
－6g－  

ひじマ竜‘本章椚駄㌢摘指摘鳩尾」引マ妄4∠  

‘ユニコ ○㌢tハエG昔望マ㌢速くへ葡孝妄4∠勺く字書  

寵ユGアニウ勤鞠引雑事謹製（tへマ害鳥‘立埠葦α  

豊￥烏㌢智ひ年最籍9響引（E官’d‘0∠61）く；ん  

イン0判断昭維持1与＃9さ¢雑事らtハマ￥烏  

Otへ尋ヤユ1鴇拙孝豊梁  

・．・・∴’′・．・，：：て卜・・・‥：・－・こ・∴：‘に－、・ト・－ 一二∴．！－！．「  

尋常出㌢q凶＝り梨澄明藤間αケ寄主マ認出㌢（1洋二り  

革醍等我￥窃与孝妄融間‘引ユ専受‘さ寧tへ葦1引  

マ＝ヰ軍q都〉1ま呈孝う里～ユ＝コ ○㌢tへユ宅ユ  

里う昔望さ¢マごひ〉愛9＝川羊智引ユ（へG＝ウ￥烏  

韻捌柴草皇（L  

フ二宮a首‘マフ官官尊衝耶ⅠI  

O9、へユ瑚卓Y封ユ1マ妻Ⅲ壊さ寧  

醤鼻9ヰ凶＝つ牡澄明筆革＝ひ暑射9（イ呼＝ウ『固マ  

間』￥叫卓閑引巨与く¢凶事ひ秦諒闇マ￥畠‘さ字㌢  

V埠寮マ）（婁〟境）亜必ひ『固マ間』う咋（専  

Ⅱ掌）堪招紅∵旨畠‘引ユ1：？智敏α蟄☆‘ユ1～  

0㌢tへ討ユ1：？1Y〃王寺（6郎t‘♯旦）『固マ間』  

皆勤ひ封葺 ♯旦㌢ヰ執筆孝￥鳥海鞘αユ1：？  

朝一奏轟囁‘ユ1ニ？魯ひ豊撃呈‘引よ製波よコ之  

Otへ尋  

1繋コ望ユtへG＝つ朝一豊害鳥ユtへ呼＝り苧組むマ轟音  

取‘よ剖暮ら艶孝明～引毀車Olへ葦q羊智羊ク繋コ呈  

αユtへG二つ朝一豊害鳥9α隼9了＝つ暑毒馴身重睾  

抱むコ呈丁‘1埠l O（∠66l‘弊酎）＃C主と孝睾胞  

￥1：？寄手羊孝1y〃4￥畠ひ宰劫‘＝つ笛羊ク暑蓑  

0㌢瑚  

更避埋立て¢葦ひ1Y〃≠くこ朋早き顎・朋草花・朝  

市罷笛tへp‘さ字く¢ひ尋弓ユ1＝ソ箸別暴君蔓ら了  

剖・￥芋膿貨車＊  

αス立渕磯的巧－よロゼよ♪孝明挙手歯朝プC、へ  

マt杵陀甘∂tOII瓜‘ptユ0瓜－auO㌢（つ辞＝つ国華与α軸  

示さ¢害鳥岸1〔～‘引ユニ～○㌢ヰ亜必孝幸畠α  

串間α与、寧卓立＃V音譜梨ニウ杏Z∠6t（うく字音∠l□普  

∠引（智661）∂AOユ冒so〇‘二1鬱普0㌢tへエコ掌理鴇  

、－∴に：・．・・．・・－∴ 一二∴二・こ・∴∵、・さ二・り－・‾∴．．・1－、  

孝皆勤ひ孝幸烏ひ年rlr∠ひユ（憧＝り杏066t（うく単  

車OE61引（Z66t）s！A甘口O9tへユ1醤鼻孝妙凶ひ  

歯朝マ凶Y立錐㌢ヰ］T中吉マ毒義一ぷ∠♪＼′孝皆射  

α＝クーE一丁二αY卓1〔ヰ・1」く∠‘孝幸烏む  

剥ま胡屈ヰ牒（0661）uOu官∂S O㌢、へエコ豊孝洛  

凶ひママyr⊥ヰE／てヰ‘嘗甘マ等宙￥畠‘コ賢  

孝孝鼻ひ剥囚？ヰ凶＝ウ章主立孝￥怠業数‘q間  

孝百蘭ひ財帖ひ章魚ユ、へ辞ニウ教組ひマ崇薔ひ訝壬  

：l－I：こ∴よ：し1トさ：∴1．－・．・－●・、・－．．－－：・lt小l－．l．・こ・二∴  

孝轡事二っ封書㌢“〉中寺章畠判（0661）JOt鱒エ‘鼻  

羊 ○㌢智之q韻岸tへ封二＝∃む暑毒さ¢む9ひじ園  

α⊥Ⅵ‘首相胡孝魂必ひ害鳥寺訝Otへ葦¢マ寸〃草  

引睾姻草1：？嘗ff孝幸畠αく寧葦α暴動‘ユtへ坪ニク  

轟音鞘0ら了宅ユさ¢マご㌢マ鼻ユ（り聯＝情塊二つ才  

一ごへ・l：．・！ニT∵ごl・．・：∴、－．－∴．－－・lて ン川こJ∴盲i、：∴  

官ひひ9ひ～尊堂明海囁ひ立羊㌢董＝つ生娘ひユ1  

マ剥瀦む囁垂ひケ製うく¢囁賛罰αケ剛‘引鴇富  

むユ1：？勒厘葦朋貰硯0（996l‘st叩陀qp甘e∂AOユ才  

一SO〇）管tへユ里与（倒さ寧葦事＝1露出らtへマ嬰雄α  

さ：川・∴1：こ二・．・こい1 ●二∴1・．－‥●∴・卜・・・1か、、ゞ  

－pu官l菩憧「・碑醤㌢（ク辞＝ウ重商間耳Y（∂毒詳  

＝1 閥 ∩ 判 Ⅰ  

豊7卓yぺ‘湛澄明筆必＝‘1Y〃≠くこ‘間マ囲‘￥烏：山一ムーキ  

＊宣r  、∴ト： ；■∴  

咋 婆 孝 『因 マ 間』   

（〝省嘲一興拘つ）s∂つu∂PSl電つ叩（Ⅰ官鰯0∂つ  

∠66T‘∠lト∠Ol◆ddz◆OuZ9●lOA秦傭轟簡   



地理科学52－2，1997  108   

特異な織りものであり，どんなに近くてもなおか  

つ遠い，一回限りの現象」と定義されている。一  

方，バージヤー（1993，p．68）によれば「写真は，  

一瞬に作り出される証拠として現実の世界に取っ  

て代わった」。しかし，写真，あるいはそれを含  

めたメディアー扱が現実を偽造するわけではない。  

カメラができることは「事件の外観を定着する」  

（バージヤー， 1993，p．70）ことであり，「「写真」  

が数かぎりなく再現するのは，ただ一度しか起  

こらなかったことである」（バルト，1985，p．9）。  

我々の網膜においては，写真で定着されるべき瞬  

間の映像が次々と現れては消えて行く。写真は  

我々が次々と忘れ去っていくその瞬間の画像を一  

定期間保存する。  

地域を数枚の写真で表現することを考えると，  

まず時間的にみて，同じアングルからの写真は  

1日に「24時間／露出時間」の枚数だけ撮影可能  

である。また，空間的にみても無数の可能なアン  

グルから選択がなされていることになる1）。すな  

わち，「見ることは選択」（バージヤー，1986，p．  

10）であり，写真が定着した画像はいつでも我々  

の眼前に再現され，また，実際に撮影されなかっ  

た無数の可能な画像を代表するのである。   

それでは，写真に定着された画像が複製され，  

流布されることは何を意味するのであろうか。ソ  

ンタグ（1979，p．10）は「写真を収集することは  

世界を収集することである。（中略）写真を撮る  

ということは，写真に振られるものを自分のもの  

にするということである。それは知識と思われる  

がゆえに力とも思える，世界との一定の関係に自  

分を置くことを意味する。」と主張する。現実そ  

のものや地域や場所は所有することができないが，  

画像として，あるいは知識としては所有すること  

が可能となる（ソンタグ，1979，p．166）。かつて，  

油彩による風景画は，パトロンとしての地主が自  

らの土地を居間に飾れるような画像として所有す  

るために措かれた（バージヤー，1986；ヴァルン  

ケ，1996）。複製技術としてのカメラはその画家  

の役割を拡張し，不特定多数の者が自らと関わり  

の薄い土地の風景を所有することを可能にした。  

小型化してからというもの，カメラは19世紀末の  

英国において自転車旅行に携帯されるようになり  

（Taylor，1990），その後も世界的に観光旅行には  

欠かせないものとなっている。「われわれは見る  

ためにではなく，写真を撮るために旅行する」  

（ブーアスティン，1964，p．128）。このような画  

像による所有は自ら撮影するものに限られない。  

絵ハガキ（佐藤，1994）や切手（斎藤，1992）な  

ど，こうした選択された画像を定着した媒体（メ  

ディア）は我々の地理的知識を規定する重要な要  

素となっている2）。  

2）写真をめぐる主体   

写真をめぐる行為としては，バルト（1985，p．  

16）の言葉を借りずとも「撮ること，撮られるこ  

と，眺めること」が考えられる。行為主体として  

は撮影者，被写体，観客が存在する。   

撮影者は時空間上の無数の画像のなかから選択  

を行うことは上に述べたが，写真術は数多くの  

被写体を画像として保存してきた。このことは，  

物理的な画像を生産可能にするのみならず，その  

ような画像を我々が見，あるいは見せることを  

道徳的に当たり前のこととするのに成功したとい  

える。フォト・ジャーナリストは世界を駆けめぐ  

り，カメラを手にした観光客も溢れている。また  

写実は，それまでは不快な，あるいは見るに耐え  

難いとみなされてきた画像を氾濫させることで，  

我々をそれらに慣らすことに成功してきた（ソン  

タグ，1979，p，48）。また一方では，「写真は美を  

いたるところに存在するものとして明らかにして  

きた」（ソンタグ，1979，p．109）。衝撃的なもの  

をも公にすることが許され，実の対象というこ  

とであらゆるものが被写体であることが許され，  

バルト（1985，p．145）がいうように「イメージ  

が，普遍的なものとなることによって，差異の  

ない（無関心な）世界をつくり出しているのであ  

る」。   

写真撮影をめぐる，複数の主体の関係はまさに  

政治的である。「一台のカメラを所有することが  

（中略）侵害の免許を与えるわけではない」（ソン  

タグ，1979，p．174）。撮影される側は写真撮影  

という行為から無関係なわけではない。バルト  

（1985，p．23）はカメラというものが四つの人格  

を創り出すと論じている。すなわち，①自分が  

一40－   
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品のタイトルにはこのような意味合いが含まれて  

いる。   

ではまず，地図と写真の違いについて考察して  

みよう。地理学的な主張を含む地図は主題図の  

ことであると思われるが，「図と地」の観点から  

主題図と地理写真の違いを検討してみよう。主  

題図においては，考察すべき現象が図柄となる。  

地理学的観点からそれらの現象は，地域的，ない  

し空間的関係によって説明される。その説明の  

素地となるのが地域的，空間的情報であり，それ  

は点的，線的，面的情報を含む。主題図の場合，  

これらの地柄も図柄もともに地図作成者の判断に  

よって，現実世界から選択，抽象，そして創造さ  

れたものである。それに対して地理写真の場合  

は，撮影者が意図的に画面に定着させようとした  

もの，そして多くの場合ピントが合わされたもの  

が図柄ということになる。その一方，地図とは  

異なり，写真はフレームに含まれる情報を加工な  

しに記録する。そのようにして，撮影者が意図  

せずに記録した情報が素地になる。また，若林  

（1995，p．40）が指摘するように，地図と写真に  

は視点の遠いがあり，「地図においては通常言う  

意味での「視点」なるものは存在しない」。一方，  

カメラはあらゆるものを撮影者の「時間や空間上  

の位置に関係する」（バージャー，1986，p．22）  

ものとして一枚の画像に定着する。すなわち，  

写真はその画像のなかに撮影者の視点 【 それは  

時空間上の一点であり，一回きりの点である－  

をも記録するのである。まとめれば，第1表のよ  

うに両者の差異を表すことができる。同じ表象  

媒体である写真と地図には，repreSentationに相  

当する異なった日本語一表象，再現，代表－  

をあてることができる 。写真は撮影者が目にし  

た映像を再現し，地図は現実を分節化し記号に  

変換することによって現実を記号で代替させ表現  

する。  

次に，「地と図」の英語による表題を検討して  

みよう。作者のあとがきによれば正井春夫氏の翻  

訳によって英文が併記されているが，そのタイト  

ルの英訳はGeo－Imagesとある。この造語は先に  

触れた6TuathaL（1994）によるgeo－graphyとい  

う表記と比較すると興味深い。地理写真は地理  

学とも区別され，その違いはgraphy（記載法）と  

in1ageS（画像）4）との違いである。これは表現形  

態の違いともいえる。地図を除けば，多くの部分  

を言葉で記載する地理学に対して，地理写真は画  

像によって地（geo）を表現する試みといえる。  

言葉は単語という形で現実を分節化し，それらを  

規則に従って配列し，論理的に整合性を持って初  

めて意味を成す。それに対し，画像とは認識以前  

の状態である。写真による表現と解釈には大きな  

不確実性を伴うことも認識しておこう。  

2）テクストとコンテクスト   

地と図の関係は，より一般的な問題に拡張すれ  

ばテクストとコンテクストの問題ともいえる。  

我々の社会科学的営為の多くが，何か特定の事象  

を理解したり説明することを目的としている。  

いわば，そこでの研究対象としての現象が図柄  

でありテクストである。そしてその現象を成り  

立たせている状況が素地であり，コンテクストで  

ある。   

地理学史において，近年コンテクスチェアル・  

アプローチなるものが主張されている（Berd－  

oulay，1981；野澤，1992）。それは学問分野の歴  

史をその内的論理のみによって説明するのではな  

く，それが産み出される様々な状況を加味する  

べきであるという主張を含んでいる。Berdoulay  

（1981，p．11）は，内的要因と外的要因とを厳格  

に区別することを戒めているが，こうしたアプ  

ローチはともすると地理学史という図柄を時代  

精神や社会的政治的状況（特に制度）といった  

素地によって決定論的に説明することになりか  

ねない。そして，そのような説明法一因果的  

説明法（そこには原因と結果がある）－は個々  

の系統地理学においては→般的であったともいえ  

よう。   

しかしながら，上述した「図と地」の関係，  

第1表 写真と地図の比較  

視 点   情 報  表象様式   

写 主観的   客観的  再 現   

地 図  不在（客観的）  主観的  代 表  

－42 －   
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第2表『地と図』の構成と内容  

112  

撮影場所  頁数 写真数 内人物なし  Ⅰ．地   

モデルⅠ（「地」とは人間の手の加わらない自然）  
l
 
l
 
l
 
l
 
 

氷雪の大地  アラスカ・…    ・…・ 1  

ヒマラヤ・‥・    ‥・‥  2  極高地  

活火山  有珠山…………………‥ 1  

槍が岳…………………‥ 1  閉ざされた山  

Ⅰ．地と図   

モデルⅡの1（人間の手が加わった印としての「図」）  

l
 
l
 
l
 
1
 
8
 
2
 
7
 
3
 
1
 
仁
U
 
3
 
7
 
 
 
 
0
 
2
 
2
 
1
 
 
 
 
仁
U
 
8
 
 
 
 
1
 
4
 
8
 
4
 
2
 
 
 
 
3
 
 

（
 
（
 
（
 
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
 
（
 
（
 
仁
U
 
（
 
 
 
 
 
l
 
 

槍が岳…………………‥ 1  

モデルⅠの2（必要な構成要素によるシステムとしての場所）  

フランス・シャンパーニュ・・＝…… 1  

北海道・富良野・・…・……・…・1  

岡山・吉備高原……………‥ 1  

海辺を見る  

砂丘の開発  

日本各地の海岸地域…………‥16…‥＝ 14  

庄内砂丘…………………・3……・ 3  

輪中の村  岐阜……………………・6……・ 7  

焼畑を保存する人たち  石川・白山西山麓・・＝………… 7……・ 8  

開山祭のころ  上高地…・…・…‥・…・…・6・・…＝ 8  

雪国点描  長野・飯山線沿・・・・ ・・…・10・・…＝12  

秋山郷のこどもたち  長野・秋山郷…・・＝・＝……… 8・・‥・‥ 9  

東山郷の在来作物  長野・上村………＝……… 6・・…＝12  

モデルⅠの3（一つの場所に共存する複数のシステム）  

畑と住宅  東京・世田谷…・・＝…………1・・…‥1  
埼玉・小鹿野…・・・…・・…＝… 2…＝‥  2  

冬の上越国境  新潟・湯沢，群馬・子持………‥ 2……・ 2  

高原野菜とペンションと  八ヶ岳東麓………＝………14……・ 21  

二つの扇状地   

小さな京戸川扇状地   

大きな黒部川扇状地  

山梨・京戸川………………・7……・ 8  

富山・黒部川………………・9……・ 11  

モデルⅠの4（地と図の時間的変化）  

東京・佃島……∴………‥1……・ 1  

静岡・熱海………………‥ 2……・ 4  

武蔵野台地………………‥ 8……・ 10  

東京・新宿………………‥ 8……・ 73  

新田のおもかげと都市化  

3つの廃坑  松尾，宮田，尾去沢…・……‥ 3‥…‥  3  

モデルⅡの5（一つのシステムによるもう一つのそれの圧倒）  

青山界隈  東京・青山‥………‥‥…‥23…‥‥ 29  

2）システムとしての場所   

モデルⅡの2において，場所はシステムである  

と定義される（石井，1989，p．14）。地表面の建  

造物は人間生活の営みにとって必要な構成要素で  

あり，その総体である場所はそうした構成要素の  

関係性からなるシステムである。これがこの作品  

の結論であり，出発点である。実際の写真はここ  

では棚上げにし，まずモデル写真から検討を加え  

てみよう。   

モデルⅡの2では，場所がシステムであること  

を説明するために，お茶を呑むという行為を成立  

させる要素をフレームに収め，その関係を示唆さ  

せる。このモデルに従えば，例えば農村空間にお  

いて，場所とは農業という人間の営みにおいて，  

多様な条件を持つ土地（地としての自然）とそこ  

に刻まれた人間の建造物（図としての人工物）の  

総体である。次にモデルⅡの3を見てみよう。こ  

こで問題となるのは，言葉上「お茶を呑む」とい  

－44一   
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て表現する方法であり，『地と図』においても多  

く用いられている。また，この方法の亜種として，  

ある共通性を持つ異なる地域の写真を組み合わせ  

ることによって両者の差異と類似性を示す方法も  

ある。これが三つ目の方法である。   

第一の方法における画像は概して鳥轍的なもの  

になる。それによって，より広範囲の構成要素を  

一枚の画像に収めることが可能になるが，それは  

フレームという限界を超えることはできない。す  

なわち，地理的現象を成立させる要素は必ずしも  

空間的に近接しているわけではない。言ってしま  

えば，この方法における地理写真の目的は地理的  

現象の説明ではなく，まさに地域や場所を写し取  

ること，地域をそのものとして把握することであ  

る。画像としての記録は分節可能な要素の記録の  

みならず，分節不可能な要素，そして撮影者の意  

図せざるものの記録を含む。しかも，画像による  

主張にはヒエラルキーは存在しない。写されたも  

の全ては同価値にあり，価値づけるのは観賞者で  

ある。バルト（1985）が一枚の写真の些細な箇所  

に気を取られるように，例えば秋山郷のストーブ  

を囲んだ小学生の授業風景の写真（石井，1989，  

掛70～71）において筆者は，そのなかの一人の机  

の前にアルファベットで善かれた名前「Yamada  

hideki」に気を奪われる。なぜローマ字で善かれ  

ねばならないのか？ 国語の授業風景との不調和  

さ。撮影年から判断すると彼らはおそらく筆者と  

同世代セあるが，今は何をしているのか？こう  

したことに思いを馳せる観賞者としての筆者。冬  

の雪国の説明のために用いられた写真から観賞者  

が学ぶことは，無味乾燥な機械論的なシステム論  

ではない。他の地域の写真に比して人の顔の表情  

が目立つ雪国で撮影されたこの組写真が訴えかけ  

るのは，分節可能な要素とそれらの関係ではない。  

それはまずもって人々の表情であり，それが同時  

に記録された背景との調和（不調和）である。雪  

国そのものを象徴する人々の顔が図柄であり，フ  

レーム内に同時に記録された全ては地柄である。  

3）地理写真の可能性   

写真による地域や場所の表現は，地域や場所へ  

のコンテクスチュアリスト・アプローチである。  

う同一の行為においても異なった様式のシステム  

が存在し，それらが同じ地の上に共存するという  

状態である。ついでモデルⅡの4では時間の経過  

に伴って，．システムの構成要素の外観が変化する  

ことが示され，モデルⅡの5では，Ⅱの3で示さ  

れた二つのシステムにおいて一方がもう一方を圧  

倒するという主張へと至る。   

まず人間生活の原型としての集落が示され，し  

かしながら，場所の違いによって個々の要素は異  

なり代替は困難であることが示される。人間の移  

動やイノベーションの拡散の容易な現代社会にお  

いては，異なるシステムが共存することは希でな  

く，時に従来のものが新たに参入してきたものに  

よって置き換わられる。このモデルを順に辿って  

みると，こうした物語が想起される。この物語は，  

フオトジャーナリズムを支配する郷愁の観念を引  

き継いでいる。過去を記録するという写真の性質  

上，過去と現在の対比，そして過去の理想化は避  

けがたいものとなる。しかし，このことば単なる  

イデオロギー的な問題ではなく，システム概念の  

認識論上の問題でもある。これらのモデルによっ  

て説明されるシステム概念にはいくつかの限界が  

ある。まず，個々のシステム要素をモノ（急須，  

ポット，湯呑）に代替させているため，明らかに  

構成要素が分節可能であること。お茶を呑むとい  

う行為を人間生活の比喩として用いているため，  

システムそのものの働きが目的論的であり，構成  

要素が行為の一部分を担うようなものであるため  

に同時に機械論的なものであること。しかし，近  

年の新しいシステム論の勃興するなか，地理学内  

でも機械論的システム概念は再考を迫られている  

（水野，1995）。   

さて，実際の写真を見てみよう。本作品におい  

て，システムの構成要素の総体としての場所を地  

理写真によって表現するには三つの方法が存在す  

る。一つ目の方法はモデル写真と同様に，構成要  

素を一枚の写実のフレームに写し取ることである。  

この方法においては，システムの構成要素が写真  

のフレーム内に収まるほどローカルなものである  

という限界が生じる。二つ目の方法とは「組写  

真」（名取，1963，p．61）である。それはすなわ  

ち，一つの地域を数枚の写真の組み合わせによっ  
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具体的な作品の構想まで本稿で提示することは  

できない。写真という画像による主張は，確たる  
事実を報告するという教育的なものであってはな  

らない。確かに写真家が提供するのは紛れもない  

事実であるが，そこには観賞の自由がなくてはな  

らない。そのことによって，観賞者が事実そのも  

のを問い直し，作者とともに考える。地理写真家  

は地理批評家7）との対話を保ちながら主張をして  

いく，そのように望みたい。   

素晴らしい『地と図』の続編の刊行を待ちながら。  

本稿は，『地と図』を筆者に恵贈して下さった石井  

賛氏に対する回答である。写真一般論については，筆  

者が1995年1月に提出した修士論文のなかに散在して  

いた断片を編集したものでもある。写真1の転載に関  

して許可をいただいた，朝倉書店取締役社長朝倉邦造  

様と，転載のために特別に焼き付けをしていただいた  

石井 賓氏に感謝いたします。本稿の骨子は1996年度  

日本地理学会春季学術大会一般発表において発表した。  

注  

1）例えば，2枚の空中写真の同じ撮影場所を重ね合   

わせて見る実体視という技術は，厳密にいえば僅か   

な撮影時間の差を持っている。  

2）初等，中等教育における地理の教科書においても，   

撮影時間と場所の詳細な情報を載せずに紙面の多く   

の部分が写真で占められている。  

3）『新版 心理学事典』平fL社，p．100。  

4）血ageをカタカナ表記した日本語「イメージ」にお   

いては，内田（1987）や尾藤（1996）のように観念的   

な意味で用いられているが，こうした研究が明らかに   

しようとするものは非常に不明瞭なものである。ここ   

では，アルファベット表記上の意味，すなわちミッ   

チェル（1992，p．11）が「われわれは，絵画，彫像光   

学的幻影，地図，図表，夢，幻覚，見世軌 投射像   

模様，記憶，そして観念すらもイメージと呼ぶ」とい   

うように，多様ではあるが物質的・観念的な画像とし   

ての意味で用いられていると考えてよいだろう。  

5）「図と地」の関係によって地理的空間を理解しよう   

という同様の主張は，ノルベルグ＝シュルツ（1973，   

p．56）による現象学的建築論のなかでも展開されて   

いる。  

6）上述したように写真による地理学的主張は因果論   

的説明法よりも解釈学に向いていると筆者は考える。   

よって厳密にいえば，地理写真は写真による地理学   

というよりは地誌学に，最近の用法ではロカリティ   

研究とする方が適切であろう。  

7）アンドレ・ケルテスのニューヨークの写真を研究   

対象としたSeamon（1990）は一つの試みである。   

個々の写真の分析は興味深いが，論文の目的がハイ   

デガーの現象学に依拠した人間一世界関係の探求で   

あることは本稿の議論とは一致しない。  
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