
Ⅰ　問題の所在

　大学院修士課程入学以来、40数年にわたる筆者の研
究業績を反省してみると、5年から10年単位で、あるテー
マを研究し、小冊子にまとめて公刊してきたことがわか
る。長い年月のうちに研究の関心は次々と変わるし、研
究が一段落を終えたところでまとめておかないと、論文
の大洪水の中でたちまち忘れ去られることを危惧したた
めである。また、何冊か訳書も出版してきた。しかし、一
貫して地理学の特定の専門分野を守り、書き進めてきた
わけではない。訳書には地誌学の成果を訳し、江湖に寄
与することに努めてきた。他方、学術論文や著書には一
貫性がなく、その時々の研究関心にまかせて引用文献に
挙げた年次順に、歴史地誌学の研究書や比較文化論、地
理学の啓蒙書、地誌学の研究書、人文地理の発想法、地
理知識の効用などの著作をまとめてきた。地理学の二大
分野には、系統地理学（一般地理学）と、地誌学（地域地
理学）という大きな分野があって、車の両輪のようであ
るが、筆者は地誌学の専門家と称されてしまう。それは
一体なぜか。研究の専門化、細分化が一層進み、一人一
人がなんらかの専門家と呼ばれる今日の学界にあって
は、それに当てはまらない筆者は、地誌学の専門家と呼
ばれるしかないからである。あとで検討するように、地
誌学は科学的方法を取っていないという批判を受けたこ
とがあるし、そう考えている研究者は今日なお多い。面
と向かってそのように言われたこともある。それゆえ、
本稿をまとめてみようと思い立ったのは、果たして地誌
学の専門家といわれるような仕事を、筆者は続けてきた

のか否か、また、実際問題として地誌学を意識して研究
を続けてきたのか否か、検討することも執筆動機の1つ
である。
　確かに、日本やヨーロッパを中心に題材を選んで研究
してきた。しかしながら、現地での実態調査（フィール
ドワーク）の遠のいた40歳台以降の研究は、内外の文献
を利用し、海外の学会誌で話題になっているテーマを筆
者なりにまとめたり、旅行記録の分析を中心にすえざる
をえなかった。最初の頃は諸論文をまとめた著作化も可
能であったが、出版事情の厳しくなった昨今では、地理
学から見た『欧米巡回取調書』の分析や、英語版・フラン
ス語版人文地理学概説書のまとめに関しては、自費出版
で冊子にまとめざるをえなかった。定年後、はからずも
帝京大学に約5年間奉職の機会を与えられ、紀要等に研
究発表の場を与えられたことは、筆者にとってまことに
有難いことである。そこで、「地誌学概論」を教えること
に鑑み、地誌学に関する内外の文献を読み直してみた。
その際、研究では振るわないとはいえ、地誌学分野で公
刊されたいわゆる地誌書は膨大な数にのぼるので、それ
らの検討は今回割愛することにした。本稿では、地誌学
に関するドイツの地誌学者、シュテーヴィヒの論文と、
内外の諸文献を中心に、地誌学の抱える問題点と科学的
地誌について、既に公刊した筆者の著書での新しい地誌
の分析と重複しないように留意しつつ、若千の考察を試
みることを本稿の主たる目的とする。IIで取上げる文献
が第2次世界大戦後からスタートするのも、今となって
は古典とも言われる文献の中に、地誌学の本質的な考え
の基調が見られるからである。浮田典良は『地理学入門』
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の前書きで、「初学者にとっては、近年の新しい研究にい
きなり取り組むよりは、第2次大戦前あるいは戦後間も
ない時期に発行された文献にまず取り組み、その後年代
を追って、それ以後の研究に目を通して行くほうがその
学問の性格を理解しやすく、問題点や自分自身の研究の
手がかりをつかみやすいと思う」と述べているが、その
指摘に同感しつつ、筆者も初心に戻って地誌学の諸見解
を検討することから始めたい。　
　

Ⅱ　地誌学に関する諸見解の検討

　『地理学の本質と原理』を著した田中啓爾は、高野史男
の論文「大塚における地誌学派の形成と発展」で明らか
にされたように、日本における地誌学派の総帥と考えら
れているが、一般地理学と地誌学の関係を次のように述
べる。「地域性と地理学的理法とは不可分のものである。
ただ地球を一地域と見れば、地理学概論と呼び、地球を
無数の地域区分にすれば地誌学と称するに過ぎない」。
田中啓爾と地誌学の関係については、田村百代の『田中
啓爾と日本近代地誌学』が詳しく論じている。また、雑
誌『地理』第15巻第1号の特集、「地理学の探求」の冒頭
を飾る田中啓爾自身の回顧も、最終的に地誌学研究を何
故中心にしたのか、その過程がよくわかる論稿である。
別の視角から、田中啓爾の地誌学的研究について地理学
へと進む方法とした地形学者の三野与吉は、『地理学の
本質と方法』の中で、次のように言う。「狭い一地域から
集めた資料である原理を出し、次の地域の調査から或い
は他人の集めた資料に基づいて、原理を修正して行く。
この方法は田中教授がしばしばいわれたことであると」。
これは今日の大方の研究者が取っている研究方法であ
り、日本の研究事例から世界各地の研究事例を求めて、
或るテーマを拡大してゆく手法である。田中啓爾の地誌
学を継承した者の一人、尾留川正平に、「単に地域事象を
羅列するのではなくて、ある事象を手がかりにして、そ
れが形成されてくる過程とその形態のよってきたる所以
を掘り下げることによって、地域構造をとり出し、地域
性をあきらかにすべきであって、この掘り下げの過程で
地域の特質が記述されるという手順をふむべきである」
と指導されたことを、山本正三は「地域性地理学の体験」
の論稿の中で述べている。また、木内信蔵は『人文地理
学』の中で、地理学の主要概念の1つ、地域概念について
次のように述べる。「地理学の特質とみなされる若干の
要素の内、本質的なるものと、本質ではないが必然的に
相伴うものとが分類される。本質的要素の内で最も核心
を占めるのが地域概念であり、自然環境の把握はこれに
つぐものである。」。この考えには、一般地理学のさらに

下位区分の自然地理学の研究者からは猛烈な反論が出そ
うであるが、地理学に対する一つの考え方であり、筆者
は支持したい。地域概念に関しては、第2次大戦後のフ
ランス地理学の一つの流行であった「都市・農村の関係」
から地域をとらえた研究をまとめたものに、青木伸好の

『地域の概念』がある。森川　洋はドイツを例に、多極分
散型国土の形成、人間活動の観点から問題指向的な地誌
書『ドイツ』をまとめた。小林浩二は、1970年から1987
年にかけて3回の現地調査を実施し、旧西ドイツの都市
と農村の変容についてまとめた地誌書を書いている。な
お、マルクス主義の立場から地誌学の原点を理論的に論
じたものに、上野　登の著書がある。また、大学の講義
での地誌作成法とその実例を取上げたものに、長谷川典
夫の『地誌学研究』がある。
　あとでよく言及されるアルフレート・ヘットナーは、
大部なライフワーク『地理学　歴史・本質・方法』を著し
ているが、次のように述べる。「科学としての地理学を
学史的に考察すると、地理学はどの時代にあっても常に
多種多様な地域の知識、あるいは古代の表現ではコログ
ラフィーないしコロロギーであったこと、その考察の方
法だけが科学知識の進歩につれて、時代とともに変化し
てきたことが理解される」と述べ、地誌学の歴史はギリ
シャ・ローマ時代から続いていることを指摘している。
アルフレート・ヘットナーについては、ドイツの近代地
理学者の研究と業績を分析した水津一朗が詳しく紹介し
ている。また、J.B.ガルニエは次のように、ヘットナー
の考えを紹介している。「ドイツではヘットナーが「国を
知ること」（地域地理学）に関心のない地理学者は地理学
の基本を忘れるという危険をつねにおかしている。この
分野に関心のない者は真の地理学者でないと主張してい
ると」。というのも、一般地理学での専門分野のほか、地
誌学に関する著書も書く欧米の研究者は少なくなかった
からである。日本地理学会の会長演説の中で、渡辺　光
は次のように述べる。「一般に西洋の地理学者は例外な
く、系統地理学中にある分野を専門に持ちつつ、自国及
び、又は世界のある地域に専門の取扱地域をきめて、そ
この地誌の専門家になるように養成され、義務づけられ
ております」。
　フランスでの農村地理学の第一人者であったエチエン
ヌ・ジュイヤールは、ライン空間に関する新機軸の地誌
書、『ヨーロッパの南北軸　大空間の地理』を書いている。
筆者は足かけ6年かけてその地誌書の邦訳を試み、次の
ような日本の読者への序文を受け取っている。その中に、
次のような箇所がある。「今日、この空間は新たに統一し
ようと試みられているヨーロッパの心臓部にあり、大河
川のライン川が世界の中で最も活動的な交通軸の1つを
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形成し、人間と資本を引き付けています」。原著がフラン
スで出版されたのが1968年であるゆえ、40年以上前に
今日のヨーロッパ統合の発展を前望していたことにな
る。しかも、このライン軸がヨーロッパの発展軸の1つ
になることを予想しているし、「地理学は地域整備政策
と地域計画政策への指針を与える学問である」と、結ん
でいる。青木榮一は本書の書評の中で、「フランス地理学
の伝統を踏み、歴史地理学的な視点に立って、ライン空
間の経済活動形成の過程を重視した記述を行なうととも
に、ライン空間の統一を特徴づけ、推進してきた交通と
都市について特にくわしい分析を加えている。動態地誌
ともいうべき地誌の構成に極めてすぐれたモデルを提示
したものといえよう」と述べている。
　研究の専門化が進んだ今日では、欧米の地理学者とい
えども、一般地理学と地誌学の両分野を手がけることは
困難になってきている。その中で、フランスの地理学者、
ポール・クラヴァルは地理学の様ざまな分野について、
大著を次々に刊行することでわが国でも知られている。
そして、地誌学についても入門書を書いている。邦訳は
されていないが、訳出された英語版の中で、「今日、空の
旅により、あらゆる人が地域的に考える直接体験を得ら
れることが可能になった」と、指摘している。地誌学へ
の新たな需要がここにある。野澤秀樹がまとめたように、
地誌学研究はヴィダル・ド・ラ・ブラーシュの指導の下、
フランスでも活発に行なわれた。それも次のような背景
があったからである。J.R.マクドナルドの述べるように、

「20世紀に至るまで、長年の間、歴史の歩みは遅く、人間
集団の孤立－お互いに比較的物理的な近さの所に居住し
ていてさえ－は例外というよりはむしろ通例であった。
これらの環境の中で、フランスの農村はあるものは大き
く、あるものは小さいといった認識上様ざまな地域の複
雑なつぎはぎ細工の中で展開した。各々の地域は自然的、
文化的、経済的、政治的要因に基づいた或る内的統一を
持っており、近隣とは著しく異なっていた」。様ざまな研
究スケールで、地域的差異を問題にする地誌学研究の基
盤がここにある。
　さて、ラインハルト・シュテーヴィヒは論文「地誌学
の諸問題」の中で、1969年、キールでの旧西ドイツ地理
学会の席上、学生側から提出された地誌学廃止への要求
の動きから筆を進めている。また、当時の西ドイツにお
ける学校地理からの地誌に対する反応も芳しくなく、地
誌学の排除と一般地理学の優遇が求められていた。しか
しながら、大学教育においては、地誌学の地位はそれほ
ど悪くはなかった。世界地理を地域的に教える地誌学は、
教育現場での地理の教授資格として、必修科目であっ
たからである。それに加えて地誌出版物の数は少なくな

かったし、航空写真を多用し、説明文のついた地誌も現
れていた。例えば、石井　實の『地と図　地理の風景』は、
地球上の様ざまな場所について写真から地域的特色を考
える地誌書といえる。「フランスにおける地理教育のイ
メージ」で論じたように、フランスにおいても科学的な
地理書は一般の読者や地歴以外の教師にほとんど読まれ
ないが、カラー写真を多く取入れたいわゆる大衆的な地
誌書はよく売れている現実がある。地理が嫌いであって
も、潜在的に地理への関心・興味を持っている読者が多
いことを示している。
　

Ⅲ　地誌学に対する批判の諸相
　
　さて、地誌学が批判にさらされたのも、科学性の欠如、
科学的地誌への方法的基礎が貧弱であると考えられたた
めであった。よく指摘されるように、地誌学の方法は百
科事典的であり、形態的、羅列的、静態的、叙述的、相観的、
単一理論的、個別的であると、マイナスの評価を受けて
いたのである。けだし、科学的方法とは法則性、一般性
の追究にほかならなかったからである。『地理学基礎論』
を著わしたディヴィッド・ハーヴェイは、「科学的方法と
は、合理的な議論をするのに適した知的基準を設定し、
それを遵守することである」と述べている。学術研究に
おいて強調されるのは、新しい問題提起や方法論を唱え
るか、データを集めて新しい解釈を加え、誰も明らかに
しなかった結論を引き出すことにある。すなわち、事象
の記述ではなく、説明が主なゴールとなる。研究に求め
られるオリジナリティー、あるいは創造性に関して、ス
ウェーデンの地理学者、W.ウイリアムーオルソンは、「価
値を測るものとしての成功や利益への渇望を願わないこ
とが創造性への鍵である」と述べている。創造性に関し
ては、拙著『人文地理発想法入門』でも取上げた。長年の
海外地域研究を展望した石田　寛は次のように述べる。

「独創的な新しい仮説を設定して、その検証に向かって、
脇目も振らず突進してゆく。ここで問題はその仮説が取
り組むに値するかどうか、適当な期間で検証できるかど
うかという見通しいかんにある」。これは、3年から5年
でまとめることが必要とされる博士論文について、特に
言えることである。
　ところで、シュテーヴィヒは批判された地誌学の方法
の各々について、アレクサンダー・フォン・フンボルト、
ヘットナー、シュペートマン、シュミーダー、オトレン
バ等の著書・論文を引用しながら分析を進めている。ま
ず、よく批判されがちな百科事典的であるという概念に
は、全体性、完全性と二次的作品であるという概念が結
びついている。二次的作品とは編集的地誌に対する批判
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であり、研究に欠かせないオリジナルでない点を非難さ
れているわけである。それゆえ、編集的地誌と科学的地
誌とは区別されねばならない。科学的地誌の具体的内容
に関しては、IVで述べる。
　次に、地誌が羅列的であるという批判に関しては、事
実間の関係を考察する相互作用論が早くから提唱されて
いた点を、シュテーヴィヒは指摘する。批判を受けて地
理学学説史の上でしか残っていないが、その1つは地人
相関論があった。地人相関論とは、「人間がそれぞれの居
住地域における自然環境に適応して生活を営んでいるこ
とを把握するのが、地理学の本質であるとする思想であ
る」（地理学辞典改訂版、二宮書店、1989）。様ざまな事
象の関係に関しては、アレクサンダー・フォン・フンボ
ルトが『コスモス』という大著のなかで、既に論じてい
た。フンボルトの『コスモス』はわが国でも多くの地理
学者による一部の紹介はあっても、全体は邦訳されてこ
なかった。しかし、野間三郎は380余りの文献を参照し
た著書『近代地理学の潮流』の中で、フンボルトも取上げ、
フンボルトにおける地理学の変化、フンボルトの方法、
生態学とフンボルトの章立てから内容を紹介している。
手塚　章はフンボルトの6年間にわたる熱帯アメリカ旅
行の成果を詳細に紹介している。フンボルトについては、
ドイツの『地理学雑誌』が別冊の特集号を出している。
フンボルトに関する著作も多いが、ピエール・ガスカー
ルの書いた伝記は、フンボルトの人間性にも深く切り込
んでおり興味深い。地誌が羅列的であるという批判には、
地誌的方法の擁護者であるヘットナーは、“機能”という
概念を使用している。
　さらに、地誌的方法に対する批判の1つは、記述が静
態的であるということである。すなわち、事象を説明す
る際の時間の次元の消滅である。アンドレ・チボーがフ
ランスの国家博士論文の諸傾向から分析したように、「現
在の地域はそれ自身で分析され、次いで説明の因子を見
つけるために時代を少しずつさかのぼる。その研究手順
は古典的である。それは、地理学者は現在から過去へさ
かのぼるのであり、その逆ではないからである」。地誌学
が現在の状態の分析を中心にする限り、時間の次元が考
慮されることは少ない。ただし、歴史地誌学という分野
は地誌学を動態的に展開したものであり、筆者の著書・
論文の幾つか、『アルザス農村の歴史地理学研究』、『地誌
学研究法序説』などはその例である。中山修一は「地誌
と地理教育」の中で、『地誌学研究法序説』を、「地誌学の
1つの目的は、未知の世界についての情報を記述するこ
ととしている」と紹介している。
　筆者は、少数の地理好きな学生には次の特徴があるの
に気づいた点を、「地誌教育の体系」を論ずる際、指摘し

た。すなわち、小学生の頃から地図帳を眺めるのが好き
なのである。「このような島、このような大陸に人々が住
み、自分にはわからない言葉を話しているのだと想像す
ると、ロマンを感ずるという。行ったことのない土地へ
の憧れが想像力をかきたて、夢をはぐくむのである」。他
方、地理嫌いな者にとっては、地図帳を広げてみる地理
も平面的なものであり、現在の一面的な姿にすぎないと
いう印象を持つ。つまり、地誌の学習は、さまざまな土
地とそこに生きる人々の生活についての知識を開拓する
努力を好むか、嫌う者を増やすかの両面を持っている。
筆者の受けた地誌教育と担当している授業科目を中心
に、大学における地誌教育方法改善については、「大学に
おける地誌教育の内容と問題」の中で論じた。本来、大
学の授業科目は担当する者の行なってきた研究を基に、
教育を展開すべきであると考えている筆者にとって、誰
にも共通の地誌的教育内容が大学・大学院レベルにある
とは思えないことを指摘した。太田　勇著『地域の姿が
見える研究を』は、地誌学習の条件を始めとした数々の
地理学への提言、国際理解に関する諸考察など、大学の
みならず小・中・高の地誌教育にも資する内容を多々含
んでいる。
　地誌学は記述的であるという別の批判もある。すなわ
ち、事実間の因果関係や機能的結びつきを考察すべきで
あるという批判である。これに関連し、地理学総論の中
で地誌学の課題を担当した、気候学者でもある能　登志
雄は次のように述べる。「地誌は単なる記載であるとい
う偏見も、単なる市井の俗人だけではなく、しばしば地
理学者と自称する人びとによってさえ表明されている」。
地誌よりもリージョナル地理と呼ぼうと提唱した谷岡武
雄は、「地誌は土地の単なる記述にすぎない。それは科学
と呼ぶにふさわしいギリギリの線、すなわち説明を要し
ないものと一般には受け取られがちであった」と述べて
いる。山崎謹哉の述べるように、「地理学について大方の
人々の抱いているイメージは、そこはどんなところにあ
るか、どんな気候のとこか、人口はどれぐらいか、どん
な都市があるか、鉄道や道路はどのように通じているか、
そこの特産物は何か、といったことを勉強するものだと
考えられている」。この認識は間違ってはいないが、地理
学の中での地誌的な面の一部だけをとらえている。いわ
ゆる地理学者が一般地理学の講義担当は好んでも、地誌
学の講義担当を避けたがるのも、地誌を誤解しているか
らである。なぜなら、地誌は地理学の研究業績として認
められにくいからである。なぜ、そうなったのかに関し
て、板倉勝高は次のように解釈する。「地域特性の認識と
記述ということは、地理の本質であり、使命ではなかっ
たのか。そのことを疑う人は少ないであろうが、認識と
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記述だけでは学問にならないと、多くの地理学者が信じ
たからである」。地誌学的研究の困難さは、従来の膨大な
研究成果をいかに整理し、新機軸を出しつつ学術的水準
を高めるかという問題と、最新のデータ・資料をもでき
る限り盛り込む作業に要する年数が意外にかかるという
問題にある。この点は、結びで取上げた筆者の翻訳書の
際、古くなったデータ・資料を最新のものに代える作業
が困難極まるものであったことにもいえる。
　先に述べた“相観的”であるという批判も、地理学者
が特に視覚しうる物しか研究対象として取上げていない
ことが多いためである。確かに、地理学にとって現地で
の観察が重視されるし、研究対象分析のための巡検が必
要不可欠である。しかしながら、地域形成に果たす資本
の働きにも見られるように、目にしうるものよりも目に
見えぬものの中に、事象の本質がひそんでいることもあ
る。視覚しうる土地利用も都市の不在地主が土地を所有
し、投機的に単一の商業的ブドウ栽培を小作人に強いる
場合、自給的作物は見られなくなる。
　地誌学の表現方法は個性記述的であり、個別の例を取
上げているとも批判されている。地域のユニーク性の解
明で、地域の個別性を強調しすぎると、一般化が困難と
なるからである。これでは研究に必要不可欠な、法則性、
規則性に達しないわけである。「地誌」復権を試みた谷内
　達は次のように述べる。「地誌といいながら内容の多
くは産物（特に輸出品）の羅列であり、その地域での人々
の生活という視点に欠けていたことも、地誌をつまらな
いもの、役に立たないものと思わせた理由の1つであろ
う」。ヘットナーの基準でいえば、表現の明晰性、完全性、
合理性で良しとしてきたのであるが。
　ところが、シュペートマンの「動態地誌」が地誌的方
法の克服と改善を目指していた。ただし、シュペートマ
ンの使用するdynamischという用語は多義的で混乱し
た概念であった。しかしながら、シュペートマンは個性
記述的地誌の方向に夢中になっていたので、シュペート
マンの「動態地誌」は地誌の模範とはなりえなかったし、
地誌学の問題に何ら解決策を与えていないと、シュテー
ヴィヒは批判している。その他、シュミーダーの“文化
形態発生的”な地誌があり、文化景観の将来も追究して
いる。しかし、シュミーダーの場合にも個性記述的な目
標設定が障害となっている。ラウテンザッハも形態変化
法則を導入している。その際、チューネンやクリスター
ラーのモデルに含まれている中心・周辺法則が考慮され
ている。また、ラウテンザッハはイベリア半島の文化景
観の中に、ムーア人の特徴の分布を認めている。ラウテ
ンザッハのイベリア半島の地誌に関して、木内信蔵は『地
域概論』の中で、「リッター、リヒトホーフェン、ヘット

ナーにつながるドイツ地誌学の伝統的な流れを汲み、い
ぶし銀のような内容と形式を持った研究的地誌である」
と評価している。
　以上、取上げたシュペートマン、ミューダー、ラウテ
ンザッハも、地誌学の主要目標を個性記述的方向におい
ていたのである。
　

IV　科学的地誌の一例

　先にも述べたように科学性とは規則性、法則性を有す
ることである。オトレンバは“地表空間的作用構造”な
る概念を提唱し、システム分析の方法を採り入れた。個々
の事実処理の分布の「どこ」が追究されるばかりでなく、
関係の「いかに」もまた追究される。それとともに、地誌
的項目も関係科学的となる。システム概念を地誌学へ適
用することの有利な点は、一方に自然地理学があり、他
方に人文地理学があって、両者は本質的に異なったもの
とする地誌的図式の混乱を止揚することにある。すなわ
ち、自然科学的エコシステムと社会科学的社会システム
との統一である。システム概念に着目して、新しい地誌
を試みたものに、山口岳志編の著書がある。R.J.ジョン
ストン、他は、新しい地誌学の方向として、世界システ
ムの分析、拡散研究、地表構造化理論を挙げている。
　空間的な作用構造の際には、開いたシステムが問題と
なり、隣接科学の境界に入り込む必要性が生ずる。例え
ば、社会的システムの調査、表現の際には、社会学、経済
学、政治学、歴史学等が導入され、そして、隣接科学から
方法ないし内容を選択的に導入する。ただし、不用意に
関連科学の手法にはまり、地理学的手法を放棄したこと
に気づかないか無視する研究者が多い。また、研究手法
の摂取が不十分であり、いわゆる生兵法は怪我の元のよ
うに、他分野から地理学の業績が批判されることもある。
地理学と近い分野の「地域研究」の入門書を書いた鈴木
一郎は、海外における日本の建設事業に触れ、「地理学の
研究にも、こうした『日本の体験』が生かされなければ
なるまい。ラオスの山奥で働いた者は、ダム建設の技術
者であると同時に、学者の短期のフィールドワークでは
得られない何ものかを身につけているはずである」と述
べている。海外の短期調査に出て、実証的なフィールド
ワークを済ませたと称する地理学研究者にとって、反省
を促す言葉である。
　最後に、シュテーヴィヒはジオ・システムとして、ド
イツのシュレスウイッヒ・ホルスタイン州の例で、シス
テム分析的地誌の具体例を提供している。その際、科学
的地誌にとって必要な点は、特殊な仮説を立てること、
問題設定を明確にすることである。シュレスウイッヒ・
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ホルスタイン州の地誌は、人口、農業、工業、観光、集落
構造、社会構造の観点から分析された。農業に関しては、
チューネン理論があてはまり、労働集約的農業から資本
集約的農業への移行が見られる。工業に関して言えば、
A.ウェーバーの工業立地論は現代の枠にはあてはまら
ない。というのは、原料、エネルギー、生産技術、借入金、
経済制度、経済政策の総合的作用が問題となるからであ
る。集落構造に関していえば、工業化と都市化は並行し
ており、クリスターラーの中心地理論が適用しうるので
ある。大都市、中都市、小都市のヒエラルキーであるとか、
六角形の分配モデルを比較的うまく見つけることができ
る。社会構造的には、都市と農村の区別がはっきりして
おり、空間的分化も解明しうる。
　地誌学には理論のための理論、実証のための実証では
なく、理論的熟慮と実証的発見の熟慮との、内的関係の
設定が必要とされる。

V　結　び

　以上のように、本稿はシュテーヴィヒの論文を主にし
ながら、地誌学の抱える問題の一端と科学的地誌への一
例を述べてきたものである。筆者の研究関心はその後、
地誌学の分野から、一般地理学、特に人文地理学の研究
方法、社会科教育への地理学の応用的な研究の方へ進ん
できた。IIで、前述した三野与吉の予想した地誌学研究
から地理学研究、特に人文地理学への方向である。それ
も大学院修士課程で現職教員の研究指導（人文地理学分
野）と教育を行なう筆者には、必然的な研究方向であっ
た。なぜ、職業としての地理学への道を選んだのか、小
論「私の地理学への道」を著わしたことがあるが、それ
もグールド、P.の研究歴を自伝風に書いた『地理学者に
なること』の著作に刺激されたからである。
　一方で、べラン地理学大系の一冊『合衆国・カナダ』（フ
ランス語版）の翻訳に、1999年から今日まで長く携わ
る機会を得たことは、地誌学への関心が持続することに
なった。翻訳書の本文はフランス語の研究者が2～ 3人
で訳し、筆者が担当したのは、大部な地理書に多数掲載
される図版の説明文や図中のおびただしい地名の翻訳、
本文中の地理用語の検討、あとがきの作成、索引作り等
であった。しかし、何回も下訳の検討を行なったり、校
正を行なっているうちに、本文自体も読んで内容につい
て、深く考えることになった。10年余りにわたって、飛
び飛びに集中的に翻訳作業に従事したが、『アメリカ合
衆国・カナダ』（分冊で刊行）の地誌への深い掘り下げの
科学的叙述を体験できた。さらに、連名のあとがきを筆
者が実質的に一人でまとめることができたことは、地誌

学へのささやかな貢献の一端を成すものである。「いわ
ゆるアメリカ的な成功神話とその現実との落差、救世主
信仰、帝国主義体制への厳しい批判が鋭い筆致で迫って
くる」こと（アメリカ版）や、ポストモダニズムの記号論
的立場から小説や詩をも分析し、「カナダ性の表象を論
じる」こと（カナダ版）など、日本の地誌書にない著者独
自の地理観で書かれていることを、あとがきで指摘した
ことである。拙著『地誌学研究法序説』で述べたように、

「本来、地誌学書とは、ある一人の地理学者の到達した地
理学観を基に書き上げた、ある地域についての地理思想
書であるべきであり、決して多数の人びとが項目を分担
して書き上げる寄せ集めのたぐいではないからである」。
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