磯 く.肌を刺

-Tような灼熱の中.空知 ま1rんとなく冷T:く感しろD湿度がかな り下 ってきT=ようだ｡

坂を登りつめ突出しTこ岩塊と岩塊とのr'Ll.lを;所りぬけると剛 糾こ空の色をそのまま映しT=よう

在英青を湖水があらわれT:.Eabul川を確止めT=ダムが雨季の水を溜めていT=C上流が乾季

の8月,貯水魁 も盟'臨とはいえねが.水泳Z)たい世界の中で.その親'･さは神秘的な鮭力をも.'

ていT=D川に沿い板状の山を越え高原上を走る｡

トインビーは向じ道を 11年融の 4月に造 っていろ｡ (A ･トインビー著. 7ジア高原,D旅.

1962)雨季の4月.激流のEabul川/i,彼は ｢ナイアガラ漣布南下の川C)転をffiり忙その

5分の 1.まTrは 4分の 1托せはめて. しか も現在そこに流れている教師とf'-TJじ水ittの水を流

しTことTれはどうだろうL,それを想像 Tれば.乱が見丁二コ-プルの奔流の光照がわかるであろ

う｡｣と記している｡ しかし.今そ'D凱 ま7H､O泊を横切る川には 1滴の7kもたい-,しかし

SarObiから先はll年前とオ亮が1こいように思えTこ｡切り{_つTこ絶境を左右に谷底Ti,見fL

がらジグザグに守 って行く,,くずTl落ちるELJの危解任や激流にiELLを洗われることtiなか ゥT=が.

谷側の軒端は今にも道からはみ出し谷底に吸い込まれそうであ っT=O大型バスは将ぎながら箆

Ta.'よじ繋 っTこB ㌻ろとどうであろうか｡良の上は広大Ti:平IilTであ っT=C海抜 1.∩0Om.アフ

ガニスタン'Z)市原がそこまで広が .,ていTI7)ど :右手.Jtるかh'induEush'D山BtJ互が見えるC

植生 も密になつTこ.､年が帯を企んでいるO川辺つステップに遊牧LiJD品3.いテントが点在 Tろ,.

Eabulに近づくにつれステップは耕土:lt,C変わる｡麦刈りの終 っTこ畑は虻糸と耕やさTL,一部

では風鎖しTこあとのワラ山も至宝されていT二｡BTびり珠つ伎 っTこ矧や.用水のiJさには軽横型の

dcrwagarのテントが喋 っていろ0

16時.予定三-_F7りバスはⅩabulの机 ､過 り打入 っTこ｡王宮のそばをぬけ.公園椛の広域に

止 ウTこ｡長いEal)ulへのiBであっT=｡

6. ア フガ ニ ス タ ンの 10日限 (まとめにかえて )

巧月5日. アフガニスタンに入 って以来. 〇月 15日にAriana Afghan機でEabul

?_港を離陸Tるまで延べ 11日配の輔在であ .,(こoそ7)間ⅩabulのP.Hotelをベースにし

て. Heratまでのパス旅行. Bamiyan蛮谷への ドライブなどを試み.国FJq約 5,a0OkJr

を走破LT=O しかし. 1ヨ本の l･7倍の面&!絶 もっこ'･つEBで筆新が接しT=土触 i穀の矧 まどもな

く.微々f:る空rtlljiJこ㌻ぎないOその上 それはg.派-,'i宕装道,F?:に象徴される錠も閃けT=部分'D

点と牌にTぎlj:か っTこQ このような体節の中から一国を語ろうとgLろ.;Dであるから.いかに儀
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見に荊ち浅い詔訴であるか御了解い1:だけると掛 うO こ1)一文のまとめにかえて.滞在 10日

間の雑感を記しておき丁こい｡

さて,Pe8ha官arからEalmlに到着しTこバスは大勢の男に軌まれTこ｡ ロープを肩にLT:

遊牧民らしいかつぎ屋, こざっぱ りLT:身な りのホテルの客引きO荷物を受けとる間にはやく

も客引きの僻切 り合敬がはじまっT:0 4 0Afが 50Afに. とうとう半櫓の 20Afまで下

っTニO｢,iつ, T=つTr80円o｣あまりの解静に換辞を間違 ってい るのかと疑いTこくな るOそ

れはヒッピー柏手の木貸宿 (geilt hou80と称している)ではあ っT=が,摘泊料はどこで

も安い｡ベ-ス忙しT=Eabulの1'.Fot81はシャワー. トイレ付き2人部屋で 1昨15 50Af

Horatで泊 っT=Ⅳingara HotolとEandaharで泊 っT二ghybor Hot'61はともに

1人 50Af,JBamiyrunではパオ型のいかにも健光客めあてのBamiyan Hotelで 占ド

JL,と軌 ､Tニだけで早々にひきあげ1=くらいだo Fl木の宿泊料がいかに馬鹿げ1I僻段であるか今

さらいうまでもないが.最近のうなぎのは りの物価桁数を見るにつけ.つい比較 しTこくなるo

f,なみにいくつか物価を日本円に換筋してみ ると, メロン..スイカ 1偶 15･円～ 50円. ブド

ウ大熊物 1房 10- 15円.チャイ(紅茶 )1でツ ト12円～ 20円, ナン(小麦粉を粘 って

焼いTL,もの )1枚 12円.野草 ･穀物等は特に安 く. 100円 も珂えば両手で持ちきれない樫

が ILとJ･'rろo勿論反面粛い物 もあるが.それ らは主t,-L輸入品であ り.賢沢品であしろ｡例えば,街

角で売 っている色 とりどりつ飲料水は 5円か 10円. ところが′ヾキスタンか ら入 ってくるコカ

コーラはパキスタンで 2. 50円の ものが 占. 70円 も㌻るごEandaharのホテルでカン入

r)ペプシを艮 っTこら40AfとらTtT:O前記御 白科 と比軌 ､T:だくといい. しかし, もし我欲

を満γこ㌻ことに泡進 するような生活を望まない7kらこrL程生酒Lや g-いところもない'.世界中

から流狼の民 ヒッピーが操 って くる原因の 1つ もこ こにあろうO昼轡か らハシシユやアヘンを

軌 ､ぶらぶらしている彼 らにとって都合がいいのはさらにこれ らの麻薬が安価にしか も簡単に

手に入ることであろう｡麻琴はアフガン人の中にもかTPi･り浸透 しているらしく.煙草を吸 う人

以｣二にEIV-つT=O識者 もⅩand'iharの茶店でパスの迦転手か ら吸い方を教 っT=O道端に出さ

汀1T=綾か こあ ぐらをかいて. チャイを飲みなが ら身振 り手振 りで話しているうちに,その初老

の17h'転手はポケッ トか ら靴畢LDカン呑取 り出し1こ.その中味が赫色粒状のハシシユであ っT:0

吸い方は脚単で指先で少胤つまみ,舌の上にの っけるO歯の隙間か ら空気を吸い込むようにし

てしばらく口に含み.掛 ま唾液 とともにはき出 す,,見物に集 っTこ男達に筆者 も㌻4-め られ[:が

迎転手は子供に対 Tるよう把身振 りで吸わぬようにと冷しT:｡麻薬 とともに軌 ､T=のは飲酒で

5,ろう(,lp]教を国教 とするアフガニスタンでは飲執 ま御法度であるC ところが饗者は如夜中に
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千鳥足で歩 く酔払を何人か見Tこっ=T者 が宿泊LT=Eabulのホテルでは毎週水W.1日の夜. 2倍

のレス トランでアフカン ･ミュージックをriuかせるパーティーが催される(,いつ もitか tよれ

a)ワイシャツに折れ目のとTl･Tこズボンのボーイが. この時は背広にネクタイをつけていろO客

も正装して触 ってくるOめず らしく婦人uf十 ドルをとりレースの ドレスさえ身につけている｡

そして男女別々のグループにわかれてチーフルについ[=紳士.淑女逆は別に企･-Ir,TrJとる様子 も

なく談笑しなか ら単調なメロディーに耳を傾むけている｡ (アフガニスタンの民族音楽につい

ては藤井知昭氏による研究報告が季刊人斯学 5- 2. 1972に掲載されているので参照され

T=い｡ )夜 9時か ら始 っTここ'JDパーティーは改印 J5時頃まで軌 ､てい/こLl筆者ははじめ 1時

間樫そこで軌 ､ていT二が.時が1こちにつ才'Lリ7:ムLi良きしくIJlり,人々は.r:ii,諦状態にTA二つていろ

ようだ っT:Oその時.我々にチャイのポッ トを迦^で釆1こいつ もレス トランにいろモンゴル系

(ハザラ人か ?)の田1=人そ っくりの顔立ちをLT:ボ-イが酒LjiL,_P再びていろことに納 ･い1こ_,

改めて柴まっている人々を見ろとかた りrJ人i･こアルコール,!]:t入 ってい るようナ二つ1こC イスラ･-

ムの蹴しい戚符を詩勅し, その日常性を見てさT=Tk滞り煎ろさは大変夜もブ)T=lJっ/:.,イスラ-

ム-禁酒 とい う牡念は すでに少しづつ駒されているコイスラーム世界に も挺率が入 り僻薬が入

り.今まTこ酒が入 っているO-筆者 も含めて鼎教徒は. Fli/i,は田巻Z)厳しい玖 1F15同の礼拝.

女性隔離等々の異質性か らイスラームけ排他的で,tlろとい う問定観念を もってい るt.,しかし,

且 ってギリシャ,ローマの文化を緋壊 し,界軒さtfTこイスラームは譜寮であ り合判価 であるO

前述の避転手 も含めて筆者rD接L,T=ほとんど,/)人が親切であ っTこD一見不変馴こ見えるイスラ

ームの男運 も愉快で実に友好的である,,吉葉の池じ母い先々にチャイをgす め. 身振 り手振 り

で一生懸命志志の疎通をはか って くれTこ多 くの人々を今 も思い出 -TL,日常生宿に頗辞し,定石

化したイスラ-ムに.好感されT=先入観を. もう和正しな くてけな らち:い ｡ Eabul川にかか

る橋の上でふと約を咋 くチャ ド.J姿の女性の足 もとをiさるとハイヒールの靴 とナイロンス トッ

キングがのぞいているではfLいか(,女性陥放つ習恰 もしだいに変容 していろC.ミニスカー トの

上にチャ ドリ, これこそ現在のイスラームを=範頼してい るのでは<i:いだろうかし〉

知期間の滞在であ っT二が.節 5着か らlA,rLぱ何の変哲 もlrL､カ.も知れぬ体験,i,もとに.重臣々

恩来し.新しい和議の敵将をはかろうとしTこ｡ しかし.いざむ きはじめてみ ちとTtil.索 どころか

自分の目でill.耳で臥 ､Tこことさえ十分衣B=lでt:ザ. しか も不十分なままの綻列にな ってしま

つT:oXabul.Xandahar,Foratカこど′Ll)軒 t.Lと農村の対比やBamiyan重さ谷の歴史

と宗観など. インド. タイq)臥 ､出と台わせ電 きTrい気持があるが紙数の♭ヨ係上次の機会にま

わしT=いoGL後に帰国後EI本アフガニスタン協会か らきT=柁 りL:tよると. 1971年～72年に
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かけてHindu Xu8hlh系では雨 も雪 もなく.多 くの河川.カレーズで水が滑れ.Jlts下水位

は約 20m も低下しているというOまTr遊牧民は家番に飲ませ る水も.食べ させる市 もなくな

f)一 日も早 L処分しようとEabulの家畜市場-殺到しているとい う.最近西アフリカの大干

ばつが新聞紙上でクローズアップされてし.､るが.アジアの内陸国アフガニスタンにも目を向け

rこいものである｡

(紬LLl脱9.西大寺高等学校教諭 )
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Ⅱ 消え ゆ く鉱 山 町 ｢生 野｣
森 田 孝 -

1.地郡的位田

中臥 け欄 堀に位置 ㌻る生野は.分水敏で5'り.Jr｡J時に捌 ､は 但馬の田鹿であ って,L順 と山

陰を連絡 Tる黍斐な交通蹄上にある｡ 転崎より和BITいて抜けろ断層谷の以高部の盆地中に生野が

あるo町域'D大部分は括州側に鵜 ㌻るが,行政的h'-LH臥晦側に,rFi;しているo習俗的tftもも封11のカ

ラリとしTこ風土に背 っTこものと.伯馬の風雪に耐え軌 ､T:粘 っこい色彩の も'Dが混在しているが.

但馬の色彩の万が出座であるD生野かLJ｣院とIij除の塊であるとい う感は.冬空をあわ ぐと一 目瞭

然であるG

即ち雨q)空はカラリと晴れあか っT二百空か打 っていろi'Lr-も拘 らず,北の空はどんよりと曲 って

_-Efi_'苦しいO生野は,今Ei'.空であ っTこかと思 うと. さっと登 f).雲まじりの風が吹きつけて くるO

拓磨工業iLTut兎の中心都市榔 (tより,打⊥但線で約 1時rldj. 5つ目7)トンネルを抜けると飢 射て入

っているO尊で国道 5 12月線机 ヒ上 ㌻ること約 5LjJ;Iで庄野峠にさしかかる｡.杉'･つ木計らを抜

けると道沿いに長聾田が目につ く｡まもプLく頂上~こ. ここが拙 i､榊 蜘 tTとlLl.馬′1新 町のnl]境であ

るLl急坂を下 ろと平坦な盆畑中にある生酔 うruJ並みオーみえろ｡ 山際を走 るバイパスを北上約 li.-h!

で但馬峠にかかる｡ この峠を仁ノ)ぼり,急i:jを下ろと但喝朝来町との町境である,, こIT'ように生野

は炎深い所に町域の-JI半があるとい う町である,J凸を段ケ範 ( 1.1057Tl),高星山(1,0107/l)

融 ま山畑 山(9G57TZ),剰 よ三国屈 (亡557n). 占'白LLL(H,06/ノZ)にかこまれT二極高約

500〝l'D小盆地に街村形億の生野の剛か発達しているO

こ'D盆jLllより.桜近鉱山廃液によるカドミウム公津で｢醍全国的に名を知 られるようにな .,Tこ

市川が.辞.JILを源として町を田流して捌 11側に南光していろ､又イ上1馬僻目ては但馬峠i_.下 っT二所に

ある円山を源として円rhl日がJヒ流している｡東映m tは,谷筋であるTこめ山勘 山陰の膨軸を強

くうけ雨が多い)̀降雪はそれほど多 くない77,･,砧原てある為,冬非常に寒冷で._Li冷涼である.｡

2. 鉱山発展の歴史

大銅 2年 (807年 )の銅鉱脈庶政の発見に始まるといわれる鉱山生野の歴史は. S46年 5

月 25日.鉱山の神社でれ 引LJ神宮でとりおこ7-にわTl,Tこ閉山式で もって,約 120q年に及 ぶ ヤ

マしっ陛史に束を閉じTこ0位涯金山とな らび称せ られろ非倍に古い歴史を もつ鉱山tE野V-ついて簡

単ではあるが述べてみよう｡

鉱山町生野としての本格的な歴史は.天文 11年 (1542年 )奴LUの繭表 (寺町I/O軌 l｣)に
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於て鈴石を初めて掘り出しTこ暗に的ると考えられる｡ (軌 h冊記)天文年間糾 l名所･艶 (宗全 )

の居城が築かれて以来発展の歴史を1こどるが.当時は採鉱のみで.悪臭を坪 ,,て娘鎌は行なわれ

ず,石州(島根県 )で行なわれてい1ニO生野近辺でき珪疎が行なわれるようになっTこのは. 16位

折末から17世紀初の頃であるが盆地円では行なわ1.生野峠.但馬峠を下 っ1:所で行tJ:つT二.

江戸時代に入 って. この地が天領として幕府代官所が澄かれて以来.佐渡金山と並び称せられる

大壷削りとして飛取的発展を遂げT=Oその頃の生産名主については生野史鉱葉柄に詳しい.明治元年

12月,明治政府の手で凱 U司生野出戯所が馴 れゝ.仏国人コワニーが鉱山技師として招かれ,

欧式の採取 遅鈍 製攻法が串入され,生産の飛酢的増大が期されT=Oこの当時はまだ地元人に

.よる原鉱の手掘り.一方では鉱薬械械を利用しT=能率的な鉱道掘りが併用されていT=｡欧式の製

錬法が封入されTこ締果.想見 即ち亜硫酸ガスによる敵背が間煩とな .,Tこ0 120mという当時

としては前煙突ももうけられ1=が.周軌のLLlが.はげLLlとなる被諸が出ていT二｡明治 22年生野

鉱山は.皇室財産t,C転入され御料地となっ1=Oその名残 りは,現在鉱業所正門の門柱のセメント

で噂り同められTこ萄の紋平にみられるO明治 29年政府の民間資本育成政策の一環として.政商

三菱に払い下げられ.三重合資会社として発足しT=｡この時よr)鉱区稀が鮫足され.鉱石を発見

L,T･:者が抹据楠を有4-るという状況はなくなり.三夢以外の者.即ち地元民による採軌 ま禁止さ

IIvT = .大正7年には.三菱鉱英機と改称されT_,那.戦線連合軍の財的解体政策により,傘下の大

平鉱業㈹の手で-特続営されTこO朝鮮戦争の勃発による連合軍の占錆政策の変更で.再び生野鉱

山は三菱の手にかえり,三菱金属鉱紫生野鉱叢所として新発Jq 鞄 亜鉛.スズを主体とTる鉱

石を太盛鉱区と金脊髄鉱区でもって採椀して今日に及んでさTこ.:

ここf''(年.全国各地で日本の非鉄金属鉱業を背負 ってきT=著名な鉱山の閉山が相次いでいるo

これらの他の鉱LLは 多くの共通点を有g-るであろうが.生野鉱山が閉山という状況T.{加 ､込まれ

1こ讐因を?,L察してみようO銅などの非鉄金屑の国内肺格は.世界の市況と密按に逆肋 するOそれ

故に近年JTJ銅市況の長期にわTころ国際価柿の低迷は.鉱ILzの経営内容を大きく恕化させ[こO又.

近韓の筋金の高騰による人件少の梱大はA=しく,昨年 = 月末で果敢赤字が6倍円余りにも及ん

T='ようである｡又,全国有数の鉱床ではあるが,長年の採掛 こよる鉱･&の械少,可坪埋紋弘の滅

少.即ち壕盛期であっTこ磯崎中から昭和 52年頃までは粗鉄生産出が約 5万 七であっTこのが. 最

近では 1･5万七を執るまでにな っており. 11億円を投じTこ探鉱の結果も可採埋蔵鮫はわずか約

50万七. よほどの銅価格の恒常的な高騰でもないかぎり先行きの見込みが立Tこなし､o又.採掘

条件の感化もあげられるであろうO坑口約 150ヶ所.推定坑道総延長500加.最深坑道(56

芥坑 )は地表から約 1000m,満面下 600mにもあTこt).炭鉱とは比掛 乙女らぬくらい安全
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とはいえ.落&.岩ハネ現象と呼ばれる岩盤のせりあが rJ現象で坑道がふさがれるという状況 も

出てきているT=め･坑道の安全維持の拝兜が莫大を帆 tF,はるようにな っているO射 ては.位近

とみに高まっている公害企菜への脚 脚 閉山を促しT=ことも否め別 ､であろうと考えられるO

5, 鉱山と町の結びつき

〝町の中でヤマの息のかか っていないも･DはTLい〟といわれるほど.生野は鉱山と碑接に結び

ついている･-.生野の盛衰は軌 LlとともにあるO町財政でみ7Jと.鉱山か ら町に入る税金は鉱産軌

固定教組税介わせて年間 1000フj円で.町税収入7)1捌艶 こつうち約 850万円,/)軌 臓 が

ゼロに-/1る他 間接的に入る町民筑 γ=ぽこ机Jn税等を加えると,町の税収入は 2制減にもたる

見込みで3,ろo又.Lf,らゆるIJ'は 面で.稲美軌 こおいて.生野i･,'在住 ㌻ろ者は,刑鋭 間接をと

わず.少1Lからずヤマと紡びついているOそれ枚に昏々か始しい間塩が生じている.

5Ji某所端のズ･)堆現場'D横の通院削 ,に朋 柑 珊 滑面をもつ岩封がみられるO この谷は.節

桝谷で白口漠谷といわTl,ている..この谷托そう芯Lr'pか ､には.腐鉱の坑口が各所にみられる｡約

5山I栄進 すると自口という熊解がある(,この鍵掛 よ一時 ｢白口千軒｣ といわ7-LTニー大Ll媚 を･なし

ていT:0Goldrughという謡fがよく伽 ､られるか. ここはSilvorru8hといえようかO各

地から山師が嫌まり.彼 らにつきまとう唱如等を含めて多数 〇人胤が.まさに山奥と敵われるこ

の地に群が っTこ｡ しかし,現状はどうか,,十敬軒の豹 ･ほら並1ミのみで. その中Bf(.は空家 も目.証

つ｡か つてCLl宅地が狭い伽 ulとして耕作きれており,潜日r/)お菜のおも膨は級典もないO しいて

いえは.背後の斜面に焚きrLrこ廃鉱の芸削､坑口であろう｡もちろん艶在採欄されている坑道は 1

つとしてない,_ここの住人連は.約 5kRのLLliI.'i香椎でif野'jD町に-如きに出てきている.二鉱山依存

からの脱皮に失敗 すれば,生野の町はこう-/L･ると暗示TるかV,ようfL白口集落の姿であるO

生野の町と鉱山とV密接な結びつきを.人口動態と産業捕逸の 2如 らゝ=肖.察してみよう(,M22

年からの人口統計が役場t-～州 よりみつか っT=(:｡で衷 1Ti,作成しT=O

栽 1 生野町人口動感歴年変化

＼年鑑､-.＼世帯数 人 口 巧 女 位桁数 人 口 男 女

bE.22 A.991 29 1/ト12 8.(112l

25 ; 7.082 11 50 1.154 8,740 F
24 1,154 7.占85 51 1.'29J 8.052

- -T5T 7.665 It 52 1,255 7.884

26 7.592 55 1.459 7,997

27 8.248 1 5411.404 8,口DO



･~̀T-I-I_I;BJSdl世帯数人口男女 Ilt世帯数;人 口 男l女1.4799,167 121,9157.日48 5.9555.895
591.98E!9,219 151.8:7..88.4274.515L1.114
401.982 9.202 11̀2.0578.9594,5154.446
41 1.951 9.4874.7LIl4.746 172.10占9.187巨5864.621fl21.9519,占564.8084.828 18 l l

二IT.),C1.9占19.7214.!ミdD4.881 i9 l
1,9959..5624,919⊥土945 ! 20 1,911 8.498J1.2244.27′l2.00110.1105.0275.0{?5 21 I22.00Lt1.481 10.269 5.1i15 5,0 日 4 222.09018.CAP4.57R4,4703 10.055 5.061 5.0 2 2 2さ2.1499.5DL1

41,5ム711571巳聖子.1.5F'F_iO.151 5.248 4.9 口 5 24 2.149 9.551

5 16.537 5.597 5.1 9 0 25 2.122 9.488 4.695 L1.,795

占 1G.47ETli5.58Ol5-098 2L 2.220 9.769 4.ri96 4.875

l 71 10,677 5.451 51246 272.2459.929ー4.91/15.015
T..日,92910.Of;1 5.181 4?00 2PJ2-,261T9.9214.9255.05435.ll/i91.e45 8.069 4.0805.989 292.51610.1165.CO2

10 1Ll.OP5 1I502L274⊥'0.1~丁｢市TT5,155
ll iO.0ロ5 512.280117前L√~訴575.1275.ム45
12 8,999 ｣ 52 2.457i11.0295.536
13 8.96三 552,452 10.9565,5225I.7TTl141.6157.019 5̀112.49710.910 5.5055.807S.Jti7.162 552..162-Ilo:5T4十5.∩占45.5∩021.5508.287 L1.1954.09Ilf5占2.ddP10.5725.∩70下rof'l-5l1.占2占 1 -///5d 4.005巨.949 t 57一 2.450 10.512150515LI81

rdT77三2 8.5とTt4 Iー4.215iL1.171 58.2,465110.529rd.9,.25.537

5 1.'/21 7.2hO 5.6CI1 5.679 f5,545 59 2.559 9.7764.6515,ー45Jる 1.86(:, 7.004 5.541 40 2.527l 7.557Ll4.5455.012
】.7 1.690 7.059 5.491 5,540 41 ｢2.552' 9,0924.2954.797

E. 1,7ノ14 7,064 5,5185.652 5.5日 J 42 2.259 7.9515.75占4.1959 1,(310 7.525 5.671 45 1.979 7.642 5,dftd 4.156

10 1.760 7.478 5.75L'l5.-/20 44 1.9tlt2 -

上 '' 1.72▲l 7.594 5.725 5,占69 l 45I 1.985. 7.757巨 620i 4.129

(mJ'役場資料より作成 )
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この京より明らかをよう紅. 明治以降 2つrJTJt:I-クがあるo hi22年(')4991人より次郡に柄

加傾向を示し,大正年馴 -Llつのピークに連 Tる,Jその後次節に縮少して. S1O年頃か ら朋 【

傾向に転じ. S50年代に節 2のピークに讃 するO職争中には 5.500人,7)鉱員をかかえT:この

鉱山は. S52年頃までが最盛期であ .,て. S50年代後半か ら.錦の国際市況'D低迷か ら矧 11

の縫皆が悪化してゆく｡こTIJに伴 って.町の人[】も減少傾向を示 ㌻わけであるか ら,凱 Uの感激

と人Flの蛸嬢とは非'il;に密桜複的連を有しているといえろc S50年代末か ら40年代初期の不

況の鹿は. 42年'D大如命塑糾ヒの名目で行なt_lTLT二大出入艮盤瑚 と1Lつて生野町を包みこんだo

鉱山従業員は. 960人か ら一挙に約 2占0人に敵城LTこo この うち鉱tLlBt殻の製作所への配取

転艶 下瀬企業へのliu瀧 等で.尖拭約 40tl人･Li･ヤマを去 .,TことさTしていろLl この彬掛 ま. 人口

捌腿に銃器に5)らわれている,J S58年代按半か ら人口の噺W.･噸向七,;み られる･Tjであるが, A2;

年には敵77･;I:なみているo又. 41年 と42年の髄鞘数では約 100戸の減少をみる'･,)に対し,人

口では約 1,1uO人の琵T'i少をみる. これよIl). 枇樟中の若年飢 :Jj者及び家計拝持者達が. まずfEI

250戸で,これに比し人口F.式少は約 10□人で.蔀 しい減少 とはIi:つていたい,_これL･･'!.脚 声

転出し.一応F1-.計の目途をT=てTこ家引維持者等･rJもとへ 家族Cとの転任がなされTニ結果とみ_ら

れる,,しかしたか ら.今なお老人の 1人1iLも多 くみられ.町の大 き-/LF:-B鮎の 1つとな っていろ｡

裁 2 転入 .転出歴年変化転入
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さて.その転出先であるが,表 2を参照してみてIC'こう｡ 42年以前においても転出が転入を上

阿 っているが.軌 Llの最碗肋であっTこ550年代中頃までは.その勤 まそれほど大きくはないo

鉱山の不況が目立 ってきT:S50年代後半から転出転入差は拡大傾向を示し.鉱山の人員薮理の

行なわれ(:S42年にはその差約 1.100人と.転出が転入の約 5.5倍に遵 する.転出.転入の

県内.娘外の比率をみてみる̀と.S52年に転入の県内比率が極掛こ高いのを除くと.転札 転

入ともはば均衡しているゥ S 59年までは,県内への転出が県外への転出を上回るが. S 4 0.

42年には.特に 42年には,県外への転出が著増 する｡そして 45年以鰍 ま逆転する0 42年

のこの現象の原田は.鉱山社員の宮城粒等の関連鉱山への転勤と,その家族の転居に大いに関連

あるものと考えられる｡以後県内-の転出が.県外への転出を上回るのは.若年労協者の都市-

の通牌の流出現象からくるものであ って生野特有のものでは患い｡しかしなが ら.兵勝原という

工菜県にあ って.県外への振出が目立つというのは.生野の大きな特色である0本if=の軌 Llに伴

って抱きTこ状狩については.統計面からは砕懲できないのであるが. /I2年と同様の状況が凍 り

返されるものと予期されるが. 42年と逢う状軌 ま,閉山間際の軌 u従弟貝が 190人 (鉱内工

120人 )と少か ､のであるが.会社の命即化政熊によって成 り立 ってきT=下帯企業の鉱夙約

200人が失哉 ㌻るということであるO鉱山の従業員は.製缶矧'㌔ 動作所部門-の配僻転換に

より.又 生野に進出を予定されている鵬RT企糞への再就殿によって,職をまず保肝されている -

わけであるが.下蒲企業の地元住民には.何 らその保障がないD ここに閉山に伴 う大きな閥勉の

1つがあ る｡

iLj去 5年糊の生野町の人口激少科 ま, 19･2%であり.県下では苛父郡大屋町に次いで過疎化

が進行している｡鉱山の閉山が打ち出され1こ46年 9月以来:.町当局の帝大の悩みは, この過疎

他 日象をいかにしてくい止めるかということである,･軌L収 より過疎化に的帝がかか り.現在の

7･700人が.従葺き乳 家族の転出によt:I7,DDn人を掛 るという状涙も十二分に予期さrしろ｡

蓑 5を伴 って生野の政英根源について考察してみよう｡ この糞より明らかなように.生野は鉱

山で成り立 ってきTこ町であると断言できるos22. 25. 50年の飲薬の比率は 4割前後に逐 一

しているoS55年には.その比率が多少減じTことはいえ.世桁数の比率でみると4割を大きく

越えているっ即ち,生野在任世鞘の 4割奴が鉱菜蛸係に生活の粗を求めているのであるQ鉱業に

軌 ､て多くの耽美者数をもつのは姓尭であるが.地帯数からすると1割にも満TこないもV.,で3'り.

他座薬とて鉱業とは較ぶべきもないoしかも.軌 小売晃 迎細裂 サ-ビス英 も.削 jその も

の及び軌 Uに伯く労伯者 との関係において成 り.V.ってきTこものであるO従 って鉱山は恥の耗坊を

支える絶対的な基盤であ .,TこO但馬地方'に多い兼黄盤家もJl野では少なく.鉱山一木ヤリの世帯
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も目立ち.-rL鉱lLL 二に鉱山であ ゥT:那.それでも鉱山不河の日V.っTこ40年頃からは. 結 託

の占める比率は大きく低下し†こ｡

米 5 生野町産業別就菜者数歴年変化

i絵数加数林業正Xt建恕菜l下忘栄一臥.小,rfc菜522就-=-yii者敷l5.0905495571,159 J86278214伽100ll.5,10.95,7,52.C8.916.9
25就業者数飼5.522100584ー126｣ユ三1215219日52816.日5.6 4,.2-76-｢一一一-5.Tr--｢.-i-50就業者i'(5.58248625'2 1,4721157暮215525節10【ー15.A;6.5 41.4 4./l 6.0!9.-I
55就某省歎4.010794!124 1.415 255 544417

二蔓 ∃ 三桝 lJi=数 1【ー019.85.1 55_5 4.5､ -8.{l10.4
2.462~7汀 ユ 2l::'BJ 85 1.101 155 159 200⊥ 絢 9.1L 5.5 45,9 5.4l 6.5 8.0

48一議 議 十 言云 ㌻ ｢- - -一望 圭 霊 -- 54D
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合邦化の名の もとに大石tの人員鞍理の行なわれT:42年には.生野の産業偶進は大 きく転換 され

Tこものと考えられる. 45年の統計でみると,製造業が大きく伸びて.生野の全就菜者敬の 1/A

を占めるまでにな ってお り, しか も.鉱業 と池ぶものとして建設乾 点乾 却 ･小売英.サ-ど

ス菜があらわれてきてい る.製造業が大きく伸びT:のは.鉱山併設のダイヤビッドなどの鉱山供

城を製作している製作所の拡充 ということが.大きく作用しているC本年の軌 uにより鉱山部門

I.と.ほとんどゼロに近い数字にな り.製作所部門の粧充が行12われている等の関係で乱造菜が大

きく伸び.更VLは建殻乳 サービス菜の伸びか ら生野の産菜構造は大 きく変化 Tるであろう0

4.公 胃

鉱LUの矧 hは町に大きfJ:ショックを与えT二が,同時に公再問題に対 Tる大 きな懸念 も与えTこ'.

生F･ftヒり流れ出 g-市川のカ ドミウム指紋の間砧が,接近大 きくクローズアップされている.富山

県の神通川流m･.のイタイイタイ病のrF,潤 が.鉱山廃硬中に含まれるカ ドミウムであるとの断定が

訴訟判決の中で下されるに及んで. 同じ状況の もとにある生野周辺にも虹 .,ているの7:･はfLいか

という不安が急速に甫ま っTこO鼎の朋花畑が福蚊 さ71. 46年産玄米中に含まれるカドミウム亀

土塀のカドミウム含有i7tの調充がなされT二｡ その締果.玄米には許容fuととされている11'PM以上

の ものが相加It検出され.土頓 もかなり再説嘆に汚処されていろことJj:確認されT=C これと並行

して住民検診がなされT:｡ この節架は息3'なしというものであるが. イタイイタイ病の櫛威 とい

わTLる荻野剛 市等め矧確調充団による調査では.思考.擬似恩者等が多数発見され,生野JJCもイ

タイイタイ病あ りとして大問題 にな ってさTこ6摂性のイタイイタイ病息者が,市lH中流の香寺町

に於て発見されるに及んで.県の腿者11:Lと㌻,ろ見解と民間団体の見解に相異が出乾 住民の県

に対 ㌻る不LfTの念を糾すとともに公帯に対 Tる不安の念が増大しTこo

/1-野の公-Ffの聯史は古い.前述LTこiうに製鉄に伴 う懲臭を嫌 って. その初桝に於ては_qI野の

伸以外でなされていTIL.鉱山廃乾が田地vTL顧影緋を及ぼ Tことも詔勲 されていTIo このr_とは

貰滞沢V(.発見されγ=竜別 紙 天保元年 (1850年 )に開発 ㌻る時に地元住民との間にとりかわさ

れTこ哲約照より明 らかであ るし.A. 明治 8年の精巧 々村別所家文智にも鉱山廃液の輯rLついて

記している.三菱の手で鉱 山の経常が'なされ るようにな ゥてか ら.特に席料 こよる背がひどくな

っており.金古海鉱山の勝取を流しT二円LUJIl流域の朝来郡山口村岩津の農民が.被謀の大きさに

Tニまりかねて.鉱山との交渉のTこめ-教団決して立ちあが っT:ことをS6年 2月21日の神戸新

鮒が伝えている｡｢野#.軌 麦などは枯死 レ --LJL市除書の地殻をなさしめるT=め挙村一致死

力を賭してその実現を糊 T｣ とあるように既に早い時期か ら鮎宰相;間塩 とな っていT=｡ しかし.

それは軌 Uと行政担当者 との将接を粁びつき,多 くの住民が凱 Uと関係をもっていること等L,tよ
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り.わずかな祁償金等により, その熊大の凝清音である典民は沈黙を余儀なくされていT二〝)であ

J5o
蝦近の公害琶発運動の急展開によt),生野の館宵 も軌光を浴びT:｡非常に不十分なものである

が,国会談貝田が来生して.鉱山にも立入を行7rCウT=し.県も鉱山に対して以前よりも厳しい儲

皮で臨むように七 っTこo鉱害'&発の住民粗放も具体的に活動を始めているO しかしなが ら住民q)

鉱山との深い結びつき.行政の企発ベツタリの年始という状況の中にあ って非常に厳しい怖勢下

にある｡

閉山間際の時点より紘LI傾 液は大輪に械少し,戊水ロ,iDすぐ下流にも魚影を見 るようにな っT=｡

しかしなが ら.焼坑より溢Tl誹 る水は市川.円山川に流れ込み.多Hの批素を検出しT:ことで問

題とな っT=久繋.大仙 官の谷,/)鉱山焼石を唯恐L,T二ダムの幣即等,D多くの問題を抱えT二弦ま鉱

山は閉鎖されT二｡

5. 閉IL1と今微の生野

ヤマとの結びつきが弓削司であTいまぁ っT二程.閉山に伴 って今後生野のとろべき軌 よ険しいと予

想されるO生野は.そ,I)打開邪をどこに求めようとしているのかb今.町当局が力を入れている

かは.観光rjF原 と工塀誘致であるO観光開発というvJは,jLnj疎化に悩む地域が.過疎･化の歯止め

としてとりあげる飽 田でL?lろが.生ら=千もこれを即発演の 1つの柱にし,ようと試みているO生野駅

より西へ串で約 20分.栃伯部落の背静'J傾 斜面を利用して.生野前原ゴルフ場かある｡掛T･,

コルフ場背掛 亡は.臼の冷涼1亡_/i候をあてにして別荘地が造成されており.それに隣接して圧]民

楢舎生野任があるこ.京阪神か ら約 2時胤のこの南 棟が. 1つの観光変転である､】市川上流〇〇上生

野に県営の霞力式ダムが建設され.更tでその上流の黒川には.帖tt王によって朝来郡多々木ダムと

連動して,東洋一{D掲水式発TtT,所を形づくる黒目lダム,i,;建設されT:(,このダム群を問逝 Tるコー

スが,やはり1つの観光幣肝であろO又,[lInlhLT二f玉山そのものを観光資源化しようという寮 も

出てきていろC方法は現在検討中のようであるAT.館山と町の共同出賢でもって観光開発会社を

設立し,鉱IL個 係資料,D屋呈示や江戸時代の手掘 り跡を残 ㌻旧大丸坑や閉山まで掘 られていTこ金石

瀬坑を公開しようというものである｡観光化されT:鉱LLLとしては佐波金IJlなど数カ所あるが.!生

野は.京阪神に近いところから有望であろと考･iられている｡これ らの観光資源を組み合わせTこ

観光ルートを設定しようというのが町のプランであろo LかLllから. このプランの実現には.

まだ相当の時日を要するので.閉山に伴 う失業者を吸収Tろというのは剛 窪であるQ

相即 雌 は.兵錐県の中で道捌 馴鹿等の遡れから工黄化は低い水準にあろO町としては工場誘

致を試みてはいるが.谷3'いの小針 uiであ,:'生野に工場を誘教 ㌻ろことは非常に凶難であるO鉱
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Jljの形打でf5金両でかたり宮水l･-YミZ,T-あ.'),j二部市から相当,jC'距離があり.FJJl迎企Srl'も育 っていJL-

い当畑 ま, 揮規にや ってくる企菜にとって有利な条件を備えているとはいいがTこい｡現在進出が

予定されているのは.三菱の的連企菜で大坂を娼い出されT:公害企業である竹原金岡であるOこ

の企業は汚鍵田として現在休耕されている目尻の水田を埋立てて進出 ㌻るものであるO これは,

釧 ｣,JD従業員の再就職の ものであり.又今問題とな .,ていろ汚染田の処徴のTこめの もめと考えら

礼,先山の政衝的な臭いが強 く感じられる,J従 って,現在払LLlt関連を有LfLL､企菜で生野にiLli

出を計画している企業は一社 も71し､O このように工場誘致 も非常k灘しい｡

公語間樹 をかかえ,鉱山の閉山によって拍碑をかけられTこ過疎化という問題をかかえTこ生野しっ

状況には.非常に鰐しいもt7)があるといえようむ

(兵軸県立生野稀等学校教諭 )
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社会科地理におけるtj然地理的内容の学習

指導について句意すべき20 3の詞闇点

高 橋 達 郎

近い将来に社会科の教師T=ろうと志 す学生達が, 自然地群的内容について. どの群旺瑚解してい

るのだろうか, まTこ.教育実習で授業 Tるとき. それらをどのように故扱 うだろうか｢それは.臥

にとって朋心事であるが.社会科教育法の誹韻や教育襲習などを池してLiZ(付 くことは.予憩以上に

.誤解やあいまいな理解が多いこと. まT=学習田村に際しの取軌 ､方C7)牲排さが日立っこと71-.とであ

るCその原関や丑めを.彼等の勉鰍 7-1足 り-/1さにのみ掛 Tろことは醗なようであるLliというのは.

熱帯内管の拡準丁こるべき教科僧の記述にも.掃萄上の配点おりL欠け1ニ点を散見 するしノ. まずは彼等L自

社会科を志向 Tる学任や.社会科の教帆 ′{-_Lって, E:燃 料学的色彩が氾犀で,社会緋 ≠とは米田･'0

自然的確的円舞は.興味をひきにくいものだろうし.耶巧削こ憎坪'/;卿 rJl'かおるか もしTl/FL-い.)しか

LJ群境の科学として'D役割を担 う地即であ,:I.71･らは, Ell懲板書暁についての枯木的T･1rj畑 土不可欠'Dこ

とである｡も宝木的'[':教材の内科については,碓'光7TJ:把確と, そ7-)学習析zTIに際しては,血跡1･恥 uq

ができろようで,.bりrこい.,そこで, 自然地El仙′j内容q)半管/折中上, ljJl:真と1i:つていると但わ才1る2.

5の点について.その間願を指摘 することにT,'J(〕

(1) 見掛けと本田

｢志摩半掛 よ沈降海群Tiのか.降起折 紙 のか｡｣志弊宰 良を旅行してきT二ある学生がこのよ

うな質問を担税LTこo志僻咋JiiLの梅坪はT)アス沖樺でrI,つて.沈降によってでi･Tこと教えられて

きT二が.いってみると,T二しかに入江の多い リアス海岸であるが,半E.P 大部分が前群段丘より

TJ:つているではないかO海岸段丘は海瓜の隆起によ って姓L,T:地形であると学んだo この二つの

ことは相反 ㌻ることではfj:いかo どちらが木当7tのかというT間であるO

そこで.他の学生連に.志郵半島の鴨削 h形の怪椙を質問してみると.返 ってきT:I/;'つほとん

どが.志鍵半払- リアス海岸-沈降海岸という公式で3,つ｢_･O これは.Tこしかに教科即的fc詣味

でILtif.しいr,ちなみに.中fjf,布校の地理の教科=,JSか らリアス柳 竿の説明を抜き出してみよう｡
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衷 1 教科串にかかれTこ｢リアス海岸｣の説明

リ ア ス 海 相 の 説 明 文 代 襲 例

A( I'(歪細 芸 三幸芸三三話芸芸ま',i,7-芸蒜 み谷蛸 が入 りこjLでさ′こO 三陸志摩半島

中学) 一

B I(本 文 ),山地が海にせまり満岸根がのこぎりの歯のように複雑lr形 三陸

′ヽ中学) (写臓 明 ,!L誌 諒 昔 去'to朗 は半帥 岬とな｡谷は桝 入江 熊野砧九州の北西部とな っているD

Icい 萌 馴 )ど陸地が堅獲 .ヒT.でき,:th入 りの多い緋 であ去〇二 l + 三陸紀伊葦偽九州の北西部

) 三陸D (本 文 ) 淋岸がのこぎりの歯q)ようになつTこ.......

qlTT学～._ノ 巨 顎 鋭明 ) 芸のよく発凱 T:ij帆 ず Ĵででき丁こ糾 い ｡絹 い海( 伊豆半偽志勝半島九州北西部

ET 】(写駐説明 )F障朴が沈降して入り江 .岬や島が授禁絶 出入 りをつくる病 三陸

ほ 岸 志摩 半 J:義

三陸IF(本 文 ) ,I)こぎりの歯のような出入 りの多い-...

吊 ( 註 ) LU地が沈降してでき畑 岸で醐 蛸 岸線をもち.勧 て探学 く..-. 志願半島

)G (本 文 ) デ′レタや両肘伊丘の発達している障起 (酢水)悔片は,断

スペイン功ヒ西駄三陸晦岸志摩半島

■■- .I一一一一一.■一一一■一一一r -

･引 買還芸.JLrS三芸1.送 還 写…萎萱…曽芋軍等≡冨芸

日 (,R=5,i.WlUL) 等警菱慧要1::買誓築冨琵謂 冨e;誓言主-',I:'のこぎ｡の-i｣
.H (本 文 ) lll地が沈降し,谷の中に海水かはい つて,離れ谷とな つTこ 三陸

蒜 E 3;認 諾是な苦票.言霊 三言琵 芸Js…護芸 LT諾 孟芸孟 熊野恥-志摩半島

:校 丘や海岸平野ができ.砂浜輔岸では砂丘が発達しやg-いO 型後水道両岸



ほとんどの教科抑 tは. リアス栴梓は山地)!･:沈降して. と記してある｡ この黄にのせるのは一

部祈略しLl二が,翻 羊段丘については,降壇によるものと述べてある0滴Flt段丘があり,海相掛 ま

リアス型である三陸や志摩半島は,陣起地域でもあり.沈降地域でもあるということになるO二

つの折衷に苦膚LTこのであろうかL,ある教科軒 LLiは.志摩半掛 よ隆記後沈降しγこ.と卿註を入れ

ている｡

いうまでもたく.陸地 と海面との昇降は.地殻変動旺よる陸地の絶対的T3:変位と.海水準その

ものの変化との鞍合しT=もので,海岸線は,陸地と能面の相対的変位の結果として表現 されるO .

I,故料T.tにいう沈降とは.瓶に対して山地が相対的Ijt沈むことを芯味しているor山地の絶対的な沈

降ではなく,見軌 Jの沈降なので5,ろ｡いま.いうまでもた くと言 .,T:那.生徒連は.教相似の

あれだけの記述から.山地と髄との昇降の関係の懲吋を,誤 りやく設みとることができる′ごろう

iJ>O

日木島の場合.海岸段丘の発達している地軌 圭ほとんど.地盤隆起 (絶対的変位 )が認めらrl.

るとい ってよさそうである._,そ',:)地殻変動は.節四鉛を半か らyu7日'L香るまで継縮約であ っ1こと

推熊されている｡志摩半由も.三陸地方 も.例外的でな く.降起地域である,_､その両岸線が,現

在は,出入りの多い.)アス海岸(沈降.海岸 )型lL':というのは.給水用の海水準上界にともな .,て

か っての谷に海水が侵入して,滴れ谷ができ1こことに起因g-ち-､つまり, 海岸梓は.殿近の栴水

準の上昇rLよるものであ って. リアス海尉 ごとはいえ.沈降 (絶対的沈降 )はしていたい(7)であ

るO

こTLに対して, 日本の代菜的なt,L降地域である.脱藩平野や大阪平野.新潟平野などり垢梓は,

平滑→･砂浜Tr'Dである｡いわゆる沈降要望の離岸鞄を示していfi･い｡土砂を大ilに供給する大 きな

河川の押印作用によって,勝れ谷は埋めら㌃1,.平野 T)屯律 にJlって.か つてはリI/ス型であ っT-I

かもしれぬ海岸は内陸にとりこまれ.現在の海鮮軌 ま,ず って海･7)方へ弓削 出してきてしまっT:

からであるO

以上述べTこことからわかるように, リアス翫岸-沈降相伴という取扱い万には,問題が多いQ

新 っT=瑚解を.もTこらTo この公式から早 く脱皮Tることが望まれるし,現在の教科番を放 っては.

生徒に誤解をあTニえないように学習指笛上rJ)配収をLJjけれほならfi:い,J

こ･Dように,見掛けを教えることにのみとどまって.木掛 でまで及ばないTこめに.正しい詔魂

が妨げられている研例は,他にい くつか散見 ㌻るL-,1二とえは,火山 出形や火LLl帯など':)扱い万に

もその危供が感じられるOそれらについては折を見て-1&ず ること1,[-しようO
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(2) 額覚化の盲点 ､

祝光に訴えることが.学生押中上有効な手段であることはいうまでもか ､C実感に乏しい地形

などについて.･その概念を斎藤に把えさせろTこめ.教師は努めて.図示に工夫をこらし1=り･視

聴覚教材を利用しT=りTるo ところが. その折角の工夫がかえって誤 っ1こ概念を杓えつけてしま

うことがあるo図 1は社会科教育法の受譜生に試みさせTこ板谷用の概念図の 1例である｡深さ

200m程度までの綾庶斜の大陸棚 とその縁か ら急斜す る大陸斜面 (陸掘斜面 )との概念を対照

的に把えさせようとい う謡味で一応成功しているといえるか もしれ加 ､｡.ところで. このよう7t

概念図を.大陸概や大陸別曲の勾配を示 -Tことな く見させると.大陸棚や大陸斜面をどのように

感じとるだろうか｡この間を掃いT=学/_=ETこらに問うてみると.調べていなか っT=.大陸斜面は多
()

分 400-70であろうか, と自ら描いT:概念既の.そのままの勾配に拘束されでの感じで答えざ

るを称･L;く7'i=ろ｡細心たU.忍をはE.う教師である1CらfS, それぞれの便斜の梗腔を補足して.概

念岡の誇張に節志させ るだろうoしかも.一般には, こうし1こ托訊 まなお ざりにされている慨向

が認められるし.その柿累が.学生達の細説の不足につなが'っているのではなかろうかO

ちなみに,大煙斜面の傾斜の柑虻は襲 2のようにまとめ られるQ平均傾斜角は数軌 で㌻ぎ-r'L･い

7)である｡ 日本島周辺の大陸斜面の勾配を澄預してみても.同様に敷皮であ r).例外的に急勾配

の宙LLl掛 こおいてさえも20を越えない. (摺 2)

袈 2 大陣斜面の平均原斜僻 と栃樺の特徴別にみT:その押合の大陸斜面の平均傾斜依

(shepard:Submarine geologyから作成 )
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概念図を掃いて.学習をより効果TこらしめようとしTこことが.かえヮて誤 っT:概念を植えつけ

てしまうとし†こら.視覚化の効用は詩味を失 ってしまうc数圧の大枠斜面やさらに横傾斜で 10

にも満T=ない大陸棚を.そ･Z)ままの傾斜角で板や Tることは困難であるし.それでは適切な概念

をつかまえさせるTこめの図にlrらない【二水平距掛 こ対して.深さを誇張せざるを得ないのは当然

であるし.まTこ誇張㌻ろことによヮて,むしろ帆'3的に杷えるには便宜となる｡我々は地形断面

形を作るとき忙しばしば経験 ㌻ろことであるが,水平距離と高さとの縮尺の等しい断面形が, 目

で見て実際に感じろ形よりもややゆるい感じにな り. むしろ.高さを誇張LT二万が.実際の感じ

に近くなることを知 っているoだから固化 Tることによる利点や欠陥を十分わきまえて.その学

習相和に当っては.欠陥を祁 うよう心がけか すればならない(.Trとえ概念図であ っ-L'も.折尺を

挿入 ㌻ろことが望ましいし.その誇張や図示における制約を流切に折柄しか ナれば7TLらない0位

旦 Encyclopodia of Geomorphology(84 Fairbridge. 1968)で.

submarine geomorphologyの項をFL･んだが,そこでは栴庶断面図の傍 らVL,t吋 ate

for gradlent8 0f profile8 With 48:1 ezaggerationが郡えられてお

り, さすがはと感じさせ られTこe

El然堤防は,模式図を描いて説明されることが多い ものの 1つであるO時折.熱板に措かれT二

日然ガさ折をみると,高さの誇弓加 増 しく.人工堤防さながらのものであ っナごり.そgjかT=わらに

譜･き群えられTこPfl家の屋根よりも高 くな っていTこりg-るのをみかける｡私の見p-r-1はさして広いも

のとはいえていが. ｢停根より市い自然疑防｣はいまだ見T=ことはないO 自然凝析についての認

款のffさをLi5'里LT:ものとしかいいようがlJ:いo

1

(5) メルカ トル世界図は正角か

メルカトル投彫法は ｢角の正しく現われる投彫法｣である. と文部省中学校持寄車社会編は述

べている｡.そTL･をうりて,ある教科樹ではつぎのように135,明しているC.

メルカト′レ開法の地図 地球菜面のすべての部分の角皮が正しくあらわされるので.振

針水による航海には便利であるO しかし高給皮になるほど.面秋や距離,I)削合が大きくあ

;,わされろO (N脊楓 47年晩 下線は額者よるO この記述のそばに, ｢メルカトル図

法の地図｣ と鮎Tるメルカトル世界図と. ｢メルカトル図法の食塩コース｣ と馳 ㌻るロン

ドン一束京をふくむ地図が描かれているo )

そこで. この教科iltを信じて.メルカトル世界図に分政飴をあてて.いろん7t地点の角関係を
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計る作葬を媒鈍れ課してみることにしようo そしT:ら.づぎのような質問にであうのではあるま

いか｡

ある生徒がつぎのような質問をしまLTL'0

〔安閑〕メ′レカトル
画法は角の正しく表われる図法1='ということでTが
.
メルカトル世界図

を見ると
.
角は正しく表われていません｡仁
とえは
.

(1)メルカトル世界図T
.
東京一サンフランシスコ'))等角航qFrの方向は経線に対して99
0

に近い角になりまTo
ところが地球儀でみると
,
サンフランシスコはだいTこい北東の方向

で㌻
｡.
帝京中心の方位図法による世界図で角鮭をはかってみると,
顛北に対して550ぐ

らいrZ)方向に-なりまT｡

(2)地球儀でみると
,
ホノルルは帝京のほほi7堀でIT,,
煎京中心の方位回ではかってみると.

ホノル,i,の方位角は84
0でLTro
ところかメルカト,L世界国ではかってみると.
架右f-

ホ.)ルルを結ぶ根は,
経線に対して1050ぐらいt,r-
fLりま㌻,:

(さ)解凍中心の方位図ではかってみると.
幣束からみTこローマとニューヨークrJなTlfJは

800ぐらいで㌻
C
ところが
,
メルカトルti亡罪刑(太平洋を中心にLTr団)では174
0ぐ

らいです｡

以上･;33つの例のように
.
実際の角とメルカトル世界凶上･7)角とは一致しませんOメル
カト

ル図法が正角図法というCI)はrltq迎いではあrL)まゼ/し
か
.I.

(以下は社会科教育法の受訴生に課し(I
.
上
記つ質問に関連Tろリポート9)同原である｡
)

A.
上記の質問に対して
.
生徒が削得できろ各を考えたさい,J

B.この,ような
質問･つできろことを考尉Tろと
.
メ′レカトル閲秋を鋭明㌻るとき.
どのような

配膳をLTこらよいと.
Rlうか
u

メ′レカト′レ他界図は正角図法だというのは誤 りでは1:いかとい う生'fl.の括梅は,ある意味で的

を射ているO というのは. )ルカト′レI出図で.任宕'j55点n)角即係を正しく菜わしているので土.

秘めて接近LT=点においてであるot汁界凶17)ような極めて小さい縮尺のメルカ トル相 対上で.過

絹の地点の角朗係を求めることはできないのである_と･･'J:ると.冒頭の教科音の説明一地球茸面

rD㌻べての部分の角皮が正しくあらわされる-は,なんと不用忍な記述であろうC.

筆者はか って.教科啓における.不適当fr記述を指摘しTニことがあろ(メルカトル既船郭にお

ける盲点 .兵肋 蛸P.16号 ,1972)(.そこでは.つぎの例をあげTこO

〔角皮の正しい]'i潤 〕 上の凶 (筆者琵 :この房 己遜r7)上にメルカトル世界図が図示されてお り

その図の雌はメ′レカトル図法 とな ゥているJは, ヨーロッパの国々がtLl界に発出LT=16世
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紀に.オランダのメルカトルが,大洋上,71斬紀に即 ごつように賀えTIもので, メルカ ト′順 法

と呼ばれネo こ岬 では.節線と節鞄が直角VLまじわ -ており.二つの地点 の開,I,正しい角度

をT二やTくはかることができるので.満図はほとんどこの図法によっているOしかし.経線が

平行しているので.北極や南執 まあらわTことができず. まTI,線度の間隔が赤道をへだてる

ほど広 くなるので.南緯虻地方では.距離 も面研 もじつさいよりはるかに大きくなるO これま

で. この図法は世界地図VLもよく利用さTlてさT二が.その欠点を知 って注意し'なければな らな

- 申精 一

〔距離や方位の正しい地図〕 メルカトル図法r7)図では,二つの地点の髄の角皮ははかることが

できるiJi,正しい方位は図上にあ らわされていない0 日木グ月ヒ東にあるアメ.)カ令衆国を帝に

あるように思 うのは. この間法が正しいと倍じTL-あやまbであるOまTこ, この図上の二点をむ

Tぶ常緑 も輯短距離をしめない｡ これは.地聾は球面75:ので.ニ点間の叔短距離は.地球'j)中

心をとお 19てそFJ二点をむすぶ円の上にあるか らである;.

i (下門は雫者による0円和 44年版の ものである｡ )
i

こ,J7)教科宙では. こ',つ図では-･･･二つTJttr:点間か正しい角産をTこやTくはかることができる.

と7)べている｡この図とは.前の文つ上の図を指 ㌻であろうし,図示されているメ'しカトル世界

間とみるよりはかないようで..もろOつまりメルカトル世界図上で二つの地点IrAjの正 しい角促がT:

やTく舶 TゝLるというのであるO常如 ▲らみて.如 ヒ忙対 するサンフランシスコ'D角度や. ホノ

･レルの角晦 まTこロ-マとニューヨークのな㌻角:'-Lど)を. メll,カ トル世界図上で.分度器をもっ

てはかTl,は,正しい角が求められるということにたるO これでは.まき'Jt先にのベT=ような,生

徒の追究をうけざるを得ない｡

ま丁二後段1)二つの地点の間の角掛 よはかること空軍旦亀 ｣正しい方仙 ま図上あらわされてい

JLい. という説明も奇妙であるOメルカトル胎界図で二つのL'!l点つ間gJ角度をはかるというつは

当然おかしいが.しかし一歩ゆず .,て.大桶尺.申縮尺のメh･カ トル図五には小縮尺L'つ図におい

て も梓めて接近LT=地点q)間の角酸をはかることだというならば.5,ろ範齢では.漸責方位 (メ

ルカトル図法上り直様 )と許方位とはほとんど一致 する'Dで.T=しかに正角であるが.同時に正

方位でもある｡メ′しカトル別法は一博くつ方IiLB;'I法であるo となると.後の旬つ.iEしい方位は図

上に･f'らわされてないという鋭明は,liij'D句と辻襟があわないということになるe

こ'･-D教科懲rZ)記述拭. さすがに姿を消さざるを相克:か つTこ｡かわ.,てあ らわれrこ,I)は.つぎの
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ような説明である｡

メルカトル図法は.大洋上の航海忙役だっよう旺考えられT=も,j)で.F.11図上t･目的地へのか

じの角度を知 ることができるL7)で.hL図はほとんどこ./)図法によっている｡しかし,高緯度地

方の面積や形がいちじるしくらが っているO (0き悔 .47年版 )

苦赦しTこので3,ろうか.角蚊が正しいということを削 .,てしまっTこ｡誤解を掛 1･_tうとL,TIの

かもしれないが,そTLではメ′レカトル図法'j?長所リーつである正角であるということを見失うこ

とltか )はしまいか｡ さらに工夫が望まれる記述である(.つぎ17)a:うI,'L説肺''ほうが. どちらか

というと配舟が行剛 ､ているといえよう｡

･:とえば角の正しい世界ナ臓 (メ′レカトル囲法 りt欄 )では,極- ､棚 度になるほどか i
Tこちがゆがみ.面も号も大きくしめされている｡Lr/,-･つて,ユーラシア大陸.北アメリカ大陸

I,-?北部やグt)-ンランドfi:どでは.如球儀とくらペていちじろしく面郡が広 く/i:つていろC

まT=,方位はメルカトル図法のナJL洞 では,せまい聴附こついては.虹取ヒvj如 ･切 払の1'.･蚊

と等しくな7J')で,航海図に利用されるが.広い笥WJつ万仙 ま正しくたいっ (S字暇 47年

舵)

fE]を正しく貢わ㌻Eil法

経縫線とも敵組で.LrIくせまい鞄艶では,地球上･つある角がそTt!lt対応 Tる3..㌧的上のJtjに等

しくなろ)海凶に利jfJされるが.世界凶では.苅軸圧}∴方が.面筑 形允どいちじるしくらが

っているから洋右を要 ㌻ろ.)(C地版 .47年版 )

ところで.先に述べT二.社会科教育法r)授業において'7).メルカトル図.7)正角に幽㌻ろリポー

ト訣劇 で対して,出雌者7)期待にかろうじて近い笹をHiL,Tこもつは,伽か 10rlrLも離T二次し､有

様で5,.,T二Qメルカトル剛 ;,線めて接近LT:i.'l点にb-いてのみ,正しい角別保が求められる.

ということを十分瑠解してい1tL､締果で3'ろ.} こ勺唖つEi'敦不足は.TL･んに学生だけにとどまち

ないようである｡ ここで取上げTこようrL,教科軌 こ㌻ら不伽 ;5'るし.いま教壕にある教師丁:ち

r)Jlかにも.鎚脈が十分でき7,-いむきがあるようここ見受けられる,,社会相 !.判 においては.正し

い地球鮎を育成 ㌻ることが一つの課魔で3,ろo モ,DT=め正しい読図ができ.地球上の方q 距茂

位牡関係などについて誤 っこ判断をTることかたいように.地図,D形等を適確に行なわなければ

fJ:ら71:L ､Oメルカトル世界閲では.面鶴が正しく芸わきTLl/EL､.lji位が正しく表わされたいとい
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う短所についてはかたりやかましく倉伝され.そつ持寄 も行きとどいていTrようであるoそれに

もかかわらず.正角という任国の術中についてI.土讃外1j:盲r5があ っ1=ようであろ｡

なお. メルカトル地図で.角Lr)関係が正しいと見倣 してよい布陣はどの程度の ものか. という

ことについては.つぎを参考にされTこい｡

藤沢正夫 (1970):軒長方位 (メルカトル国法上っ面繰 )と六万位との誤差について.出

帆 vo1.8. No.1. 17- 22)

(岡山大学助教授 )
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蜘群巡埠の目的と方法一韓びにかえて-

第六輯｢山村と梅村のIlttl瑚｣でこの巡検記も次爺に年端を-_hTt:ねてきTこ17)で.-つの定型にまで昇

華させることが必要では加 ､かと提言しTこC しかし.改めていざこの巡検記にもり込まれている-

ftLTこyL'lBP.巡検,jD目的と方法はどうであり, どうあるべきであ/)かと肺かれると返答に窮してしま

うが.以下思 うつくままtで-その周辺部分をさぐることにLTこい凸

或時 2年生にた っTこばか りの学生か ら, rJLttFlj.巡横｣はどういうようにやられるので Tかとい う

野間をうけ[=ニ彼女Kとってfi巡検G')芋の如くピクニックし′亡ついていく.iうに,旅行についてい っ

て. 卦物で知 っTこLL-B象や解釈をきくことr7-1よ･-1Jt'=凱 ､.かつ批待していT=ようであ っTニュしかし.

ここではj!tlFl!巡検はFrlLj時L'r一淵杏をかねていろ., Tてい′こTLヰでL/I-も指摘されているように.I.̀即巡

検にはfiOld training.field teaChingを王にLTIイギリス式とで もいうべ きもつ

'Dと. field researchに冠点をおいT二アノ';･カ式 とでもいうべ きものと′f,,1ぁる｡ それぞれ

そ'JDEgl'/)が1即学がJ歩んで来T=proceSSと好餌t･(･よって形成されTこ8tyleでよ う',ここでアメリ

カ式J;Cとる刑場 はあながち戦後のわが臥三･Tアメリか ･支配下に解かれT=ということではない｡われ

われはナ'.-:Tql巡検を蝉に地球空掛 ′(おける耶故の相互勝取 り認識うみでなく.これら;')那象相互間L7)

密接な関係に1って形或されている地域の組JiUTIiE]らかにTるとい うことをq<･柊的な目蛎と考えて

いるか らでIあるoその地域の組成が棒櫛にいえば日//変化していろこと:三.Ja近の巡検で痛感され

ているところであるC Lが ､つて. これまでゴ:'リll.L巡扱 一･対象ilL-として 1つつまとまり旦･もっT二.い

わゆる比鎚学的lr意味に才ゴける rIご･.域｣を考えてきr二八山間･J)小金ii'l_とか山札 山峡が過ばれてい

る(')は偶然の一致では1,よいo

l年生,D社会科･73学生へ導入として殻けられTニ｢計舎諸科学V'r)方法論｣とい う井iR'Iテーマの離 島

の一環として.'lF･に似合わず｢ナ用 l学方状論｣をもっことL(-た っT=, むづかしい舗削 こはめ っぽう

軌 ､学生ではあ っT=が.その彼が.I.'潮 巡検に原 して, どういうことを肘 ナはflい･･'-)でgIかという

質問をうけT=ことが何回かあ っT二､･】私はそれぞTL分担しT:事li象忙ついて.そTLをJTy?間札 空間的周

州 (サイクル ).例えば人の生(Tlであれは 1日. 1矧A3, 1制 ij. 1生 とい う周刷を考えて. どの

i:う7Tj:くり返し,'J;-fJ:されているかな疏(/こえ-!･･さなが らrLt象をあとづけるようにまづメモをとって.

その中か ら誠査者自身にわか ってい7Ti:いところを取出して聴取項目を作るようにと答えることにし

ているo これは地域について もいえることで. この叫含-唖.'･C,flow syStemと考えてもよい

であろう., こ,7:･プ把 が成功 ITるのは比BLが,･-股的でたい丁芸作物 工芸品のtii.命であ り.何より~も

ー度しか行くことのでき75:いBL所への巡検の聴取として.落ちがないことが利点であるO まT=.容
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夢にmodol･% 閉式化が可能であ り.稚梅軒の作成に際して も.即解せずに魁 くとい うことが

少 くなるO私はこれをcycleに分解 LTニ生隈的聴取itJ_tと呼んでいる｡

先日(8月24rl)前週にテレビで映 され[こローヤ′レシェークスピァ劇団公漁の ｢共夏の夜の歩｣

I.T.ついての俳優とのインタビュ-が放映 されTr｡ その中で演出家のブルック氏が上演に先立 っ会夜

で.誰がどの役 もやれ るようt,C練習を訪ね ろとい うことが諮 られていT二L.比較の組成 を. それぞrL

項目11'(分 って分担 して親類 ㌻るとい うT:て前から--考えて.坤に ｢足で考える｣ とい うことが報告斡

まとめをよt)蛙かKTろTこめに必要ではTJ:いか と考えている｡

仰山大学地軸学教室

高 重 進

Ah ..
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