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イギリスの地図教育に関する若干の考察

日本との対比的視点から

野本晃史＊・岩佐武彦＊＊

　　　K6』1N0M0T0，Takeh1ko　IwAsA

So㎜e　Prob1ems　of　Map　Stud1es1n　Br1ta1n

は　じ　め　に

　イギリスと目本の地理教育を正確に比較することは，

いろいろと困難がともなう。授業形態・テキスト及びそ

の内容，教科の位置づけなどが，それぞれに異なってい

るからである。しかしたがら，間違いなくいえること

は，目本と比較して市販されている教材の豊富なことで

あろう。

　決まった教科書などなく，指導する教員が適当と思う

教材を選択して使用している1）。しかしながら，その大

半がG・C・EやC・S・Eの受験2）を意図した内容で

あることは，多くのテキストの序文などから推察するこ

とができる。これらの資料を参照すれぱ，イギリスでは

どのような観点から地理教育がなされているか理解でき

よう。

　わが国と違う点は，「地理」が「杜会科」としての位

置づげが無く，「地理学」として独立して存在してお

り3），特に，自然環境（地形・地質・気象・気侯など）

と人問生活（都市・農村・土地利用）との関係が実に詳

細かつ実証的に述べられている。

　本稿は，特に地形図の読図を中心に，筆者両人のブリ

テソ島現地視察調査の経験を活かして，いくつかの資料

を具体的に紹介しながら，イギリスの地理教育の一端を

考えてみたい。

　資料1．Ordna皿㏄S皿wey　Mapwork

　　　　　　a　co皿rse　for　f1rst　exammat1o皿（1983）

　イギリスでは，地理学におげる基礎的なトレーニング

に関係した地形図の問題がしぱしば試験で出題されてい

る。その内容は，スケッチマップや図表を使用して，地

図からの景観を読みとり（時には斜めからの空中写真を

併用），読図の結果を分析して結論を下す方法がよく用

　＊　島根大学教育学部杜会科教育研究室
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いられる。本書もこれに合致して執筆されている。

　これは，全部で9章からなっており，第1章は基本的

なマップワークの技術を復習し，ついで，景観における

自然地域の境界を決定する技術を考えさせるものであ

る。第2章は景観形成における川の役割が扱われてい

る。第3章から第5章までは，イギリスの代表的な自然

環境の判読がより詳細に述べられている。すなわち，氷

食された高地（up1and），石灰岩地域そして海岸線につ

いてである。

　さらに，第6章から第9章までは，都市の機能分類

や，都市と農村との関係（都市化の影響），交通網の研

究と工業景観の分析が，白然環境との相互関係を通して

詳細に扱われている。各章ともに多くの設間事項がもう

けられ，章を追って読図の内容が深まるように配慮され

ている。

　本稿では，6～9章の中から「南東目ソドソ」と「テ

ィーズ川下流域（ミドルスブラ）」をとりあげ，その抄

訳を紹介する。

　まず，「南東ロソドソ」のチャプタープラソは次の通

りである。

　A．導入
　B．市街地の密度

　　B－1　密度のコソトラスト

　　B－2　地表と水系パターソ

　　B－3　土地利用横断面

　C．都市・農村縁辺部の土地利用

　D．道路・鉄道交通網

　　D－1　基本的ネットワーク

　　D－2　道路網

　　D－3　鉄道網

　A．導入
　イギリスでは都市の絶えざる成長により，多くの農地

が住宅・工業用地・レクリエーショソ目的に転用されて
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いる。さらに増加する道路・鉄道建設はこれらを倍加し

た。ここでは5万分の1地形図「南東ロソドソ」と空中

写真を使って次の3つの主題を考察する。

　①市街地密度のコソトラスト

　②都市化の農村に及ぼす影響

　③都市の発達と交通網の変化

　B．市街地の密度

　地形図に示された大量の情報を整理，集約して次の図

表を作成した。

　（i）市街地とそれに囲まれたオープソスベースの拡が

　　　りを示す地図

　（ii）地形・水系のパターソを示した地図

　（iii）市街地の密度を断面でとらえた上，注釈をつけた

　　　地図

密度のコソトラスト

　都市的な利用は西から東へ行くほど減少し，図1によ

ると土地利用の異なる次の2つの明瞭な地域が存在す

る。

　①Cray川の西にあり，市街化が著しいところ。

　②Cray川の東に拡がり，市街地が断続的なところ。

　Darent川の東，DartfOrdの南からは景観がはっき

りと農村的となり，小集落が散在するのみなのに対し，

Dartfordの北は部分的にテムズ川に境された湿地に発

電所や工場が立地している。

　　　　　　　　　　　　　50m　　　　　　　　　　　　　　　50m

　　　　78

地形と水系パターソ

　図1によると20肌以下に家屋建築密度が低いことが判

る。しかしCrayfordのような例外のところは洪水防

禦の堤防や排水機能がある。また図2は都市的土地利用

におげる密度の違いをしるしたものである。断面は

Cray川とDarent川の谷で大きく変化減少してい
る。二つの谷は西からの絶えざる都市化の波（アーバソ

スプロール）を公園や森林で中断する役割を果たしてい

る。表1は図1の72－73問の土地利用を示したものであ

る。断面と対比すると興味深い。

　C．アーバンフリンジの土地利用

　図（略）は都市化の進展が周辺農村に及ぼす影響を模

式化したものである。これは南東ロソドソの都市縁辺部

でも適用することができる。この地域は第二次大戦中に

市街化し，戦後も続いている。その一例としてE1tham

（図3）を考えてみよう。ここは歴史時代E1tham宮

殿4）を中心に成立していた。住宅発展の時期が道路網

の違いにより明確である。わん曲した道路網がより新し

い。特に鉄道駅と主要道に近いところは，ロソドソヘの

郊外通勤者層を増やしている。

　1930年代以降，都市計画者はグリーソベルトをロソド

ソ周辺に計画し，その際アーバソスプロールをチェック

する土地利用政策を作った。そして近隣の町が大都市縁

辺部とつながらないような政策がとられてきた。都市計
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表1　Northmg72～73の主要な土地利用
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画当局はグリーソベルト内の住宅建築を厳重に管理し，

住宅地ができたら，自然美を護る保全地域をもうげるこ

とを義務づけた。

　Swan1ey村も急速な都市化を経験した集落である。

その歴史的核の部分よりむしろ，駅や道路交差点付近に

住宅地が発展している。この村の計画的な拡大の為に

は，集落の南端を切ってバイバスの建設が必要となる。

道路網の改善

　増加する道路交通量は重要都市に集中するし，それは

又交通渋滞をうながす。その為には2つの解決法があ

る。①深刻た渋滞箇所にバイパスを建設する。②道幅の

拡大

　A20号線はFarn1ngham　Swan1ey，S1dcup等の歴

史的な古い集落の渋滞を緩和するため，各集落の外側を

通るように作られたバイパスの典型である。

農地の損失

　南東ロソドソでは広大な農地が住宅・工場・レクリ

エーショソ目的（公共のオープ1■スペースや公園）に転

用されてきた。これらの農地の損失は地域計画当局によ

り，慎重に管理される。市街化が進めばガス・水道・電

気等の供給サービスの土地や，下水廃棄物処理のスペー

スも必要となる。

都市向けの専門的な農業の発展

　都市人口は新鮮な果物や野菜の供給を必要とする。そ

のため大都市周辺には，これらの作物生産に専念する専

門的な地域を見出すことが多い。図（略）はDartford，

Hextab1e，Swan1ey周辺にかなりの果樹園や温室が存

在することを示している。これらの地域はロソドソ郊外

のマーケットと道路により直結している。

　レクリエーショソ目的のための土地の割り当て

　都市の人々は余暇時間を映画やレジャーセソターで費

す人もあるが，むしろ屋外の運動場，ゴルフ場，公園，

森林でレクリエーショソを楽しむ人も多い。地域計画者

はそれ故，これらの設備と公共のオープソスベースの必

要性を自覚している。図（略）は郊外のゴルフコース，

公園，コモ1／（共有地）がその為に確保1されていること

を示している。

　グリーソベルト計画によると，市街化調整の為の近郊

地域はレクリエーショソ目的でのみ利用することが保障

されている。同様にナショナルトラストと森林委員会の

区域も表示してある。これらの地域には歴史的に由緒あ

る建造物もあり，一般に公開されている。
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　D道路・鉄道交通網

　ロソドソの市街地拡大は郊外の道路，鉄道網の形態に

相当の影響を与えてきたことが地図で判る。

　各タゥソセ：■ターに道路が集中するところでは域内父

通と通過交通との混合により，交通渋滞をもたらすこと

が多い。バイパス（図4）の建設はその解決法である。

或は急速に発展した住宅・工業地域がバイバスを取り込

むと，ここからさらに渋滞が起こり通過交通の妨げとな

る。交通の特に多いところでは第二のバイパスが必要と

なる。この例を次に述べる。

　古いローマソロードが直線状にDartfOrdとCrayfOrd

を通っている。（①一①ルート）LかしDarent川の

渡河点が限られるので，最初のバイパスがここにでき

た。（②）しかしDartfordが発展してバイパスと直結

したので，第二次大戦中に第二のバイパスが建設され

た。（③一③ルート）このルート（A2）は南東ロソド

ソヘ入る主要道として利用されている。現在はさらに南

のSwan1ey，Sidcup，E1tham問のパイパス　（高速道

路）が建設されている。

　以上は「ロソト：／南東部」の抄訳であるが，実は各項

目ごとに多くの設間（略）があり，地理的な思考力を養

成する内容となっている。
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　次にティーズ川下流域（ミドルスブラ）を紹介する。

　A．自然的背景　標高・水系・干拓

　B．工業的土地利用

　　B－1　工業ユニットの区分

　　B－2　工業地域と交通網

　　B－3　工業立地の選択

　C．都市成長のプロセス

　　C－1　イギリス諸都市の土地利用地域

　　C－2　ティーズサイド（Teesside）の集落形態

　A．自然的背景

　ティーズ川の下流谷では，集落立地，交通網は等高

線，水系と密接な関係がある。特に南東部は急に200㎜

以上の高さとなっているが，ほぼ％の範囲は20肌以下

の，又その半分は10肌以下の氾濫原である。（図5）散

見されるマーシュ（湿地）と対比しても考察できる。

　左岸支流のB111mgham　Beck川は下流で低湿地を

埋積し，洪水から左岸に立地した工場群を保護する役割

をはたしている。

　集落立地と洪水

　氾濫原という環境は，歴史時代を通して集落立地に多

くの間題をもたらした。初期の集落は洪水の影響のほと

んど無い高燥地に立地した。産業革命期になると多くの

町が急速に成長し，大河川の氾濫原は住宅地や工業地域
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に変った。その為，次の様な洪水対策が肝要になった。

　i）川が河道を変えぬように堤防をつくる。

　ii）河床の波漢，これは特に河川交通上も重要。

　ii）蛇行のショートカット，氾濫の際流れを良くする。

　これらの手段は川の潮汐隈界にとっても重要である。

満潮時に水の流速を減じ，氾濫を阻止するからである。

　ティーズ川の河口は三角江（エスチュアリー）となっ

ており，水深が深く，河口付近の湿地を埋めて現在多く

の工場（石油化学など）が立地している。

　B．工業的土地利用

　地形図には工場の種類まで表示されていることは少な

い。そのため工業的土地利用の経験とカ㍉得られる地誌

の知識が必要である。たとえぱ大規模な採石業の地域で

は，景観に痕跡が残されているし，石油精製では，煙突

や貯蔵タソクの規則正しい配列，発電所は送電線のネッ

トワークでそれと知れる。

　工業の種類を決める目安は次の通り。

①建物のタイプと周囲のスベースの関係，建物の大き

　さ，配置，周囲のスペースの活用，廃棄物処理，立地

　点，特殊建造物

②交通機関とのつながり

　たとえぱ過去使用L現在は除去された鉄道・運河・道

　路への接近性，鉄道引き込み線，運河の波止場，河

ダートフォード・クレーフォード
　　　8
　　　・経由のローマンロード

泌も

【　　3

4207

良

州　　＼
＼＞！今○一マ

　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　⑧
　　　内個レ、イノ似々＼○1

外側バイバス

ネ〃
ル勿

⑧

　　　　！

　　6
　　　レ

♪べ箏　　伽
　　　　⑧　　　　　　　　　　　　6”

、　1σ
　　　⑧1’⑧

4 、

ヅ　　1
　　　　　　　図4Dartford，Crayford周辺のバイパス建設
Basl1Worthmgton　and　Robert　Gant（1983）rOrdnance　Survey　Mapwork』p99より引用



134 イギリスの地図教育に関する若千の考察

25

24

23

22

21

20

19

18

17

　　　　1

　　　　　　　．6

　り　　．　　　　f
　20．’　　、　　　。1
　　、．　㌧・・m・．

・．　　　　　　　’

1・へ一、熱
　～1。．、湿地
　．　　　　、．　　　　　　　．・一

く∵10　　曲γ
　；　・　　　　　　　・　　　2

：　！　　）．・3

．♂　ξ　　　’．　！20，。
　　　　　　　‘’　　　　　　．　　　　　　、

　8　　．・．〃

ザ．lO
チ！

帰．湿地　　團

■　　g

vい
、
1、週

　1

碑’

、’

も／
1
1

　　　　　〃4　　　。
　　　　ク　　　　　　　1！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　1
　　　　　　　　1

外ふニニ三磁

　　　　！バ、！1顯鰍箏（
　　　　45　　　　　46　　　　47　　　　　48　　　　　49

炉　水路
．．．．・…　　等吉線（m）

一口・　　19C中頃漫水限界

50　　　　　51　　　　52　　　　　53　　　　54　　　　　55　　　　56

　　　　　　　　　　0　　　1　　　　2㎞

　　　　　　　　　　図5　Tees河下流域の地形・水系

Basil　Worthi㎎ton　and　Robert　Gant（1983）rOrdnance　Survey　MaPwork』P．74より引用

　港，突堤，ドックヘの接近性，送電線など。

　C．都市成長の過程

　都市化した地域の景観を分析するなら，その町の発展

過程について知ることが重要である。イギリスの町の都

市構造は広くパターソの同一性が認められる。（図6）

　中心のCBD（Centra1BusinessDistrict）は町の

最も人の集まりやすい地域であり，公共建造物・事務

所・デパートその他の商業的機能が集積している。普通

はバスターミナル，鉄道駅，駐車場がある。

　CBDの周囲には卸売，小工業地域，ついでより高密

度のテラス付住宅地，最後に都市通勤者用の住宅地域と

なるのが一般的概念である。しかし各都市の土地利用の

空問的配置は，かなり異なっている。それは次の理由に

もとづく。

　①これらのゾーソの幅と同心円的配置がゆがめている

　　自然的立地条件の影響

　②ある都市の非常に専門化した地域の存在（大学，港

　　湾，重工業地域など）

　③最初から計画されたNew　Townの場合

　イギリスの諸都市のC　BDは少くともその町の核（コ

ア）を構成しており，地図上の特徴からこれを決定でき

る。それは重要道の集中，交通機関のターミナル，重要

公共建造物の集中でそれとわかる。さらに歴史的に伝統

ある町では，街賂網の形態や，教会の位置により特徴づ

けられよう。

集落形態

　図7をみるとチーズサイドでは工業・住宅地域がはっ

きりと分離されている。また，ティーズ南岸では斜線の

都分が19世紀特有のgrid－iron（格子型）の寓賂とたっ

ているのが特徴である。これらの地域は多くが隣接した

工場の労働者用の住宅である。（イギリスでは街路網と

家屋形態には密接な関係があり，これにより集落立池の

新旧が判定できるという。）

　資料2　Chamgmg　E皿v1「0nm㎝t　m　BHtam

　　　　　　Towm8and　Cities（1974）

　次に前著と同様の16歳プラス試験対象用の資料の一部

を紹介する。本書は三部構成で一部はr都市の成長」を

扱い，スコットラソドのエジソバラと海浜のリゾート住

宅地サウスポートの例を，二部は「工業都市」で古い工

業都市のSt．He1enと新しいLutOn　を，三部は「コ

ナーべ一ショソと過剰人口問題」を扱い，バーミソガム

と西ミッドラソドの例，及びTe1fordNewCityを紹
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介している。

　内容構成については前書と比較的類似しているといえ

るだろう。ここでは第一部のエジソバラの例を抄訳で紹

介しながら，読図の内容をみてみよう。

　The　Growth　of　a　City：Edinb11rg止

エジソパラ城の位置

　城は急崖（Crag）の上にそびえている。ここは天然

の要塞であり，その背後は高燥な緩斜面になっており，

城のあるCragに対してTai1と呼ぱれる。Tai1は城

の保護下で発展したエジソバラ最古の市域である。

CragとTai1の形成

　数万年前巨大た氷床が西からエジソバラに接近した。

氷はCragに当たり両側に分かれ，その際軟らかな岩

は削られ，背後にTai1が侵食され残ったのである。

（写真1）Tai1の両側　（南北側）は氷食谷ができ，北

側は｝時Nor’1ock　という湖だった。　南側の谷は

Grassmarketとして知られる町である。

エジソバラ城の立地

　域はフォース湾（Firth　Of　Forth）の南約3ん〃のと

ころにある。湾と南のPent1and　H111sの問は海岸平野

で（Centra11ow1and）過去北西からH1gh1anderが，

南からはイソグラソド人が侵入した。エジソバラの立地

点の不利なところは，北側がフォース湾に隔てられてい

ることである。これを横断して町の西にForth　Bridge

　　　　　　　下水処理場
公益事業

、

人
ぐ

。嵯竺
ぐ！
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図6　都市の発達と近郊農村の土地利用変化

が架っている。

ユジソバラの発展

　都市の起源を今目の都市景観の中に見い出すことは容

易ではない。しかし初期の立地の特色が市域の道路網

や，建造物にうかがえる。

　エジソバラは城の保護のもと，14世紀から発展を始め

た。（写真2）④と表示の街路に注意，域の背後のtai工

をかげおり⑬のH01yrOod宮殿で終っている。その間

は約1マイルある。だからこの通りはRoya1mi1eと

して知られる。古い建築物がたらびその中に◎のSt

Gi1e教会もある。

　エジソバラの初期の繁栄は北海をへだてたフラソスと

の貿易によるもので，リース（Leith）はエジソパラの

港として発展してきた。富裕な貿易商たちがRoya1

Mi1e沿いに居住した。

　初期の01dTownはtai1から南側の◎Grassmarket

へ拡大した。ここは周辺地域の農産物を商うマーケット

のあったところで，街路は直線的で幅広い。

新市街地（the　New　Town）

　18世紀中頃には人口過密になったので，市域の拡大を

よぎなくされた。人口が密集し曲りくねった非衛生な

o1d　TOwnに比べ，広い街路と三日月型（クレセソ

ト）の街路（Royaヱcircus）に壮麗な建物がならんだ。

その中でも一番立派な通りはプリソス通り（◎）であり，

　　　　　ここはイギリスでも一番魅惑的なshoPPin9

　　　　　街の｝つである。

　　　　　　この町は又Tai1から南側にも拡大した。

　　　　　そして18～19世紀前半にかげ，教育・医学の

　　　　　拠点となった。エジソバラには伝統ある著名

　　　　　な大学がある。1800年までに人口は10万人に

　　　　　達した。

　　　　　　Exerc1ses

・地形図（略）と写真を参照して⑲①①

　（写真）の地図の座標とその名称をあ

げよ。

・新旧市街の街路形態の相違を対比して

述べよ。

・写真にトレーシソグベーパーをのせ次

の範囲を描げ。

（a）エジソバラのo1d　townの地域，

cast1e　crag，Roya1mi1e，Grassm－

arket，St．Gi1es寺院（以下略）

・GrassmarketとRoya1circusの建

物の違いをイラストで示せ。特に建築
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Basi1Worthington　and　Robert　Gant（1983）rOrdnance　Survey　MaPwork』P82～83より引用

材・階数・窓のスタイル・屋根その他の特色に注

意。

・地形図をみてGrassmarketの方がRoya1

CirCuSより交通が過密なのはなぜか理由を述べ

　よ。

19世紀の発展

　ジャマイカ通り5）の写真（略・傭圓敢写真の⑳に相当）

を参照せよ。建築水準は低く老朽化し，スラム化した工

業地域の一つである。この工業地域は19世紀に市の中心

から北西一南東方向に一発展した。

　イギリスの他都市同様，エジソバラは19世紀に近代工

業が始まった。市の東にあるM1d1oth1an炭田はその

エネルギー源である。すでにこの町は周囲の農村との問

に製粉・ビール醸造・製紙などの在来工業が存在した

が，さらにゴム・化学・機械工業が加わった。Leith港

の貿易が発展すると共にスカソジナビアから木材，パル

プ等の工業原料が輸入されるようになり，19世紀末まで

に人口は40万人に達した。

20世紀

　今や人口は50万人を越えている。都市の外側に新しい

住宅団地（⑭）ができて，増加する人口を収容してい

る。また旧市域のスラム化した地域からの人口流出もあ

る。

　エジソバラは現在重要な行政（政府の建物），文化

（美術館⑬，博物館，コソサートホール⑪）また工業の

中心地として存在している。しかし最近の最も急速な成

長は観光産業であろう。毎年8月末のエジソパラフェス

ティバル（Tatt00）の時期には40万人に及ぶ観光客が

やってくる。その宿泊客のため巨大なホテルが建てられ

ているO（◎）

　　　　　　　Exerc1se（抜粋）

・Le1thが重要な港である根拠を地図上でさがせ。

又この港がG1asgowほど重要でたいのはなぜか。

・ジャマイカ通り（現在取壊されたスラム）とROya1

CirCuSとの類似点・相違点を述べよ。この通り

がスラムの浄化を待っている証拠は何か。

・ノートに（図8）を写せ。太線はエジソバラの種

　々のゾーソの概要を示している。図の1－10の空

白部に次の語群から用語を選び記入せよ。（地図

写真参照）

Roya1Mi1e，O1d　Town，New　Town，Princes

Street，dackzone，2つの工業地域，Waver1ey

駅，教育，医学ゾーソ（大学・病院）
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フィールドワーク計画一都市の発達を　　　　△
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N
調べる。

　　町にでかげて都市化過程を地剛こま

とめてみよう。この調査は個人よりもグ　　　　　O

ループの方が便利である。大きな町では

都市の一部を中心から外方へ調べる方が

全体としてとらえるより好都合である。

　地図作成としては，（a）現地で観察し

た建物のデータ（b）その町の古地図の調

査があり，双方でチェックする。ただ注

意すべきは，古い家屋や店が現在はモダ

ソな事務所街に変っていることで，この

際古地図が大きな役割をはたす。

　教師の指導で生徒諸君は種々な時期の

建築スタイルを学ぶだろう。（本書の各

所に各期の建物の写真（略）が掲載され

ている）。建物のスタイルはその町の形

成時期を暗示している。

　次にその作業計画をまとめてみよう。

（表2）都市構造のモデルを考える

　現実をよく理解するのに，町の構造を

単純化したモデルで考えるとよい。一般

には同心円状の次の4つの円型のゾーソ

がある（図9）。（i）核の部分（商店，事務所，古い町並

み，高層ビル）（ii）改変されたゾーソ（古いビクトリア

風家屋，放棄された建物とオープソスベース，スラムの

浄化により高層住宅に変る）（血）内部住宅ゾーソ（テラ

ス付又は四家族住宅），（iV）外部住宅ゾーソ（公営住

宅，最近の工業団地）。しかし種々の要因がこのゾーソ

の発達を妨げる。

（a）同心円的な形で発展できない狭い谷や，海岸に立地し

　た場合。

（b）核から運河・鉄道・道路がのびる場合（19世紀の工業

　ゾーソなど）

（C）近隣の町の成長により都市問が接近した場合。

　最後に君の作った地図を使い，君の町の都市構造のモ

デルを作ってみよ。（図9）のモデルと比較して，同一

なもの，異質なものをそれぞれ指摘してみよ。

地理写真について

　イギリスでは写真が地理学習で非常に効果的に使われ

ている。しかも通り一遍の利用ではなく，写真から如何

に景観を読み取るか，また地図と対比，併用した利用法

が実に細かに指導され，これに関するテキストの出版も

多い。

　日本でも地理写真に関する先駆的な研究があり，その

1

LE1TH

19th　CentuIV
residentia■zone　　　　　　　　　　　　　　　　2

3

19th　Century

Rai1way
　sidings

Late18th　Century
　　　　　　　　　　　　　Regent
　　　　　　　　　　　　Gardens

、
G k6t

〆8

10

18th＿19th　Centuries

図8　ニジソバラの地域構造

　　／
Holyrood

役割について次の様に述べている。「地理写真は地域あ

るいは空問に関する思想の表出形態として，言語や地図

および図表類と同列に，時にはより効果をあげる役割を

持っている6）。」

　しかし日本では写真を詳細に読む訓練はあまり一般的

ではないし，また写真も細かな読む内容を意図して撮影

されたかどうか不明である。次にイギリスの地理写真の

テキストの内容を一部紹介し，今後の我国の検討課題と

したい。

　資料3　How　to1ook　at　Geograph1ca1Plc伽ms

　　　　　　　　　　　　　Ist　Ser1es（1972）

オランダのチーズ市（写真3参照）

1．写真に点在する人々が何を考え，又論議しているか想

　像せよ。何か共通の関心があるようにみえるか。

2．この写真は外国のもの（イギリスにとって）であると

　いう明確な証拠をあげよ。

3．写真には全国的に有名なある地方の名前が含まれてい

　る。しかも写真の取られた町なのだ。終りに一sch，

　一scheがつくといえぱ判るだろうか。

4．写真には種々の輸送形態がみられる。そのリストを作

　ってみよ。

5．艀の大きさに注意，左側の橋にも。艀はどうして橋を
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建物のスタイルと建造年代

1．ジョージア朝以前

　　（1750年以前）

2．ジヨージア朝

　　（1750～1840年）

3．　ビクトリア朝初期

　産業革命期のテラス付家

　居（1840～70年）

4．　ビクトリア朝後期～エ

　ドワード朝

　（1870～1914年）

　（a）テラス付長屋

　（b）四家族住宅

　（c）　1戸建住宅

5．20世紀
　（a）個人住宅

　（b）公営住宅

テキストの掲載写真（略）

3表（略）

8表・66表
　　（略）

9表，25表

　（略）

a）一
b）17表（略）

c）45表，16表（略）

a）一
b）46表（略）

フィールドワーク

（a）君のべ一スマップに左

　の表（例4（乱）のごとく）

　のような適当な数をつげ

　よ。　（各街路，建物）

（b）野帳に簡単な各1戸建

　物のスケッチをかき説明

　せよ。

備　　　　　考

（a）地図に色区分，斜線を

　つげて建物の時期ごとの

　区分をする。

　古い地域ほどより暗く，

　又は斜線を使う。

（b）地図に凡例を注意深く

　つげる。

“1こト1IG・一1・CLASS　R．三S‘DENT1AL．
4．TERRACEDORSEM1．DETACHEO｝……

　oo＝山
○舌o
畠≦；

寺O山ω
葦呈；

最工
　ω

teπaCeS

　　　　　ポ。

．箏㌦。＿＿、

1．CENTRAL　AREA
　〈〈〈〈ヘヘ〈1（a）　Shops，o行1ces，etc

（b）Old110using

　now　converted

（c）Tower　blocks

　◎f　flats

・・d＼

0pen
spaces

Eariy

19t

　　　○

　　　　　　　　　　　　　　　◎O

N　B　l＝or　s・mp1IfIcat．on．road　pattems　are　om．tted

　　　　　図9　都市構造発展のモデル

　　　単純化するため遺路形態は省略されている。

　　As．mpmedmode1
of　the　growtI10f　a　town
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　くぐるのか0

6．地表の丸い物体は何か。なぜカバーがかげてあるか。

　全部同じ配列か。もし違うならどうしてか説明せよ。

7．左中央にシャツ姿の4人の男がいる。彼等は何をして

　いるか。彼らの1人の後にある大きな黒い×は何か。

　右の写真でよりよく判るだろう。

8．町の中央に品物を持ってくる利点は何か。

9．イギリスの重要なチーズマーケットを知っているか。

10．君の知っているチーズの種類をあげよ。又ミルクか

　ら作る食料の異なった形態のリストを作れ。

解説

1．彼らは明らかに市の立つ広場に置かれた円い物体に関

　心を示している。

2．（a）店のサイソ（b）家々のシャッター，玉石をひいた広場

　（c）左の3人の少年の服装は明らかにイギリス人のもの

　ではない。（a）男の1人は帽子をかぶっている。（e）艀

3この川岸はNorth　Ho11and　Bankと呼はれる。

　Ho11andはオラソタの州の一つ。左にはローカル新

　聞のオフィスがみえる。（The　A1kmaar　Courier）

4．トラック・馬車・自転車は低平なオラソダでよく使わ

　れる。その他エソジソ付の艀，人の運搬など。

5．艀は橋より大きいので，ハネ橋が通過のたびに上下す

　る。この様な橋がオラソダには多い。

6．オラソダチーズである。特別の運搬具を使ってピラミ

　ッド状に立方体に積み上げられている。雨が降ってい

　るのでカソバスがかげてある。

7．Xは強力な肩つり（革帯）である。これはチーズ運搬

　人の制服である。チーズ売却の後，彼等はWeigh

　House（貨物検量所）にチーズを運ぶ。多くのチーズ

　はロッテルダムから輸出される。

8．マーケットは町の中央が良い。売買の人が出合うのに

　便利だから。A1kmaarは古代から優良なマーケソト

　だった。Sa1isbury，Linco1n，Hereford，York等と

　比較してみよ。

9Wh1tchurch，Nantw1ch，Chester，Wem，E11es－

　mere；Market；Drayton；Lancaster；Prestonな
　ど。

10．Cheshire；Cheddar；Stilton；Wens1eyda1e；

　Caerphi11y　Camenbert；Roquefort；Gorgonzo1a；

　Parmesan；Gruyさre．チーズ，バター，コソデソス

　ミルク，粉乳，後者は広く船舶で度用。チーズは牛の

　他，山羊のミルクからも作る。中央アジアはロバ，ラ

　バ，ラクダの乳も使われる。チベットのヤク・アソデ

　スのリヤマとも比較してみよう。

目本とイギリスのマップワークの問題点

　両国の読図用のテキストを参照して，その問題点を考

察してみよう。

内容構成と掲載資料について

　イギリスの場合，各章の構成が地域ごとになってお

り，しかもそれは全国各地を網羅するのではなく，典型

　　　　　　　写真3　オラソダのチーズ市

W．J．H．Watkins他（1972）：閉ow　to1ook　at　GeograPhica1Pictures』

A　Dutch　Cheese　Market　Macm111an　Educat1on杜。PP19～11より引用

fig1914-2.pdf
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的な地域を選択するサソプルスタディ（事例研究）とし

て取扱われている。であるからその地域の都市の発達と

カ㍉氷河地形の影響等の人文・自然両面にわたる内容が

盛り込まれている。

　各事例には必ず地形図の他，斜空中写真（大きく鮮明

でしぼしぱ地形図と対照するため，写真の各書に符号が

ついている。）や地上写真，統計等の資料も豊富であ

る。

　地形図はグリッド（2．5万も5万分の1も共に1肋メ

ヅシュ）が入っており，その番号で適確に地図上の位置

を指摘できる。また掲載地形図の或グリッド線の幅（目

本ではあまり利用しないNorthing，Eastingを使う）

を取り，その範囲の土地利用や，家屋密度を調べさせる

配慮は興味深い。

　グリッドの存在は写真の撮影位置を判断させる時，大

変好都合である。イギリスはことのほか景観写真と地図

を比べ，読図に役立つ写真の重要性を強く意識している

ように思われる。

　これに対して日本では，地誌的た配列のものもある

が，大半は系統地理的である。特に地理学習で頻出する

地形とかそれに関連する集落，土地利用等の読図，又は

特色ある集落（条里集落など）や都市化・工業地域に関

するものが多い。内容は盛りたくさんで断片的であり，

一項目に費されるスペースはわずかである。

　各事例には地形図（市域，土地利用の変化などには新

旧の地図が使われる）の他，時に空中写真（立体写真の

場合もある）やその他の主題図（土地利用図，地質図な

ど）が併用されることもある。これらの資料は教科書，

地図帳（これも教科書であるが）の副読本として活用さ

れている。

マップワークの問題点

　次に読図の問題について考察する。イギリスの場合は

まず自然地理の重視があげられよう。地理は杜会科に属

さないこともあって，地形・土壌・気象など目本では地

学分野といってもよい詳細な自然観察には驚かされる。

　地形図に表現された景観から如何にその内容を読み取

らせるか，くどい程慎重な配慮が払われていることも特

色で，しばしば表題に景観研究とつげられているほどで

ある。その景観抽出の補助資料ともいえるものが写真で

ある。

　次に読図内容についてみると，内容は段階的に深めら

れるように構成され，しかも論理的・実証的である。た

とえば或都市景観について考察する場合，都市の発展に

伴なって景観がどう変ったか，各時代を代表する家屋の

タイプや街並の特色はどうなのカ㍉都心から郊外にかけ

ての景観変化を都市構造のモデルと比較し，その相違点

を考察したり，さらには都市域における空間的配分の問

題を扱う都市計画者の役割にまで及ぶ。

　新しい橋やバイパスの完成でその地域の交通流動や変

貌を予測させるシミュレーショソゲームの様た内容も含

まれ，大変興味を引かれる。これらの多くは生徒が教師

の指導のもとに現地に出かげて実地調査を行う事を前提

として書かれており，講義中心の日本と較べ実証的で生

徒主体の学習活動の方法には学ぶべき点がある。

　これに対して日本では地形図から内容を読み取るより

も，与えられた知識をそのままあてはめて地図をみる場

合がありはしないか。たとえば扇状地に関していえぱ，

既成の扇状地の概念とサソプル例もこれに近いものを紹

介する場合が大半である。具体的には等高線が扇頂を中

心に同心円が明瞭である。扇央は砂礫が多く河川は伏流

し，土地利用は雑木林，畑作地帯の表現になっているこ

と，扇端は湧水点があれぱ最高で，ここから水田に移行

する明らかな土地利用の変化がみられることなどであ

る。

　市街化が扇状地面にまで進展して地形改変が行なわれ

たり，水利の改善で扇央も水田化され，伏流も無く扇端

との土地利用の区別も不明確になったところは具合が悪

い。したがって全国的な代表例は各書とも決まってしま

う。（2万5千分の1地形図甲府盆地の「石和」はよく

引用される）。

　ことほど左様に条里集落は条・里・坪の地名が存在

し，塊村と方型地割の残存は欠くべからざる条件であ

る。しかし今目，土地の区画整理，耕地整理が進み，都

市化の波が進展し，一方土木・農業技術の発達により，

明治・大正時代の地形図のように単純明解ではなくたっ

ていることを基本的認識として持たねばなるまい。

　読図を勉強した後でも，生徒は典型例のみの学習では

応用もきかず地図を持って屋外に出た場合，困惑するぱ

かりであろう。

　日本の遅れている点は，他に地形図学習と野外調査と

の関連が不十分たことだと思う。英国では日帰り，又は

夏沐中なと長期の野外学習が行なわれており7），学習に

便利な宿泊設備が全副こ多数完備している8）。しかもそ

れが旅行杜を通じて近隣諸国にまで及んでいる。

　理論的・実証的で野外学習を重視するイギリスに対

し，目本では授業時問数や指導教員の関係等で困難なの

が実情である。しかし全国の代表例のみに注意を払う

（受験指導には便利だが）より，身近かな景観を地図を

通して実証的に学ぱせる方がはるかに有益であることは

当然である。実杜会でも役立つ地図教育はやはりフィー
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ルドに求めねぱなるまい。
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