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1.	 この本は，大学学部レベルの自然地理学系の授業のための教科書・副読
本・参考書として執筆・刊行された．

2.	 ただし，講義と組み合わせなくとも使用できるように（読むだけで理解
できるように），本文の解説・説明はくわしく書き込んだ．

3.	 第 1 部・第 2部は，気候学や地形学などの研究領域に細分されない，統
合された自然地理学（統合自然地理学，言い換えれば縫い目のない自然
地理学）の論理と方法論（自然地理学概論）である．

4.	 第 3 部には，統合自然地理学の研究例を示した．
5.	 半期の授業（15 コマ）に適合するように構成されている．残りの半期の，
研究領域別に構成された（個別領域別の）自然地理学の授業と組み合わ
せて使われることを想定している．

6.	 第 1 章・第 5章では，児童向けの文章などを引用し，取りつきやすい内
容にした．

7.	 数学や物理，化学の知識がなくても理解できる内容である．
8.	 自習のための材料にもなるように，参考資料や注を付け加えた．
9.	 内容の骨子は，2015・2016 年度の早稲田大学教育学部「自然地理学研究
1」で使用した講義録と配付資料である．

内容紹介
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はじめに

　40 年も昔のことだが，大学院博士課程で学んでいたとき，大学の非常勤

講師として，一般教育課程の自然地理学を担当することになった．そのとき，

わたしは，自然地理学でなにを教えるかに悩んだ．わたしが学んだ地理学の

専門教育では，自然地理学という名前の授業はなく，地形学，気候学，植生

地理学などの細分化された科目を学んだだけだったからである（一般教育課

程の「自然地理学」は，地理学専攻生は受けなくてよいと言われた）．地形

学や気候学などの領域別科目のダイジェストを順に解説するだけの授業はや

りたくない．寄せ集めではない自然地理学にするにはどうすべきか．わたし

は，卒業研究や学位研究で，高山帯での，地形変化と気候・植生・表層地質

との関連を研究していたので，そのような，地球表層部における諸現象の相

互関連性を教えたいと考えた．しかし，残念ながら，そのときには，思うよ

うな授業はできなかった． 

　その後，21 世紀になって，地球環境問題が切迫した社会問題になり，自

然災害が頻発し，地域の自然・環境を総合的・俯瞰的にとらえる自然地理学

の重要性が再評価されるようになった．たとえば雑誌「科学」では 2015 年

秋から自然地理をアッピールするエッセイが連載されている．そこで強調さ

れるのは，領域ごとの分析的研究にはない俯瞰的視点である．自然地理学で

扱う地表付近の自然は，相互に関連しているので，研究領域ごとに分断する

ことができない．この理解なしには，高等学校の地理の教科書に必ず載せて

ある，世界の気候区分・植生区分・土壌区分などの図がよく似ていることの

意味を理解できないだろう．ここに，地表付近の自然を，細分せずに総体と

して研究することの意味，つまり自然地理学の存在理由がある． 

　しかしながら，その自然地理学の担い手である自然地理学者自身が，自然

地理学の本質や特質を理解しているのかが疑問になってきた．というのは，

近年刊行された自然地理学のいくつかの教科書では，地形学，気候学などの

個別領域が章ごとに並べられているだけで，自然地理学とはどういう科学な
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のかの説明もほとんど書かれていないのを見たからである．自然地理学が異

なる研究領域を寄せ集めただけの学問であるという実態はまったく変わって

いないのである．

　自然地理学という授業は広く開講されている．大学の一般教育科目では，

自然・環境を広く教えるのに好都合な科目であると認識されている．また，

教員養成課程の地歴科目の必修科目として設置せざるを得ない科目である．

それに対して，地理学科や地理学専攻における専門科目では，教員の専門領

域に合わせた，専門領域別の授業，地形学や気候学，水文学，植生地理学，

土壌地理学など，あるいは名称は自然地理学であっても特定のせまい領域に

限定された授業が開講され，自然の総体を教える自然地理学は置かれないの

が普通のようである．

　東京都立大学の自然史学講座の設置にかかわった貝塚爽平先生は，1980

年代に，研究領域ごとに分断された自然地理学ではなく，自然の全体像を扱

う自然地理学の重要性を認識されていた．その内容は，朝倉書店の地理学講

座の 1 冊として刊行される予定だったが，結局，実現しなかった．1990 年

代の中ごろ，東京都立大学の「自然史博物館学」の授業を，植物や動物の専

門家とともにわたしが担当したときには，貝塚先生の考えに基づいた地表諸

現象の相互の関連をある程度教えることができた．さらに，2005 年ごろから，

専修大学や早稲田大学の学部・大学院で自然地理学の授業をおこなってきた．

それらの授業では，研究領域ごとの自然地理学ではなく，自然地理学の本質

や，総合的に自然を理解する方法について解説してきた．

　これらの経験に基づいて，研究領域別ではない自然地理学の構築に向けて

の考えを教科書としてまとめたのが，この本である．ここでは領域別ではな

い自然地理学を統合自然地理学と呼ぶことにする．

　ここにのべたような自然地理学の本質と特徴，方法論は，自然地理学の核

心部としてきちんと教育されなければならない．それがあればこそ，精緻な

実証研究をおこなう個別領域研究の自然地理学に支えられて，地表の自然を

総合的にとらえる自然地理学が成り立つと考える．それなしには，自然地理

学は，やがて，地形学や気候学などに分解して消滅し，教職課程社会科地理

のためだけの，諸領域寄せ集めの授業科目に名を留めるだけになろう．
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第1部

統合自然地理学とは何か

　自然の全体像を説明しようとするイギリス 19 世紀の自然地理学

が，現在では領域別に限られた自然を分析する学問に変わってしま

った．それはなぜなのか．まず自然地理学の歴史をひも解こう．そ

れによって自然地理学が現在置かれている位置が明確になる．これ

は自然地理学の特徴（ユニークさ）を検討することでもある．自然

地理学とほかの学問分野との違いを明確にし，自然の全体像を明ら

かにする自然地理学の必要性を理解しよう．
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第1章

自然地理学で学習すること

　イギリス 19 世紀の自然地理学は自然の全体像を説明しようとす
る教科だった．まず，それを確認する．しかし，現在の自然地理学
は領域別に細分された自然を教える教科に変わってしまった．

1-1　『初歩の科学  自然地理学』

　自然地理学がどのような学問かを知るために，学問の中身をわかりやすく

書いた文章を最初に読もう．下に引用した「休日の散歩」は，19 世紀にイ

ギリスで出版されたギーキー著『初歩の科学  自然地理学』（Geikie 1875）の

「はじめに（Introduction）」の前半部分と最後のパラグラフ（パラグラフ番

号は原書のもの）である注 1）．この本は，明治新政府の中学校用の教科書と

して翻訳され，『地
ち

文
もん

學
がく

初
しょ

歩
ほ

』として 1877（明治 10）年に出版された（日刻

氏 1877）（図 1-1）．しかし，ここに翻訳した原著の「はじめに」は，残念な

がら翻訳された『地文學初歩』では省略され，まったく別の文章が置かれて

いる．

休日の散歩：『初歩の科学 自然地理学』の「はじめに」の翻訳

　1．今は夏で，田舎にいるきみは，ある日，休日の散歩をすることにした．
野草の花を集めたり，小石を拾い集めたりする人も，休日を楽しむ以上の特
別な目的のない人も，なにかのスポーツや，散歩にともなう冒険を楽しむ人
もいるだろう．その大事な日には，きみは，日の出直後に起床して，晴れた
空に太陽が暖かく輝いているのを見てうれしくなる．しかし，朝食を終える
までは出発できない決まりだ．その間に，バスケット（かご）や杖，その日
に使うそのほかの用具を準備するのに大忙しになる．しかし，朝の輝きは陰
りはじめる．最初に，数片の雲が大きくなり，そのうちに集まってさらに大
きくなって嵐がはじまりそうになってきた．確かに，朝食が終わる前に，不
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吉な，最初の大きな雨粒が落ちはじめたのが見える．それでも，すぐに降り
止む，にわか雨だろうという期待にこだわって，きみは徒歩旅行の用意を続
ける．しかし，雨がすぐに止む気配は見えない．大きな雨粒がはげしく落ち
てくるようになり，水たまりが道路の窪みにできはじめ，すでに窓ガラスに
は雨水が流れるように落ちている．今日の遠足は，もうあきらめなければな
らないので，きみは悲しみでいっぱいになる．
　2．約束されていた楽しみが，直前に，このように駄目になると，だれで
も落胆する．しかし，悪天候からでも，なにか，かわりになるものを引き出
せないか探してみよう．午後，おそく，空がやや明るくなってきて，雨が止
んだ．きみは再び外に出られるので喜ぶ．みんなで外に出て歩こう．泥水の
流れがまだ坂道に沿って流れている．もし，きみがわたしにガイドをしてく
れというなら，近くの川に沿って歩くことを勧める．濡れた緑の小道を，生
け垣から水がまだ滴り落ちているところを橋まで進む．橋では川を見下ろす．
今日一日の豪雨がどんなに大きな変化を与えたか！　昨日，きみは川底の石

図 1-1　『地文學初歩』の見返し．ここに示したものは 1882（明治 15）年に再印
刷されたものである．
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を数えることができた．水流はとても浅く透明だったからだ．今はどうだ！　
水流は川岸までいっぱいになり，渦巻き速く流れている．橋の上からしばら
くの間眺めていると，数えきれない葉っぱや小枝が表面に浮かんでいた．と
きには，大きな枝や，樹の幹さえ流れ下り，洪水流によってぶつかったりグ
ルグル回ったりしている．麦藁や干し草の束，板きれ，生け垣の一部，とき
にはかわいそうなアヒルが急流にもがきながら流されている．川は，岸まで
水位を上げ農地に被害を与えていることもわかる．
　3．橋の上にしばらくとどまって，川の水が激しく流下し，川に運ばれて
流れて来るさまざまな物体を眺める．あふれそうな濁った水が渦巻きながら
流れ下る，怒ったような，増水した川の光景を見ることができたので，休日
を失ったのも価値あることだときみは考えるかもしれない．今，きみの目の
前にある光景が新鮮なうちに，その光景についての，いくつかの簡単な疑問
について考えよう．そうすれば，期待していた遠足が駄目になったことを残
念に思わないですむ別の理由がみつかるかもしれない．
　4．最初の疑問は，川の流れに付け加わったこの大量の水がどこから来た
かということだ．きみは雨によってもたらされたというだろう．そのとおり，
しかし，どうやってこの大きな川までやって来たのだろう．雨は，なぜ川を
つくって地面を流れるのだろう．
　5．しかし，第 2 の疑問は，雨はどこから来たのかだ．早朝，空は輝いて
いた．その後，雲が現れ，雨になった．雨をもたらしたのは雲だときみは答
える．しかし，雲はべつの源から水を供給されねばならない．どのようにし
て雲は雨を集めるのか，そして地上に降らすのか．
　6．第 3 の疑問は，川が，でたらめではなく，ひとつの方向に流れる理由
である．川の水位が低いときには水面に出ている石を踏んで流れを渡れただ
ろう．川は明らかに穏やかに流れていた．水は川の流路に沿っておなじ場所
から流れて来ていた．しかし，今，川の流路は水でいっぱいで，濁った水が
渦巻いて急流となっているが，まだ流れはおなじ方向であるのをきみは見て
いる．なぜそうなのか答えられますか．
　7．繰り返すが，昨日水は透明だった．今日は濁って変色している．この
汚れた水を少し汲んで家に持ち帰り，コップに入れて一晩おいておこう．翌
朝，水は透明になっており，細かい泥の層が底に沈んでいるのをみつけるだ
ろう．だから増水した川の濁りは泥なのだ．しかし，この泥はどこから来た
のか．簡単に言えば，激しい雨と洪水状態になった川によって起こったなに
かに違いない．
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　8．さて，この川は，浅くても洪水でも，いつもおなじ方向に流れており，
川に含まれる泥も，川が流れるのとおなじ場所に運ばれてゆく．橋に座って
泡立つ水が渦巻いてぐるぐるまわりながら流れすぎるのを見ている間に，疑
問が浮かび上がってくる─この大量の水と泥はどうなるのか．
　9．われわれが見ている川は，この国を流れる何百もの川のたったひとつ
であり，今日，われわれが見たおなじことが起こっている何千もの川が世界
にはあることを覚えておこう．それらの川はすべて，大雨が降ると洪水を起
こし，下流に流れ，川に沿って多かれ少なかれ泥を運搬する．
　10．家路をたどりながら，今日一日に経験した主要な現象をつなぎ合わ
せてみよう．晴れた青空に太陽が暖かく輝いていた．雲が空を横切り，厚く
広がり，雨になった．川が流れ，雨によって増水し，泥水になった．このよ
うにして，われわれは，頭上の空と，足もとの大地とのあいだには密接な関
係があることを学んだ．朝には，雲が空を覆うのはたいしたことではないよ
うに見えた．しかし，夕方には，雲は，川に，洪水になるまでの変化をもた
らし，それは，樹木や垣根や農作物を押し流し，橋を壊し，畑や村や町を水
浸しにし，人間生活と財産を大きく破壊することになった．
　　（中略）
　16．この後の学習で，わたしは自然の二つの部分─とくに大気と大地
についてのみなさんの疑問に答えたい．われわれの一人ひとりが，呼吸して
いる大気や，住んでいる大地や，その二つの関係について，いろいろ知らな
ければならない．この前の散歩によって，垣根や農場の損害と大空での雲の
発生とが関係していることを知ることができた．きみたちはもっといろいろ
な関係をみつけることができる．それらを調べるためにはいっぱい勉強しな
ければならない．それは自然地理学と呼ばれている科学分野である．これは，
地球の表面で続いているすべての運動を記録し説明しようとするものである．
しかし，それは，とくにむずかしかったり退屈だったりする仕事ではない．
きみたちのまわりでいつも起こっているできごとを注意深い目で観察し，そ
れらの変化の意味と，どのように関係し合っているかを探るだけである．

（「はじめに」了；岩田修二訳）
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1-2　『初歩の科学  自然地理学』からわかる19世紀の自然地理学の内容

　この本『初歩の科学  自然地理学』でどのような内容を学習するのかを知

るために，目次をチェックしよう．目次は次のようになっている．

・地球の形

・昼と夜

・ 大気：1. 大気の成分，2. 大気の昇温と冷却，3. 昇温と冷却によって発生

すること─風，4. 大気中の水蒸気─蒸発と凝結，5. 露・霧・雲，6. 雨と

雪はどこから降る，7. まとめ

・ 大地での水の循環：1. 雨が降ると起こること，2. 湧水はどうしてできる，

3. 地下水の作用，4. 地球表面はどのように壊れる，5. 壊れた岩石はどう

なる，土壌生成，6. 小川と河，その起原，7. まとめ，8. 小川と河，その

作用，9. 雪原と氷河

・海洋：1. 海と陸の区分，2. 海はなぜ塩からい，3. 海流，4. 海底

・地球の内部

　この目次には地形という項目がないが，「大地での水の循環」の中身の大

半は地形学の内容である．図 1-2 と図 1-3 に示したように氷河についてもし

っかりと書かれている．この時代，19 世紀の後半では，地形学はまだ自然

地理学のなかでも，独立した学問領域注 2）とは認められていなかったのだろ

う．一方，この「初歩の科学」シリーズでは，地質学，天文学，植物学は別

の巻になっている．これらの分野は，すでに，独立した学問分野と認められ

ていたことがわかる．

　つまり，自然地理学の内容は次のようにまとめられる．自然地理学とは，

地球表面の自然界（地球・大地・大気・海洋）で起こっているさまざまな現

象の変化・運動を記述する科学分野で，とくに大気と大地について注目し，

両者の関係について明らかにする．そのために，これらの現象を室内実験や

野外観察で確認し，それらの現象の変化の意味と，現象相互の関係を探るこ

とが強調されている．これは，この時代のイギリスの科学教育の特徴であり，
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有名な物理学者ティンダルの児童向けの講演記録注 3）や，トーマス＝ハクス

リーの著書『地文学』にもよく現れている（第 3 章の参考資料 2 参照）．19 世

紀後半の自然地理学は，地球表層部の自然を，ひとまとまりの関連する自然

として研究する科学分野として出発した．

　つまり，自然地理学の対象には，地球表層部に存在する諸現象が広範囲・

網羅的に取り込まれていた．『初歩の科学  自然地理学』には植物や動物など

の生物圏のことは書かれていないが，生物を中心に扱った教科書（Somerville 

1854）もあった（第 3 章参考資料 2 参照）．当時の自然地理学には，大気現象・

気候・地形・表層地質・土壌・水文現象・海洋・雪氷・植生・動物などの地

表圏の現象のすべてと，さらに太陽と惑星としての地球，地図作成なども含

まれていた．そして，それら諸現象の相互関係を解明し，縫い目のない自然

（シームレスな自然）の全体像を明らかにするのが自然地理学であるとされ

ていた注 4）．

図 1-2　『地文學初歩』の氷河の部分．氷河
擦痕礫の図が載っている．

図 1-3　『地文學初歩』の原本“Physical 
Geography”の図 1-2 と対応するページ．
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1-3　現在の自然地理学

　ところが，現在の自然地理学は，自然を，ひとまとまりの関連する自然と

して研究する学問分野ではない．このことを，上に翻訳引用した「休日の散

歩」の例で示そう．

　朝の輝かしい陽の光で蒸発した水蒸気は，上空で水滴になり雲をつくり，

やがて雨となって地表に降り注ぐ．この部分は気候学の領域で扱われる．降

った雨は地表面から浸透し地下水となる．これは水
すい

文
もん

学
がく

の領域である．地上

の植物は降雨起源の水分や土壌中の養分を吸収して成長し，大地を広く覆い，

野山の森林や草原となる．これは植生地理学で扱われる．枯死した植物遺体

と堆積物や基盤岩の風化した部分が合わさって土壌となり地表面を構成する．

土壌を扱うのは土壌地理学である．地中に吸収されなかった雨水は地表面を

流れ，やがて川に流れ込み流下する．その過程で，大地を侵食し地形を形成

する．また，土砂や植物遺体，さまざまな化学物質を運搬し，堆積させる．

これらの現象を扱う研究領域は地形学である．

　気候学・水文学・植生地理学・土壌地理学・地形学は，それぞれ独立した

研究領域と考えられ，自然地理学の中核をなす研究領域と考えられている．

このことは自然地理学の教科書を見ればわかる．各領域が，独立した章に，

相互の関係を説明することなく並べられている．近年刊行された教科書（高

橋・小泉  2008；松山ほか  2014）でも，地形学，気候学などの個別領域が章ご

とに書かれているだけで，自然地理学がどういう科学なのかの説明は書かれ

ていない（表 1-1，表 1-2）．それぞれの研究領域では，それぞれの研究対象

がくわしく分析・研究されているが，個別の研究領域の研究では，休日に起

こった自然の変化の一部分だけしか把握できないであろう．自然地理学は領

域別自然地理学というべきものに変わってしまった．

1-4　まとめ：領域と領域とをつなぐ研究の必要性

　上に挙げた五つの研究領域が自然地理学の主要領域であることは，多くの

自然地理学者に疑いなく受け容れられている．しかし，この五つの研究領域
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は，それぞれに独立した研究領域であると考えている人びとが多い．それぞ

れの名前を冠した学会も設立されている．つまり，自然地理学は，19 世紀

のギーキーの『初歩の科学 自然地理学』とは大きくかけ離れたものになっ

てしまった．

　これは学問の発展の結果であり，自然現象の細かい部分の解明には成功し

たとも考えられるが，「休日の散歩」に描かれた自然の全体像，気候と，水

文現象，地形との相互の関係はわからなくなってしまったのではないかとい

う疑問が浮かんでくる．自然のすべてを取りまとめて総合的に研究すること

はできないのだろうか．そのためには，研究領域ごとに別べつに研究するの

ではなく，さまざまな領域を俯瞰するように研究すること（領域俯瞰型研

究），あるいは領域と領域の境をなくすような，領域相互をつなぐ研究が必

要であると考えられる．

表 1-1　『地理学基礎シリーズ２　自然地理学概論』の目次

章 章ごとのタイトル

1 惑星としての地球：空間・時間の認識方法（経緯度と方位）

2〜7 気候要素と気候因子，世界の気候区分，地球のエネルギー収支と大気大循環，地域
スケールの気候，日本の気候，気候の変化・変動

8〜11 世界と日本の大地形，第四紀と氷河時代，山地と丘陵地の地形，平野と海岸の地形
12 生物の地理学
13 水の循環と水資源
14 自然災害
15 地球規模の環境問題

（高橋・小泉，2008）

表 1-2　『自然地理学』の目次

章 章の内容

序章 自然地理学の醍醐味
1〜3 地形学
4〜6 気候学
7〜9 水文学

10〜11 環境地理学（植生地理学・地生態学）
12〜13 環境地理学（土壌学と土壌地理学：基礎と応用）
14〜15 地理情報学

（松山ほか，2014）
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　そこで，第 2 章では自然地理学がこのように変化した経緯を見るために自

然地理学の歴史を振り返ってみよう．

注 1）イギリスで小学生向けに刊行された教科書もしくは副読本．科学・歴史・文学の諸
分野をカバーする叢書（全部で 20 巻）で，シリーズの編者は Huxley と , Roscoe, 
Balfour Stewart と書かれている．

注 2）領域と分野：領域と分野は同じ意味で使われる．かつては分野が一般的だったが，
最近では領域が多く使われる．科学技術振興機構では分野を大分類，領域を小分類とし
て使っている．本書でもそれにならい，自然地理学分野は気候学領域，地形学領域など
から構成されているという使い方をする．ただし，厳密に使い分けてはいない．

注 3）Tyndall, John 1872. “The Form of Water in Clouds and River, Ice and Glaciers”. 
（ジョン＝ティンダル  三宅泰雄  訳『水のすがた─雲・河・氷・氷河』創元文庫，
1953）にもおなじような記述がある．

注 4）シームレス：シームレスという言葉は，1960 年ごろから広く使われだしたシームレ
スストッキングで知られるようになった．産業技術総合研究所地質調査総合センターの
デジタル地質図は，ディスプレイ上で連続的に表示されるので，シームレス地質図と呼
ばれている．
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